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環境・社会・ガバナンス（ESG）投資
〜資源業界への影響の考察〜

　昨今、投資基準に環境・社会・ガバナンス（ESG）要因が加わり、資源業界の資金調達の流れが変わり
つつある。2010年代半ばに米国のロックフェラー財団は、その起源が石油鉱業にあるにもかかわらず
化石燃料への投資をやめ、石油で財を成したノルウェーの国家ファンドも2015年に「倫理的なダイベ
ストメント運動（Ethical Divestment Movement）」の一環として資源業界、特に石炭や一部の化石燃料
への投資を中断した。さらに、2018年春には英国がESG要因を考慮した投資はファンドマネジャーの
信任義務（fiduciary duty）の違反にはならないことを明確に記した法案を可決し、これまで「単純な利益
基準ではないESG要因を使うことはファンドマネジャーの信任義務に反する」とされていた考えを一変
させた。これは、今後英米法圏に波紋を広げることと思われる。そしてまた、英米法圏ではないが、身
近なところでは日本の年金積立金管理運用独立行政法人が2018年春からESG要因を投資判断に反映さ
せている。
　これらの事例に見られるように、ESG要因を考慮したESG投資は新たな投資基準になりつつあり、
資源業界にも今後さらに影響を与えると思われる。本稿では、世界のその動向、特にESG投資が活発
に議論されている英米法の資源大国カナダの事例を用いて紹介したい。
　第1章では、ESG投資の流れと関連する「倫理的なダイベストメント運動」を俯

ふ

瞰
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るとともに、なぜ、近年ESG投資が注目されているのかを考察する。続く第2章ではESG
要因が問題となった資源業界でのケーススタディを取り上げる。このなかでも、カナダの資源企業が世
間の注目を浴びたESG要因をめぐる事案を紹介する。
　第3章では英米法圏で問題となる信任義務とESG投資の関連性を検討する。英米法では、伝統的にファ
ンドマネジャーは受託者（trustee）として受益者（beneficiary）に利益をもたらすことが義務であるとさ
れ、仮にファンドマネジャーがESG要因を投資判断に用いた場合、これが信任義務の違反になるかと
いう法的課題が存在する。第4章では、ESGの反映を受けてどのような取り組みが行われているかを紹
介する。ここでは英米法下にある諸国に焦点を当てつつ、カナダの事例を紹介する。特に世界的に展開
するカナダの資源系企業のリスクマネジメントと、これに関する同国政府の対応について言及する。
　なお、本稿では、カナダに限らず、英米法圏の事例を多く取り上げる。これは、発展した金融市場を
有する米国と英国、また資源業界が経済分野において重きを成すカナダと豪州、そして、投資において
英米法の概念である信任義務が適用されるこれらすべての国々は歴史的にダイベストメント運動を行っ
たことがあり、現在のESG投資の発祥の地でもあることから、これらの国々でのESG投資を俯瞰する
ことはESG投資の現状を把握し今後の動向を見据える上で有益であると考えるからである。

はじめに

JOGMEC人事部付（カルガリー大学） 水谷　健亮
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1.  ESGの歴史

（1）2010年代半ばのショック

　2010年代半ばは資源企業が震
しんかん

撼した時代であった。
これまで多くのファンドが資源業界に投資してきたが、
2015年にはこれらの投資家が「倫理的な理由により、化
石燃料分野からこれまで投資してきた資金を引き揚げ
る」との発表を次々と表明したからである。私的財団（例
えば米国のロックフェラー財団）、宗教団体が母体となっ
ている財団（例えば豪州のUniting Church in Australia）、
また教育機関が母体となっている財団（例えば英オック
スフォード大学財団や米シラチュース大学財団）が倫理
的な理由から化石燃料に関連する企業への投資を中断す
ると発表した。
　ただ、「倫理的なダイベストメント運動」と呼ばれる運
動は、大手金融機関まで波紋を広げた。ダイベストメン
トとはインベストメント（投資）の対義語で、具体的には
持ち株の売却や自社事業の売却のことである。ただし、
本稿では投資家によるダイベストメントに焦点を当てる
ので、持ち株の売却のみを指すこととする。大手金融機
関は地球温暖化やこれに関するさまざまな政策のなかで、
今後石油企業が保有するアセット（資産）が気候変動や脱
炭素社会への動きの渦中でその価値を著しく低下させる
ことを懸念するリポートを次々と発表した。金融機関
Citi、保険会社Towers Watson、ウェルス・マネジメン
トMercer、金融機関HSBCなどが炭素税の導入や代替エ
ネルギーの対応から石油企業のアセットの価値が低減し、

「座礁資産（stranded asset）」になる可能性があることを
発表した＊1（座礁資産とは、2013年頃から国際エネルギー
機関（IEA）やロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
の教授でもあるニコラス・スターン卿により提唱された
概念。市場や社会の劇的な変化により、価値が大きく損
なわれる資産のこと。地球温暖化対策で二酸化炭素排出
量削減が世界的な規模で取り組まれるなか、従来高い価
値を持つとされ高油価時代には価値のあった上流石油開
発のアセットの価値が低減することを指す）。
　また、大手金融機関にとどまらず、政府系のファンド、
特に年金ファンドなどが炭素排出量をネガティブ・スク
リーニングの対象にすると発表した。ネガティブ・スク
リーニングとは、あらかじめ定められた特定の社会的、
環境的な基準を満たさない企業を投資対象から外すこと
であり、豪州の大手信託基金であるHESTAやLocal 
Government Superが石炭火力に依存する電力会社など
からのダイベストメントを発表した＊2。また、米国カリ

