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2月23-24日東京にて開催されたRIアジア2016
の開会スピーチにおいて株式会社QUICK代表
取締役社長吉岡昇氏は、日本はアジアのリー
ダーとして責任投資の浸透する土壌を築いて
来たと語った。

QUICKは2014年にESG研究所を立ち上げた
が、日本の株主や投資家にとって 非財務情報
が今後の投資に有効であると実感していると
話す。吉岡氏は「さらに、気候変動や人権とい
ったグローバルな課題を判断に組み込むこと
で ESG投資の本質的価値を見出せるのでは
ないか。」とした。

また彼は、日本企業のCSR活動や環境への取
組みは高いレベルにあるが、海外の観点との
ギャップがあり過小評価されているのではない
か。特に、投資家に対して、中長期での企業価
値につながることを伝えきれていないように見
えると加えた。

PRI議長を勤めるMartin Skancke氏は、2015
年以降はパリ協定や持続可能な開発目標
（SDGｓ）の設定等 重要な出来事が多い年とな
ったと述べた。日本については日本版スチュワ
ードシップ コードの導入が責任投資における大
きな変革をもたらしたとし、「投資家と企業の責
任を明確化し、両者の関係がどうあるべきかを
示した。広く責任投資の問題を見ていくに当た
って強い推進力を発揮している。」と語り、前日
に訪問した韓国でも自国版スチュワードシップ・
コードの適用に関するディスカッションが始まっ
ており、この動きがアジア全体に広がり始めて
いるとした。

また、1.2兆米ドルを誇る日本の巨大な年金基
金GPIF年金積立金管理運用独立行政法人）が
昨年PRIに参加したことについて、短期間のうち
に卓越した成果を上げたと賞賛した。

「GPIFは意欲的な責任投資の方針を設定し、運
用機関への期待を示した。また責任投資に関
する投資原則を改定、PRIアセット・オーナーの
アドバイザリー委員会に参加を果たした。私た
ちはGPIFがグローバルレベルにおける責任投
資の問題についてリーダーシップを取ることを
喜ばしく思う。」とした。

１日目：２０１６年２月２３日

Noboru Yoshioka

Martin Skancke
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上智大学財務担当理事補佐の引間雅史特任
教授は 大学での資産運用は将来世代へのコ
ミットメントを目的としており、その意味でESGが
前提としている長期投資と極めて親和性が高
いと説明した。上智大学での責任投資はまだ
歴史が浅く、昨年11月にPRIに署名したばかり。
しかし、それ以前から責任投資の観点でアセッ
トマネージャーとの対話を始めており、アセット
オーナーとしての責任を果たしていきたいと付
け加えた。

QUICK ESG研究所に日本企業のESGデータを
提供するVigeo EIRISの取締役で国際部門の
責任者を勤めるPeter Webster氏は、日本にお
いてアセット・オーナーは責任投資市場を加速
させる影響力を持っており さらに日本の個人
投資家向けESG関連投信市場の有望性にも言
及した。また、「GPIFはこの変化を作り出すため
に大きな役割を果たした。彼らが署名したこと
により、日本の他のアセット・オーナーがPRIへ
の参加を検討している。」と述べた

CalPERSの取締役を務めるPriya Mathur氏は
アセット・オーナーとして責任投資の適切な実
践について話した。それは アセット・オーナー
のボードと、資産を直接運用する投資のプロフ
ェッショナルとのダンスの様だと例えた。「重要
なことは、自身の考え方を定期的に見直すこと
にある。ボードと投資のプロフェッショナルの間
で、ESG投資の価値やその他の要素に関する
エンゲージメントが必要だ。」と語った。

引間特任教授は、責任投資を初めて日が浅い
ものの、上智大学においてESG投資や、PRIへ
の署名に関する承認を理事会で得ることはそ
れほど難しいことではなかったと説明した。む
しろ検討を重ねたのは、投資戦略においてど
のようにESG投資を統合するかであったと語っ
た。様々な議論があり、結果的にはESGは特定
の戦略ではなく、まさに「integration」という目
線で投資全体に含めて考えていかなければな
らないと捉えている、と説明した。

