
  

2018年 7月 12日　ホテルオークラ東京

ロベコおよびロベコSAMは、2018年7月 12日、ESG投資とコーポレート・サステナビリティ
の最重要課題と新潮流をテーマにした講演、並びに ESG の観点から特に優れた企業の表
彰を行う「ロベコ SAMフォーラム /サステナビリティアワード 2018 in Tokyo」を、ホテ
ルオークラ東京（港区・虎の門）で開催しました。

本レポートでは、講演の要約を中心に同イベントの模様をご報告いたします。

Highest score**

for all modules  A+ 
**  全モジュールで最高評価：戦略とガバナンス、プライベート・エクイ
ティ、上場株式－統合、上場株式－アクティブ・オーナーシップ、債券
－国際機関、債券－金融債、債券－一般社債。スコアや評価手法の詳細
については、こちらをご覧ください：www.robeco.com/pri2018



「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。
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ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

ESGは投資パフォーマンスにつながるか ? ダニエル・ワイルド
ロベコ SAM共同 CEO、Executive Committee（執行委員会）メンバー

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

ロベコおよびロベコ SAMは、2018年 7月 12日、サステナビリティアワード 2018受賞企業、機関投資家、
サステナビリティ・イヤーブック 2018 掲載企業などをお招きし、「ロベコ SAM フォーラム / サステ
ナビリティアワード 2018 in Tokyo」を開催しました。

開演にあたり、ロベコ・ジャパン代表取締役社長の坪田史郎は、「毎年の恒例行事としてサステナビリ
ティアワード表彰式開催を始めてから 4年目となりますが、過去 4年で ESG投資は予想を上回るスピー
ドで浸透しています。本年は、高まる関心にお応えして式典を模様替えし、日頃お問い合わせいただ
くテーマを取り上げた講演と表彰式、懇親会からなるプログラムといたしました」と語りました。

開演の辞に続いて、ロベコ並びにロベコ SAM所属の専門家 3名が、それぞれの立場からサステナビリ
ティ投資の注目テーマについて講演を行いました。以下は、3名の講演の要約となります。

ロベコ･ジャパン株式会社　
代表取締役社長 坪田 史郎

ロベコ SAMは、1999年以降、各業界をリードするグローバル企業のサステナ
ビリティへの取り組みの評価を行っており、その結果はサステナビリティ・
イヤーブックで発表されます。評価対象企業は、現在では年間 4,500 社にも
のぼります。2017 年のロベコ SAM コーポレート・サステナビリティ評価
（CSA）では、60 業種を対象に評価を行い、34ヵ国の 479 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 2018 年版に掲載されました。
日本企業では 51 社がイヤーブックに掲載され、特に優れた実績を示した 23
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。

CSA の評価結果は、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス
（DJSI）をはじめ、S&P LTVC（長期的価値形成）グローバル指数を含む S&P
の ESG指数の構成銘柄選定に活用されています。

ロベコ SAMコーポレート・サステナビリティ評価 (CSA)とサステナビリティアワードについて

出所 : Ocean Tomo, LLC (*2015年 1月 1日 )
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ESGが
左右する?

・S&P 500の市場価値の構成要素



「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

3

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

－上位 3分位　－下位 3分位

・スマート ESGスコアで加重平均したグローバル株式のパフォーマンス

ダニエル・ワイルド

設定日：2009年 3月 31日

ユニバース：CSA評価対象のグローバル株式
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「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。
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インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

スチュワードシップの実践 :ロベコのエンゲージメント手法 マーシャ・ザンドベルヘン
ロベコ ESG統合責任者

マーシャ・ザンドベルヘン

上記過去のリターンは将来のリターンを示唆するものではありません。表記の
リターンはコスト控除前。購入、売却、スイッチングなどのコストを含んでい
ません。

・ロベコ SAM　テーマ型インパクト投資戦略
　運用実績 (グロス 米ドル建て , 2018年 3月 31日基準 )