フォルニア州の年金ファンドCalPERS、ノルウェーのソ
ブリンファンド、ノルウェー政府年金基金（Norwegian 
Government Pension Fund Global：NGPFG）、そしてフ
ランスを拠点に活動する大手保険会社AXAも化石燃料
からの資金の引き揚げを公表した＊3。
　NGPFGについては、「直接的または間接的に石炭に
関する事業が収入あるいは活動の30%以上を占める企
業」をネガティブ・スクリーニングの対象として投資を
行わないことを公表。同様にAXAも「収入の50%以上
が石炭開発による資源企業およびエネルギー供給源の
50%以上が石炭火力による電力会社」をダイベストメン
トの対象にすると発表した＊4。化石燃料、特に石炭はダ
イベストメントの主たる対象になり、これまでAllianz、
Aviva、AXA、Legal & General、Swiss Re、Zurichの
各社が石炭企業への投資をやめ、さらに石炭開発に関す
る操業を保険対象から外すと公表した＊5。なお、スウェー
デンの年金基金AP4はダイベストメント対象となる企
業のブラックリストを公開しているが、このなかには航
空宇宙産業、資源産業、化学産業などが多くリストアッ
プ さ れ、 米 国 の 金 属 開 発 企 業 Freeport McMoRan 
Copper & Gold Incや中国の金属企業Zijin Miningも掲
載されている＊6。このように化石燃料に携わる企業のみ
ならず、化石燃料を大量に利用する企業や、環境対応が
懸念される金属企業も含まれるようになってきている。
　2018年の段階で、世界中の約800の企業や財団が化
石燃料からのダイベストメントを発表しており、その金
額は6兆米ドル（約660兆円）にも上ると言われてい
る＊7。 また、化石燃料からのダイベストメント運動を推
進しているNGO、350.ORGのサイトによると、本稿執
筆時点で世界の895の企業や財団がダイベストメント運
動に参加しており、金額は合計6兆1,600億米ドルであ
ると記されている＊8。
　こうしたダイベストメント運動は、当初は石炭企業や
石炭火力に依存する電力企業を矛先としたが、カナダの
石油業界を震撼させたのは、これらのネガティブ・スク
リーニングに同国の石炭企業のみならず、石油や金属企
業が多数含まれていたことである。前述のノルウェー政
府年金基金NGPFGは、既に2008年からカナダのサス
カ チ ュ ワ ン 州 カ リ 公 社（Potash Corporation of 
Saskatchewan。民営化と経営統合により、2018年1月
よりNutrien社と社名変更）を、モロッコが統治する西
サハラからリン酸塩を輸入したとしてブラックリストに
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掲載した他、カナダの大手金属会社Barrick Goldをパプ
ア・ニューギニアの事業において環境配慮が足りないと
して2011年からブラックリストに載せている＊9。NGPFG
は直接的な投資のみならず、その投資先の約23.8%を占
める金融機関ですら監視対象としており、2017年6月
には、各金融機関が脱炭素社会に貢献する企業に融資し
ているかを開示するよう求めている＊10。ノルウェーのカ
ナダ企業からのダイベストメントに加え、デンマークの
年金ファンドPKAはカナダの石油企業Athabasca Oil、
Canadian Natural Resources、Cenovus Energy、
Imperial Oil、Suncor Energyの各社をダイベストメン
ト対象とした＊11。このダイベストメントの理由は、これ
らの企業はオイルサンドへの投資が多いこと、またESG
要因などの非金融的な観点からの考慮であるとされてい
る。

（2）ESG投資の歴史的起源

　このESG要因に基づくダイベストメントなどの投資
判断は、新しい現象のように思われるが、金銭的な考慮
のみならず、倫理的な要因を踏まえた投資関連の運動は
歴史上これまでもあった。ダイベストメントの歴史の原
点は、古くはクエーカー教徒の米国や英国での奴隷制度
に反対する活動にあると言われている。また、近代のダ
イベストメント運動は、アパルトヘイト政策（apartheid：
人種隔離政策・1948年に法制として確立され1991年 法
的に全廃）を採る南アフリカ共和国に対する1940 ～
1980年代の社会運動にその原点を見出すことができ
る＊12。この南アフリカ共和国に対するボイコットは、「社
会的に責任ある投資（Socially Responsible Investment：

SRI）」と呼ばれ、米国の大学の学生運動として始まった。
学生たちは南アフリカ共和国産の製品のボイコットを呼
びかけ、その人種隔離政策を広く世に知らしめることと
なった。南アフリカ共和国の政策にどの程度の影響を与
えたかは不明であるが、アパルトヘイト政策に対する国
際的な批判を顕在化したことには一定の効果があったと
考えられる。
　その後、1970年代～ 2000年代にかけてのたばこ業
界に対する運動、1990年代～ 2000年代にかけてのス
ウェットショップ（劣悪な労働環境）に対する運動、
2000年代のスーダン・ダフール地方での民族紛争に抗
議するスーダン産原油のボイコット、2000 年代～
2010年代のイスラエルによるパレスチナ占領に対する
抗議活動、2010年代の米国の営利企業による刑務所の
運営に対する抗議活動、そして、直近2010年代の化石
燃料に対するダイベストメント運動と変遷してきた。
　これらの多様なダイベストメント運動に共通している
のは、対象とする社会問題や業界は異なれども、いずれ
も3段階に発展することである＊13。
　まず、道徳的な理由から宗教団体を母体とするファン
ドが投資を引き揚げる。次に、学生運動により大学系ファ
ンドがダイベストメントを実行する。最終段階では、社
会の共通概念が醸成されたとして主要な金融機関がダイ
ベストメントを行う。例えば、南アフリカ共和国に対す
るダイベストメント運動の火口を切ったのは米国のプロ
テスタントやカソリックの教会であり、これに続き大学
ファンドがダイベストメントを行った。大学系ファンド
がダイベストメントを実行する段階では広く社会的現象
になっており、アパルトヘイト政策に対する世論を踏ま