しかしながら引間特任教授は、日本におけるス
チュワードシップ コードの実践について、実質
が伴っていない、モニタリング、オーバーサイト
の体制が不十分などの指摘もあると説明した。

引間特任教授は、金融庁と東証が主催する会
議において、日本でのスチュワードシップ コー
ドの遵守率は非常に高いと報告されているが、
それは自己評価ゆえの甘さではないのかと懸
念点を挙げた。

また、後半のパネル・ディスカッションにおいて
引間特任教授は、運用会社はESG投資を実践
していると言うが、掘り下げて具体的事例を聞
くと出てこないといった問題について言及した。

彼は、日本における企業間の株式持ち合いに
ついては、いくつかの大きな金融機関が、ポリ
シーとして持ち合いをやめる、また減らす方法
を明示する、精査の上でどうしても継続する場
合は、その合理的な理由を開示することを表明
しており、解消に向けて大きな前進があったと
説明した。

パネルディスカッション：長期投資－アセット・オーナーにとっての意味

Masafumi Hikima

Peter Webster

Priya Mathur
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パネルディスカッション：持続可能なアルファの探索－アセット・マネージ

ャーと投資先企業にとって

Will Oulton

Minako Takaba Tsukasa Kanai

MSCIヴァイス・プレジデントでESGリサーチ日本
株リサーチヘッドを勤める鷹羽美奈子氏は ESG
はアルファに貢献しているとし、データやシステム
が必要であり、アルファの創出はポートフォリオ・
マネージャーのスキルに掛かっていると話した。

三井住友信託銀行で経営企画部　理事・CSR
担当を勤める金井司氏は ESGインテグレーショ
ンは日本で拡大しており、多くの機関投資家が
特定のファンドのためだけならず、日々の投資
業務において利用したいと考えている、とした
上で、ESGを通してアルファを得ることは可能で
あるが、鷹羽氏と同様に運用者のスキル次第
でありESGだけに頼ることは難しいと語った。ま
た、ESGインテグレーションを行うにあたり全て
のファンドのアナリストやファンドマネージャー
はESG調査を行う必要があると加えた。
ファースト・ステート・インベストメント社の責
任投資グローバル・ヘッドを務めるWill Oulton
氏は持続的なアルファの創出の議論には大き
な意味はなく「投資チームにスキルとプロセス
を要求する必要がある。」と話した。「ESGはそ
の一部であり、それを実施しないのであれば
次善最適のパフォーマンスを得るだけだ。」と
加えた。

また彼は「ESGは主にリスク管理のものであり、
損失回避のためにある。勝者を拾い上げるの
に役に立つものだ。」とし、最近日本株ファンド
を立ち上げたことについて「私たちはESGの理
解を深めることは、ファンドのパフォーマンス向
上に寄与する。」とした。

金井氏は、ESGに積極的に取り組んでいるアセ
ット・オーナーはあまり多くないが、GPIFの動き
などがアセットオーナーにESGの有用性を知らし
める上で、効果があったとした。三井住友信託
銀行でも、2003年にESGファンドを立ち上げ、イ
ンテグレーションを始めている。

ESGが重要であることは、アセットマネージャー
側では気づいていた可能性もあるが その分析
の難しさや、期間的な問題でアセットオーナーの
評価を得ることが難しかったことなどから、実際
に取り組むことは困難であった。しかし、それは、
長期的な企業価値を追求する枠組みであるスチ
ュワードシップ コードの登場により、「長期」という
キーワードにフォーカスが当り、低迷していた
ESG投資が、一転して機関投資家を中心に広が
る気配を見せているとした。長期にわたり抑制さ
れていたフラストレーションを、スチュワードシッ
プ コードが解放したと言えると締めくくった。

Kris Douma
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PRIの政策調査部門ディレクターを勤める
Nathan Fabian氏は、受託者責任を述べるにあ
たり、ときどき違った法律用語が使われることが
あるが 原則は基本的に同じである、とし「受託
者責任を意味する忠実義務や注意義務は、誠
意と最善の注意、スキルと精勤を持って行動す
ることである。」と語った。

金融庁総合企画部企業開示課長の田原泰雅
氏は、スチュワードシップ コードは成長戦略の
一環として導入されたもので、企業の持続的成
長を実現するための諸原則であるとし、それは
遵守義務はないが、遵守しない場合は説明責
任があると説明した。

