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第４回全体会合 オンライン開催 

５月 14 日（金）に、第４回全体会合が開催されまし

た。12 月４日の第３回全体会合に続く今回も、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から、Zoom 利用によ

るオンライン開催となりましたが、当日は参加 46 団体

のほか、有識者、オブザーバー、事務局等、総勢 75 名

が出席しました。 

会合次第は下記のとおりです。 

第４回 全体会合 会合次第                （敬称略） 

１．代表挨拶（代表・北川哲雄） 

２．運営委員会挨拶（運営委員長・小野塚惠美） 

３．新規入会団体紹介 

野村総合研究所 

アライアンス・バーンスタイン 

ソーシャルインパクト・リサーチ 

賛助会員紹介 

オブザーバー紹介 

International Corporate Governance Network 

４．活動報告（１）（運営委員長・小野塚惠美） 

５．活動報告（２） 

スマート・フォーマットワーキンググループ 

アセット・オーナーワーキンググループ 

６．質疑応答 

７．ディスカッション 

「コーポレートガバナンス改革の進展にみるスチ

ュワードシップ活動への示唆」 

＜情報提供＞ ICGN       George Dallas 

       日本経済団体連合会 笠井清美 

       東京証券取引所   林謙太郎 

    

 
 

  

    

   
 

    

（画像編集・Gazette 制作チーム） 

12 月から４月までの活動について、小野塚運営委員

長からは、コロナ禍の非常事態が続く中でも、組織の足

固めに向けた活動は概ね計画どおり実施できたとの報

告がありました。2021 年度に向けては、アセット・オー

ナー向けの活動に注力するとともに、会員同士のネット

ワーキングの機会提供を通じて、インフォメーションチ

ェーンの充実を目指していくとの考えが示されました。 

活動報告では、規約改正やアセット・オーナー向けオ

ンラインフォローアップセミナー等の取組みについて

説明がありました。また、スマート・フォーマットワー

キンググループからはスマート・フォーマット改訂方針

や今後の検討課題に関する報告があり、アセット・オー

ナーワーキンググループからはワーキンググループ正

式発足に関する報告と今後の活動方針が示されました。 

ガバナンス改革とスチュワードシップ活動を巡り議論 

後半は「コーポレートガバナンス改革の進展にみるス
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チュワードシップ活動への示唆」をテーマに、ディスカ

ッションが展開されました。 

新たに JSI のオブザーバーに就任した ICGN からは、

George Dallas ポリシーディレクターにロンドンからラ

イブ参加いただき、日本のコーポレートガバナンス改革

の推進に向けたメッセージが披露されました。日本経済

団体連合会ソーシャルコミュニケーション本部の笠井

清美上席主幹からは、近時の諸課題に対する経団連の取

組みの紹介とともに、企業と投資家による建設的な対話

の促進に向けた期待が示されました。東京証券取引所の

林謙太郎上場部長からはコーポレートガバナンス・コー

ド（CG コード）等の改訂をテーマに、東証の取組みを

解説いただきました。 

出席者からは、あわせて改訂が提言された「投資家と

企業の対話ガイドライン」や、日本公認会計士協会にお

ける取組みについてコメントや報告が寄せられるなど、

活発な意見交換が行われました。 

ICGN イベント協力（6/24 ･7/16） 

６月 23 日（水）と 24 日（木）の２日間にかけて開催

されたウェビナー「ICGN Governance of Sustainability 

Dialogue」の２日目講演に小野塚運営委員長が登壇し、

国内外の視聴者に対して日本における業界横断的な取

り組みとスマート・フォーマットについて解説しました。 

７月 14 日（水）には、ICGN と、日本取引所グループ

及び東京証券取引所による「ICGN バーチャルフォーラ

ム：グローバルガバナンスの革新」が開催され、JSI は

他の国内４団体とともにイベントパートナーとして、関

係者に対し開催告知に協力しました。ICGN バーチャル

フォーラムの模様は以下の ICGNウェブサイトにてオン

デマンド配信を視聴することが可能です。 

＊ICGN Virtual Forum ウェブサイトはこちら 

オンラインネットワーキング開催 

８月 24 日（火）にオンラインネットワーキングイベ

ント「Afternoon Coffee Time with JSI Members」（アフ

タヌーン・コーヒータイム with JSI メンバーズ）がオン

ライン開催されました。当日は海外からの参加を含む 36

名が出席し、機関投資家協働対話フォーラムの山崎直実 

 