ダイベストメント関連の歴史事象表1

年代 ダイベストメント運動の対象

17 世紀後半〜 19 世紀初頭 奴隷制度
・米国と英国のクエーカー教徒が活動。

1960 年代〜 1980 年代 南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策
・米国の学生運動として始まる。南アフリカへの国際投資の中断と、同国製品のボイコットを求める。

1970 年代〜 2000 年代 たばこ業界
・健康への影響から集団訴訟に発展。

1990 年代〜 2000 年代 スウェットショップ（劣悪な労働環境）
・大手衣料品メーカーのボイコット。

2000 年代 スーダン・ダフール地方での虐殺・内戦
・スーダン産の原油のボイコット。また、同国で活動する石油企業に撤退を求める。

2000 年代〜 2010 年代 イスラエルのパレスチナ占領

2010 年代 アメリカの民営化された刑務所

2010 年代 化石燃料
・当初は石炭が対象であったが、その後オイルサンドなども対象となる。

出所：各種情報を基に筆者作成
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え、米国議会が同政策に対抗する法案を可決し、社会的
な共通観念となった。これを受け、南アフリカ共和国へ
の投資に対する社会の風当たりを懸念する大手金融機関
もダイベストメント運動に参画し、南アフリカ共和国の
企業や、同国で事業を行う米国企業への投資を中止した。
　この歴史を振り返ると、現在の化石燃料をめぐるダイ
ベストメントは既に第3段階目にあると言えよう。
　化石燃料からのダイベストメントは、「環境・社会・
ガバナンス（ESG）」の要因が考慮して行われている。具
体的にはそれぞれの投資家の基準によるが、社会的に責
任ある投資ファンドによる活動を提唱する国際団体
Principles for Responsible Investment（PRI）は以下の要
因を挙げている＊14。
◦ 環境：気候変動、資源の枯渇（水資源を含む）、廃棄物・

汚染、森林破壊
◦ 社会：労働環境（児童労働を含む）、先住民、紛争、健

康・安全、労使関係、職場での多様性（ジェンダー・
人種）

◦ ガバナンス：役員報酬、汚職・贈収賄、政治献金、役
員の多様性（ジェンダー・人種）、租税対策（脱税）

（3）世界的なESGに関する取り組み・枠組み

　ダイベストメント運動は自発的な企業やファンドの活
動であり、政府主導の取り組みは存在しない。現在ESG
を考慮した投資を呼びかけている企業投資家から成る団
体PRIは国連を母体とする二つの国連機関、国連環境計
画・金融イニシアチブ（United Nations Environment 
Programme Finance Initiative：UNEP FI）と国連グロー
バル・コンパクト（United Nations Global Compact）の
サポートで設立されており、国家間の枠組みを基盤とす
る企業の自発的な活動という面が強い。UNEP FIは金
融業界との関係強化と協働を推進する国連機関である
が、PRIは英国に本部を置くNGOである。なお、UNEP 
FIとPRIは2014年に共同調査や相互支援の覚書を締結
しており＊15、今後、活動範囲を広めていくと考えられる。
　上述のように、ESGを投資判断に反映させる取り組
みは民間主導であるが、それぞれの企業が拠点を置く国
の政府によるサポートも背景にはある。環境政策の分野
には、政府レベルでは第21回気候変動枠組条約締約国
会議（COP21）で採択されたパリ協定があり、加盟国は

産業革命以前からの世界の平均気温上昇を2℃未満に抑
え、さらに平均気温上昇1.5℃未満を目標として締約国
に削減目標の設定を求めている。
　加えて、国際開発のレベルでは国連開発計画（United 
nations Development Programme：UNDP）が発展途上
国に寄与する「インパクト・インベストメント」を提唱し
ている。投資家は発展途上国の社会問題や環境問題の軽
減や解決を念頭に投資を行うことを求められ、投資先を
決定する上でESGを考慮することが必要となる＊16。
　さらに、国際開発の分野では、国連は2015年9月の
国連持続可能な開発サミットで成果文書「われわれの世
界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェン
ダ（Transforming our world：the 2030 Agenda for 
Sustainable Development）」を採択し、持続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals：SDGs）を定め
た＊17。通称アジェンダ2030と呼ばれるこの宣言は、
2001 ～ 2015 年のミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals：MDGs）の成功を受けて次世代のア
ジェンダを検討する「ポスト2015開発アジェンダ（Post-
2015 Development Agenda）」の検討結果を基に策定さ
れた持続可能な社会へ向けて全世界が取り組むべき課題
を示す＊18。これらは具体的な17の「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals：SDGs）」の目標として
まとめられ、目標13番は「気候変動およびその影響と闘
うためにただちに行動する（Take urgent action to 
combat climate change and its impacts）」となっている。
　ESGを投資判断に反映させるダイベストメント運動
は民間主導でありながらも、その背景には政府間のESG
に関する国際的な動きも反映している。また、政府間の
取り組みは企業団体の共通の価値観形成にも寄与してお
り、身近な例では、日本経済団体連合会（経団連）の「企
業行動憲章：持続可能な社会の実現のために」が挙げら
れる。同憲章の改定に当たっては、「会員企業は、持続
可能な社会の実現が企業の発展の基盤であることを認識
し、広く社会に有用で新たな付加価値および雇用の創造、
ESG（環境・社会・ガバナンス）に配慮した経営の推進
により、社会的責任への取り組みを進める」とESGが経
営に反映され、これが企業の社会的責任の一環であるべ
きことが謳

