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S&P グローバルによる 
コーポレート・サステナビリティ評価
貴社のサステナビリティ・パフォーマンスを独立評価することから享 
受できる利益とは
S&Pグローバルによるコーポレート・サステナビリテ 
ィ評価 (CSA: Corporate Sustainability Assessment)  
では、持続可能性に注目する増加傾向にある投資家およ 
び貴社の経済的成功と関連性のある業界特有の経済・ 
環境・社会の基準に沿い、貴社のサステナビリティ・ 
パフォーマンスを広範囲でベンチマークすることがで 
きます。これにより、世界で最も有名なサステナビリ 
ティ・インデックスであるダウジョ ーンズ・サステナ 
ビリティ・インデックス（DJSI）の基礎となる、独自 
の専門知識、方法論、データベースを、内部プロセス 
および外部コミュニケーションに活用することができます。
CSAは、企業が投資家の視点から自社のサステナビ 
リティ・パフォーマンスの財 務 的 重 要 性を評 価し、 
今後のサステナビリティ・トレンドへ対処する準備 
のための参照ツールとなっています。CSAは、61の 
業界における固有調査を通じ、企業における持続可能性と
ビジネス戦略の連結支援という分野をリードしています。

最高財務責任者は、増加傾向にあるサステナビリテ 
ィに焦点を当てた投資家とのコミュニケーションに 
CSAおよびその結果を用いています。CSAは、説得 
力と信頼性のある方法で企業のサステナビリティ・ 
パフォーマンスとビジネス戦略を連結するためのツ 
ールです。大手企業は、自社の投資家向け広報活動 
においてこれらの情報を積極的に使用しています。
最高サステナビリティ責任者は、CSAを、業界内の同 
業他社と比較した上での自社の持続可能性パフォーマ 
ンスにおける信頼できる個別のベンチマークとして使 
用しています。また、社内外の利害関係者には、自社 
の持続可能性パフォーマンスとバリュードライバーに 
関する重要な洞察を提供しています。

企業は、CSAを最大のビジネスバリュー 
を追加する評価であると認識しています 。
SustainAbilityの独立した広く認識されている「Rate 
the Raters」レポート2019年版では、グローバル企業 
の価値と用途の観点から、S&PグローバルによるCSA 
は世界ランキングを上回る主要なESG評価として信頼 
できることを認めています。高品質と思うESG格付けを 

（自発的に）3つ挙げるよう問われた際の回答として、 
S&Pグローバルは群を抜いて最も頻繁に言及されました。

「私たちは、CSAを最高の外部サステナビリ 
ティ評価であると考えています。単に鏡を 
見ているだけでは、リンデはサステナビリ 
ティ戦略を将来に渡って適切に保つことは 
できません。 
 
未来を見据える手段が私たちには必要であ 
り、S&PグローバルCSAはそれを実現する 
重要なツールの1つなのです。」
– Riva Krut, 米国 Linde Plc. 副社長 兼 最高サステナビリ 
 ティ責任者、2003年からCSAに参加
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同業他社の意見はどうですか?
毎年CSAに参加している企業は、一貫して次のように 
語っています。

多くのステークホルダーが、 
S&PグローバルによるESGスコ 
アを利用することができます。
資本市場がESGをより重要と認識していくにつれ、CSA 
により、お客様とステークホルダーの皆様に包括的な
サステナビリティ評価を提供することができます。CSAの
重要な特徴は、お客様のご参加により、最近のESGイニ
シアチブなど、公開内容にさらに情報を追加できることで
す。CSAに基づくスコアは、公開されているS&Pグローバル
のESGスコアWebサイト、S&Pグローバル・マーケット・イン
テリジェンス・プラットフォーム、およびブルームバーグなど
の他プラットフォームから入手できます。

CSA結果からの学び
S&Pグローバルによる企業のサステナビリティ評 
価は、持続可能性パフォーマンスにおけるベースラ 
イン確立と競争力のあるベンチマークの実施を可能 
にし、以下における学習の手助けをします。

