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金井　司（司会）
企画部・CSR担当部長
社会活動統括室長

小森　博司
証券代行部
IRグループ長

川添　誠司
受託資産企画部
審議役

伊藤　雅人
不動産営業開発部
CSR担当次長
兼環境不動産推進課長

司会： 私は、ESGの考え方は日本ではまだ正確に理解されて
いないと思っています。一方で、金融の世界ではESGが世界共
通言語とも言えるくらい広がってきています。そこで、私たちが
今ここでESGの理解を深め、CSRとの関連を踏まえたうえで、
金融ビジネスへの影響や日本企業のCSRの問題点について
じっくり議論する意義は大きいと考えています。

1. ESGの歴史的背景———

司会：まず、最初に議論したいことは、この「ESGとは何か」とい
うことです。私の理解では、日本のCSR元年と呼ばれている
2003年当時のCSRの基本的なコンセプトは、環境、社会、経済
で構成されるトリプルボトムライン（triple bottom line）で、少なく
ともガバナンスという観点は入っていませんでした。その後2006
年に、責任投資原則（PRI: Principles for Responsible
Investment）が導入され、ESGという考え方が日本でも初めて
議論されるようになりました。なぜガバナンスが入ってきたのか
ということからディスカッションを開始したいと思います。

ESGのメインストリーム化
小森： この変化をガバナンスの側から見ますと、当社は1999年
から、世界の主要な機関投資家が主宰する I C G N
（International Corporate Governance Network）というコーポ
レート・ガバナンスをメイントピックとして議論する国際会議に毎年
出席しているのですが、そこでは最初、ガバナンス（G）の話だけ
が議論されていたものが、4～5年ぐらい前から急に環境（E）の
問題が入ってくるようになり、最近では社会（Ｓ）の問題も入ってく
るようになりました。ＧからＳやＥに話が移っていったわけでは
なく、たぶんGの守備範囲が広がったのだと思いますが、なぜ、
そういう変化が起きたのか、ご意見を伺いたいと思います。

シン：ESGの中のＧは、あくまでも主流（メインストリーム）の投資
家によって取り上げられていた考え方ですが、それに加えE、そ
してSといった要素がより強調され、ESGというかたちに確立さ
れてきたのではないかと考えています。ESGという言葉が生まれ
たことによって、新たな世界が生まれたという表現が当てはまり
ます。

ステークホルダー・ダイアログ

日本におけるESGの普及について

今回のステークホルダー・ダイアログは、BSR*のアジア統括責任者であるジェレミー・プ
レプサスさんとBSR北京事務所のシン・チュオさんをお招きしました。当社でESG（環
境、社会、ガバナンス）にかかわっている3名とともに、ESG問題を中心に、日本企業の
CSR活動の現状と問題点、今後の方向性などについて活発な議論を交わしました。
* BSR（Business for Social Responsibility）： 1992年に米国で設立され、戦略的CSR分野のコンサルティングを主要業務とする世界最大
のCSR推進団体（NPO）で、全世界に250社以上の会員を有し、70ヵ国以上でCSR関係のプロジェクトを推進中。

（ダイアログの全文については http://www.sumitomotrust.co.jp/csr/index.html をご覧ください）
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ESとGの関係
ジェレミー： 一言付け加え
るなら、G、つまりガバナンス
が重要なのは、そこで経営上
の判断が行われるからです。
参考までに、私がナイキにい
たときの体験をお話しします。
当時、あるナイキの納入業

者では、労働者は社員寮に住むことが義務付けられていて、さ
らに家賃まで取られていました。ナイキとしてこれがいいことかど
うか、私は非常に疑問に思い、6ヵ月かけて会社と話し合いを
続けましたが、答えは出ませんでした。それによって非常に多
くの問題が実際に表面化してきたところで、初めて取締役会の
役員と2時間かけて工場で話し合いを持ちましたが、彼らの答
えは「現状を変えない」の一点張りでした。昼食休みに入り、取
締役会のメンバーの役員に、「実際に社員寮を見たことがある
のか」と聞いたところ、答えはノーだったので、とにかく寮を見て
もらったのです。すると30分後には、「ジェレミー、わかった。こ
れは変えよう」と言って彼らは態度を変えてくれたわけです。
ガバナンスは意思決定を行うところです。企業が人、環境に