うた

われた＊19。
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　大手投資ファンド BlackRockの Larry Fink社長は
2018年1年16日の公開書簡で、企業には社会的な責任

（CSR：Corporate Social Responsibility）があり、それは
不可欠な企業活動の一環であり、短期的な利益の最大化
ではなく投資家としての長期的な視点が不可欠であると
述べた。さらに、投資判断にESGを考慮することは「企
業のリーダシップとガバナンスを反映しており、持続可
能な企業成長に不可欠であることから、BlackRockの投
資基準にもESGを導入していく」と発言した＊20。この世
界最大級の投資ファンドの社長の発言は、投資家が投資
先の選定に一貫してESGを重視していることを示してお
り、ダイベストメント運動やESG投資が少数の投資家に
よるものではなくなりつつあることを示唆している。
　投資ファンドにはさまざまな種類があるが、ここで大
学系ファンドに焦点を当ててみたい。大学系ファンドは
卒業生や企業のスポンサーからの寄付金を将来の大学経
営のために運用しており、国際金融市場では無視できな
い存在である。巨額の寄付金を運営する大学では、ハー
バード大学（360億米ドル）、エール大学（240億米ドル）、
ケンブリッジ大学（60億英ポンド）、オックスフォード
大学（45億英ポンド）、カナダのトロント大学（21億加ド
ル）、豪州のメルボルン大学（19億豪ドル）、シドニー大
学（19億豪ドル）などが知られている＊21。
　ファンドの規模のみならず、これらの大学系ファンド
は歴史的に金融要因だけでなく倫理的な観点に基づく運
用を行ってきたことから、投資基準の先端を行っている
と言われている。これまでのダイベストメント運動、例
えば前述の南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に対
するダイベストメント運動も学生運動が端緒となった。
　大学系ファンドは歴史的に資源業界に多額の投資を
行っており、特に米国の大学は自国の石油業界への投資
で高いリターンを得ていた＊22。また、油価が高騰した
2010 ～ 2011年の期間では、一部の大学系ファンドは
52.8%のリターンを得ているが、これは一般的な寄付基
金の19.2%や通常の米国の市場平均30.7%をはるかに上
回っていた＊23。これまで地球温暖化の観点から石油企業
への投資に反発する学生運動はあったものの、大学系
ファンドが実際にESG投資の一環として石油企業から
投資を引き揚げ始めたのは油価下落も関係していると思
われる。
　これらの背景には、地球温暖化対策に関する意識向上
とともに、近年、化石燃料への投資をやめるよう求める

学生団体が急速に増えていることが挙げられる。ハー
バード大学のDivest Harvardや豪州国立大学のFossil 
Free ANUはこの一例である。また、大学や国家の隔た
り を 超 え た 国 際 的 な 学 生 運 動 も 展 開 さ れ て お り、
Coalition of Universities for Responsible Investingや
Fossil Fuel Divestment Student Networkはこの一例で
ある。これらの学生団体は母校の大学系ファンドに対し、
化石燃料に関連する企業への投資を中断するよう働きか
けている。学生の働きかけを受け、米国シラキュース大
学などは化石燃料への投資をやめると発表している。
　なお、大学に対する働きかけではなく、一部の学生は
化石燃料への投資を中断しない大学に対して訴訟を起こ
している。ハーバード大学のファンドは化石燃料に引き
続き投資しているが、一部の学生は2014年11月、ハー
バード大学総学長と理事会を相手取り、化石燃料に投資
することは地球温暖化を加速することであり「非常に危
険な行為への意図的な投資（intentional investment in 
abnormally dangerous activities）」であるとしてマサ
チューセッツ州高等裁判所に提訴した＊24。学生側は同高
等裁判所での敗訴の後、マサチューセッツ州控訴裁判所
へ上告したが、同控訴裁判所はこれまで環境問題で二酸
化炭素排出を「非常に危険な行為」として認めた判例がな
いことから、学生側の問題意識を認めつつも高等裁判所
の判決を覆さなかった＊25。
　このように、学生による大学系ファンドを相手取る訴
訟は稀

まれ

であるが、カナダ、米国、英国、豪州などでは、
学生が大学系ファンドに対して化石燃料への投資中断を
迫る事例が頻発している。これに対して一部の大学は学
生側の要求を受け入れているとはいえ、大学の研究開発
資金などのスポンサーであり卒業生の就職先ともなる石
油業界を忖

そんたく

度し、ダイベストメント運動から距離を置く
大学もある。
　英国ケンブリッジ大学では、学生団体 Cambridge 
Zero Carbon Societyから化石燃料への投資をやめるよ
う働きかけを受けたが、大学側はESGを投資判断に一
部反映しつつも、化石燃料への投資はやめないとの判断
を下している＊26。ただ、その後の大学側の声明では、地
球温暖化対策が急がれるとはいえ、現実に大学は化石燃
料に関連する企業への直接の投資を行っておらず、また
ESG投資も未熟な分野であるので、当面は化石燃料へ
の直接投資を行わない現状を維持し、ESG投資の準備
を進めるためにESG担当者を任命して大学系ファンド

