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In brief 
 
PwC 弁護士法人は、企業及び社会が抱える ESG に関する重要な課題を解決し、持続的な成長・発展につ

なげるサステナビリティ経営の実現を目指すためのさまざまなアジェンダについて、PwC Japan グループや

グローバルネットワークと密接に連携しながら、特に法的な観点から戦略的な助言を提供するとともに、その

実行や事後対応をサポートしています。 
 
近時、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関

係諸機関において、ESG/サステナビリティに関連する法規制やソフト・ローの制定又は制定の準備が急速

に進められています。企業をはじめ様々なステークホルダーにおいてこのような法規制やソフト・ロー（さらに

はソフト・ローに至らない議論の状況を含みます。）をタイムリーに把握し、理解しておくことは、サステナビリ

ティ経営を実現するために必要不可欠であるといえます。当法人の ESG/サステナビリティ関連法務ニュー

スレターでは、このようなサステナビリティ経営の実現に資するべく、ESG/サステナビリティに関連する最新

の法務上のトピックスをタイムリーに取り上げ、その内容の要点を簡潔に説明して参ります。 
 
今回は、以下の 3 つのトピックを紹介します。 

I.  プラスチック資源循環促進法の成立 

II.  サステナブルファイナンスを巡る動向 

III. CG・コード及び投資家と企業の対話ガイドラインの改訂（サステナビリティを巡る課題に関する改訂） 
 
In detail 
 
I. プラスチック資源循環促進法の成立 
 
2021 年 6 月 4 日、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号）（以下「プ

ラスチック資源循環促進法」又は「本法」といいます。）が成立し、同月 11 日に公布されました。本法は、公

布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているため、遅

くとも 2022 年 6 月までに施行されることとなります。 
 
1. プラスチック資源循環促進法が制定された背景・目的 
 
世界的な人口増加や経済成長に伴い、資源・エネルギー・食料需要の増大、廃棄物量の増加、温暖化・海

洋プラスチックをはじめとする環境問題の深刻化はティッピングポイントを迎えつつあります。このような状況

下において従来の線形経済モデルは限界を迎えており、循環経済モデル（ビジネスモデルやライフサイクル

等におけるサーキュラーエコノミー）への変革が不可欠とされています（「循環経済ビジョン 2020」経済産業

省（2020 年 5 月）等参照）。 
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我が国では、資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、諸外国の廃棄物輸入規制強化

等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進することが重要であるとして、

2019 年 5 月に、環境省及び経済産業省を含む関係省庁により「プラスチック資源循環戦略」が策定され、

当該戦略を具体化するものとして、2021 年 1 月に、環境省及び経済産業省が組成する合同会議 1により

「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」（以下「本意見具申」といいます。）が公表されました。 

本法は、本意見具申に則り、多様な物品に使用されているプラスチックに関し包括的に資源循環体制を強

化し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環

等の取組（3R（リデュース：発生・排出抑制、リユース：再使用、リサイクル：再資源化）+Renewable（持続可

能な資源））を促進するための措置を講じようとするものです 2。 
 
2. プラスチック資源循環促進法の概要 
 
プラスチック資源循環促進法は、大きく分けて、基本方針の策定、各関係者の責務及び個別の措置事項に

分かれます。 

まず、主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物 3及びプラスチック副産物 4の排出の抑制並びに回収及び

再資源化等の促進を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」を策定するものとされており（本法 3
条 1 項及び 2 項）、この基本方針は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する

法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならないとされています（同条 3 項）。 

また、プラスチックに係る資源循環の促進等は、各関係者による連携及び協力が不可欠となるため、事業者

及び消費者、国並びに地方公共団体それぞれの責務（努力義務）が定められています（本法 4 条乃至 6
条）。 

上記に基づき、対象となる物品等のライフサイクルの各段階において、具体的に各当事者が講ずべき個別

の措置事項は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  設計・製造等関連－環境配慮設計指針等の策定及び認定製品の調達・使用の促進 

