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アクサ、「ネットゼロ・インシュランス・アライアンス」発足に向け、議長として牽引 

 

アクサは、国連の「持続可能な保険原則」に基づいた、世界の主要な保険会社および再保険

会社 7 社による新しいアライアンス、「ネットゼロ・インシュランス・アライアンス」＊1 構

想を発表しました。アクサの CEO トーマス・ブベルは 4 月 21 日、「グラスゴー・ファイナ

ンシャル・アライアンス・フォー・ネットゼロ」＊2 発足の会議の冒頭で、本アライアンスが

目標に近づくための重要な取り組みになると説明しました。 

 

今回の「ネットゼロ・インシュランス・アライアンス」は、「グラスゴー・ファイナンシャ

ル・アライアンス・フォー・ネットゼロ」や関連する「レース・トゥ・ゼロ」イニシアティ

ブを後押しするものです。保険業界が取り組む主なビジネス上の貢献として、COP26 とい

う重要な節目に向けて本格始動する予定です。「グラスゴー・ファイナンシャル・アライア

ンス・フォー・ネットゼロ」は、COP26 英首相付金融アドバイザーならびに国連気候変動

問題担当特使であるマーク・カーニー氏と、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）気候行動

チャンピオン*3、「レース・トゥ・ゼロ」キャンペーンとの連携により開始しました。 

 

気候変動の影響を軽減させるには、すべての市場関係者による永続的かつ包括的な努力が

必要です。アクサは、気候中立を目指す投資家であることの真意を理解し、2019 年の当社

気候戦略の一環として、「ネットゼロ・アセットオーナー・アライアンス」への参加を決め

ました。私たちは、保険会社としてグリーンビジネスをより適切にサポートしつつ、特定の

炭素集約型セクターから移行することが、いかに困難であり、かつ必要であるかを、理解し

ています。 

 

気候変動は危機として扱われなければなりません。「ネットゼロ・インシュランス・アライ

アンス」は、保険業界を適切な集合体として、気候中立性へのコミットメントを保険事業に

拡大する役割を果たします。アクサは、パリ協定の、産業革命以降の平均気温上昇を 1.5℃

未満に抑えるという目標に沿って、回復力のあるネットゼロ・エミッション経済への移行を

加速させるため、保険業界および再保険業界が重要な役割を果たせると信じています。アク

サが、本アライアンスの議長を務めます。 

 

 

 

 

 



 

議長を務める、アクサグループのチーフ・リスク・オフィサー、レノー・ギデエは次のよう

に述べています。 

 

「私たち保険会社・再保険会社は、投資の判断のみならず、保険の引き受けによっても気候

に影響を与えうる存在です。私たちがお客さまに提供する保険・再保険は、より環境に優し

い経済への移行を支援することができます。お客さまへのサービスと地球環境の保護を両

立させることが、私たちの役割だと考えています。気候中立を達成することは、長期的なサ

ステナビリティに関する課題であると同時に、緊急性を伴うものでもあると捉えています」 

 

本アライアンス創設に当たってのメンバー企業は、現在、独占禁止法を含む適用法、規則、

規制の遵守への対応に取り組んでいます。 

 

国連「持続可能な保険原則」のグローバルコミュニケーションはこちら 

 

*1 Net-Zero Insurance Alliance (略称 NZIA) 

*2 Glasgow Financial Alliance for Net Zero (略称 GFANZ) 

*3 政府や様々な非政府主体による気候変動対策のためのイニシアティブの強化・立ち上げを促進

するための様々な活動を行う者のこと。 

 

当参考資料は、4 月 21 日にアクサが「AXA to chair pioneering Net-Zero Insurance Alliance」

と題するマガジン記事にて発表した内容を翻訳・再構成したもので、メディア向けのご参考

としてご紹介しております。 

 

  

https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2021/04/PSI-NZIA-announcement.pdf
https://www.axa.com/en/magazine/axa-and-net-zero-insurance-alliance


英語原文： 

AXA to chair pioneering Net-Zero Insurance Alliance 

Thomas Buberl, AXA’s CEO, closes the opening section of the “Glasgow Financial Alliance 

for Net Zero” (GFANZ) launch conference by explaining that a new alliance of insurers will 

fill an important gap: seven of the world’s leading insurers and reinsurers, working under the 

auspices of the UN Principles for Sustainable Insurance, are establishing a new “Net-Zero 

Insurance Alliance” (NZIA). 
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Indeed, climate change mitigation requires an enduring and comprehensive effort from all 

market players. We understand what it means to be a climate-neutral investor, and it is a 

significant challenge we have accepted to take on when we joined the Net Zero Asset Owner 

Alliance, as part of our 2019 Climate Strategy. We also know how difficult yet necessary it is 

to transition away from certain carbon-intensive sectors as an insurance underwriter, while 

also better supporting green businesses. 

 

However, the climate crisis must be treated like a crisis: the Net-Zero Insurance Alliance will 

serve to extend our commitments to climate neutrality to our insurance business in the right 

collective setting. We believe that the (re)insurance industry can play a key role in accelerating 

the transition to a resilient, net-zero emissions economy, in line with the 1.5°C target of the 

Paris Agreement. This Alliance will be presided by AXA. 

 

The upcoming Alliance will support the Glasgow Financial Alliance for Net-Zero and related 

“Race to Zero” initiatives, and it will be launched in full ahead of COP26 as the insurance 

industry’s main business contribution to this key political milestone. 

 

 

RENAUD GUIDÉE 

 

CHAIR OF THE NZIA AND GROUP CHIEF RISK OFFICER OF AXA 

 

We insurers and reinsurers can deliver impact on climate not only through our investment 

decisions but also through our underwriting actions. The insurance and reinsurance coverage 

we provide to our customers can support the transition to a greener economy. We believe it 

is our role to both serve our clients and preserve our planet,” said Renaud Guidée, Chair of 



the NZIA and Group Chief Risk Officer of AXA. Achieving the climate neutrality ambition is 

a matter of long-term sustainability, yet it comes with a sense of urgency. 

 

The founding members of this future Alliance are currently working on ensuring that it will 

comply with applicable laws, rules and regulations, including anti-trust. 

 

See UN PSI global communications here. 

 

Mark Carney, the UK Prime Minister's Finance Advisor for COP26 and UN Special Envoy 

for Climate Action and Finance - in partnership with the UNFCCC Climate Action 

Champions and the Race to Zero campaign - are teaming-up to launch a global finance 

alliance for net zero. Thomas Buberl, AXA’s CEO, closes the opening section of the “Glasgow 

Financial Alliance for Net Zero”. 

 


