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確信をもった投資を 
ESG 評価指標が投資と購買の決定における主要な指標となっている今、BC 州
の企業は成功を築くうえで非常に優位な立場にあり、市場や投資家たちが ESG
への貢献を果たしていることに確信をもてるようなツールを手にしています。

世界のリーダーへ
BC 州は、ESG の領域において世界を牽引する存在になりつつあります。そのリー
ダーシップと方針には、先進的な環境・社会・ガバナンスの目標が反映されて
います。法の支配と確立された制度がある、安定した透明性の高い民主主義社
会です。

ブリティッシュコロンビア（BC）州では、同じ志を持つ個人や企業、コミュニティ、
先住民族の人々が連携し、環境や倫理、経済性に配慮した経済と投資の環境
を生み出しています。環境・社会・ガバナンス（ESG）に測定可能な形で精力
的に取り組む BC 州では、多様性やサステナビリティを議論するだけでなく、こ
れらの指針が実際のビジネス活動の一部となっています。



環境目標に向けて 
BC 州は、持続可能な経済を目指し、私達自身や世界
に利益をもたらす低炭素化への取り組みを優先していま
す。クリーン BC の 2030 年に向けたロードマップを策定
し、気候目標の達成と、皆のためのよりクリーンで強い
経済の確立に向け、BC 州の気候変動対策を推進してい
ます。このロードマップは、豊富なクリーン電力や自然
資源、習熟した人材といった、BC 州に備わる優位性が
基盤となっています。これが、気候に関する解決策として
まだ開発途中の革新的な新技術やセクターの発展を促し
ます。

BC州でサステナビリティ目標を達成 
BC 州は、企業のサステナビリティ目標の達成を支援する
ため、再生可能で信頼性が高く、低価格な水力発電を
はじめとするクリーンエネルギーの主要インフラと政府の
支援を提供しています。BC 州のサプライチェーンには持
続可能な資源（クリーン電力、リサイクル素材、マスティ
ンバー、バイオ燃料、再生可能天然ガスやバイオメタン
など）が組み込まれており、企業にとって、環境に配慮
したビジネスの実践と世界的なサステナビリティ目標の
達成という点において競争力の高い州といえます。

> BC 州では、電力グリッドの 98％が再生可能資源から
なり、サステナビリティ目標の達成がしやすくなってい
ます。各セクターで温室効果ガスの排出（GHG）を削
減し、代替エネルギーを採用しています。

> 2008 年、BC 州は炭素税を導入したカナダ初の州とな
りました。北米で最も強力なこの税制により、企業の
カーボンフットプリント削減に向けた画期的解決策の開
発が促進されています。

> バンクーバーの排出量は北米で最少規模であり、2040
年までに廃棄物ゼロ社会となることを目指しています。
同市は、世界で最もグリーンな都市へのアクションプラ
ン（Greenest City Action Plan）や、100 パーセント再生
可能エネルギー戦略（100 per cent Renewable Energy 
Strategy）など、サステナビリティの大胆な取り組みの
最先端にいます。

BC 州は、2007 年の段階から測定可能な 
排出削減に取り組んでおり、2050 年までに 

実質ゼロという目標を掲げています。



意義のある社会的成果を実現 
BC 州の企業は、規制遵守を超えた取り組みを実践
し、優れたガバナンスと透明性を示すことで信頼を
築いています。これは、特に先住民族の人々との関
係において重要であり、彼らとの和解の進展は、BC
州独自の ESG への取り組みの礎となっています。BC
州では、先住民族の権利に関する国連宣言に沿った
法制度が整備され、州政府の政策策定にはジェン
ダー分析が適用されています。

BC州政府は 2019年 11月、「先住民族の権利に関
する宣言（Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples Act）／宣言法」を可決し、カナダでこれ
を導入する最初の州となりました。この「宣言法
（Declaration Act）」は、国際連合による宣言を、

BC州政府の和解への枠組みとして確立したもので
す。この歴史的な法律は、先住民族パートナーとの
連携と協議を経て策定されました。

活力ある経済と文化の多様性 
私達は、これまでにないスキルや視点を奨励し、新たな
人々を迎え入れることで、BC 州の活力ある経済に対する
あらゆる人々の貢献を尊重します。BC 州では、移民の人々
が、社会的、経済的活動の一員として重要な役割を担っ
ています。世界のあらゆる地域から来た人々が、ここで
快適かつ安全に働くことができます。BC 州は、移民と投
資活動を歓迎し、移住に関するサービスやサポートに関
し、さまざまな幅広い支援体制を整えています。これに
より優秀な人材を惹きつけている BC 州では、人口が増
加しており、経済の発展に寄与する移民誘致の社会経済
的なメリットを実現しています。