 製造事業者等向け設計指針の策定と認定制度の導入等： 主務大臣は、プラスチック使用製品

製造事業者等（以下「製造事業者等」といいます。）5が講ずべき措置に関する指針（プラスチック

使用製品設計指針/環境配慮設計指針）を策定し（本法 7 条 1 項）、製造事業者等のプラスチッ

ク使用製品の設計が当該指針に適合していることを認定する制度が設けられます（本法 8 条 1
項及び 4 項）。 

 認定製品の調達・使用等： 国は、グリーン購入法 6に基づく基本方針との関係で率先して上記

の認定がなされた製品（以下「認定製品」といいます。）を調達することが想定されており（本法

10 条 1 項参照）、事業者及び消費者は、認定製品を使用するよう努めなければならないものと

されています（同条 2 項）。 
  

 
1 中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会及び産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄

物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループの合同会議。 
2 環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について」（2021 年 3 月 9 日）参照。 
3 使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理

法」という。）2 条 1 項に規定する廃棄物となったもの（本法 2 条 3 項）。 

4 製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質に
よって汚染されていないもの（本法 2 条 4 項）。 

5 プラスチック使用製品の製造を業として行う者（その設計を行う者に限る。）及び専らプラスチック使用製品の設計を
業として行う者（本法 7 条 1 項）。 

6 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）。 

販売・提供 設計・製造 排出・回収・リサイクル 



PwC Legal Japan News 

PwC 
3 

(2)  販売・提供関連－使用の合理化と消費者のライフスタイル変革の促進 

 提供事業者向けの基準の策定： 主務大臣は、特定プラスチック使用製品 7（いわゆるワンウェイ

プラスチック）を提供する一定の事業者（以下「提供事業者」といいます。）（小売・サービス事業

者など）が、プラスチック使用製品廃棄物の使用の合理化による排出抑制のために取り組むべ

き措置の判断基準（以下「使用合理化判断基準」といいます。）を定めるものとされています（本

法 28 条 1 項）、 
 指導・勧告等： 実効性担保のため、主務大臣は、提供事業者に対し指導・助言をすることができ

（本法 29 条）、多量に特定プラスチック使用製品を提供する事業者の排出抑制が著しく不十分

である場合には、勧告、公表及び命令を出すことができます（本法 30 条 1 項、3 項及び 4 項）。 
 

(3)  排出・回収・リサイクル関連－プラスチック資源の効率的な回収とリサイクル促進 

① 市区町村の分別収集及び再商品化の促進 8 
 プラスチック資源の一括回収： プラスチック資源の分別収集を促進するため、市区町村は、分

別収集物の再商品化を、容器包装リサイクル法 921 条 1 項に規定する指定法人に委託する

ことができるものとし（本法 32 条）、同法のルートを活用した再商品化が可能となります。 
 中間処理工程の一体化・合理化： 市区町村が再商品化事業者と共同して再商品化計画を作

成し、主務大臣の認定を受けた場合には、市区町村による選別、梱包等を省略して、再商品

化事業者がこれを実施することが可能となります（本法 33 条 1 項及び 35 条）。 

② 製造・販売事業者等による自主回収及び再資源化 10の促進 
 廃棄物処理法の業許可が不要に： 自主回収・再資源化事業 11を行おうとする製造・販売事業

者等（全部又は一部を他人に委託する場合を含みます。）が自主回収・再資源化事業計画を

作成し、主務大臣の認定を受けた場合、当該事業者は、廃棄物処理法に基づく許可を受けず

に、上記の計画に従って行う再資源化に必要な一定の行為を行うことができます（本法 39 条

1 項及び 41 条 1 項）。 

③ 産業廃棄物排出事業者の排出抑制及び再資源化の促進 
 取組措置に関する判断基準の策定及び指導・勧告等： 主務大臣は、排出事業者 12が、プラス

チック使用製品産業廃棄物等の排出抑制及び再資源化等のために取り組むべき措置の判断

基準を定めるものとされています（本法 44 条 1 項）。実効性担保のため、主務大臣は、排出

事業者に対し必要な指導及び助言をすることができ（本法 45 条）、多量にプラスチック使用製

品産業廃棄物等を排出する事業者の排出抑制等が著しく不十分である場合には、勧告、公表

及び命令を出すことができます（本法 46 条 1 項、4 項及び 5 項）。 
 廃棄物処理法の業許可が不要に： さらに、再資源化事業を行おうとする排出事業者等（全部