与える影響に関して、ガバナンスでどのような意思決定がなされ
るか注目する必要があります。だからこそ、ガバナンスがとても
重要なのです。

投資判断の主流になりつつあるPRI
司会： 投資家にとってESGのメインストリーム化が進んでいると
言われていますが、実際どの程度進展していると感じますか。

川添： 今、海外の投資家にいちばんインパクトを与えているの
が、国連責任投資原則（UN PRI）という指針です。今、多くの
欧州の年金基金および投資会社が、PRIを投資指針としても
取り込んできているのが現実です。
また同時に、ファンダメンタルのアナリストに加え、環境や社会、
ガバナンスなどの財務データ以外の要因を分析する専門チーム
が投資会社の中に組成されています。つまり、運用機関の組織
の中で、伝統的なファンダメンタルのリサーチと、責任投資の要
因を分析する人たちが統合されてきており、特に欧州でメインス
トリーム化は進展しています。

サプライチェーン・マネジメントにおけるESG
司会： ところで、先ほどのナイキの話をお聞きすると、サプライ
チェーン・マネジメントの分野でのESG問題への取り組みは金融
よりもずっと以前からメインストリーム化している気がしますが、そ

のような理解でよいのでしょうか。

ジェレミー：ESGは、people, planet, profit、peopleはS（社会）、
planetはE（環境）、profitはG（ガバナンス）と言い換えることが
できます。重要なのは必ずしもESGがどこから始まったというこ
とではなく、「ESGのそれぞれがビジネスを構築する基本的なブ
ロックだ」という捉え方でいいのではないかと思います。

シン： 業種によって異なります。ナイキなどの衣料品メーカーで
は、NGOがアジアでの劣悪な労働環境の解消を問題視した
結果、サプライチェーンの問題への認識が高まりました。金融
業の場合、ESGをさらに深めるという表現が適当で、例えば環
境を汚染するようなプロジェクトに対し資金を融資する活動の
是非が取り上げられます。

NGOの影響力
司会：ヨーロッパやアメリカではNGOが非常に強く、ナイキのよう
な問題が解決に向けて進展した側面もありますね。日本にお
いてNGOがあまり強くないということは、ESGを広げていくうえに
おいて、何か不利なところがありますか。

ジェレミー： 日本企業がグローバルなステージで事業展開を
する際、他の世界的な企業と競争することになります。そうした
中で、消費者や政府など他のステークホルダーから寄せられる
信頼が重要になります。こうした信頼はお互いがかかわりを持
つことによって醸成されていくものです。世界的な舞台で活躍す
る日本の企業にとって、NGOとかかわりを持つことの重要性は
高まっていくものと思います。また、今後、世界がより複雑になり、
より多くの人々や組織が声を上げるようになるでしょう。NGOか
らはいろいろ厳しい質問をしてくると思いますが、耳を傾ける勇
気があるオープンな企業は、よりよい情報を入手することができ
るし、競合他社に対してもより競争力の強い存在になれると考
えています。

環境不動産におけるNGOの影響力
司会： 不動産市場におけるESG問題は、どちらかというと現場
のプレーヤーが自発的に取り組んでいるような印象を受けるの
ですが、いかがでしょうか。

伊藤： 環境不動産投資に関し、NGOの影が全く見えないかと
いうと、金融機関でも、不動産会社でも、今まで自分たちだけ
では知り得なかった知見をNGOに求めている事例が日本では
出始めていると思います。
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例えば、生物多様性は今ひとつピンとこない分野でしたが、
日本でも熱心に生物多様性の保全を訴えるNGOの言葉に真
剣に耳を傾けることで、これは経済問題であり、またきちんと対
応することにより、新たな経済価値を生み出すものであるという
ことが徐 に々わかってきました。

