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ザ・キャピトルホテル東急

ロベコおよびロベコSAMは、2019年7月4日、
「ロベコSIフォーラム/SAMサステナビリティアワード
2019 in Tokyo」を、ザ・キャピトルホテル東急で開催しました。当日は、機関投資家、サステナビリティ
アワード2019に選定された日本企業、サステナビリティ・イヤーブック2019掲載企業等の皆様をお招
きし、スチュワードシップやコーポレート・サステナビリティの実践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いました。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。

ロベコとロベコSAMについて
ロベコは、1929 年に設立された専業のグローバルな資産運用会社であり、オランダのロッテルダムを本拠とします。ファンダメン
タル、サステナビリティ、クオンツ分野のリサーチを融合し、幅広い資産クラスにわたるアクティブ運用戦略を提供しています。その
グループ会社であるロベコSAM は、1995 年設立のサステナビリティ投資に特化した投資スペシャリストであり、スイス・チューリッヒを
本拠とします。
ロベコ・ジャパン株式会社はロベコの日本法人で、2013年9月に設立されました。2014年6月より機関投資家等を対象に投資一任
サービスを開始し、ロベコおよびグループ会社が永年にわたり培ってきた運用手法の数々を日本の投資家の皆様にご紹介しています。

2019年2月 東京都主催
「東京金融賞」
ESG投資部門 受賞
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サステナビリティアワード表彰式の開催を始めてから 5 年となりますが、この数年、
ESG への関心の高まりから、企業、投資家をはじめとする幅広いお客様から問い合
わせをいただくようになってきました。今回は、受賞企業の表彰と共に、ESG につい
て様々な角度からお話する機会を設けさせていただきました。皆様のこれからの活
動の一助となれば幸いです。
ロベコ・ジャパン株式会社
代表取締役社長

プレゼンテーション①

坪田 史郎

ロベコ

スチュワードシップの実践
企業に対し一貫した姿勢で臨む

シニア・エンゲージメント・
スペシャリスト

Michiel van Esch

異 なる エンゲ ー ジメント
ツールを柔軟に活用

スチュワードシップを端的に表現すると、投資先企業に対
する運用機関としての責務であり、株式保有期間にアクティブ

エンゲージメントの準備として、

オーナーとして行動することです。その具体的な実践方法には、

まずは顧客や運用チームとの協議

主に議決権行使とエンゲージメントがあります。
本日はエンゲー

を通じてエンゲージメントのニー

ジメントを中心にお話します。

ズを見定め、優先順位を決めま

サステナビリティの実践には何より組織やガバナンス体制が

す。次に、選定したエンゲージメ

Michiel van Esch

重要です。ロベコとロベコ SAM では、サステナビリティ投資

ント・テーマのリサーチを通じて、

全般を監督・推進するサステナビリティ・インパクト投資戦略

主な問題点や、改善余地がある分野、企業評価などを見極め、

委員会の下、複数の異なるチームがサステナビリティの各側面

エンゲージメント目標を設定します。

を担当しています。運用チームは ESG 情報を投資判断に統合

実際にエンゲージメントのプロセスが始まると、状況に応じ

しています。サステナビリティ調査チームは重要な ESG 課題

て様々なエンゲージメントツールを用い、柔軟に対応すること

を見極めて分析します。私が所属するアクティブ・オーナーシッ

が必要です。1 つめのツールは、会社との個別面談といった 1

プ・チームでは議決権行使とエンゲージメントを実施していま

対 1 のエンゲージメント。他の投資家と協調する集団アプロー

す。大切なのはすべてのチームが同じ信念や価値観、目的を

チもあります。また、年次株主総会の活用や、場合によって

共有していること。エンゲージメントにおいても、
これらのチー

は株主訴訟といった最終手段に訴えることもあります。普遍的、

ム同士が連携を深め、情報、知見を共有します。投資先企業

固定的なアプローチはなく、エンゲージメントの内容や直面し

に対して終始一貫した姿勢で臨み、企業にとって信頼できる

ている問題次第で適切なツールは異なります。

対話相手となることが重要です【図 1】
。

例えば、個別のコンタクトでは非常に詳細な議論が可能で
すが、企業側も真剣にエンゲージ

図 1 サステナビリティを徹底する独自の企業文化

メントに取り組んでいることが大

専任の専門家チーム間の密接な協力体制

前提です。1 社では十分なインパク

ロベコのリサーチ・チーム、ポートフォリオ・マネジメント・チーム、
アクティブ・オーナーシップ・チームは同じ信念、
価値観、
目標を共有し、
各チームの専門知識を全社的に活用する体制