2. ESG投資の例
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を運営すると発表している＊27。
　この他にも、米国のマサチューセッツ工科大学、カナ
ダのブリティッシュ・コロンビア大学、カルガリー大学、
トロント大学、クイーンズ大学などが時期尚早であると
して現時点でのESG基準に基づくダイベストメントを
見合わせている。
　例えば、クイーンズ大学は学生団体Queen’s Backing 
Action on Climate Changeによりオイルサンド開発や石
炭開発を行っている企業への投資を即刻やめるべきであ
るとの提案を受けたが、大学側はこれらの企業はあくま
でも合法的な活動を行っているとした上で、ダイベスト
メントにより投資を中断することは投資先に対する発言
権を失うことに他ならず、株主としての影響力を維持す
るほうが企業の経営方針を変えることができ、ダイベス
トメント運動は消費者側の活動を変えない限り効果が限
定的であるとして提案を却下している＊28。
　また、トロント大学も同様に学生団体Toronto 350.
orgから化石燃料への即刻投資中断を求められたが、仮
に中断した場合でもカナダの温暖化ガスのわずか25%
が石炭・石油・天然ガスなどの開発によるものであり、
残余の75%は交通、製造業、生活から排出されている
ので、効果は限定的であるとして却下している＊29。ただ、

トロント大学では、地球温暖化が社会に与える多大な影
響を考慮した上で、ESG投資を今後のファンド運営に
活用すべく調査を進めると同時に、ダイベストメントで
はなく企業の活動に変化を促すターゲット・インベスト
メント（targeted investment）を実施し、化石燃料の供
給者のみならず消費者の行動パターンも変えていくとの
声明を出している＊30。
　なお、カナダのオイルサンド業界と密接な関係を持つ
アルバータ州のカルガリー大学に関しては、ダイベスト
メントを否定し、逆に化石燃料への投資を継続すると明
確な声明を出している＊31。カルガリー大学のElizabeth 
Cannon総学長（当時）は、「本学のファンドマネジャーは
7億1,000万加ドルに及ぶ寄付金をバランスよく運営す
る義務があり、そのうち4,000万加ドルをエネルギー業
界に投資している。本学はエネルギー業界から学生の就
職先、教員の研究費、大学設備などさまざまな面で多く
の支援を受けており、アルバータ州政府からの交付金も
エネルギー産業からの税金で賄われている。現時点では、
これらの事情も踏まえ、エネルギー産業への投資を継続
する」と説明している＊32。
　このように、ESG要因、特に地球温暖化を考慮し化
石燃料を対象としたダイベストメント運動が広がりを見

大学のダイベストメントの状況表2

大学（国） 内容

ケンブリッジ大学（英国） ダイベストメントは実施しない。化石燃料への直接的な持ち株がない現状を維持。ただ、間接的に
保有していた石炭とオイルサンドの持ち株を売却したとの報道あり。

オックスフォード大学（同） ダイベストメントを一部支持。エネルギー業界には引き続き投資するが、高環境リスクの案件のみネ
ガティブ・スクリーニング対象とする。ただ、石炭とオイルサンドの持ち株を売却したとの報道あり。

エジンバラ大学（同） ダイベストメントを実施。すべての化石燃料の持ち株を売却。

サセックス大学（同） ダイベストメントを実施。すべての化石燃料の持ち株を売却。

ハーバード大学（米国） ダイベストメントは実施しない。ただし、一部の化石燃料への投資を一時中断。

エール大学（同） ダイベストメントを実施。石炭、オイルサンドなどの化石燃料の持ち株を一部売却。

ダートマス大学（同） 投資基準を見直し中。

マサチューセッツ工科大学（同） ダイベストメントは実施しない。石炭、オイルサンドを含むエネルギー業界への投資を継続。

コーネル大学（同） 「倫理的に問題がある」企業のみダイベストメント対象にすると方針を発表。化石燃料については明
記せず。

シラキュース大学（同） ダイベストメントを実施。化石燃料への直接的な持ち株を売却し、再生可能エネルギーに投資。

トロント大学（カナダ） ダイベストメントは実施しない。現時点ではダイベストメントは行わないが、今後の ESG 投資を検討
する。

クイーンズ大学（同） ダイベストメントは実施しない。

カルガリー大学（同） ダイベストメントは実施しない。石炭、オイルサンドを含むエネルギー業界への投資を継続する。

ブリティッシュ・コロンビア大学（同） ダイベストメントは実施しない。石炭、オイルサンドを含むエネルギー業界への投資を継続する。

マギル大学（同） ダイベストメントは実施しない。石炭、オイルサンドを含むエネルギー業界への投資を継続する。

オーストラリア国立大学（豪州） ダイベストメントを実施。石油と石炭などの化石燃料の持ち株を売却。ただし、その後投資を再開し
たことが判明し、批判された。

メルボルン大学（同） ダイベストメントを支持する方向で投資基準を見直し中。

出所：各種情報を基に筆者作成
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（1）英米法における信任義務