コーポレートガバナンス コードについては、それ
ぞれの企業のレベルは様々ではあるものの、コ
ーポレートガバナンスがどのようにあるべきか
内容を検討し、それをアウトプットとして出すこと
は、日本企業にとって革命的な出来事だったと
した。

しかし、投資先企業との対話が本当にできてい
るのか、実体を伴っているか確認する必要があ
ると考えているとした。

日本企業におけるボードの役割をどう考えてい
くか、また日本企業が直面する課題が変化して
いく中で、従前と同様の形式でCEOを選任する
場合、本当に難局に対応できるCEOの選出が
可能なのか議論を重ねた。そこで、取締役は局
面にあった人材をCEOとして選出し、育成し、と

きに不適任と判断した場合は解任手続きを行う
責任があるとし、そのために取締役会は独立
性、客観性を持つ必要があると説明した。

今後、スチュワードシップ コードに関する議論も
重ねていくが、HPでも公表するほか、広聴も可
能であると締めくくった。

パネルディスカッション：進化する受託者責任の領域

Nathan Fabian

L to R: Michiyo Morisawa, Nathan Fabian,
Yasumasa Tahara, Chihiro Kawashima,
Kazunori Nakatsuka



RI ASIA 2016

CONFERENCE REPORT - RI ASIA 2016 March 2016

5

日本労働組合総連合会で総合政策局長を勤め
る川島千裕氏は、同組織が2010年より、ワーカ
ーズキャピタルにとっての責任投資のあり方に
ついて研究を重ねてきたことを解説、連合に加
盟する労働組合や企業年金基金に対して責任
投資に取り組むようロビー活動を行なってきた
のがメインの活動であったと話した。GPIFは責
任投資の導入に向けて動き出したが、その一
方で企業年金基金にはまだ大きな前進がない
とした。しかし、GPIFの動きが、企業年金にとっ
ても 責任投資を組み入れるきっかけになりうる
と語った。

連合が労働組合年金への働きかけを始めた
際、責任投資はESGのためにリターンを犠牲す
ることになるのではないかという議論や、受託
者責任を果たしていると言えるのかどうか、と
いう質問もあったと説明した。今回のガイドライ
ンの改定が、そのような議論をクリアにし、労
働組合が企業年金への責任投資の導入を促
進する一助になればと考えているとした。

責任投資は、受託者である企業年金の意思に
より導入を求めるものであり、その結果として最
終受益者である労働者が、中長期に安定した
収益を確保することが可能であること、そして
最終的に公正かつ持続可能な社会形成に貢献
することにつながる、ということを明記したと説
明した。

QUICK ESG研究所部長兼チーフコンサルタント
の中塚一徳氏は、ESGインテグレーションの意
識は高まっており、これは受託者責任の考え方
に反しない、と話した。

金融庁の田原氏は 一般的に受託者と責任は
日本の法律において明記されていないと言わ
れているが、議論は何十年も前からあり、年金
コンサルタントへの浸透度合いは低かったが、
最近変化してきているとした。

また、機関投資家や企業から、対話に対する姿
勢も変化してきているとの反応があるが、企業
サイドから機関投資家の対応水準は低いとの
指摘があると説明した。そのため、対話のクオ
リティをいかに上げるか検討も必要だとした。議
決権行使の結果や方針については コンプライ
アンスの浸透度が低く、透明性確保が今後の
課題になるだろうと締めくくった。

パネルディスカッション：進化する受託者責任の領域

Chihiro Kawashima

Kazunori Nakatsuka

Yasumasa Tahara
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マレーシアのプランテーションとエネルギー会社
であるSime Darby社にてシニア・エグゼクティ
ブを勤め、エネルギー・環境市場センター
（ Centre for Energy and Environmental
Markets : CEEM）のリサーチフェローである
Renard Siew氏はESGインテグレーションで利用
されるツールはそもそも目的にかなっているの
かと疑問を呈した。異なる基準のESG格付けツ
ールは多く、「このことが混乱を招いているので
はないか。」と話した。

ブルームバーグの ESGシニアアナ リス ト

Gregory Elders 氏は Siew 氏に同意し、「一つ
の会社がいくつかのインデックスに採用され、
他では採用されないのはなぜか？という問題が
ある。透明性は両方にとって役に立つはずだ。
」と話した。