サステナビリティ要因でフェアバ
リューを20%上乗せ事業の牽引役 ベンチマーク 企業 サステナビリティ・

ファクター

グロース
薬品大手は成長率が
漸減

腫瘍学の臨床分野でリーダーシップと
市場を上回る成長性を予想 革新性

収益性
EBITDA利益率は
30% - 40%

現在の35%-40%の
EBITDA利益率を維持すると
予想

品質・安全性
管理

資本コスト
負債/資本加重平均
資本コスト率は

7% - 8%

負債/資本加重平均
資本コスト率は7.1%
低リスクプロファイルを反映

倫理管理

サステナビリティ・ファクター以外の

財務情報による超過リターン

理由

2.5％ 事業構成: 期待リターンの高い腫瘍学へ高いエクスポージャー

財務要因によるフェアバ
リュー : 77%

革新性: 10%

その他サステナビリティ 4%

倫理管理: 6%

金融要因: 

: 

3%

・ロベコ SAMの経済価値モデル (薬品業界の投資事例 )



「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。
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エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

コーポレート・サステナビリティの最新動向 マンジット・ジャス
ロベコ SAM 　ESGレーティング責任者

・体系的なプロセスによる重要課題の選択 

・2017年のエンゲージメント実績

2017年 12月現在

・ロベコの議決権行使

議決権行使指針
＞ 国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（ICGN）及び業界のベストプラクティスに則した指針

＞ ロベコ独自のコーポレートガバナンス評価フレームワークを採用

議決権行使プロセス
＞ 株主総会にインパクトを与えうる財務上重要な課題をスクリーニング

　　1．市場及び業界のベストプラクティスに基づき、コーポレートガバナンスの全体像を把握

　　2．ロベコの “ガバナンス&アクティブオーナーシップチーム” は、運用チームや “ロベコ SAM” と

　　　  積極的な協業を実施 また、PRI等第三者機関等とも連携

コーポレートガバナンス・　　　　　　 　　　　　　リサーチ
議決権行使分析 &
企業エンゲージメント

議決権行使 
インストラクション 顧客への報告



「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。
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CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

・ロベコ SAMのコーポレート・サステナビリティ・アセスメント（CSA） 

・企業が考える優先課題は、日本の目指すゴールに向かっているか ?

出所 : ロベコ SAM

出所： * ロベコ SAM 　2017年 CSA, 146社（日本企業の参加者数） 
　　　**外務省 , 2016年　持続可能な開発目標（SDGs）実施指針
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・日本企業が最重要課題に挙げた５つの ESG課題の実績

出所 : ロベコ SAM 2017年 CSA, 942  （グローバル企業の参加者数） / 146 （日本企業の参加者数） 

*出所：http://businesscommission.org/
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「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

7

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。

世界の評価対象企業 4,500社中、日本企業 23社がサステナビリティアワードを受賞

地域 2014 2016 成長率 成長率
（年率）

運用資産に対するSRIの
 比率 (2016年現在)

欧州 $ 10,775 $ 12,040 11.7% 5.7% 52.6%

米国 $ 6,572 $ 8,723 32.7% 15.2% 21.6%

カナダ $ 729 $ 1,086 49.0% 22.0% 37.8%

豪州・ニュージーランド $ 148 $ 516 247.5% 86.4% 50.6%

アジア（除く日本） $ 45 $ 52 15.7% 7.6% 0.8%

日本 $ 7 $ 474 6689.6% 724.0% 3.4%

合計 $ 18,276 $ 22,890 25.2% 11.9% 26.3%

・地域別の SRI投資の成長率（2014年～ 2016年）

注： 資産残高は 10億ドル単位
数値は 2015年 12月末時点の為替レートを用いて米ドルに換算。（ただし、2014年のアジア（除く日本）
の数値のみ、2013年 12月末の為替レートを用いて米ドルに換算。）
出所 : 2016 Global Sustainable Investment Review (GSIA)