国連の役割
司会：ところで、国連グローバル・コンパクトやUN PRIは、ESG
の問題に大変積極的ですが、国連組織はどのような旗振りをし
ているのでしょうか。

シン：国連は、いろいろな分野においてリーダーでありたい、最
初に動く団体でありたいと考えているようです。金融セクターに
おいても、国連がそこで影響力を行使するための組織として国
連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）があり、その一つの
組織としてUN PRIという組織ができました。
UN PRIは、まずできるだけ多くのメンバーを募るべく、欧米

や中国にまで活動範囲を広げました。最初は自主的な取り組
みでしたが、今後は毎年、PRIの原則に沿った報告書を提出
するなどの義務が発生します。PRIの原則に沿っていなかった
場合には脱退を求めることになるので、非常に大きな影響力を
持ってくるのではないかと思っています。

司会： UN PRIは、一種のデファクトスタンダードをつくる意思を
持っているのでしょうか。

小森：確かにデファクトスタンダードになりつつある気がしていま
す。海外の機関投資家たちが、ここ１～２年ぐらい、あたかも一
つのステータスのように、PRIに署名していると自己紹介すること
が多くなってきました。最近では、当社も署名していると言うと、
一瞬にして会話のベースができるような雰囲気すらあります。

求められるHolisticなアプローチ
司会：そのほかに、ESGに関してご意見がありますか。

ジェレミー： ESGの本当の問題は、ビジネスモデルにおける外
部性（externality）を考えなければいけない点です。それは例
えば労働や環境ですが、こうした外部性を考えたうえで、ビジネ
ス上のいろいろな選択をしていくことになるわけです。ですから、
そういったものを全部含め、どういうかたちで利益を生み出して
いくかということを考えなければいけないと思います。

川添： キーワードとしては、holistic（全体論的）なアプローチとい

う言い方ができると思います。holisticなアプローチでビジネスを
考えたときに、環境、社会、ガバナンスが重視されるという整理
です。それに対し、好きなものだけを選択するCSRは、selec-
tiveなアプローチと言ってよいと思います。

司会： 確かに日本の中で
我々がビジネスをやっている
と、holisticな考え方をなか
なか持ちにくい。ESGは、
UN PRIの成り立ちから考え
ても結局のところholisticな考
え方を持たないと、たぶん理
解できない。selectiveなCSRをやっていると、どうもピンとこな
いことになる。そのことをここでは確認できたような気がします。

2. 日本企業のCSR———

司会： 次に、企業が本業の中でCSRに取り組む場合、ESGと
いう視点でどういうことを我 は々考えなければいけないのかに
ついて、議論したいと思います。

Eに特化している日本企業のCSR
司会：小森さんは、IRで海外投資家を回り、欧米企業と日本企
業のCSRの考え方にギャップを感じたそうですが、そのことにつ
いて説明していただけますか。

小森：当社のお客様と一緒にCSRの評価機関をいくつか訪問
して、その会社のCSRの評価を聞いたところ、欧米企業のCSR
と日本企業のCSRにギャップがあるということを、すべての評価
機関から聞かされました。日本企業は例外なくＥにものすごく
エネルギーを注いでいて、評価する側にとっては不必要なこと
までも一生懸命やっている。ところがＳになると、他の国の人
権問題などに感覚がないというか、内容が乏しいものになり、

Ｇになると、もう全然話のレ
ベルが合わないというギャッ
プが起きてしまっている。調
査機関の人から見れば、そこ
が日本企業のCSRの一番の
問題点だということになるよ
うです。

ジェレミー：その評価内容には私も全面的に同意したいと思い



ます。CSRの価値は、事業を行う市場によって決定されるもので
す。市場が重視する価値によって、責任ある企業活動とは何かが
決まってきます。日本の企業が海外で展開する場合も、まさにそ
ういったところを考慮していかなければいけないと思います。