又は一部を他人に委託する場合を含みます。）が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認

定を受けた場合、当該事業者は、廃棄物処理法に基づく許可を受けずに、上記の計画に従っ

て行う再資源化に必要な行為を行うことができます（本法 48 条 1 項及び 50 条 1 項）。 

 
7 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品（容器包装リサイクル法 2

条 1 項に規定する容器包装を除く。）として政令で定めるもの。 
8 ①分別収集物（市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集することにより得られる物）について、

製品（燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。）の部品又は原材料として利用する者に有
償又は無償で譲渡し得る状態にすること及び②分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する
者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること（本法 2 条 8 項及び 7 項）。 

9 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成 7 年法律第 112 号）。 
10 使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利

用することができる状態にすること（本法 2 条 5 項）。 
11 自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品（当

該プラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。）が使用済プ
ラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業。 

12 プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法 2 条 4 項に規定する産業廃棄物に該当するもの（分別収集物とな
ったものを除く。）又はプラスチック副産物（以下総称して「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。）を排出する
事業者（本法 2 条 9 項）。 



PwC Legal Japan News 

PwC 
4 

II. サステナブルファイナンスを巡る動向 
 
ESG 目標を金融面から支援するサステナブルファイナンスを巡る議論が活発に行われています。金融庁・

経済産業省・環境省は、2021 年 5 月、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」13（以

下「トランジション・ファイナンス基本指針」といいます。）を公表し、金融庁は 6 月、「サステナブルファイナン

ス有識者会議報告書～持続可能な社会を支える金融システムの構築」14（以下「サステナブルファイナンス

報告書」といいます。）を公表しました。また、東京都は 6 月、「Tokyo Green Finance Initiative（TGFI）～グ

リーンファイナンス発展に向けた提言について」において、グリーンファイナンスに関する施策 15を公表して

います。今回は、トランジション・ファイナンス基本方針とサステナブルファイナンス報告書の概要を見ること

とします。 
 
1. トランジション・ファイナンス基本指針 
 
パリ協定への対応、2050 年カーボンニュートラルの実現のための取組みとして、再生可能エネルギーへの

切り替え等により脱炭素化を果たすことが考えられる一方、排出削減が困難なセクターにおいては低炭素

化に向けた取組みなど、脱炭素化に向けた段階的移行（トランジション）に資する取組みを着実に行う必要

があります。トランジションの実現には、これを金融面から支援するための資金供給（トランジション・ファイナ

ンス）が重要となります。トランジション・ファイナンス基本指針は、脱炭素・低炭素投資に際して、資金調達

者、資金供給者その他市場関係者が対応を検討する際の参考に資するように作成されており、国際資本市

場協会（ICMA）のクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック 16（以下「ICMA ハンドブック」といい

ます。）との整合性に配慮されています。 

トランジション・ファイナンス基本方針では、投融資をトランジションであると評価するための 4 つの要素が定

められています。これらは、ICMA ハンドブックにおいて債券発行における重要な開示要素として示されてい

るものと整合性がとられています。 

・ 要素 1：パリ協定の目標に整合した目標や脱炭素化に向けて事業を変革する意図が含まれたトラ

ンジション戦略の実現を目的としていること 
・ 要素 2：その戦略の対象となる取り組みはビジネスにおける環境面の重要度が高いこと 
・ 要素 3：科学的に根拠のある目標を設定すること 
・ 要素 4：実施の透明性を確保すること 