　英米法圏のダイベストメント運動で法的課題となるの
は、ファンドマネジャーの信任義務である。英米法にお
ける信任義務は古くは信託法（law of trusts）の概念で
あ っ た。 つ ま り、 信 託 の 恩 恵 を 受 け る 者（ 受 益 者
beneficiary）と信託の運営・管理を受益者のために行う
者（受託者 fiduciary）の関係である。受託者は実際の信
託の運営・管理を行うため、ここにどうしても受益者が
依存してしまう関係が醸成される。言い換えれば、仮に
受託者が受益者とは異なる動機を持った場合、受益者は
損失を出す可能性がある。ここから、英米法では受託者
に責任を持たせるため、信任義務を課している。英米法
の用語辞典を調べると、信任義務とは「投資アドバイザー
や他の受託者に課される受益者の最善の利益を追求する
法 的 義 務（the legal responsibility of an investment 
advisor or any other fiduciary to act in the best 
interest of a beneficiary）と定義されている＊33。英米法で
はこの「最善の利益」は「金銭的なリターン」と理解されて
いるが＊34、これは必ずしも「最大の金銭的なリターン」で
ある必要はない＊35。
　他人の資産を預かり管理・運用する年金ファンド、寄
付金から成る大学系ファンドなどのファンドマネジャー
はこの義務に縛られることになる。これに対して、融資
を行う銀行などは一部の例外を除いて対象とはならな
い＊36。自己資産を運営する企業などにおいては、英米法
圏の裁判所は企業役員の意思決定を尊重し、その状況下
で妥当な判断の範囲に入ると判断される場合は、特段介
入しない（business judgment rule）＊37。
　次にESG投資がこの信任義務の概念とどのように関
連するかを見よう。

（2）ESG投資と信任義務

　地球温暖化の懸念から化石燃料を扱う企業をダイベス
トメント対象にするESG投資に否定的な法的議論のポ
イントとしては、これまで次の点が挙げられてきた＊38。
① 大きな装置産業である石油産業からのダイベストメン

トはファンドマネジャーの信任義務違反である。

② 石油産業から資金を引き出した場合、代わりとなる投
資先が安易に見つからない。

③ ダイベストメント自体では石油企業の活動や事業に影
響を及ぼすことはできない。

④ ダイベストメントは投資ポートフォリオの根本的な変
化であり、膨大なコストがかかる。

　例えば、アパルトヘイト政策を採る南アフリカ共和国
に対する1970 ～ 1980年代のダイベストメント運動の
際は、米国司法長官はファンドマネジャーなどの信任義
務を有する者が倫理的理由からダイベストメントを行う
場合、信任義務違反となる可能性があると警告した＊39。
また、英国の有名な判例Cowan v Scargillでは、南アフ
リカ共和国からのダイベストメント運動について、「ファ
ンドの存在目的は受益者に対して最善の利益をもたらす
ことが目的であり、通常はこの最善の利益とは投資収益
である」とした上で、「南アフリカ共和国に関連する持ち
株の売却は、政治的な不安や長期的な経済見通しに基づ
くものであれば妥当であると判断されるが、受託者の主
観的な判断による南アフリカ共和国の労働者賃金、労働
環境や事故、環境汚染、児童労働、軍事請負、消費者の
保護などはこの範

はんちゅう

疇にはない」との判決を下してい
る＊40。
　この判決によると、仮にESG要因を投資判断に踏ま
える場合は、これらのESG要因は何らかの金融的な影
響がなければならず、投資収益に何らかの影響を与えな
い場合はファンドマネジャーは信任義務違反となる可能
性があることを示唆している。
　しかし、この信任義務は英米法で最も柔軟な概念の一
つと言われており、これまでも歴史上、その意義は変遷
してきた。特に地球温暖化など未来の世代の生活に多大
な 影 響 を 及 ぼ す よ う な 事 象 に は、「 世 代 間 の 正 義

（intergenerational justice：現代の活動が次世代に悪影
響を与える場合の世代を超えた長期的な考慮）」の問題が
あり、次世代の受益者の立場も踏まえて、短期的な投資
収益に直結しなくてもESG要因を検討すべきであると
いう議論がある。逆に言えば、投資判断が未来の受益者
に悪影響を及ぼす場合、長期的に見れば当該ファンドマ

3. 法的分析：ファンドマネジャーの信任義務

せているわけであるが、同時に、このESG要因が具体
的に何を指すのか、また十分な検討がなされているのか

などを疑問視する動きがあることも事実である。
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4.  政府と業界の対応

　信任義務の観点からESG投資の適法性が問われるな
か、世界では徐々に環境問題、社会問題、ガバナンスに
配慮した投資を求める機運が高まり、投資収益の最大化
のみが目的ではないという受益者も増えている。それで
は、カナダをはじめ英米法圏の政府はどのような取り組
みをしているのであろうか。

（1） 各国政府の対応：カナダの例

　カナダ政府はESGが世界的な投資基準に反映されて
いるのを受け、自国企業の活動がより投資家にとって好
ましいものであるよう独自の制度を整えている。同国は
資源業界で多額の海外投資を受け入れる一方、同国企業
も海外に広く展開している。
　同国政府が、ESG投資の同国企業に与え得る影響を
懸念し始めたのはTalisman Energy社（その後、スペイ
ンの石油会社Repsolに買収された）のスーダンでの事業
がきっかけだと言われている。Talisman Energy社は

スーダン南部の油田に1998年に参入し、同国で事業を
行っていたが、2000年代に始まった内戦で同国政府の
人権侵害を見て見ぬ振りをし、さらには石油税やロイヤ
ルティーの支払いを続けることでスーダン政府に資金を
供給したとの嫌疑がかけられている＊43。米国政府報道官
は、「Talisman Energy社の石油開発事業はスーダン政
府の資金源となり、人権侵害や国外でのテロリズムを可
能にした」との声明も出している＊44。
　この米国政府をはじめとする国際的な非難はカナダ政
府が経験した初めての自国企業による醜聞であり、同国
政府は事態の解明を急いだ。調査報告書を受け、カナダ
政府はTalisman Energy社に対して制裁を加えることも
辞さないとの見解を示したが、最終的に行政罰を加える
ことは見合わせた＊45。しかし、その後Talisman Energy
社は米国で外国人不法行為請求法（Alien Tort Claims 
Act, ATCA。米国で活動する企業に対して、米国外で
の不法行為の責任追及を米国の裁判所で行うことを可能