国によって異なるESGの優先順位
シン： どの国で事業を行う
のかによって、CSRは変えて
いくものではないかと思いま
す。ESGにしても、CSRに関
しても、どの国の文脈でそれ
を行うのかによって変えてい
くのが当然だと思います。
日本の企業が環境に対して非常に関心が高いのは、日本は
国土が狭いし、資源もそれほど豊かではない中で、エネルギー
や資源を重要視しなくてはいけない。同時に環境も保全してい
かなくてはいけないということだと思います。
もちろん環境以外を無視していいということにはなりません

が、だからといって環境に重きが置かれていること自体は特に
問題ではないと思っています。

ジェレミー： あらゆる企業にとって、経営資源は限られており、
ガバナンスの役割は限られた経営資源をいかに配分するかを
考えることです。したがって、各市場のステークホルダーと対話を
持ち、より深くかかわることで、その市場において何が重要であ
るか、また、そうした価値が自分たちのビジネスとどこでつなが
るかを理解できるようになります。そうすることで、私たちは適切
な判断を下せるのではないかと思います。

日本企業のCSRは本物か
司会： 先日、日本企業のCSRを表彰するパーティーがあって、ど
の会社も役員クラスが登壇して受賞のスピーチをしたのですが、
異口同音に、我 は々CSRを100年前からやっているという主旨
のことを話されていました。ESGという文脈で語られる今日的
なCSRとは少し違う気がしました。

シン： 中国でも同じように、受賞した大企業の代表者があいさ
つで「こういったことはもうずっとやってきたことで、特に新しいこ
とはやっていない」という発言をすることはよくあります。
多くの企業にとっては、ESGをやっているといっても、名前
だけESGと変えているだけで、基本は何も変わっていないと
ころも多々あるのは確かです。本当に真剣にサステナビリ
ティに対しコミットすることになった場合には、ただ単に表面

的な変化ではなく抜本的な変化でなくてはならないと考えて
います。

ジェレミー：自分たちがやっていることが正しいかどうかテスト
する唯一の方法は、本当に厳しい質問を投げかけることだと思
います。しかし、日本ではそういった厳しい質問を投げかけてく
れる人がいるのでしょうか。そういう問題をぶつけられることに
より、結果がわかると思います。

経営戦略としてのCSR
司会：次に、先ほどの日本企業の問題点も踏まえ、経営戦略と
してCSRを推進していくために何が必要か議論していきたいと
思います。
川添さんは先日、韓国のソウルで開かれたB for E、

Business for Environmentという国際会議に参加されました
が、アジア企業がholisticなアプローチでCSRに取り組みだした
という実感を持たれましたか。

川添： そのような印象を持ちました。韓国系の企業や台湾系
の企業にとって、彼らがターゲットとする市場は自国ではなく他国
であったという事情があります。したがって、日本の企業よりも早
い段階で人材を雇い、自分たちの会社のマネジメントの戦略の
中で、例えば現地化やCSRを考えてきたという背景があると思
います。
今後、日本の会社が海外へ出ていったときに、こういう新しい、
holisticな発想でやらざるを得なくなってきているのだろうな、と
感じました。

なぜ、CSRを行うのか
司会：現実問題として、サステナビリティが非常に重要な経営要
素になってきている中で、日本企業は国際競争に勝てるので
しょうか。

ジェレミー：なぜ企業がサステナビリティを追求するかというと、
それが将来性の高いテーマであり、企業の成長を促すからで
す。そこで世界をリードしなければ、そのマーケットでのリーディ
ング・カンパニーにはなり得ません。そこにはholisticなアプロー
チが必要です。そうでなければ、いったい何のために自分たち
は事業をやっているのかと、問い直さなければいけないと思い
ます。
そして、イノベーションに投資をしなければいけません。世界

は変わっていますし、市場も変わっていますので、企業としては
イノベーションに投資をしなければいけない。そして、消費者の
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変化する需要に応えるとともに、持続可能な消費を実現するよう
に消費者を仕向けていく方法も、考えなければいけないという
ことです。

環境不動産の戦略的意義
司会： 今の当社の環境不動産ビジネスは、国内のビジネスで
すけれども、UNEP FIの不動産ワーキンググループ（PWG）に
参加しESGの考え方を取り込もうとしていますね。こうしたアプ
ローチは、日本国内で勝っていくためにも重要なのでしょうか。