 – ベンチマークスコアカードとデータベース 
貴社の業界内での複数年における傾向を分析 
し、 業界内ランキングを詳細に洞察するため 
の力を提供します。参加者としてCSAの各質 
問について対象分野の専門家に意見を送信で 
きるスコアカードを提供します（3ページ 

「どのように評価されるのか?」をご参照くだ  
さい）。 この比類のないレベルの透明性により、 
パフォーマンスにおける完璧な洞察が得られます。

 – パーソナライズされたフィードバック 
サステナビリティ・パフォーマンスにおける 
より詳細な分析に関心のある企業向けです。 
S&Pグローバルでは、詳細な定性的および定 
量的分析、同業他社と比較した企業の強み・ 
弱みにおける議論など、多岐にわたるカスタ 
マイズされたベンチマーク・ソリューション 
を提供しています。

S&Pグローバルのサステナビリティ・イヤー 
ブックを通じた社会評価の獲得
毎年、CSAを通じて収集した情報に基づき、S&Pグロ 
ーバル・サステナビリティ・イヤーブックを発行してい 
ます。トップ業績を上げている企業はそれぞれ金、銀、 
銅の賞を受賞しています。 
www.spglobal.com/esg/csa/yearbookをご覧ください。

「持続可能性に焦点を当てる、増加傾向にある投資家 
とコミュニケーションを取るのに、CSAを説得力と信 
頼性のあるツールとして使用している」

「CSAは、自社の持続可能性リスクを軽減し、機会を 
実現するのに役立っている」

「自社を成功に導き、かつ持続可能なビジネス戦略を、 
CSAを通じて開発・実行している」

「持続可能性のパフォーマンスに対する外部/内部の認 
識を、高く評価している」

「CSAへ参加することで自社のDNA（ネットワーク） 
に持続可能性の考え方が構築されている」

参加企業が利用できるオンライン・ベンチマーク・ツール — 結果、ランキング、 
複数年の傾向を表示

http://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook
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どのように評価されるのですか?
S&Pグローバルによる企業のサステナビリティ評価で 
は、ルールに基づいた方法論に沿い、１企業あたり平 
均600のデータポイントをS&PグローバルESGスコア 
に変換します。

61の業界固有の質問事項には、それぞれ、経済、社 
会、環境の側面全体で20の異なる主要テーマをカバ 
ーする約80〜100の質問が含まれています 。

安全、オンライン、使い易いCSAポータル
CSAは、安全で使いやすいオンライン・アンケート 

・プラットフォームを持って完成となります。オン 
ラインレポートツールは、レポート作成を格段に容 
易にするほか、参加後の翌年からは、以前の回答を 
事前に入力することができます。オンラインレポー 
トツールのご使用により、下記が可能となります。
– 質問ごとのヘルプ機能へのアクセス
– 裏付けとなる証拠の簡単添付
– 明確な色分けスキームによる質問事項の

完了進捗状況の迅速な表示
– 質問事項に対するオンライン回答のための

ユーザー権限の割り当て
– 最終的な質問事項の承認管理

 – ESGアプローチおよびビジネスケース ・リファレンスの
オンライン・リポジトリ（収納）による利益

IRツールキットとしての
CSA — 時代の先を行く
CSAへの参加は、企業が長期的にどのように価値を 
創造しようとしているのか課題への対処方法を説明 
することにより、ESG、IR、および調達や人事など 
の他の部門が自社のESGパフォーマンスをコンテキ 
ストに組み込む際により緊密に協力するのを支援します 。
経済的、環境的、社会的側面にわたる評価の幅と深さ 
は、企業に、従来のサステナビリティレポートではカ 
バーされない可能性のある分野でのサステナビリティ 
の強みを強調するユニークな機会を提供します。過去 
20年間、CSAは、他の投資家や規制当局の議題に入る 
前に、持続可能性の問題に取り組んできました。 
その結果、CSAに積極的に参加することで、多くの企 
業が将来を見据えたビジネスを実現し、ESGリーダー 
として際立つ存在となっています。
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1,000
データポイント*