投資家と連携することもあり得ま

投資理念の共有
ロベコ社内に、ガバナンス
アクティブ・オーナーシップ
専任チームがあり、
13名の専門家が所属

アクティブ・
オーナーシップ

トを与えられない場合には、他の

サステナビリティ投資
リサーチ

ロベコSAMに所属する
サステナビリティ専門の
アナリストは、1995年以来、
専ら財務上重要な
ESG課題にフォーカス

す。ただし、集団での働きかけの
調整には、通常は時間が掛かりま
す。株主総会は詳細の議論には適
しませんが、当該テーマへの注目
度を高めるには有効です。

目的の共有

価値観の共有

投資家のコントロール外にあり
ながら、エンゲージメントを成功し

ポートフォリオ・
マネジメント

やすくする条件もあります。投資家
はこれをよく理解することにより、

ロベコとロベコSAMが運用する全ポートフォリオ、全ファンドにおいて
サステナビリティ分析とその他の財務分析を可能な限り統合

エンゲージメント成功の可能性を
高めることができます【図 2 】。
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図 2 エンゲージメント：成功の条件

実施してきた実績を背景に、ロベコは 2016 年に、
長期の気候変動対策に焦点を当てたエンゲージメ

エンゲージメントが成功し易い条件を投資家はまず理解すべき
これにより効果的なエンゲージメントの機会を増やすことが可能

ントを開始しました。2017 年に同社は、2050 年
までにカーボン・フットプリントを半減するという

高い投資保有比率

長期目標を表明しましたが、我々はさらに踏み込

投資先企業の株主構成は広く分散

んだ対応を要求しました。具体的な短期目標の設
足元の危機：企業はステークホルダーとの関係修復が必要

定や、経営陣の報酬への連動などです。我々は、
CEO や報酬委員会議長など様々な役職・部門と対

株主総会前に投資家の支持が必要

話を持ち、株主総会で発言し、長期にわたる協議

目的・理念を擁護する社内の推進派

を行う中で、長期目標達成への枠組みを策定すべ
文化的背景/地域性による違い

きという結論で同社と合意しました。
その成果として、2018 年 12 月にロベコや英国

株主権利、
コーポレートガバナンス規定の堅牢性

国教会年金理事会をはじめとする機関投資家と合
意した共同宣言を、シェル社が公表しました。宣言には、3

投資家と企業が共同で目標達成の枠組みを策定

〜 5 年の排出削減目標設定、報酬への連動、頻繁なレビュー

ここからは具体的事例を紹介しましょう。ロベコでは、
「ク

の実施や TCFD 勧告への準拠、ロビー活動のレビューなどが

ライメートアクション 100 ＋」に即したエンゲージメント・プロ

盛り込まれました。これは投資家と企業が協働して策定した

ジェクトを遂行しています。これは、温室効果ガス排出量が多

枠組みとして、メディアでも大きく報道されました。スチュワー

い上位 100 社を対象に、気候変動問題に適切な対応を取るよ

ドシップの役割を強く証明した事例です。

う働きかける集団的エンゲージメントです。目標として、気候