ネジャーは信任義務違反であると言えるかもしれない。
　この世代間の正義をめぐる問題に加え、地球温暖化は
人類の活動により二酸化炭素などの温室効果ガスが排出
されたことに起因するとの因果関係が科学的に証明され
つつあり、一部の反対者を除いて世界的に共通する価値
観となりつつある。
　こうした趨

すうせい

勢下、受益者の最善の利益とは、投資収益
以外の利益も含まれるのではないか、との議論もある。
特に2008年のリーマンショックの後は、短期的な経営
判断や投資判断が長期的に深い禍

か

根
こん

を残すことが世界的
に認識されており、長期的な利益追求こそが信任義務で
あるとの見方も広がっている。
　では、どの程度ESG要因を投資判断に反映できるの
であろうか。ある法学者は、投資には三つのカテゴリー
があると説明している＊41。まず、「伝統的な投資」である。
これは投資収益のみを考慮するものである。次に、「持
続可能な投資」がある。これは投資収益を考慮しつつも、
長期的な投資収益に影響をもたらす非金融要因も配慮す
るものである。最後に「より広い視点からの持続可能な
投資」があり、これは投資収益のみならず、非金融的な
目的も念頭に投資を行うものである。
　ただ、これまでの英米法圏での主な判例によると、

ESG要因など非金融的な要因は何らかの投資収益に関
連性がない限り考慮に入れることは信任義務の観点から
も難しいとされており、ファンドマネジャーの多くは
ESG投資の適法性に疑問を持っていると言われている。
ESG要因を念頭に置いた投資が必ずしも良好な投資収
益につながっているかという実証的な研究は数が限られ
ており、その信

しんぴょう

憑性をめぐり賛否両論がある。
　ただ、一説に、仮に受益者の総意である種の非金融的
な要因が考慮されるべきことが明らかな場合は、これを配
慮したファンドマネジャーは信任義務違反に問われないと
いう学説がある。例えば化石燃料について言えば、気候変
動、環境規制、代替エネルギーの台頭、消費者の嗜好の変
化、そしてこれらに起因する座礁資産（Stranded Asset）
の出現などが現実味を帯びたリスクであるかもしれな
い＊42。仮に受益者がこの点に合意した場合、ファンドマ
ネジャーは信任義務に違反せずにESG投資を実施でき
ると言えるであろう。ただ多数の受益者がいる場合、果
たして何を以て合意形成ができ、受益者の総意であると
言えるのかとの疑問は残る。
　ESG投資をめぐる法的課題については、昨今の議論
も踏まえ、次章で引き続き説明する。
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にする法律）により、スーダンでキリスト教徒や非イス
ラーム教徒のスーダン人に対して人権侵害を行ったとし
て訴訟を起こされた＊46。
　さらに、石油業界ではないが、カナダの大手金属企業
Barrick Gold社がパプア・ニューギニアの作業現場付近
の住民から人権侵害をめぐり訴えられるという事件が起
こった。同社が作業現場で雇用していた警備員は地元住
民と衝突することがあると言われていたが、警備員が地
元の100名以上の女性に対して性的暴行をしたとされた
事件は海外に展開するカナダ企業の評価を大きく損ね
た＊47。2015年に入って被害者と示談が成立したと言わ
れているが、この事件は同社の事業に暗い影を落とした
と言われている＊48。
　これらの事件はいずれも大規模な訴訟に発展し、カナ
ダ政府は自国の金属企業が海外に広く展開しているた
め、自国企業の声価が損なわれるとして対応に本腰を入
れた。その結果、政府は2009年にCSR戦略「Building 
the Canadian Advantage：a CSR Strategy for the 
Canadian International Extractive Sector」を発表し、海
外で展開するカナダの資源企業はより一層CSRに取り
組むべきであるとし、政府は次の4分野に重点を置くと
された＊49。
① 資源ガバナンスに関するホスト国のキャパシティー強

化。
②CSRに関する企業の活動の報告と監督。

③ 関係者にCSRを広く周知するためのCorporate Social 
Responsibility（CSR）Centre for Excellenceの設立。

④ カ ナ ダ 連 邦 国 際 貿 易 省 の な か に、Office of the 
Extractive Sector Corporate Social Responsibility 
Counsellor（資源業界CSR審議官事務所）を新設。

　このカナダ政府のCSRを強化しESG投資を呼び込む
国家戦略の一環として、カナダ連邦国際貿易省内に資源
業界CSR審議官事務所が設置され、国際開発の専門家
が外部から資源業界CSR審議官として任命され、国際
貿易大臣の顧問として政策決定を補佐することとなっ
た。資源業界CSR審議官は、国際展開するカナダの資
源企業が海外で地元住民との間に軋

あつれき

轢が生じた場合に仲
裁を行うことが期待され、可能な限り深刻な問題が起こ
る事前に察知し対処することが求められた。歴代の資源
業界CSR審議官は政府任用で外部から学者などが選ば
れ、資源業界との関係強化のために資源業界CSR審議
官事務所は多くの金属企業が本部を置くトロントに拠点
を置いた。
　この取り組みは一定の評価を得たが、具体的な問題解
決能力が低いとの批判もあり、2010年の設立から8年目
の2018 年に資源業界 CSR審議官事務所は独立した
Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise 