「政策立案」という新しい課題

2017 年の CSA では「政策立案への働きかけ」という課題が初めて

導入されました。サステナビリティに関する企業の情報公開は改

善傾向にあるものの、特定の政策に影響を及ぼす団体への支出に

関する透明性はまだ足りません。過剰な政治献金やロビー活動へ

の支出は、企業の評判を落とし汚職を生む可能性があります。「政

策立案への働きかけ」項目では、政治献金のみならず、ロビー活動、

業界団体活動など、政治的影響力をもたらす全ての支出を対象に、

企業の公開情報などから透明性を評価しています。現時点では、

支出内容の良し悪しではなく情報開示の水準のみに注目していま

す。日本は、この分野で諸外国に後れを取っていますが、世界的に

見ても開示は進んでいません。今後は投資家からの圧力がより高ま

り、透明性が向上していくと見込まれます。

日本企業が掲げる５つの最重要課題

国連の持続可能な開発目標（SDGs）に反映されている課題は、社

会や環境、企業に大きなリスクをもたらすと同時に、うまく対処で

きれば新たな機会となります。実際に、SDGs 関連ビジネスの市場

規模は 12兆米ドル、2030 年には世界の GDPの 10％に及ぶと見込

まれています*。そして、SDGs で示された中から各企業や投資家が

取り組むべき最重要課題を見極める際には、グローバル規模の目標

のみならず、各地域の状況を踏まえる必要があります。日本につい

ては、外務省が、2016年に 8つの優先課題を定めています。

年には全世界で約950社になりました。公開情報のみに基づいて評

価する企業も含めると、評価対象企業は世界全体で 4,500 社超に

ものぼります。日本企業について見ると、2017 年の参加は前年比

18%増の 146社となり、国別で最大の増加率を示しています。

ESGが企業価値を高める

米国のリサーチ会社が、S&P500 指数の構成銘柄について、投資

家が企業価値をどのように評価しているかを調べたところ、1970

年代は企業価値の 80％までが、「有形（財務的・実物）資産」に

基づいて評価されていましたが、2000 年以降は、企業価値の

80％以上が「無形資産」で構成されているという結果が出ました。

また、ESG のパフォーマンスへの寄与に関する多くの研究調査を

分析した報告書によれば、それら研究の 80％が、ESG 投資は高い

株主リターンにつながると結論付けています。さらに、88％が事

業パフォーマンスの向上、90％が資本コストの低減につながると

いう結果を確認しており、ESG が企業価値を向上させるとしていま

す *。

＊出所 : Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M.,  From the Stockholder to the Stakeholder – How 

Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014

ESG投資の３定義

我々は、ESG投資を大きく 3つに分類しています。まずは「ESG統合」

です。企業財務上重要な ESG 情報を組み込んで財務分析を行うも

のです。2 つ目は「除外」です。倫理的に問題がある企業への投資

は回避します。3つ目は「インパクト投資」です。国連の SDGs（持

続可能な開発目標）を受け、多くの投資家が、金銭的なリターンだ

けでなく良い影響を社会や経済に与えることを求めるようになって

います。

ここでは、主に「ESG 統合」戦略における ESG の投資パフォーマ

ンスへの影響を、クオンツ戦略とファンダメンタルズ戦略双方に

ついて分析します。

クオンツ運用における ESG統合：
バイアス排除とウェイト付け

ESG 評価にはバイアスがかかることが分かっています。例えば、

米国、アジア、新興国の企業よりも欧州企業のスコアは高く、情

報公開が少ない企業は低く、時価総額が高い企業は高くなる傾向

が見られ、また業種によっても偏りが出ます。そのままのスコア

を基にポートフォリオを組むと、欧州大型株のある特定業種の組

み入れ比率が意図せずに高まる結果となってしまいます。クオン

ツ運用においては、まず地域、透明性、規模によるバイアスを排

除します。また業種の偏りを排除するため、企業の比較は同業種

内で行います。さらに、ESG 項目間の差異の影響を受けないよう

スコアを標準化します。次に、企業財務上の重要性に応じて各

ESG 項目のウェイトの調整を行います。例えば、コーポレートガ

バナンスが重要な業種もあれば、環境が重要な業種もあります。

ESG の各項目について、業種別に、アナリストによる将来予測と

過去の統計的データに基づいてウェイト付けを行います。

バイアス排除と実証に基づい

たウェイト付けの 2 段階を経

て、精度の高い純粋な ESG の

シグナルを導き出すことがで

きます。このシグナルのリス

ク・リターン特性を分析する

と、低リスクでインフォメー

ションレシオも魅力的な水準

となり、既に確立されている

他のリスク・ファクター（モメ

ンタム、バリュー等）との相

関が低いことが分かります。そのため、独立したファクターとして、

既存のクオンツ戦略のモデルにも容易に適用することが可能です。

ESGファクターを適用したポートフォリオは
リターンが向上

ここで、この純粋な ESG ファクター（＝スマート ESG スコア）を

適用したポートフォリオのパフォーマンスを検証してみましょう。

スマート ESG スコアが上位 33％の企業に投資したポートフォリオ

と、下位 33％からなるポートフォリオの、2004年以降のパフォー

マンスを比較すると、上位 3 分位が下位 3 分位を年率 2.1％上回り

ました。特定の国や地域（例えば日本株）に適用することも可能です。

ロベコ SAM は、S＆P ダウ・ジョーンズと協業で、S&P/TOPIX150

指数をスマート ESG スコアに従って加重平均した、S&P/TOPIX150 

ESG ファクター加重平均指数を開発しました。同指数の 2009 年以

降のパフォーマンスは、一般的な S&P/TOPIX150 指数を年率で

2.43％上回る結果となっています。

ファンダメンタルズ運用における ESG統合：
より精度の高い投資判断を実現

一方で、ファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用では、最

終的な投資判断はポートフォリオ・マネジャーの力量次第であるた

め、ESG の効果を測るのはより難しいといえます。しかし、少なく

ともサステナビリティ情報は財務分析を補完する役割を果たし、よ

り豊富な情報に基づいた投資判断を可能にします。

そこで、企業価値の分析に ESG 情報がどの程度影響を及ぼすのか

ご説明しましょう。ここでは、ある製薬会社の事例を取り上げてい

ます。財務要因に基づく分析に加え、イノベーション管理能力、製

品の品質や安全性に関するポリシーや企業倫理という ESG 分析を

加味することにより、同社の目標株価（フェアバリュー）は 20％

上乗せされました。

インパクト投資：リターンとインパクトを同時に実現

2015 年、国連が掲げる「持続可能な開発目標（SDGs）」に 193 カ国が署名し

たことで、インパクト投資は高い注目を集めています。SDGs 達成のために年

間 5～7 兆米ドルもの投資が必要と見込まれており、SDGｓ達成へのソリュー

ションを提供する企業は高成長が期待できます。ロベコ SAMでは、2001年設

定のサステナブル・ウォーター戦略から今年設定された E-モビリティ（電気自

動車）戦略まで、確信度の高いテーマにフォーカスしたインパクト投資戦略を

導入しています。景気循環を一周以上経験している 5 つのインパクト運用戦

略のうち４本はベンチマークを上回る超過収益を上げています。このことから、

投資リターンを犠牲にすることなくインパクトをもたらすことは可能と言って

差し支えないでしょう。

スチュワードシップの意義と実践

世界経済フォーラムが毎年発行するリスク報告書では、気候変動、

不平等の問題、サイバー依存性など、地球に影響を及ぼす大きなト

レンドについて記載されていま

す。数年前まで投資ポートフォ