世界をリードする高等教育 
ブリティッシュコロンビア大学（UBC）は、国連の持
続可能な開発目標において世界を牽引する存在とみ
なされています。2021 年タイムズ高等教育インパク
トランキングにおいて、UBC は世界の 1,000 以上の
教育機関の中で総合 13 位でした。ビクトリア大学は、
2020 年タイムズ高等教育インパクトランキングの気
候変動対策の部門で世界第 4 位でした。インパクト
ランキングは、国連の持続可能な開発目標に対する
大学の評価を行う、唯一の国際的な実績ランキング
です。

パートナーとしての先住民族 
BC 州は、先住民族の人々との、継続的で有意義な
真の和解に力を尽くしています。その方策の一つとし
て、「先住民族の権利に関する宣言」を和解の枠組
みとした経済発展があります。

先住民族の人々について理解を深め、敬意をもって
協調的な関係を築いていくことは、意義のある社会
的成果に向けて前進すると同時に、投資リスクを軽
減するための状況づくりにもつながります。BC 州の
先住民族の人々と、大切なパートナーとして連携す
ることで、プロジェクトをより確実で明瞭なものとし、
BC 州で活動する投資家や企業からの信頼の向上に
つなげています。

> BC 州は、カナダの中で最も民族的に多様性
のある州です。ブリティッシュコロンビア州民
のほぼ 30 パーセントが、他国からの移住者で
す。

> 「BC 州 政 府 に よ る 推 薦 プ ロ グ ラ ム（B.C. 
Provincial Nominee Program）」とカナダの「グ
ローバルスキル戦略（Global Skills Strategy）」
を通じて、世界の優秀な人材を呼び寄せるた
めの明確な移民手続きが整備されています。

> 2019 年、マーサー社は、生活の質の高さにお
いてバンクーバーを世界第 3 位、北米で第 1
位の都市と位置づけました。

> 260 万人を超える教育水準の高い起業人材が、
BC 州の堅固な経済に貢献しています。



www.BritishColumbia.ca

安定した強固なガバナンス 
カナダと BC 州には、法の支配にもとづいた、安定した
政治、政権、規制環境が整っています。海外からの投資
を奨励し、守ることのできる安定的かつダイナミックなビ
ジネス環境を創出するため、あらゆる行政区・自治体に
わたって確固たる協調体制をとり、投資家や企業コミュ
ニティにとって予測可能で確実性のある法制度を提供し
ています。

ESGのレポーティング 
優れたガバナンスには、ESG の実績に関する透明性と開
示が含まれます。厳格で透明性のある規制を通じ、BC
州は全業界の企業に ESG と気候変動リスクの開示の強
化を求めています。経済活動の全セクターにわたり、州
として法制化されている ESG 関連の目標、新たな政策や
プログラムが進行中で、その多くは北米でも最も強固な
ものとなっています。

安全で環境に優しい金融ハブ
BC 州は環境に配慮した金融ハブであり、持続可能な取
り組みへの資金援助を優先しています。社会的共生やグ
リーン投資に注力する、複数の影響力ある投資会社や金
融協同組合の拠点となっています。

連絡先

ブリティッシュ・コロンビア州政府在日事務所
在日カナダ大使館

東京都港区赤坂 7-3-38 〒 107-8503
international@gov.bc.ca

執筆時点での内容の正確性には万全を期していますが、言及されたプログラムや 
引用されたデータは変更される可能性があります。

すべての金額の通貨はカナダドルです。
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CleanBCの一環として、BC州政府は 2019年、気候変
動の責任に関する新法を施行して一般の報告要件を引き
上げました。新たな法的要件にもとづき政府が発行した
2つのレポートには、BC州の進捗状況を追跡できる幅広
い詳細情報が盛り込まれています。

> バンクーバーは、2021 年 4 月の時点で、最も
競争力のある金融都市として、カナダの都市
で最高位となる世界第 11 位にランキングされ
ています。数年間にわたり、このトップレベル
の地位を一貫して守っています。

> カナダは、トランスペアレンシーインターナショ
ナルによる 2020 年のグローバル腐敗認識指数
で 11 位にランクインしています。

> BC 州は、2020 年に州政府により導入された
5 億ドル規模の戦略的投資ファンドである InBC 
Investment Corp. の拠点です。人々と地球、そ
して収益へのリターンを実現するため、トリプ
ルボトムラインにもとづいた投資を行なってい
ます。BC 州にはまた、多岐にわたる有力なプ
ライベート・エクイティ・ファンドが拠点を構
えています。