約
評価値、テキスト、チェックボック
ス、ドキュメント
情報源ウェブ基盤の質問事項
および企業文書

100
質問

加重データポイントスコア
最大50%の業界固有

23
基準スコア

平均
加重質問スコア
カスタマイズされた質問、基準、
および関連するウェイト付けによる61
の業界固有のアプローチ

3
ディメンションスコア

加重基準スコア
該当する場合、企業のESG論争
に合わせて調整

1 S&P
グローバルによる
ESG スコア

加重ディメンションスコア
の合計

データからスコアへ — サンプル業界の可視化

* 各業界におけるデータポイントの平均�分の�は公開情報が必要
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CSAへ参加することで、2000以上の企業がすでにビジネス価値を生み出しています。
今すぐご参加下さい。

評価プロセスとは何ですか?
に招待された企業の皆様には、決められた期間内

に評価を完了していただく必要があります。質問票へ
の回答が提出され次第、 S&Pグローバルのアナリスト
が回答と裏付けとなる 
証拠の検討・評価をいたします。品質管理プロセスで
は、 提出書類全体の包括的な審査後、同業他社との比 
較ならびに専門家によるレビューなど、異なる側面か 
ら品質チェックが実施されます。また、独立した第三 
者機関による監査により、プロセス全体と評価結果の 
一貫性および堅牢性が保証されます。 とその他

インデックスの評価プロセスはこの時点で終了と
なり、 の結果は当該グループ/他のグループとも

月以降ご利用いただけます。最も早く結果が公表さ
れる のは、S&Pダウ・ジョーンズ・サステナビリ
ティ・イン デックス（DJSI: Dow Jones
Sustainability Indices） の年次リバランスの時期と
なります。

他社の評価タイムラインはwww.spglobal.com/esg/csa/csa-2021にてご入手いただけます。

お問い合わせ

S&P Global Switzerland SA
Zurich Branch, Josefstr. 218, 8005 Zurich, Switzerland 
+41-44-529-5170
csa@spglobal.com

重要法的情報
このレポートおよび他のレポート、資料に含まれる評価またはスコアを含む全情報、データまたは資料（そのような全情報、「コンテンツ」）は、S&P グローバル 
株式会社またはその関連子会社の独占的財産であり、S&Pグローバルの書面による事前の許可がない限り、いかなる形式でもコピーまたは複製することはできませ ん。コンテンツの一部である特定の投資または証券、スコア、格付け、または投資または証券に関する観察への言及は、そのような投資または証券を購入、販売、 また
は保持することを推奨するものではなく、投資や証券の適合性について触れるものではなく、投資アドバイスとして依拠することはできません。詳しい免責事 項につい
ては、https://www.spglobal.com/en/terms-of-use をご覧ください。

どの企業がCSAへの参加招待
を受けているのですか?
今年、S&Pグローバルは招待企業のリストを10,000 社
以上へと拡大しています。招待された企業の拡張リ スト
は、ダウジョーンズ・サステナビリティ・インデ ッ
クス（DJSI）およびS&PによるESGインデックスシ
リーズの適格な構成要素にて構成されています。さ ら
に、S&Pグローバルは、S&Pグローバルの研究領 域の一
部である、より広範な投資コミュニティが関心 を寄せる
企業も招待しています。これらの企業からなるグループ
は、フル CSAまたは質問数の少ない コア CSAのいずれ
かを選択できます。詳細および招待企業 の全
リストにつきましては、CSA ウェブサイト
www.spglobal.com/esg/csa/invited-companies
をご 覧ください。
内部ベンチマーキングにCSAの使用をご希望の際
は、ESGベンチマーキングチーム
（esgbenchmarking@spglobal.com）までご連絡く
ださい。

http://www.spglobal.com/esg/csa/invited-companies
mailto:csa%40spglobal.com?subject=
https://www.spglobal.com/esg/csa/csa-2021
https://www.spglobal.com/esg/csa/csa-2021