リオには関わりないと思われて

いたこれらのトレンドは、環境

や社会のみならず、経済的、財

務的にも影響を持つことが明確

になってきています。サステナ

ビリティ課題は今や企業経営を

大きく左右し、投資家にも ESG

に配慮した投資行動が求められ

ているのです。

ではアセットマネジャーは、サステナビリティ課題にどのように対

応すべきでしょうか。運用機関は、投資家顧客に対するフィデュー

シャリー・デューティ（受託者責任）と同時に、投資先企業に対す

る責任（スチュワードシップ）を負います。スチュワードシップ・コー

ドに署名した機関には、投資先企業の企業価値向上と持続的成長を

促すことを通じて、顧客の長期的な投資リターン拡大を図る責任が

求められます。ロベコは、日本をはじめとする世界各国でスチュワー

ドシップ・コードに署名・実践しています。

スチュワードシップ実践において重要なのは、ESG の統合、議決権

行使、エンゲージメント（企業との対話）の 3つです。ESG統合によっ

て財務上重要な ESG 情報を投資判断に組み込み、議決権行使を通

じて経営者に真剣な取り組みを求め、エンゲージメントでオープン

な形で企業態度や行動の改善を促します。

議決権行使：豊富な情報・十分な検討を
反映するプロセス

ロベコは、国際コーポレートガバナンス・ネットワーク (ICGN) の

メンバーであり、その枠組みをベースに議決権行使の指針を決定し

ています。その際、各国のベストプラクティスに合わせて指針を調

整します。また、ロベコ独自の評価フレームワークも用います。ロ

ベコでは、体系的な議決権行使プロセスが整備され、まず、財務上

重要な議題、そうでない議題を分類します。例えば、報酬は重要な

議題であり、またエンゲージメント対象企業や保有率が高い企業に

ついても重視します。アクティブオーナーシップ・チームは、運用

チームやロベコ SAM と協力しながら、議題に対する共通見解を導

きます。十分な情報に基づいて議決権を行使することにより、優れ

たガバナンス、企業価値向上を目指します。

伝統的投資から慈善投資まで幅広い投資戦略が存在します

が、結論として、ESG を統合した投資手法の大多数は、少

なくとも市場平均か、それ以上のリターンをもたらすと言

えましょう。

エンゲージメント：体系的なアプローチと具体例

ロベコでは、体系的にエンゲージメントのテーマを決定します。テー

マ候補を選定すると、ロベコ独自の専門知識や運用チームとの協議

を基に、テーマが財務的に重要であることを確認します。さらには

顧客との協議を通じて、投資家にとっての重要なテーマを合意しま

す。毎年 5つのエンゲージメント・テーマを決め、そのテーマに関

する体系的リサーチを行い、目標を設定し、平均 3年間にわたりエ

ンゲージメントを行います。

具体的なエンゲージメント実践の事例として、気候変動を取り上

げましょう。クライメートアクション 100 は、排出量が世界最大

の企業 100社と、エネルギー移行に関する対話を行うイニシアティ

ブです。対象企業には石油、ガス、化学、電力、不動産等が含ま

れます。世界 225 社の投資家が参加する最大規模の共同エンゲー

ジメントであり、ロベコは複数社との対話において主導的役割を

果たしています。当エンゲージメントの目標として、対象企業の

二酸化炭素排出削減、透明性向上、取締役による関与の 3 つが設

定されています。

また、世界は 2050 年に人口 100 億人到達という課題にも直面し

ています。人口増による食糧増産は数々の問題につながります。

例えば、お菓子や洗剤などに使用され、年間生産量 4,700 万トン

に及ぶパーム油は、インドネシアやマレーシアのプランテーショ

ンで森林伐採、労働者搾取、森林火災などの問題を引き起こして

います。ロベコは、パーム油の大規模生産者と大規模消費企業（食

品会社、消費財会社等）両方とエンゲージメントを行っており、「森

林伐採などを伴わない、より持続可能なパーム油生産を実現する」

という明確な目標が設定されています。これに即した行動をとる

企業は、長期的に企業評価やブランドイメージを高めることにつ

ながります。

エンゲージメントの成功率は 89％

ロベコではテーマ別、企業別に明確なターゲットを設定し、成果を

計測します。例えば不動産会社へのエンゲージメントでは、気候変

動管理、環境管理システムなどのターゲットが設定され、進捗を継

続的に追跡管理します。

2017年にロベコは 45件のエンゲージメントを終了させ、そのうち
40件で成功を収めました。89％という高い成功率です。エンゲー
ジメントによって ESG 評価が向上することは、ECGI（European 

Corporate Governance Institute）による調査結果でも確認されてい
ます。特に、既に ESG に取り組んでいる企業、株主の集中度が低
い企業、低成長企業でエンゲージメント後の効果が表れました。
また、エンゲージメントが成功した企業とそうでない企業の株価
を、エンゲージメント終了から 6ヵ月後に比較すると、成功した
企業の株価リターンが 2.7％上回りました。さらに、ESG の実績が
低かった企業ほど、エンゲージメント成功後の株価は改善しまし
た。このようにエンゲージメントは投資効率を高め、また企業価
値向上に寄与し、投資行動における責任を果たすことにもなるの