伊藤： まず、不動産ビジネスそのものを持続可能なものにして
いかなければならないという大きな課題があります。これから持
続可能社会を実現していくにあたり、オフィスビルでも、住宅でも、
持続可能社会に適合するスペックにしていかなければ、不動産
ビジネスそのものが成り立ちません。
その中で、建築物の環境性能評価システムについて、世界の
いろいろなところでシステムができあがってきています。例えば、
イギリスにおけるBREEAM、アメリカのLEED、日本ではCAS-
BEEといったシステムがいろいろとできてくる中で、投資の立場
にとってもう少し共通の尺度を持っていく必要があるのではない
かという問題認識が生じています。
一方で、不動産は地域性があるので、各国の個性も出てきま
す。すべての国でも対応しなければいけないことと、各国で対
応しなければいけないことと、それぞれのバランスを保ちながら
不動産の投資基準をつくっていくことが重要ではないかと考え
ています。
今、不動産市況が回復しつつあり、世界の投資家がいよい

よ国際分散投資を始めようという時期にもなりつつあるのです
が、以上のような取り組みを
通じて、日本の不動産に対し
ても、きちんとESG問題を踏
まえた投資判断ができるよう
な体制にしていく必要がある
のではないかと思っていると
ころです。

司会：海外の投資家を引き付けるために、ドメスティックなビジネ
スだけれども、holisticな考え方に基づかないといけないという
ことだと思いますが、この点についてコメントをいただけますか。

ジェレミー：不動産のことを考える際には、どういう場合にどう
いう質問をするのかということを考えていかなければならないと
思っています。そもそも建物を設計する場合には、もともとの意

図があるでしょうし、どういう問題を解決しようとしているのかと
いうことも考えなければいけないでしょう。また、都市全体の生
態系も考慮しなければなりません。これこそholisticな考え方で
はないかと思っています。

シン：中国においても、不動産におけるサステナビリティの問題
は非常に大きなトピックになっています。中国では現在、都市化
が進んでおり、今は地方に住んでいる多くの人々が都市に移動
してきて、場合によっては９億人近くの人口の移動も考えられる
からです。
そのような中で、これから都市建設をどのように行っていくの

かは非常に大きな問題にです。中国の不動産を将来的にどう
していくのか。建物の建築に関しても、将来どのようにサステナ
ビリティを確保していくのかということは、非常に多くの議論の的
になっています。これからどうなっていくのかは、まだ何もわかっ
ていませんが、これが将来的に非常に重要な問題になってくる
ことは確かです。

ESGを拡大するための突破口
司会： CSRの担当としては、サステナビリティに関する業務がな
かなか拡大しないという悩みがあります。サステナビリティ・ビジネ
スをぐっと広げていくための会社におけるドライバーとはいった
い何か、ぜひお聞きしたいです。

ジェレミー： 見つかったら、ぜひ私にも教えていただきたいと
思います（笑）。
私の経験では、企業が変わるのは努力や、社内的なリーダー

シップによってです。企業がCSR活動を行うのは、それが単によ
いことだからではなく、ステークホルダーにとっても、ビジネスにとっ
ても重要なことだからです。CSR活動に重要性（materiality）の
フィルターをかけることでビジネスとしても成立するのです。かなり
の努力が求められると思いますし、失敗を恐れないリーダーシッ
プも必要です。しかし、世界が非常に速く変化していることは事
実ですし、ビジネスはそういった変化についていかなくてはいけ
ない。そういう中で必要なことだと考えています。

司会：株式投資家の最大の関心事は企業価値、すなわち株価
ですよね。極論すれば株主にとっては、自分だけ見てくれれば
結構だということを思うかもしれない。そのような中で企業が多
様なステークホルダーを見ながら新しいイノベーションを起こすと
いう発想にどうやったらなるのでしょうか。