主なトランジション・ファイナンスの類型としては、①資金使途はグリーンプロジェクト 17ではないが 4 要素を

満たすもの、②4 要素を満たしてトランジション戦略に沿った目標設定を行い、その達成に応じて借入条件

等が変動する資金使途不特定のもの、③資金使途がグリーンプロジェクトであり、4 要素を満たすもの、の 3
つが想定されています。 

なお、上記のとおり、ICMA ハンドブックでは債券による資金調達が念頭に置かれていますが、我が国にお

いては間接金融の比率が高いことから、トランジション・ファイナンス基本指針ではローンも対象に含まれて

 
13 https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210507001/20210507001-1.pdf 
14 https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210618-2/01.pdf 
15 グリーンファイナンス市場の発展、グリーンファイナンスにおける参加プレイヤーの裾野拡大及び環境施策・環境技

術の情報発信と ESG 人材の育成を施策の方向性として挙げており、ESG 関連の情報発信の強化や外国企業の誘
致等が含まれます（https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/15/documents/03_01.pdf）。 

16 2020 年 12 月に国際資本市場協会（ICMA）から発行されたものであり、クライメート・トランジションの実現に関連す
る目的を持って債券市場で資金供給を行う際に参照できるような慣行、行動及び開示についての明確なガイダンス
と一般的な期待事項が示されたもの（かかる資金供給に係る国際的に統一した考え方を共有することを企図するも
の）です。正文の英語版のほか、日本語を含む各言語による参照訳が公表されています
（https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-
finance-handbook/）。 

17  環境省が ICMA が策定したグリーンボンド原則（英語版及び各言語による参照訳が公表されています。
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-
principles-gbp/ ）に整合する形で策定した「グリーンボンドガイドライン」（2020 年改訂、
http://www.env.go.jp/press/files/jp/113511.pdf）にグリーンプロジェクトとして例示あるもの、また発行実績のあるも
のをいいます。 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210507001/20210507001-1.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210618-2/01.pdf
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/06/15/documents/03_01.pdf
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-finance-handbook/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-finance-handbook/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
http://www.env.go.jp/press/files/jp/113511.pdf
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います。ローンの場合においても、トランジション・ファイナンスと位置付けるためには、透明性の確保のため、