Siew氏はまた、ある会社がダウ・ジョーンズ・サ
ステナビリティ・インデックスのトップに入る一方
で 他のESG格付けに入らないというのは辻褄
が合わないとし、「一貫性はどこにあるのか？こ
れに関してはまだまだ取り組むべきことが多く
あるはずだ。」とした。

パネルディスカッション：スチュワードシップの任務とESGインテグレーショ
ンの交差点

Renard Siew Jeroen Bos and Gregory Elders
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日本政策投資銀行ストラクチャードファイナンス
部課長の黒木重史氏は、同行がGPIFといった
基金や大手のアセット・オーナーと共に インフ
ラストラクチャーの共同出資者となってきたこと
を述べた。最近のインフラストラクチャー投資の
例として パリから南西を結ぶ高速鉄道への投
資案件を挙げ、この鉄道路線全長は300Kmに
および、ステークホルダーも複数存在しており、
同プロジェクトの案件整理においてESGインテ
グレーションが重要であったことを話した。 イン
フラ投資は、一般的には20年から30年の長期
に渡り、特にこのケースは50年に及ぶ また、非
上場の投資案件が非常に多く、上場資産への
投資案件も中にはあるものの限られている。」
と説明した。「長期にアセットを維持しながらリタ
ーンを回収することに対して、ESGの考慮は非
常に重要。」とした上で、インフラストラクチャー
投資はステークホルダーが多く、開発は地元コ
ミュニティと密接な関係があり、路線建設現場
付近では絶滅危惧種、希少生物の保護を
NGOと共同で実施したと述べた。

また、「労働者雇用に対する配慮も必要だ。私
たちは地元の方々を雇用し、このプロジェクト終
了後も他の雇用機会で継続されるよう研修を行
っている。建設現場には子供達が社会見学に
訪れている。多くの情報公開をウェブサイトにて
行なっている。」と語った。

良いニュースだけでなく、いくつかの否定的なニ
ュースがあったことを認めた上で、政府や地元
コミュニティなどの様々なステークホルダーとの
対話を通しディスカッションが正しい方向に導か
れたことを話した。

彼は「インフラ投資において、ESGは価値を向上
するのか？ESGはダウンサイドをきちんと擁護
することにより、利益を生むといった点から 効
果があると認識されている。」と結論を述べた。

アーク東短オルタナティブ社CEOでファンド・マ
ネージャーを勤める棚橋俊介氏は 日本のプラ
イベート・エクイティ投資におけるESGアプロー
チについて話した。日本には3,500社の上場企
業に対して400万社の非上場企業が存在する。
それぞれが事業を異にしており、ユニークであ
るため、形式化、パッケージ化できない １つず
つプレーンに考えていく必要がある。 この点が
日本型プライベート・エクイティのESGアプロー
チの根本的な特長だ。」と話した。

また、多くの非上場企業はリソースが少なく少
数人で経営されているとし、「海外投資家が突
然彼らにESGの質問を投げることがあるが、どう
すれば良いのか分からないのが現状だ。」と述
べた。

アーク東短は、プレースメント・エージェント業務
の中で、プライベート・エクイティにおけるジェネ
ラル・パートナーの選択プロセスにESG要因を
組み込んでいると語った。

東京証券取引所取締役常務執行役員の土本
清幸氏は、日本におけるコーポレートガバナン
ス・コードおよびスチュワードシップ・コードの進
展について触れ、１日の議論を締めくくった。彼
は、実行されているという重要な特徴として、日
本の上場企業における社外取締役の数が増え
ていることを強調した。

パネルディスカッション：持続可能なオルタナティブ投資：プライベート・エ

クイティ、インフラ、不動産

Shunsuke Tanahashi
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国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）ア
ジア・太平洋地域特別顧問末吉竹二郎氏は 再
生可能エネルギーに関する日本の取り組みに
ついて、コメントした。

「パリでの協定から3か月が経過し、まだ鮮明に
記憶されている。だが日本ではホットな話題にな
っていない。日本がどのようにパリでの協定を
受け取り、その重要性を最小化したことについ
て私は驚いている。ビジネスへの関わり合いの
大きさを考慮すると、それは懸念事項である。」

