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人的資本が ESG の中⼼である理由

パンデミックによって、人的資本が優先事項として 
ESG の話題の最前線に出てくるようになりました。 
- パートナーズ・グループ、Carmela Mondino

昨年は、特殊な年でした。新型コロ
ナウイルスは人類の健康に深刻な影響
をもたらした一方で、プライベート・エクイ
ティ投資家にとっては、投資先企業の
健全性、特に環境・社会・ガバナンス
（ESG）に関する重要なテーマについ
ての実績を前面に押し出しました。ウイ
ルスの今後の⾒通しや景気回復の形
はいまだ不透明なままですが、パートナ
ーズ・グループの ESG・サステナビリティ
責任者である Carmela Mondino 氏
に、急速に進化する責任投資の展望
について聞きました。 

スポンサー 

パートナーズ・グループ 

GP との話し合いでは気候変動、多

様性、そしてインクルージョンが一貫

して優先度の⾼いトピックとして取り上げら

れます。今後、GP が注目している他の

ESG 領域はありますか。 

大きなトピックが 3 つあります。新型
コロナウイルスとその社会への影響、
規制の進⾏、そして人的資本です。
新型コロナウイルスは GP に、投資先
企業の従業員に対するオーナーとして
の義務および彼らへの影響をこれまで
以上に意識させました。業界として、
従業員との関わり方を改善し、より積
極的な役割を果たす余地があります。
これは、投資する許可を得た責任の
一部なのです。 

パートナーズ・グループでは、新型コロ
ナウイルス感染拡大に対応して、全従
業員と経営陣の寄付からなる従業員
⽀援基⾦を⽴ち上げました。当社は、
既にステークホルダー福利厚⽣イニシア
チブを⽴ち上げる計画だったため、感染
拡大が深刻化した際、これらの取り組
みを実⾏し、パンデミックで特に困ってい
る投資先企業の従業員の支援に振り
向けました。これらの支援対象には、配
偶者を失ったり、収入を失ったりした個
人、または保育費用をまかなえないた
めに在宅を余儀なくされている個人を
含みました。これは緊急対応でしたが、
今後私たちは、スチュワードシップに基
づいてどのように従業員を支援するか、
という議論をより頻繁に話題に取り上げ
なければならないと考えています。当社
は、航海を共にすることになった投資先
の従業員にとって、良い雇⽤者になる
ためにはどうすれば良いかを常に考えて
います。 
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オペレーション・レベルで、従業員と

のより良い関わりとは何を意味しま

すか。 

それは投資先企業の状況、業種、
ビジネス・モデルによります。例えば、あ
る企業では、スタッフのワーク・ライフ・バ
ランスを改善させるために、デイケアを提
供することもあるでしょう。別の例では、
ボーナス制度の形をとり、株式や特定
の利益の分配を⾏なうこともあるでしょ
う。これは幅広い概念ですが、⼤きな
影響をもたらすことができます。

パイプラインには ESG 関連規制

でどのような進展がありますか。 

持続可能なファイナンスを巡るEUの
新しい報告・透明性に関する規制が
今年発効されます。テーマ別にみると、
特にデュー・ディリジェンスにおいて人権
が重視されるようになりました。英国の
現代奴隷法のような法律のない諸国
においては、特に投資家は、このトピッ
クに寄り沿う必要があります。例えば、
⽶国政権は、強制労働の懸念から中
国製綿製品の輸⼊に厳しい態度で臨
んでいます。この動きは⽶中貿易紛争
に留まらず、人権問題やサプライ・チェ
ーン上のリスクにも繋がります。

ESG を導入する上で、どのような

ギャップがあり、それらはどうしたら

埋めることができますか。 

ESG は、単にコストを削減すること
ではなく、⽬に⾒える影響を与えること
です。顧客は、今やサプライ・チェーン全
体にわたるサステナビリティの向上を求め
ています。そのギャップを、私たちは埋め
ようとしています。パートナーズ・グループ
の変革をもたらす投資アプローチは、
ESG を投資先企業の戦略に実際に
取り入れています。当社では、もはや
ESG を別のワークストリームとはみなし
ていません。例えば、あなたがプラスチッ
クに何らかのエクスポージャーのある企業
を保有していた場合、このリスクを ESG

チームに任せて、包装削減のプロジェク
トを発表することはできません。取り組
みは、投資アプローチや戦略の⼀部で
なければなりません。 

もう一つのギャップは、パフォーマンス
の報告やベンチマークに関するもので
す。企業はそれぞれ、自社における課
題とその優先順位があります。測定の
観点から、良質なデータを投資先企業
から得ることは困難です。当社は、投資
先企業と極めて緊密に連携し、四半
期ごとの ESG 会議と、年に 1 回の評
価会議を開催し、企業が提供した情
報について当社の 12 の主要測定基
準を使用して仮定を深掘りします。プロ
セス全体には時間がかかりますが、これ
は正しい時間の使い方です。 

ESG の進展とどのように歩調を

合わせ、企業全体としてとるべき

方向性を決定していますか。

ESG のトピックは多岐にわたり、常に
加熱した内容があります。実務的であり、
ビジネスとそのステークホルダーに価値を
創造する内容に注⼒することが重要で
す。私たちは、企業に対して過去の二
酸化炭素排出量について質問しますが、
これは、彼らにとって気候変動問題への
貢献を理解し、その進⾏を遅らせるため
の取り組みをすること、リスクを緩和し、
コストを削減することが重要だからです。