情報開示が推奨されることとなります。 
 
2. サステナブルファイナンス報告書 
 
サステナブルファイナンス報告書は、トランジション・ファイナンスを含むサステナブルファイナンスの推進に

関する提言をまとめたものであり、投融資先となる企業、直接金融を中心とした資本市場関係者、間接金融

を中心とした金融市場関係者それぞれについて整理されています。 
 

(1)  投融資先となる企業～企業開示の充実 

投資家や金融機関との建設的な対話に資する、サステナビリティ情報に関する企業情報の開示のあり

方について検討を行うことが提言されています。具体的には、比較可能で整合性のとれたサステナビリ

ティ報告基準の策定に向け、日本として、IFRS 財団における基準策定に積極的に参画すべきとしてい

ます。また、サステナビリティの中でも特に気候関連については、TCFD 等に基づく気候変動開示の質

と量の充実を促すとともに、国際的な動向を注視しながら検討を継続的に進めていくことを重要として

います。 
 

(2)  直接金融を中心とした資本市場関係者～市場機能の発揮 

「グリーン国際金融センター」の実現により、持続可能な社会の構築に向けた投融資の活性化に貢献

すること、市場の主要プレイヤーが期待される役割を適切に果たすことを重要と指摘しています。まず、

機関投資家に関しては、ESG 投資の積極的な推進やエンゲージメントに向けたコミットメントを強化す

ることが重要とし、脱炭素化支援を目的とする国際的な取組みに参画し、情報収集や能力向上に努め

るべきとされます。次に個人の投資機会に関して、ESG 関連投資信託の組成や販売に当たって商品

特性を顧客に丁寧に説明するとともに、その後の選定銘柄の状況を継続的に説明すべきとされ、金融

庁が資産運用業者等に対するモニタリングを進めることが重要とされます。そして、金融庁において、

ESG 評価・データ機関の行動規範のあり方等について、議論を進めるべきとされるほか、グリーンボン

ド等に関する実務上有益な情報が得られる環境整備や、ESG 関連債の適格性を客観的に認証する

枠組みの構築にも言及されています。 
 

(3)  間接金融を中心とした金融市場関係者～金融機関の投融資先支援とリスク管理 

金融機関が、サステナビリティに関する機会とリスクの視点をビジネス戦略やリスク管理に織り込み、

実体経済の移行を支えることが重要とされ、具体的には、投融資先の気候変動対応支援のため、ノウ

ハウの蓄積等を進めることを金融機関に求めるほか、金融庁において気候変動リスク管理態勢の構

築を促すことが適当とされます。いずれについても監督上のガイダンスを策定することが促されていま

す。 
 
 
III. CG コード及び投資家と企業の対話ガイドラインの改訂（サステナビリティを巡る課題に関す

る改訂） 
 
2021 年 6 月 11 日、①東京証券取引所により「コーポレートガバナンス・コード」（以下「CG コード」といいま

す。）の改訂が、②金融庁により「投資家と企業の対話ガイドライン」（以下「対話ガイドライン」といいます。）

の改訂が公表されました 18。これらの改訂は、いずれも、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバ

ナンス・コードのフォローアップ会議」の提言 19を踏まえて行われたものであり、その主要な内容は、①取締

役会の機能発揮、②企業の中核人材における多様性の確保、③サステナビリティを巡る課題への取組みの

3 点です。 
 

18 CG コードの改定について、東京証券取引所のウェブサイト（https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html）
を参照。また、対話ガイドラインの改定について、金融庁のウェブサイト
（https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1.html）を参照。 

19  スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議「コーポレートガバナンス・コードと
投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」（2021 年 4 月 6 日公表）
（https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210406.html）（以下「フォローアップ会議提言」といいます。）3 頁以下。 

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1.html
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210406.html
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このうち、本ニュースレターが対象とする、サステナビリティ（ESG 要素を含む中長期的な持続可能性）を巡

る課題の観点（上記③）からは、概要、以下（1 及び 2）のような改訂が行われました。上場企業においては、

これらの改訂を踏まえて、中長期的な企業価値の向上の観点から、(i)サステナビリティを巡る課題に関する

取組みについて、自社の基本的な方針を策定し、積極的・能動的に取り組むよう検討を深化させるとともに、

(ii)自社のサステナビリティを巡る課題への対応状況について適切な開示を行うことが求められることになり

ます。 
 
1. CG コードの改訂 
 

(1)  サステナビリティを巡る取締役会の役割・責務に関する改訂 

 サステナビリティを巡る課題の位置づけ 

従前から、CG コードにおいては、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題につ

いて、適切な対応を行うべき旨が規定されていました（CG コード原則 2-3）。もっとも、改訂前の補

充原則 2-3①においては、サステナビリティを巡る課題は、主として、「重要なリスク管理」の一部

として捉えられていました。今回の改訂においては、取締役会は、サステナビリティを巡る課題を、

リスク管理の一部にとどまらず、「収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識」した上で、

「中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を

深めるべきである」（下線・太字は当職ら）旨が規定されました。 
また、改訂後の補充原則 2-3①においては、取締役会が対応すべきサステナビリティを巡る課題

の例として、以下の課題が挙げられました。 

(a) 気候変動などの地球環境問題への配慮 
(b) 人権の尊重 
(c) 従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇 
(d) 取引先との公正・適正な取引 
(e) 自然災害等への危機管理 

 サステナビリティを巡る取組みの基本方針の策定等 

取締役会の役割・責務に関する改訂として、取締役会は、「中長期的な企業価値の向上の観点か

ら、自社のサステナビリティを巡る取組みについて 基本的な方針を策定すべきである」旨などが

規定されました（新設された補充原則 4-2②）。 
 

(2)  サステナビリティを巡る取組みの開示 

投資家と企業の間のサステナビリティを巡る課題に関する建設的な対話を促進する観点からは、

サステナビリティに関する開示が行われることが重要であるとの認識 20を踏まえ、サステナビリテ

ィの取組みを適切に開示することを求める補充原則 3-1③が新設されました。 
なお、プライム市場に上場する企業については、気候変動に係るリスク及び収益機会の自社に与