まとめとして、エンゲージメント成功のポイントを 4 つ挙げ

変動に対処するためのガバナンスの枠組み整備、気候変動リ

ます。まず、組織内で一貫した姿勢で臨むことです。次に、株

スク・マネジメント、温室効果ガス排出削減、ディスクロージャー

主として信頼を醸成するには時間と努力を要します。長期的に

の強化を設定しています。その対象の 1 社であるロイヤルダッ

は報われるため、
忍耐を持って臨むことです。
3つめは、
エンゲー

チシェル社とのエンゲージメントにおいて、ロベコは主導的役

ジメントのモメンタムを見極めることです。最後は、効果的な

割を果たしています。

エンゲージメントとは常に決まったステップを踏むものではな
く、いろいろなツールを活用する必要があるということです。

既に長年に渡り複数分野でシェル社とのエンゲージメントを

記念講演

伊藤忠商事株式会社
代表取締役専務執行役員 CAO

サステナブルな企業を目指して

小林 文彦氏

各地に進出し財を築きました。天

初代の精神性「三方よし」をいまに受け継ぐ

秤棒で運んでいたのは麻布のサン

2017 年 2 月に、がんで闘病する当社の社員が社長の岡藤

プルです。サンプルを見せてお客

宛てに 1 通のメールを送りました。折しも雑誌『プレジデント』

様から注文を取る。商品は後で届

による幸せな会社ランキングで当社が 2 番目だった時でした

ける。お金も後でいただく方式で

が、
「自分にとって伊藤忠は 2 番じゃなく1 番いい会社だ」と

す。信用がなければ商売は成り立

いうメッセージでした。これに心を打たれた岡藤は一日も早い

ちません。信用を大切にする考え

回復を願い、本人に了解をとった上でその内容を全社員と共

方が、
「売り手によし、買い手に

有しました。この社員は残念ながら、メールを送った一週間

よし、世間によし」という近江商

後に亡くなったのですが、告別式に参列した岡藤はこの会社を

人の「三方よし」という経営理念となりました。初代伊藤忠兵

必ず日本一いい会社にしてみせると御墓前で誓い、それを全

衛がオリジンであるこの精神性は、現在まで当社の DNA とし

社に発信しました。この一連のストーリーに社員全員が胸を

て備わっています。

小林 文彦氏

「三方よし」は、当社のサステナビリティの考え方に結び付

熱くしたものです。
伊藤忠商事は 1858 年に初代伊藤忠兵衛が麻の布を持ち下

いています。企業理念である「豊かさを担う責任」を基にサス

りしたことに始まり、創業から 161 年が経っています。現在は

テナビリティの基本方針をつくり、SDGs や ESG の思想を取り

世界 63 ヵ国に 110 拠点を持つ総合商社に成長することができ

入れた上でマテリアリティを作成しています。
「豊かさを担う責

ました。伊藤忠兵衛は近江商人の 1 人で、天秤棒一本で全国

任」は社員に実感させるのが難しい概念ですが、当社が行っ
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ている施策について全国から予想外に多くの激励をいただくに

