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ロベコおよびS&Pグローバルは、
動画イベント
「サステナブル投資フォーラム & SAMアワード2020」
を公開しました。
同イベントは、ESGの観点で優れた企業を表彰する「SAMサステナビリティ アワード」表彰式と、コーポレート・サス
テナビリティやESG投資を取り巻く最新動向を議論するフォーラムで構成され、昨年までロベコとロベコSAMが主催
してまいりました。アワードの評価を行うESGレーティング事業とESGベンチマーキング事業が、年初にロベコSAM
からS&Pグローバルに譲渡されたことに伴い、同イベントも生まれ変わり、本年よりロベコとS&Pグローバル共催で
開催してまいります。
新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、
本年は動画イベントを通じて、
受賞企業の栄誉を称え、
コーポレート・
サステナビリティの最新動向をお伝えさせていただきました。本レポートでは、動画イベントのスピーチや講演の要約
をご報告するとともに、
目下の重要関心事であるコロナウイルスとESGを取り上げた記事も盛り込んでいます。

共に力を合わせて、
真にサステナブルな未来を
ロベコ 最高経営責任者（CEO） Gilbert Van Hassel

SAMサステナビリティアワード2020を受賞された18社にお祝いを申し上げます。
皆様に直接お祝いをお伝えできないのは残念ですが、このような未曾有の状況では、皆様と
の交流においても新しい方法をクリエイティブに創造することが求められます。今回のコロナ
危機のなかに希望の光があるとすれば、それは人々がより大きな、社会全体の利益のために、
これまでとは違うやり方が必要だと意識し始めたことです。この危機を通じて、持続可能な開
発こそが前に進むための唯一の道であるという認識が一層強まりました。これからのサステナ
ブル投資においては、
次の３つの長期的なトレンドに対処することが求められます。
1番目は、健やかな地球。人類が現在のやり方を続けていけば、異常気象や感染症などの疾
病の発生頻度は増していき、経済の脆弱性がはるかに高まるのは必至です。2番目は、富と幸
福の公平性。不平等への抗議運動が世界的に拡大すれば、経済発展が阻害されるでしょう。そ
して3番目は、
官民を問わず、
グッド・ガバナンス、
つまり善き統治の実現です。
ロベコは、投資プロセスや投資判断においてESG要因を考慮することが、結果的にリスク調
整後リターンを大きく向上させることにつながると強く確信しています。
2020年初めに、ロベコSAMのESGレーティング事業とESGベンチマーキング事業の、S&Pグ
ローバルへの譲渡が完了しました。これにより、ロベコは、主要事業である資産運用に資源を
集中していきます。コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）はS&Pグローバルに引き継がれ
ましたが、今後もロベコは、CSAから得られるESGデータを投資戦略に活用するとともに、評価
手法への助言を提供いたします。
今こそサステナブル投資の好機です。ESGは優れた投資であり、優れた投資機会と卓越した
リスク調整後リターンをもたらすものです。
共に力を合わせて、真にサステナブルな未来を作っていきましょう。

日本企業18社がサステナビリティ アワードを受賞
SAMサステナビリティアワードは、毎年世界中の企業を対象に「環境」
「社会」
「ガバナンス／
経済」の3つの側面から評価・分析するコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）において、特
に高い評価を獲得した企業をゴールド、
シルバー、ブロンズの3クラスで表彰するものです。
コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）では、年間7,300社以上の企業を評価していま
す。2019年には、61業種を対象に評価を行い、その結果、34ヵ国の458社が上位15％以内の企
業としてサステナビリティ・イヤーブック2020年版に掲載されました。日本企業では57社がイ
ヤーブックに掲載され、特に優れた実績を示した18社がゴールド、シルバー、ブロンズ・クラスを
受賞しています。
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ESGへの取り組みが、
ビジネスと投資判断を牽引
S&Pグローバル