える影響に係る開示について、国際的に確立された開示の枠組みである TCFD（Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures）又はそれと同等の枠組みに基づく「質」と「量」の充実を

進めるべきことが求められる旨が合わせて規定されました。 
 
2. 対話ガイドラインの改訂 
 
CG コードの附属文書として位置づけられる対話ガイドラインにおいても、ESG や SDGs に対する社会的要

請・関心の高まりなどの事業を取り巻く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映されてい

るかという点が、機関投資家と企業において対話が期待される事項として挙げられました（対話ガイドライン

1-3）。 
  

 
20 フォローアップ会議提言 4 頁。 
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Let’s talk 
 

SDGs や ESG に関する取り組みが世界的に広がっています。PwC 弁護士法人は、企業及び社会が抱え

る ESG に関する重要な課題を解決し、持続的な成長・発展につなげるサステナビリティ経営の実現を目指

すためのさまざまなアジェンダについて、PwC Japan グループやグローバルネットワークと密接に連携しな

がら、特に法的な観点から戦略的な助言を提供するとともに、その実行や事後対応をサポートします。 

PwC 弁護士法人の主な支援業務は、①ビジネスと人権への取り組みに関する法的支援、②サステナビリテ

ィ経営を実現するためのビジネスモデルの再構築、③サステナビリティ経営のためのコンプライアンス体制

の設計・運用、④サステナブルファイナンスに関する法的支援、⑤その他 ESG 関連の法的助言/争訟の支

援ですが、これらに限らず、企業や社会のニーズに応じた効果的・効率的な法務サービスを提供します。 

PwC Japan グループは、サステナビリティに関連した戦略から新規ビジネス創出、オペレーション、トランス

フォーメーション、リスク対応、開示・エンゲージメントといった幅広い経営アジェンダを包括的に支援していま

す（https://www.pwc.com/jp/ja/services/assurance/sustainability.html）。 

より詳しい情報、又は個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い

合わせください。 

PwC 弁護士法人 
第一東京弁護士会所属 
 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング 
電話 : 03-6212-8001 
Email: jp_tax_legal-mbx@pwc.com 
www.pwc.com/jp/legal 
 
 PwC グローバルネットワークは、世界 100 カ国に約 3,700 名の弁護士を擁しており、幅広いリーガルサービスを

提供しています。PwC 弁護士法人も、グローバルネットワークを有効に活用した法務サービスを提供し、PwC 
Japan グループ全体のクライアントのニーズに応えていきます。 

 PwC Japan グループは、PwC グローバルネットワークの各法人が提供するコンサルティング、会計監査、及び税

務などの業務とともに、PwC 弁護士法人から、法務サービスを、企業の皆様に提供します。 
 
ESG/サステナビリティ関連法務チーム 
パートナー 
弁護士・公認会計士 
北村 導人 
michito.kitamura@pwc.com 

 
弁護士 
日比 慎 
makoto.hibi@pwc.com 

 
弁護士 
山田 裕貴 
hiroki.yamada@pwc.com 

 
弁護士 
小林 裕輔 
yusuke.y.kobayashi@pwc.com 

 
弁護士 
寺崎 雄大 
takatomo.terasaki@pwc.com 

 
弁護士 
蓮輪 真紀子 
makiko.hasuwa@pwc.com 

 
本書は法的助言を目的とするものではなく、プロフェッショナルによるコンサルティングの代替となるものではありません。個別の案件については各案件の

状況に応じて弁護士・税理士の助言を求めて頂く必要があります。また、本書における意見に亘る部分は筆者らの個人的見解であり、当弁護士法人の見
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