に取り組むべき企業戦略と位置付けています。国立がんセン

つれ、社員は、少しずつでも世の中を変えることができてい

ターと提携した定期的な検診、高度医療費の会社負担、仕事

るのではないかという感触を持ち始めています。

と治療の両立支援体制などを整えています。
冒頭に日本一いい会社を目指すというエピソードを紹介しま

いい会社とは持続可能な会社である

したが、日本一の定義は明白ではありません。ただ、いい会

当社は、日本の総合商社の中では人数が少なく、同業他社

社とは、この先何百年と続くサステナブルな会社ではないかと

と伍していくためには、どうしても一人当たりの労働生産性を

思っています。お陰様で多くのメディアが主催する就職人気ラ

上げていく必要があります。そのために、
「効率性の追求」
「社

ンキングで上位を獲得することができました。学生が将来を

員の Motivation 向上」
「健康経営」
「社員の能力開発」とい

考え働きたいと思う会社はこの先も持続可能な会社ではない

う 4 つの柱を通じた働き方改革を行っています。

かと個人的に考えています。

当社独自の取り組みの１つである朝型勤務制度は、深夜ま

今般、ロベコ SAM のコーポレート・サステナビリティ評価

での多残業体質の改善を目指して 2013 年から行っている施策

で 4 年連続ゴールド・クラスを受賞させていただきました。ま

です。朝勤務に深夜勤務と同じ割増賃金などのインセンティ

た労働生産性は 3.1 倍にまで上がり、その同時期に配当額を

ブを提供し、20 時以降に残業している社員は 5％まで減りま

4.6 倍に引き上げることができました。株主の皆様のご期待に

した。また本社の電気使用量も約 7％減と環境にも好影響が

も応えられているものと自負しております。当社はどのような

出ています。

時代でも
「三方よし」を重視、
持続しながら、
「未来によし」

現在、日本において生涯がんに罹患する方は 2 分の 1、就
労年齢に限っても 3 分の 1 おられます。就労年齢の患者の多

を合言葉に、当社らしく次

くは女性であり、女性の活躍を推進していく上で無視できない

世代ビジネスに取り組み、

問題となっています。社員ががんにかかっても過度に心配する

よき未来の実現に向かって

ことなく仕事を続けられるよう、
「がんと仕事の共生」を真剣

前進していく所存です。

プレゼンテーション②

コーポレート・サステナビリティの最新動向

ロベコ SAM
ESG レーティング責任者

ManJit Jus

ています。評価結果は同業種内で

世界 4,600 社以上を評価する CSA、
参加企業は年々増加

比較されます。
CSA は 1999 年に開始し、2018

この 1 年間、サステナビリティ投資の分野では多くの進展

年にはほぼ 1,000 社 が質問票に

がありました。TCFD
（気候変動関連財務情報開示タスクフォー

回答しました。日本企業の参加も

ス）によって、気候変動関連リスクとその緩和策に関する開示

増 加しており、2018 年 には 148

と透明性向上のための、企業と投資家共通のフレームワーク

社にまで拡大しました。回答に参

がもたらされたことも一例です。2019 年 6 月現在、世界 800

加していない企業の評価も公開情

社が TCFD 勧告への準拠を表明しています。これは、総資産

報に基づいて行います。

額にして 118 兆ドルに相当します※。しかしながら、パリ協定

ManJit Jus

気候変動戦略の分野で日本は世界に先行

達成にはまだ多くの取り組みが必要です。企業には、環境を
保護し長期的価値を生み出すイノベーションや包括的なビジネ

2018 年の CSA について、日本企業の実績を中心に紹介し

ス慣行の実践を推進し続けることが求められます。本日はこう

ます。まずはセクター比較です。業界によりサステナビリティ

した現状を踏まえ、企業のサステナビリティへの取り組みの最

への取り組みの成熟度合や各課題の重要性が異なるため、実

新状況や日本の動向についてお話します。

績にも差が表れました。例えば情報技術業界は、環境分野で

ロベコ SAM では、61 業種にわたる世界 4,600 社以上を対

他をリードしています。ヘルスケア業界は、医療分野への厳し

象に年次のコーポレート・サステナビリティ評価（CSA）を行っ

い規制を背景に、特に経済的側面や社会的側面において評価

ています。評価には、公開資料に加え、オンライン質問票で

が高くなっています。

企業から直接得た回答を利用しています。1 社当たりの質問

次に、日本企業が最重要課題に挙げた 5 つの ESG 課題の

数は約 130 件、収集するデータ数は約 1,000 にものぼります。

実績を見てみましょう【図 3 】
。日本企業は特に環境面で高い

各業界によって直面するサステナビリティ課題は異なるため質

評価を得ています。日本では早くから厳しい規制や報告義務

問項目を変えており、評価における ESG 各項目の配分も変え

が導入されていたことがその背景にあります。人的資本管理で

※出所：TCFD：2019 Status Report（June 2019)
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図 3 日本企業が最重要課題に挙げた 5 つの ESG 課題の実績