シニア・マネジング・ディレクター、ESGワールドワイド・ヘッド

Evan Greenﬁeld

環境、社会、ガバナンスにおける優れた実績が評価され、今回、受賞された企業の皆様に、
S&Pグローバル一同を代表してお祝いを申し上げられることを大変光栄に思います。
素晴らしいESGパフォーマンスにつながった要因について、受賞企業の皆様が、完全かつ詳
細な情報開示に積極的な姿勢を示されていることは、大いに称えられるべきです。
ESGの重要性が日々高まっていることは明らかです。それは、今世界が直面している健康危
機の環境面の影響や、多くの国から聞こえてくる新たな要望によっても裏付けらています。社会
正義や社会的平等、コーポレートガバナンスの改定や、表面化し続ける現実に対応するための
方針を求める叫びです。
ESGへの取り組みの向上に注力することは、単に“良い行い”というだけではなく、より“良い
ビジネス”につながります。過去1年間で、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・イン
デックスはS&Pグローバル総合指数（BMI）のパフォーマンスを3％近く上回りました。同様に
S&P500ESG指数は、同期間にS&P500指数のパフォーマンスを4％近く上回りました。
個人投資家と機関投資家の双方にとってESGの重要性が高まり続けていることを受けて、こ
のほど世界の投資コミュニティに向け、S&PグローバルESGスコアの提供を開始いたしました。
ESGを考慮し、ESGに取り組むことはこれからもビジネスの原動力となり、投資判断を牽引する
主要因であり続けることは明らかです。受賞企業の皆様は、日本はもとより全世界の、優れた
ESGパフォーマンスの実現を目指す企業にとって類まれなる模範となるでしょう。改めて、おめ
でとうございます。

SAMサステナビリティ アワード：受賞企業数と基準
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SAMサステナビリティアワード2020 受賞企業（クラス毎に五十音順）
クラス 受賞企業名
ゴールド 伊藤忠商事株式会社
住友林業株式会社

2社

7社

9社

5社

3社

71社 66社

64社 65社

12社 85社 105社

シルバー ANAホールディングス株式会社

クラス 受賞企業名
ブロンズ 株式会社NTTドコモ
オムロン株式会社
積水化学工業株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

凸版印刷株式会社

コニカミノルタ株式会社

日本たばこ産業株式会社

積水ハウス株式会社

日本電信電話株式会社

双日株式会社

株式会社野村総合研究所

本田技研工業株式会社

株式会社三菱ケミカルホールディングス

株式会社丸井グループ

株式会社リコー
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コロナ危機下で最も重要なESG課題とは――
持続可能な開発こそ唯一の道
ロベコ ESG 統合責任者

Masja Zandbergen

新型コロナウイルスによる経済的影響の拡大とともに、投資家の間では、コロナ危機
とESGの関係に対する関心が高まっています。持続可能な開発こそが前進を続けていく
ための唯一の道――。こうした認識が今回の危機を通じて一層強まりました。大切なの
は、
この危機への対処を進めていくことなのです。

ESGの「S」に関して言えば、結束の重要性や、企業が「社会的な顔」を持ちうることなどが明ら
かになりました。生産ラインを変更して、病院向けの手指の除菌清浄剤や換気装置の生産を手
掛ける企業や、そうした製品の原材料を無償で提供する企業も登場しました。ビジネス全体か
ら見れば規模は小さくとも、受け取る病院にとっては大きな違いにつながる取り組みです。

期せずしてサステナビリティを実現
従業員の在宅勤務やフレックスタイム制度、出張の代替としての電話会議の活用といった、
従来は消極的であった施策を、多くの企業が導入しています。これは、公平性や多様性、そして
環境に対し、
期せずしてプラスの貢献をもたらしました。
とは言え、災い転じて福となす、と表現できる状況ではありません。何よりもまず、ウイルス
感染による人的な影響は甚大です。さらに、ウイルス危機とロックダウン（都市封鎖）が深刻な
経済停滞と市場の動揺をもたらしました。今回の経済停滞が長期的にもたらす影響の全容は、
後々になって初めて明らかとなるでしょう。長期化するほど、
影響はより深刻になります。
少なくとも、企業が長期的価値を創出する能力には打撃をもたらしています。株主にとって
の価値のみならず、従業員や事業拠点を置く地域社会など、すべてのステークホルダーの価値
が含まれます。ロベコは世界中の投資家とともに、
「コロナウイルス対策に関する投資家声明」
に署名しました。この中で、有給休暇の付与、安全衛生の優先、雇用の維持、サプライヤーや顧
客との関係維持、
慎重な財務姿勢を企業に求めています。