小森：これまで10年の業務を通じて感じるのは、日本企業のス



25Sumitomo Trust and Banking   2010 Corporate Social Responsibility Report

ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

P
ath1

Path2
Path3

Path4
Path5

住
友
信
託
銀
行
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

テークホルダーの中に株主、特に機関投資家は入っていないと
いうことです。一方、メインストリームの機関投資家は、自分たち
のほうだけ向いてくれと言っているわけではなく、ステークホル
ダーの中に自分たちを入れてくれと言っています。日本の企業が
ものをつくることにあまりにもエネルギーを使い過ぎていて、
holisticに何のためにこのビジネスを自分たちはするのかという
目的を飛ばしているので、お互いに一方通行になってしまってい
ます。外国人機関投資家が感じる不満もここにあります。

鍵を握る連合や年金基金の動向
ジェレミー： 最近、連合が関係する年金基金にSRIやESGに
ついて質問を始めたと聞いています。連合は企業にとってス
テークホルダーであり、同時に企業年金にも影響力を持ってい
ると思いますが、連合への対応についてお伺いできればと思
います。

川添：具体的に投資家から、
例えば環境問題や社会問題
に対する質疑および照会が
ある場合は、私どもはそれを
お客様から受託しているわけ
ですから、それを投資先に伝
えていくことは当然考えられる
のではないかと思います。
そういう意味では、もし年金のお客様のほうから照会がある

場合は、当然一つのエンゲージメントする力にはなるのではない
かと思います。具体的にどのようなかたちでそれが実現化して
いくかは、今後明らかになってくると思います。

ジェレミー：楽しみに見守りたいと思います（笑）。

小森： そういう意味では今までのガバナンスの議論は、「外国
人機関投資家がモノを申し、それを企業がシャットアウトする」と
いうパターンだったのです。もし国内の年金基金の機関投資家
が同じことを言えば、たぶんもっと真剣に企業は聞くはずです。
そういう意味では、連合の話や年金基金、あるいはESGの議
論自体が日本国内で盛り上がっていくことのメリットは、投資家
サイドにも、発行会社にも、間違いなくあると思います。

CSRを戦略的機会と捉える中国企業
シン：私どもは多くの中国企業といろいろやりとりがあるのです
が、そこでもやはり一つの転換点が見られるのではないかと思
います。中国のサステナブルな会社は、「ESGで先端を行くこと

は、自分たちにとっては痛みではなく機会である」というアプロー
チを取っているわけです。投資家を訪問したりして、ESGやCSR
の話をする。そして、なぜ新しい商品がCSRにのっとった商品で
あるかという説明をする。機関投資家やステークホルダーに対
する会社との対応が、今後どう進んでいくかを見ていきたいと
思っています。

3. 今後への想い———

司会： 最後に、皆さんに抱負を言ってもらい、最後にジェレミー
さんにアドバイスをいただきたいと思います。

伊藤： ESGに関する取り組みがholisticな考え方から生じたも
のであっても、最終的には、保有不動産なり、あるいは企業の
価値として内部化される要素があるのだと思います。それをより
一層明らかにしていくことが、今後も私自身のテーマであると
思っています。

小森： ESGの話も、発行会社にぜひ一緒に考えてもらうような
情報提供やコンサルティングを引き続きやっていきたいと思って
います。

川添： 環境とか、社会とか、ガバナンスというグローバルな基準
を会社の中で内包化させ、我々の海外受託や海外のビジネス
につなげていければと思っています。

ジェレミー： 昨年のCSRレポートを拝見すると、「エコ・トラス
テューション」という考え方が出てきます。ここでお伺いしたいの
は、なぜこれをするのか、またそれをしたらどうなるのかというこ
とです。環境不動産についても同様です。
こういう真摯な問い掛けをすることで、CSRのリーディング・カ

ンパニーになれると思います。つまり、自分たちのビジネスプラク
ティスを理解し、透明性を保ちながら、他の企業、政府、また社
会全体を巻き込んで協働していくのです。ただ単にいろいろな
活動を寄せ集めるのではなく、それを一つの全体的な組み合
わされた試みとして展開することが、これから求められてくると思
います。この分野において明らかにリーダーシップを取ってい
らっしゃる皆さんと、BSRは喜んで一緒に働きたいと思います。