当社は、この情報を尋ねる頻度につい
て検討し、何が針を動かし、何があれば
助かるものであるのかを検討します。重
要性を理解した上で、投資先企業にと
って特定のトピックがどれだけ必要かを常
に念頭に置くことが⼤切です。 

業界レベルでは、ESG 専門家が相
互に関わりをもち、情報交換するプラッ
トフォームとフォーラムがあります。人々は
交流する事と共有する事にオープンで、
これが ESG に関する会話の方向性を
定めるうえで役⽴ちます。私も同業者と
はよく話します。人々と連絡を保つことは
重要ですが、同時に、ノイズを除去し、
優先順位を決めるために良い判断を⾏
なうことも重要です。私たちは、会社の
価値観と結びつけることにより、これを⾏
なっています。パートナーズ・グループは、
責任ある投資家であり、幅広いステーク
ホルダーにプラスの影響を及ぼす資産に
投資することを重視しています。当社の
設⽴から始まり、私たちは最終的な受
益者は誰なのか、彼らは何を望んでい
るのか、それを手に入れるためになぜパ
ートナーズ・グループを選んだのかについ
て考えるようにしています。このアプローチ
は、自分のエネルギーをどこに向けるべき
かを理解するうえで役⽴ちます。
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ESG と責任投資において、主要なイノベーションとは何ですか。

良いデータは意思決定プロセスの基本であり、テクノロジーはそれを集め
るためのカギです。例えば、物流会社では、新しいソフトを使用してデータを
集め、⾞両の経路決定を改善できます。小売業では、スタッフとつながるア
プリを開発し、健康状態や安全状況を追跡すれば、会社のプログラムを改
善するために傾向を分析し、将来の事象を予想できます。売上を捕捉す
るためにダッシュボードを開発しているレストラン・チェーンでは、同じテクノロジ
ーを使⽤して在庫管理を向上させ、⾷品ロスを削減できるでしょう。

全体として、ESG はデジタル化の方向に進んでいます。これらの取り組
みは、ビジネスのデジタル化と並⾏して進んでいきます。意味のある影響を
及ぼすためには規模を考える必要があり、テクノロジーとデジタル化により、
規模を拡⼤できます。これはとても⼒強いものです。

ESG とインパクトの世界が融合

しているように思われます。この重

複は今後どう進んでいくとお考えですか。

間違いなく収斂するか、その方向に
進んでいると思います。パートナーズ・グ
ループでは、インパクトについて考える場
合、企業の製品およびサービス、そして
それが国連の持続可能な開発目標を
後押しするものかどうかを考えます。私
たちにとって ESG は、どの業界のどの企
業も採用することが出来る慣習であり、
向上させるためのプログラムを導入する
事が出来ると考えています。 

投資家として、ビジネス慣⾏の観点
からインパクトを⾒た場合、投資対象と
なるのは、既にプラスのインパクトを実証
している企業に限られてしまいます。プラ
イベート市場を上場市場と比較した場
合の素晴らしさは、オーナーとして直接、
企業の運営方法に影響を与えられるこ
とです。デュー・ディリジェンスや保有期
間中に ESG 問題を特定した場合、変
化を促し、企業の運営方法に大きく貢
献をすることが出来ます。 

SDGs はどこに現状とのギャップがある
かを理解するために有⽤です。しかし、
人々がインパクトについて語るようになる
と、企業が SDGs のロゴを過剰なまでに
使用したり、差し迫った必要性がないと
ころで企業に何かを押し付けたりするリ
スクがあります。インパクトという点では、
中⽴的な企業もあります。
例えば、あるレストラン・チェーンは貧し

い人々に食事を提供していないかもし
れませんが、害を及ぼしているわけでも

ありません。ESGの取り組みとSDGsの
成果の関連性を数値化すると、ESGと
インパクトが重複している事が分かりま
す。例えば、エネルギー効率性は、
SDG7「エネルギーをみんなに、そしてク
リーンに」という目標に合致します。 

ESG と責任投資は、この後どうなりま

すか。 

ESG はより戦略的なものになるでしょ
う。専門家として、私たちはデジタル化等の
他の価値創造のテーマから学んだことを
ESG に応用しています。 

まだ業界には様々な企業が混在してお
り、ESG が価値を創造するもので、実⾏す
べきものであるという認識を持っている⾼度
な専門性と意欲のある企業から、ようやく
理解しつつある、真反対にいる企業が存
在します。そのため、導入するまでに⻑い時
間がかかる場合があります。プログラムを積
極的に導入しないマネジャーは、規制当局
からの要請や顧客からの要求により、最終
的に ESG アジェンダを追求しなければなら
なくなるでしょう。 

以前、プライベート・エクイティ業界はサス
テナビリティを主張し、例えば、従業員の⾼
い離職率に伴うリスクやコストを削減するた
めに従業員の待遇を改善する事が良い事
である理由を説明しなければなりませんで
した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い、プライベート・エクイティは ESG の当事
者意識をもたなければならなくなりました。
業界として、私たちはより成熟してきてお
り、引き続き、自社のサステナビリティ・アジェ
ンダをより広く、社会と足並みをそろえて展
開していきます。
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「ESG は、単にリスク

を軽減し、コストを削

減することではなく、

⽬に⾒える影響を与

えることです。」 
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