２日目: ２０１６年２月２4日 Takejiro Sueyoshi
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パネルディスカッションでモデレーターを務め
た環境金融研究機構代表理事兼上智大学客
員教授の藤井良広氏によると、アジアでのグリ
ーン・ボンド市場は非常に高いポテンシャルが
ある。

MSCIの執行役員で, ESG Productsのヘッドで
あるEric Moen氏によると、世界のグリーン・ボ
ンドの8.6%をアジア地域が占めており、「今後
も成長していくことを望んでいる」とコメントして
いる。

ゴールドマン・サックスのインフラストラクチャー
ストラクチャードファイナンス部長の井上徹氏に
よると、「日本で投資家に、インフラ投資を目的
としたグリーンボンドの提供を試みてきたが、規
模の拡大は難しかった。道路建設のような大規
模なインフラ開発の機会が十分ではない。」とコ
メントしている。

井上氏によると、再生可能エネルギーについて
は、2011年の福島での原発事故以降、急速な
成長が見られてきた。

「再生可能エネルギーは成長セクターであり、イ
ンフラを引き当てとした有価証券を組成できる
可能性がある」と井上氏は説明した。「私たちは
再生可能エネルギー製品に注目し始めている。
その大半は太陽光発電だが、風力にも注目し
ている。」

井上氏は、日本国外でグリーン・ボンドと認定さ
れたものの、その事実を認識していなかったと
いう興味深い話題について言及した。

「ブルームバーグのグリーン・ボンド担当者は
私たちが起債したうちの1つをレーティングして
おり、NYのゴールドマン・サックスは、その事実
を日本に通知した。私たちはこのように解釈さ
れるとは考えていなかった。自分たちが日本で
のグリーン・ボンド提供の先駆者だと認識した。
今、私たちはより大きな注意をグリーン・ボンド
に払っている。グリーン・ボンドの組成から取り
組みを始めたわけではなく、よい投資条件を模
索することから始めた。」

太陽生命保険の運用企画部長矢内淳一氏は、
グリーン・ボンドに関しては、供給者側に問題が
あると述べている。

井上氏は、日本でのグリーンボンドに対するセ
カンドオピニオンへの理解度の低さを指摘して
いる。彼は、日本の環境省に対し、グリーン・ボ
ンド・プロジェクトに対する認定制度を検討する
よう求めた。

グリーンボンド　ーアジア市場の概要

Yoshihiro Fujii

Eric Moen

Toru Inoue

Junichi Yanai
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JSIFの共同代表理事で、大和総研主席研究員
の河口真理子氏は「SRIは死んでいない しかし
過去の歴史と離れて成長を遂げつつある。」と
議論を始めた。

PRIマネージングディレクター Fiona Reynolds
氏は、日本に注目すると、この先数年に渡り、
ESG関連の日本での強い成長を期待している。
アジア全体では年金システムの成長を作り上
げる中産階級について言及している。しかし、
彼女はこうも警告している。「アジア地域で
（グリーン・ボンドの）機運が高まるには時間が
かかるだろう。一晩で実現するような奇跡を信じ
てはならない。」

またこのパネルの中で、様々なSIFや、サスティ
ナブル投資関連の団体に関する質問では、前
UKSIF副会長、現FTSE RussellのESGディレクタ
ーであるDavid Harris氏は、それは混乱を招くと
話した。「COP21までの流れでは、カーボン・ディ
スクロージャーを取り巻く3つの公約（プレッジ）
が存在している。これら3つの公約それぞれ全
てに参加することを 上司は承認しないだろう。こ
れは現実の問題だ。私たちは、ともに効果的に
取り組む様々な主体が必要であり、それぞれ明
確に分かれた役割が必要になる。将来的に共
同で取り組むことが重要だ。」

しかし、こうも付け加えた。「PRIには役割を果た
してもらいたい。アセットマネージャーは、もしも
彼らがESGインテグレーションを効果的に実行
できなかった場合、アセットオーナーからの契約
を失うだろう。そしてそれは衝撃をもたらす。」