いました。
気候変動関連の回答結果を地域比較しましょ

80
日本

アジア太平洋

グローバル

う。
「シナリオ分析」は、CSA 回答企業の導入率

60

は全般的にまだ低いものの、他地域に比べると日

50

本企業は健闘しています。
「企業内炭素価格」は、

40

企業が将来を見据えた決定を下すのに役立ちます

30

が、炭素排出量の多い業界を除き、多くの業界で

20

はまだ導入が始まったばかりです。企業内炭素価

10

格の導入状況も、日本企業は他地域と同水準とい

スコア

70

0
気候戦略

環境管理

人的資本管理

イノベーション
管理

プロダクト・
スチュワードシップ

出所 : SAM CSA 2018 、
（グローバル企業の参加社数：688）/（日本企業の参加社数：101）

う結果となりました。一方で、
「温室効果ガス排出
量スコープ 3」に該当する排出源の特定、開示に
おいて、日本はグローバル平均に比べ突出して高ス

は、残念ながら日本企業はアジア太平洋やグローバル平均に

コアとなっています。

遅れを取っています。一方で、サステナビリティを重視する投

長期的な「気候関連目標」については、CSA に回答した日

資家の間では、人的資本管理の重要性はますます高まってい

本企業 148 社のうち 95％近くが１つ以上設定しています。こ

ます。最近では日本企業においても、同分野の報告を充実させ、

れはグローバル全体に比べ極めて高水準です【図 4 】
。

社員の満足度や効率性向上、ダイバーシティやイノベーション

2018 年の CSA は評価手法が厳格化したことにより、受賞

促進、優秀な人材確保への取り組みなどの進展が見られます。

企業数が世界的に減少する中、日本の受賞企業数は前年と同

ここからは気候変動にフォーカスしてお話します。世界的に

水準でした。日本企業の取り組みが卓越していたことの表れで

も最大の課題であり、日本が引き続きイノベーションと効率追

す。受賞企業の皆様の功績に心からお祝い申し上げます。

求を通じて重要な役割を果たすことができる分野です。欧州

図 4 気候変動関連目標を 1 つ以上設定している企業の割合

の企業は、TCFD の勧告の適用において先行していますが、日
本企業も新基準をディスクロージャーに統合するなど、この分

94%

野における改善を急速に進めるものと考えます。安倍晋三首

92%

相が明確に語ったように、温暖化対策はもはや企業にとって
90%

コストではなく競争力の源泉です。日本政府は、革新的な環
企業の割合

境イノベーション戦略やグリーン投資に関するガイドラインの
策定を進めるなど、世界の革新者としての日本の位置づけを
さらに強化しようとしています。

88%

86%

84%

評価が厳格化する中で日本企業は健闘

82%

気候変動対応の重要性や TCFD の展開などを受けて、2018
年は CSA における気候変動の評価基準を改定しました。CDP

80%

気候変動アンケートにおける変更内容や TCFD の推奨を反映

日本

グローバル

アジア太平洋地域

出所 : SAM CSA 2018 、
（グローバル企業の参加社数：993）/（日本企業の参加社数：148）

し、新規に「シナリオ分析」の質問を加えるなどの見直しを行

SAM コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）について
SAM サステナビリティ アワード：受賞企業数と基準

2018 年の 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、その結果、36 ヵ国の

クラス

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 2019 年版に掲載されました。日本企業では 53 社がイ
ヤーブックに掲載され、特に優れた実績を示した 20 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）をはじめとする S&P の ESG 指数の構成
銘柄選定に活用されています。
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基準

日本
2018年

日本
2017年

世界
2018年

世界
2017年

SAM Gold Class

上位 1%

5社

5社

66社

73社

SAM Silver Class

上位 1%〜5%

3社

5社

65社

78社

SAM Bronze Class

上位 5%〜10%

12社

13社

105社

118社

ロベコ SI フォーラム／ SAM サステナビリティアワード 2019 in Tokyo

日本企業 20 社がサステナビリティアワードを受賞
【2019 年に受賞した日本企業】
ゴールドクラス
伊藤忠商事、ANA ホールディングス、NTT データ、
コニカミノルタ、住友林業
シルバークラス
NTT ドコモ、積水ハウス、双日
ブロンズクラス
味の素、積水化学工業、東京海上ホールディングス、
TOTO、凸版印刷、日本電信電話、富士通、
本田技研工業、マツダ、丸井グループ、三井物産、
リコー
（クラス毎に五十音順）

講演後には SAM サステナビリティアワー
ド 2019 の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、その後に催された懇
親会では、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。

重 要 事 項
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

6

