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青山学院大経済学部を卒業後、岡三証券と英
ESG 調査機関 EIRIS（現 Vigeo EIRIS ）で財務面、
非財務面での企業調査を担当。現在は株式運
用のための非財務面での企業評価業務などに
従事している。日本サステナブル投資フォー
ラム運営委員。同大地球社会共生学部非常勤
講 師。 英 Extel と NGO の SRI-CONNECT が 主
催する独立系調査機関所属非財務アナリスト
ランキング IRRI 2012 で世界 4 位。
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出所：黒田一賢「ビジネスパーソンのためのESGの教科書

英国の戦略に学べ」
より作成
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ESG 要因の考慮を内包するコーポレートガバナンス・コード

原則

タイトル

関連内容

基本原則 2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
原則 2-1

中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定

2-2

会社の行動準則の策定・実践

2-3

社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを
巡る課題

2-4

女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保

2-5

内部通報

2-6

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
有意義な ESG 情報開示の推奨

基本原則 3 適切な情報開示と透明性の確保
原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

取締役会におけるジェンダー
や国際性を含む多様性確保

原則 5-2

配分を考慮すべき経営資源と
して人材を明記

経営戦略や経営計画の策定・公表

出所：日本取引所グループのホームページより日本総合研究所作成
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第二次世界大戦後になると、政策

「ビジネスパーソンのための ESGの教科書
ここ数年で ESG 投資が急激に広まったものの、その
知識・知見のバラツキが依然として大きい。本書は世界
の金融の中心、英シティでの取材を基に ESG ビジネスの

保有株式の解消が進み、ESG 情報を
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ンバンクの間や、②自動車メーカー
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英国の戦略に学べ」

（著者・黒田一賢、日経 BP 刊、2500 円＋税）

境整備を進めてきた英国の戦略を解説する。ESG 投資の
基本から、先端のプレイヤーの動きまで分かる、企業担
当者や市場関係者にとって必読の 1 冊。
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