SRIは死んだ、ESGインテグレーションの時代だ！

Mariko Kawaguchi

Fiona ReynoldsDavid Harris
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東京証券取引所上場部企画グループ課長の渡
辺浩司氏は、コーポレート・ガバナンスは急速
に進化したと述べた。「日本では、2014年にお
ける社外取締役の比率は21％だった。それが
今日では48％に達する。全上場企業のほぼ半
数が、2人以上の外部取締役を取締役会に置
いており、私たちは、2016年6月までには、上
場企業の60％が外部取締役を置くと想定して
いる。」と説明した。

経済産業省経済産業政策局　産業資金課長兼
新規産業室長の福本拓也氏は、コーポレートガ
バナンス コードに欠けているものは、情報開示
システムだと述べた。彼はまた、株主総会をよ
り機能的にするためのシステムは、十分に整備
されておらず、国際的な水準に追いつく必要が

あるとし、「よりアクティブな対話の場となるべき
だ。」と述べた。

一方、ニッセイアセットマネジメント　チーフ・コー
ポレート・ガバナンス・オフィサー、ICGN理事の
井口譲二氏は 社外独立取締役の数的増加に
伴う、質的な懸念を強調し、「昨年、ICGNは日
本のFSAに対して、社外取締役の質と量につい
て手紙を書いた。」と述べた。

企業の開示情報については、渡辺氏は、「読み
手に関わらず、開示資料には、理解しやすい言
葉が使われなければならない。」と述べた。

コーポレートガバナンス・コード

Toshiaki Oguchi and Takuya Fukumoto

George Iguchi

L to R: Toshiaki Oguchi, Takuya Fukumoto, 
George Iguchi and Koji Watanabe
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ボストン・コモン・アセットマネジメント創業者で社
長のGeeta Aiyer氏によると、何年もの間、国外
の投資家は、日本企業に対し、難しい問いかけ
をしてきた。「日本が先頭に立ち、私たち（外国
人投資家）が企業との対話に参加することは、と
てもエキサイティングだ。」と述べた。

ハーミーズ・インベストマネジメントのグローバ
ル・スチュワードシップヘッドであるColin Melvin
氏は、日本の年金基金と初めての契約を交わ

したことを明らかにし、「Hermes EOSは、スチュ
ワードシップを実践し、年金基金の代理として
企業との対話に取り組む。これは驚くべき進展
だ。」と述べた。

Call to Action on Climate Financeの Tessa
Tennant氏は、90年代、日本は責任投資のリー
ダー的存在だったが、この10年間で息切れして
しまったとし、「日本の復活が見られる日を楽し
みにしている。」と述べている。

将来展望—日本は責任投資のリーダーになれるか？

Tessa Tennant and Geeta Aiyer

Colin Melvin Tony Hay
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セコム企業年金基金常務理事の八木博一氏
は、投資プロセスへのESGインテグレーションに
ついて「アセットマネージャーに対しESG要因の
取り込みを行うよう求めている。私たちはESG投
資に対し真剣に取り組みを実施している。」と述
べた。

同年金基金の運用資産に占める日本株の割合
は32%にのぼる。2011年にESG関連ファンドを
創設、今年で5年目を迎えるが、「毎年、低いリ
スクで社会的リターンを得ることができている。」

また、八木氏は「2種類の（新たな）ファンドの組
成に着手すると同時に、年金制度の整備にも
取り組んでいる。」とも加えた。

さらに、ガバナンスに関しては、「カバナンス（G）
が優れている企業は、多くの場合、環境（E）お
よび社会（S）についても良好な取り組みを行っ
ている。」と述べ。

ESG投資に関する日本の動向については、「新
しい時代のスタート地点に位置していることを、
私たちはやっと理解し始めている。」とまとめた。

株式会社QUICK取締役ESG研究所長の広瀬悦
哉氏は閉会のあいさつで、ESG投資は日本経
済全体を成長させる原動力になると述べた ま
た、彼は、本会合のメインテーマの一つである
受託者責任を果たす上で、運用の独立の重要
性を認識する必要があるとした。

最後に、日本が責任投資のリーダーになるため
には、数々の課題に対応していかなければいけ
ないが、長い旅路であるということを理解し、世界
の一員として取り組む必要があると締めくくった。

Hiroichi Yagi

Etsuya Hirose
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