 
（8/24 オンライン交流イベント資料イメージ） 

代表理事事務局長による問題提起「コロナ禍後のスチュ

ワードシップ」等に続いて、Zoom ブレイクアウトルー

ムによる少人数のディスカッションで盛り上がりまし

た。運営委員会では、今後も会員の皆様の意見を聞きな

がら、交流企画の実施について検討して参ります。 

JPX ESG Knowledge Hub 更新情報 

「JPX ESG Knowledge Hub」は、上場会社における ESG

情報開示を促進する目的で、日本取引所グループによっ

て昨年 11 月に開設されました。JSI は金融庁、経済産業

省、環境省をはじめとした 42 の国内外投資機関・関連

団体とともに、JPX ESG Knowledge Hub サポーターと

して情報提供等において協力しています。以下に、本紙

第３号刊行時の更新情報（9/13 時点）を紹介します。 

 国内外の ESG 情報開示に関する動向を紹介す

る「国内外の動向」ページ公開 

 ESG 情報開示実践セミナー：セミナー102「コー

ポレートガバナンス・コードとサステナビリテ

ィ」更新 

 関連セミナー：Value Reporting Foundation 設

立記念セミナーリンク掲載 

 上場会社の ESG 情報開示事例：金融庁、年金積

立金管理運用独立行政法人（GPIF）、及び東京

証券取引所による事例集掲載 

＊JPX ESG Knowledge Hub ウェブサイトはこちら 

今後のスケジュール 

10/26、11/22 or 24 運営委員会 

11 月下旬～12 月上旬（調整中） 第５回全体会合 

※日程は変更になる場合があります。WG 等の上記以外

のスケジュールは都度ご案内いたします。  

https://www.icgn.org/events/icgn-virtual-forum-global-governance-innovations
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/index.html
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参加団体 ＊印は本紙第２号以降の新規参加団体 

朝日ライフアセットマネジメント株式会社 

あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 

アセットマネジメント One 株式会社 

アムンディ・ジャパン株式会社 

アライアンス・バーンスタイン株式会社 

いちごアセットマネジメント株式会社 

インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ株式会社  

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド  

株式会社エックスネット 

ＭＵ投資顧問株式会社 

オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド 

株式会社格付投資情報センター 

カタリスト投資顧問株式会社 

一般社団法人 機関投資家協働対話フォーラム 

Glass Lewis Japan 合同会社 

公認会計士企業年金基金 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

ＪＰモルガン･アセット･マネジメント株式会社 

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 

シンフォニー・コミュニケーション・サービシーズ 

住友生命保険相互会社 

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ＊ 

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 

第一生命保険株式会社 

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 

東京海上アセットマネジメント株式会社 

一般社団法人 投資信託協会 

日興アセットマネジメント株式会社 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 

日本生命保険相互会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

ニューバーガー・バーマン株式会社 

公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 

野村アセットマネジメント株式会社 

株式会社野村総合研究所 

ファースト・センティア・インベスターズ株式会社＊ 

ビジュアル・アルファ・エルエルシー 

フィデリティ投信株式会社 

富国生命投資顧問株式会社 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

マネックス・アセットマネジメント株式会社＊ 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治安田アセットマネジメント株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・ジャパン 

りそなアセットマネジメント株式会社 

ロベコ・ジャパン株式会社 

ロボット投信株式会社 

（以上公表 52 団体、五十音順） 

個人（有識者） 

北川哲雄（青山学院大学・東京都立大学） 

木村祐基（スチュワードシップ研究会） 

矢部 信（年金シニアプラン総合研究機構） 

賛助会員（法人・個人）若干名 

《オブザーバー》 

金融庁 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

International Corporate Governance Network 

《事務局》 

株式会社日本取引所グループ 

株式会社ＩＣＪ 
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