資本管理と報酬
企業の財務姿勢に関して、ESGの観点から重要な課題を挙げるとすれば、
「資本管理」と「報
酬」があります。これらは、サステナブル投資の分野では決して新しいテーマではありません。
しかしながら、足下の状況では、配当の支払いや自社株買いにおける企業の慎重な姿勢につい
て、
事案毎の状況に応じて評価していく必要があります。
ロベコでは、役員報酬提案について批判的に見ています。役員に本年中インセンティブを与
え続ける目的で報酬の引き上げを提案する企業も見られますが、ロベコでは、この種の企業行
動を非常に批判的に見ています。従業員の犠牲を伴うケースや、株主の期待リターンが大幅に
低かったりするケースでは特に厳しく評価します。
従業員対応について言えば、企業の新型コロナウイルス対策は、人的資本管理全般に対する
企業のアプローチを映し出す指標となるはずです。
「コロナウイルス対策に関する投資家声明」
では、企業の長期的な人的資本管理戦略については取締役会が説明責任を負うと明記しまし
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た。優れた人的資本管理を行っている企業は、従業員への投資を行っています。そうした取り
組みが奏功し、再び業務のフル稼働が可能になったときにも、
十分なトレーニングを受けた、企
業へのコミットメントが強い労働力を維持し続けられるものと、
ロベコは考えています。
2019年8月に米国企業のCEO181名が署名した「企業の目的に関する声明」の真価が試され
る時が来ています。この声明でCEOたちは、顧客、従業員、サプライヤー、地域社会、株主といっ
たすべてのステークホルダーの利益となる企業経営を主導することを約束しています。今こそ、
声明の内容が本気であることを証明する時です。

景気浮揚のために
政府や中央銀行は、景気浮揚のためにできる施策はすべて実施しています。経済の停滞を
緩和させるため、
前例のない規模の金融政策および財政政策が実施されています。
ただし、長期的には景気回復に向けた更なる支援が必要となるでしょう。政府にとっては、
景
気刺激策と社会・環境関連の開発とを組み合わせて推進する機会となります。世界の一部地
域では、
風力発電や太陽光発電コストの方が既に割安になっているものの、石油価格の下落に
よって、石油、ガスを利用する傾向が再び強まる可能性があります。これにより、グリーンエネ
ルギーの発展と利用促進が阻害されないか危惧されます。

グリーンプロジェクトによる景気刺激策
米国では、学術界や市民社会における気候や社会政策の専門家が、
「経済復興のためのグ
リーン刺激策」の草案を策定しました。社会開発と環境開発を融合させるため、クリーンエネル
ギー拡大、建築改修、サステナブルな住宅建設におけるグリーン雇用の創出支援など、様々なア
イデアが提示されました。グリーン・インフラの整備・管理、地域に根差したサステナブルな繊
維・アパレル業、認可取得済みの実習訓練プログラムの提携などにより、より多くの低所得労
働者が良好な職業に就くことを促進するアイデアも挙げられています。
欧州では、グリーン投資による刺激策が、欧州諸国が掲げる二酸化炭素削減目標の遵守に
も役立つことが期待されます。
さらには、
持続可能な開発目標
（SDGs）
の達成に向けて、官民が
一体となって貢献していくこともできるでしょう。グリーンボンドやソーシャルボンドの発行は、
前述のような投資への資金提供機会となりえます。S&Pグローバルによると、グリーンボンドは
政府債務残高の0.1%にも達しておらず、社会・環境関連の刺激策に資金を提供する余地は十
分にあるのです。
世界は今、非常時に直面しています。すべての人々の安全を祈念するとともに、危機から脱す
ることができたときに、危機への対策が真の持続可能な社会経済の構築につながっているで
あろうことを願います。
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長期的価値へのフォーカスこそ、
危機対応やイノベーション成功への道
S&Pグローバル ESGリサーチ＆データ グローバルヘッド Manjit Jus

コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）のオンライン質問票への回答に参加する
企業は増加し続け、
ESGへの取り組みを強化する企業の拡大を裏付けています。
この機に、
2019年の評価結果と、
コロナ禍の下で見られるESGの最新動向についてご紹介します。