です。

CSAに参加する日本企業数は 18％もの大幅増

ここ数年の日本国内における環境・社会・ガバナンス（ESG）の重

要性の高まりは、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ

評価（CSA）への参加率の伸びにも表れています。1999 年に CSA

開始以来、CSA の質問票回答に参加する企業は年々増加し、2017

CSA には、自社のビジネスに

おける最重要サステナビリ

ティ課題を尋ねる質問があり

ますが、今回の CSA で日本企

業が選んだ重要課題トップ 5

のうちの第 1 位は「人的資本

管理」です。これは外務省に

よる優先課題の中の「あらゆ

る人々の活躍の推進」と連動

しています。第 2 位が環境マ

ネジメント、3位が気候戦略、4位がイノベーションマネジメント、

5 位が製品インパクト / スチュワードシップでしたが、いずれも

外務省が定めた優先課題のいずれかと関連する項目になりました。

日本企業が最重要と考える 5つの課題への実際の取り組み状況を見

ると、日本企業は気候戦略や環境管理で高評価となっています。日

本は環境規制や報告義務が非常に厳しく、世界に先駆けて環境問題

に取り組んできました。今後も日本企業が主導的役割を果たすこと

が期待できる分野です。一方で、人的資本管理に関しては、世界か

ら遅れています。しかし、安倍総理が推進する「働き方改革」の影

響もあり、最近は当分野に対する意識の高まりが顕著です。

724％の成長を遂げた日本の ESG投資

サステナビリティ投資市場全般の状況を見ると、その成長は著しい

ものがあります。2014 年から 2016 年までの世界全体のサステナ

ビリティ投資の成長率は年率約 12％でした。既に資産規模が大き

い欧州などの成長率は低いものの、出遅れていた地域は高い成長率

を示しています。日本では、2014 年に 70 億米ドルだった ESG 運

用資産残高が、2016 年までの 2 年間で年率 724％という驚異的な

成長を達成しました。そして、SDGs 関連投資やインパクト投資は、

サステナビリティ投資の中でも特に成長著しい分野です。測定可能

な形でインパクトを起こすべく注力することは、投資家や企業に大

きな可能性をもたらし、同時に世界が直面する課題解決にもつなが

ります。

講演後、ロベコ SAM サステナビリティアワード 2018 表彰式が執

り行われました。ロベコ SAM のサステナビリティアワードは、毎

年同社が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・分析し、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。表彰式

では各受賞企業の代表者が登壇し、記念トロフィーを授与されまし

た。また、その後催された懇親会では、ロベコ SAM が拠点とする

スイスの郷土料理が振舞われる中、熱心に議論し、交流を深める参

加者の姿が見受けられました。
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 ゴールドクラス　 伊藤忠商事、ANAホールディングス、コニカミノルタ、積水ハウス、三井物産

 シルバークラス　 NTTドコモ、第一三共、凸版印刷、マツダ、丸紅

 ブロンズクラス　 味の素、NTTデータ、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス、　　　
　　　　　　　　  花王、住友林業、積水化学工業、セブン＆アイ・ホールディングス、双日、
　　　　　　　　  SOMPOホールディングス、東京海上ホールディングス、富士通、
　　　　　　　　  本田技研工業、三菱ケミカルホールディングス

（クラス毎に五十音順）

当資料は情報提供を目的として、Robeco Institutional Asset Management B.V. および RobecoSAM AG が作成した英文資料を基に、ロベコ・ジャパン株式会社が作成したものです。
資料中の個別の金融商品の売買の勧誘や推奨等を目的とするものではありません。記載された情報は十分信頼できるものであると考えておりますが、その正確性、完全性を保証す
るものではありません。意見や見通しはあくまで作成日における弊社の判断に基づくものであり、今後予告なしに変更されることがあります。運用状況、市場動向、意見等は、過
去の一時点あるいは過去の一定期間についてのものであり、過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。また、記載された投資方針・戦略等は全ての
投資家の皆様に適合するとは限りません。当資料は法律、税務、会計面での助言の提供を意図するものではありません。

ご契約に際しては、必要に応じ専門家にご相談の上、最終的なご判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。 

運用を行う資産の評価額は、組入有価証券等の価格、金融市場の相場や金利等の変動、及び組入有価証券の発行体の財務状況による信用力等の影響を受けて変動します。また、外
貨建資産に投資する場合は為替変動の影響も受けます。運用によって生じた損益は、全て投資家の皆様に帰属します。したがって投資元本や一定の運用成果が保証されているもの
ではなく、投資元本を上回る損失を被ることがあります。弊社が行う金融商品取引業に係る手数料または報酬は、締結される契約の種類や契約資産額により異なるため、当資料に
おいて記載せず別途ご提示させて頂く場合があります。具体的な手数料または報酬の金額・計算方法につきましては弊社担当者へお問合せください。 

当資料及び記載されている情報、商品に関する権利は弊社に帰属します。したがって、弊社の書面による同意なくしてその全部もしくは一部を複製またはその他の方法で配布する
ことはご遠慮ください。 

商号等： ロベコ・ジャパン株式会社　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第２７８０号 

加入協会： 一般社団法人　日本投資顧問業協会

重 要 事 項