（CORE）に置換されると発表された＊50。また、並行して政
府諮問委員会Advisory Body on Responsible Business 
Conductを設置し、海外で展開する全ての業界のカナダ

※

カナダ金属企業の海外展開図（海外に展開するカナダ金属企業の資産の分布図）図

※ CMAA（Canadian Mining Assets Abroad：海外のカナダ金属企業の資産）
出所：Natural Resources Canada
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企業がCSRを全
まっと

うするために必要なガイドラインを作成
し、法整備について政府に助言すると発表された＊51。資源
業界CSR審議官事務所は十分な調査能力を持たなかった
ことから、COREは海外でのカナダ資源企業の人権侵害
などについての疑惑を独自に調査する権限と人材を備え、
同時に事態がエスカレートすることを回避するために高度
な仲裁機能も併せ持つことになった＊52。

（2）立法による対応

　現在、多くのファンドマネジャーは自らの信任義務を
短期的な利益の追求であると理解しており、スウェーデ
ン最大の年金ファンドAlectaのMagnus Billing社長は

「ヨーロッパの金融市場がより持続可能な金融市場に変
化するためには投資家の信任義務を明確にすることが不
可欠である」と述べている＊53。信任義務を守ることは利
益の短期的な最大化を図ることなのか、持続可能な投資
を行い長期的な観点から利益の最大化を図ることか、あ
るいはこれらは表裏一体を成すのか。現在の制度では不
明確な点が残されている。
　このため、国連環境計画・金融イニシアチブ（United 
Nations Environment Programme Finance Initiative：
UNEP FI） で は、2005 年 に Freshfields Bruckhaus 
Deringer弁護士事務所にESGを用いた投資判断と信任
義務の関係性を調査する報告書の作成を委託した。この
報告書では、前述のアパルトヘイトに絡む英国の判例
Cowan v Scargill（1984）は誤って理解されており、ESG
を投資判断に反映することは許されることのみならず、
むしろ必要不可欠なステップであると結論付けてい
る＊54。
　この報告書を踏まえ、英国政府は特別委員会Law 
Commissionを通じてESGの投資判断への反映の妥当性
についての調査を行った。その最終報告書では、これま
での金融業界に関する法律がESGの検討を明確に認め
ていないことを念頭に、短期的な利益の最大化のみが
ファンドマネジャーの信任義務ではなく、むしろ長期的
な観点からESGに配慮した投資も信任義務の範疇にあ
るとの見解を示した＊55。
　英国はその後、年金ファンド運用規制を改正し、信託
である国民年金ファンドや労働者年金ファンドの運用に
お い て、ESGを 含 む「 非 金 融 的 要 因（non-financial 
matters）」の検討を反映することが適法であることを明
記した＊56。なお、「非金融的要因」の定義は、「倫理的、
社会的、環境的、現在および未来の受益者の人生の質に
関する、当該年金ファンドの受益者の見解」としてい
る＊57。すなわち、仮に年金ファンドの受益者の間で共通

の価値観の形成や特定の非金融的要因を投資先の選定に
反映することについて合意がある場合、ファンドマネ
ジャーは信任義務に違反することなく、これらの要因を
考慮した上で投資先を選定することができる。これは
2018年のLaw Commissionの最終報告書に記載されて
いる「非金融的な要因をファンドマネジャーが考慮する
場合、受益者の間に幅広い合意が得られていることが前
提である。受益者の間に共通の価値観の形成ができてい
ない場合、例えば化石燃料への投資の可否については、
受益者のさまざまな意見を比べるのではなく、金融的な
リスクや機会に関係するもののみを考慮すべきである」
との具申を反映していると思われる＊58。
　また、英米法圏に留まらずヨーロッパ全体でもESG
の反映を明文化する試みが行われている。2014年に欧
州委員会（European Commission）は加盟国における信
任義務の現状と今後のあり方について調査を行い、その
最終報告書で「投資先の選定過程においてファンドマネ
ジャーがESG要因を考慮することを拒む法律は存在し
ないが、投資家の間でESGを意思決定に反映させる動
きは現時点では限定的である」と分析している＊59。これ
を契機に、加盟国の金融監督機関が公式なマニュアルや
ガイドラインを作成し、信任義務に違反しない範囲での
ESGの考慮がどの程度可能かを具体的に示すことが急
務であるとしている＊60。その後、欧州委員会は2018年
にパブリック・コンサルテーションの結果、「投資家の
間にはESGを考慮するインセンティブがいまだにない」
と評価し、加盟国が独自の基準を作成する前に、欧州議
会が最低ラインを示す規制をつくるべきであると提言し
ている＊61。
　さらに、ESG投資を促進する企業投資家団体PRIは、
UNEP  FIや国連グローバル・コンパクトの後援を受け、
投資家向けのESG要因を統合した投資判断基準の作成
を行っている＊62。国連グローバル・コンパクトは1999
年の世界経済フォーラムでコフィー・アナン国連事務総
長（当時）の提言により設立されたものであり、また
UNEP FIも1972年ストックホルム国連人間環境会議で
採択された人間環境宣言および環境国際行動計画の実行
機関として設立されたことからも＊63、PRIの活動は国家
間の合意事項が企業により自発的に促進されていること
を反映している。
　なお、ダイベストメント運動は欧米が主流であるが、
わが国でもその余波を感じることができる。わが国の年
金ファンドである年金積立金管理運用独立行政法人は、
世界銀行と債券投資におけるESGの考慮について共同
研究を行い、ESGを投資先の判断に反映することはリ
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