過去最高数の企業が参加、
日本からは170社超
世界が未曾有の困難に直面する中で、2020年のCSAに引き続きご参加いただいたすべての
企業の皆様にお礼を申し上げます。現在、世界中の企業は、事業における優先順位と、従業員
およびステークホルダーのニーズとのバランスを取らねばならないという非常に困難な状況に
置かれています。こうした状況下で、多くのグローバル企業が従業員の安全を最優先にしなが
ら、困難に立ち向かうべく、圧倒されるほど前向きに対応策をとっていることがわかり、頭が下
がる思いです。これが、よりサステナブルな世界経済を創造するための地球規模の取り組みに
おいてターニングポイントになるのではないかという期待を強めています。
2019年のCSAに参加したグローバル企業の数は16％という飛躍的な増加を示しました。日
本企業の参加社数も7％増えました。2020年は、我々の予想をはるかに凌ぐ、過去最高数の企
業から回答が寄せられています。日本からは最終的には170社を超える企業が調査票に回答す
るものと予想しています。このような前向きな傾向は、かつてなく重要性が増してきたサステナ
ブルなビジネス慣行へのコミットメントの強固さを裏付けていると考えます。

人的資本管理が重要課題の最上位
2019年の調査で日本企業が、事業への影響という観点から最重要課題として挙げた項目
は、図表のとおりです【図１】。人的資本管理が、引き続き日本企業にとっての重要課題の最上
位にランクされました。我々は、世界的にも同様の傾向が強まると予想しています。気候変動
は、2018年の調査では最重要課題の上位3番目までに入りませんでしたが、2019年調査では2
番目にランクされました。意外にも、リスクおよび危機管理は、2018年の8番目から2019年は10
番目へと後退しました。世界的なパンデミックの状況を考慮すると、リスクおよび危機管理の
順位は今後上昇するものと予想されます。
これらの課題への取り組み実績の評価に目を向けると、日本企業は気

【図1】
日本企業が選んだ最重要課題
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出所：SAM CSA 2019、積極的に参加した企業の回答に基づく。
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候、イノベーション、プロダクト・スチュワードシップなどにおいて、引き続き

といった社会的課題においては、
依然として遅れを取っています
【図２】
。

広範なESG課題への総合的な対応が重要に
ESGに対しては、企業と投資コミュニティの双方で新たな関心が芽生え
ています。長期的な価値創造にフォーカスする企業こそが、危機的状況へ

【図2】
日本企業が最重要課題に挙げたESG評価基準の実績
評価基準スコア
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ど重要になっているのです。
そうした企業は株主のニーズと、従業員や地域社会の
ニーズとのバランスをうまく取っています。それが組織と

出所：SAM CSA 2019、積極的に参加した企業の回答に基づく。
グローバル：最大1,166社、
アジア太平洋：最大439社、日本：最大158社

しての強さにつながるのです。本年の年初来、S&Pグ
ローバルESGスコアを活用したJPX/S&P設備・人材投資

【図3】
JPX/S&P設備・人材投資指数の堅調なパフォーマンス

指数が、ベンチマークを上回るパフォーマンスを示して
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います【図3】。これは、人的資本への投資を増やし、同分
野における評価を上げている日本企業が、財務の強靭
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の中で上位にあり続けると予想されますが、それと並ん
で社会的インパクトの重要性が高まってくると見ていま

す。その結果、企業がもたらすインパクトはより総合的に捉えられるにようになるでしょう。今
日、企業が広範なESG課題にわたって優れた実績を示す重要性は、かつてないほど高まってい
ます。

信頼性の高いスコアとして投資家の利用拡大へ
S&Pブランドの下で、コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）に参加することのインパク
トはますます高まっています。評価に基づくスコアや分析が、S&Pの下、より多くの投資家に提
供されることにつながっているからです。ESG指数連動型商品は、ESGを組み入れない一般的
なベンチマークを上回る運用実績を示しており、ESG指数の構成銘柄となることは以前にも増
して魅力的となっています。そして、信頼性や質の高いESGスコアへの需要もかつてなく高ま
り、
今後も拡大し続けると見込まれます。
企業が、最も正確で完全なデータを確実に使って算出されたスコアを求めるのであれば、
コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）こそが最善の方法と言えましょう。言い換えれば、
御社のサステナビリティ実績を真に正しく反映させたスコアなのです。
最後に、素晴らしい成果を達成され、今回アワードを受賞された企業、ならびにサステナビ
リティ・イヤーブックに掲載されたすべての企業の皆様にお祝い申し上げます。サステナビリ
ティ・リーダーであるこれら企業の皆様には、責任ある事業活動の実践が、すべてのステークホ
ルダーに利益をもたらし、市場において真の変革を進めることにつながるという模範を示して
いただけるものと期待しています。
我々は今後も皆様のさらなる発展のパートナーであり続けたいと希望しています。皆様の努
力や取り組み、
継続的なコミットメントに謝意を表します。
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