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CEO message
CEOからのメッセージ

I am very pleased to be sharing with
you my first Sustainability Report as
CEO of ERM which tells the story of
our 50th year of delivering impact in
the world.
ERMのCEOとして初のサステナビリティレ
ポートをお届けできることを大変嬉しく思
います。
このレポートは、
世界にインパクト
を与え続けてきたERMの50年の歴史を
物語るものです。
One of the things that most attracted
me to ERM was the opportunity to
work with thousands of passionate
professionals committed to shaping
a sustainable future with the world’s
leading organisation.
私がERMに最も惹かれた点の一つとし
て、
世界をリードする組織と共に持続可
能な未来の形成に取り組む何千人もの
熱意を持ったプロフェッショナルと働く機
会があることが挙げられます。
Their backgrounds, experiences and
perspectives bring a truly diverse
approach.
彼らの経歴、
経験、
視点は、
実に多様なア
プローチをもたらします。
This diversity is a special quality that
we want to grow even more through
providing leadership and technical
career opportunities, recruiting from
different universities and colleges
and creating a more inclusive
culture.
この多様性は、
リーダーシップや 専門的
なキャリアの機会を提供し、
さまざまな大
学から採用し、
より包括的な文化を創造
することにより、
さらに向上させたいと考
えている特別な要素なのです。
ERM’s global footprint enables us
to deliver more than 20,000 client
projects a year in over 100 countries.
ERMはグローバルな事業展開により、
世
界100カ国以上で年間2万件を超えるプ
ロジェクトに携わっています。

We are helping our clients navigate
the transition to a lower carbon
economy, manage environmental,
social and governance (or ESG)
risks, and source sustainable
finance alongside disclosing their
performance against stated targets
and regulatory requirements.
お客様が低炭素経済への移行を進め、
環境・社会・ガバナンス
（ESG）
リスクを管
理し、
サステナブルファイナンスを支援す
るとともに、
目標や規制要件に照らしてパ
フォーマンスを開示するための支援を行
っています。
Against a backdrop of ongoing
uncertainty in the world, clients
need to operate their businesses
in a resilient and compliant way,
delivering returns in the present
while investing in the future.
世界的に不確実性が高まる中、
企業の皆
様は、
弾力的かつコンプライアンスに則
ったビジネスを展開し、
現在にリターンを
もたらすと同時に、
将来への投資を行う
ことが求められています。
Supporting senior leaders to make
better decisions and set ambitious
targets, then enabling them to
operationalise their sustainability
commitments, is what we call our
boots to boardroom approach.
シニアリーダーがより良い決断を下し、
野心的な目標を設定し、
サステナビリテ
ィへのコミットメントを実行に移せるよう
サポートすることが、
私たちが
「boots to
boardroom」
アプローチと呼んでいるも
のです.

In the UN’s decade of action, it is the
ability to turn intent into impact that
will ultimately determine whether we
deliver or not.
国連が掲げる
「行動の10年」
において、
目
的をいかに影響力のある成果へと変えて
いけるかにかかっています。
To deliver all of this of course takes
a team and so I want to thank
all of my colleagues who have
worked tirelessly in often difficult
circumstances over this past year.
もちろん、
これらすべてを実現するにはチ
ームが必要であり、
この1年、
数々の困難
な状況の中で、
たゆまぬ努力を続けてく
れた全てのスタッフに感謝したいと思い
ます。.
To our clients – we are committed
to partnering with you to solve
your most difficult sustainability
challenges and in turn, addressing
the challenges of our time including
the climate emergency, the loss of
nature and diversity and the growing
inequality in our societies.
お客様に対しては、
最も困難なサステナビ
リティに関する課題を解決し、
気候変動
問題、
自然や多様性の喪失、
社会におけ
る不平等の拡大など、
直面している課題
に取り組んでいくことをお約束します。
Together, I know we will shape a
sustainable future for us all.
私たちは共に、
すべての人にとって持続可
能な未来を切り開いていくことができると
信じています。

This is really what makes us different
and explains why our business
continues to go from strength to
strength.
これこそが、
私たちの強みであり、
私たち
のビジネスが力強く発展し続ける理由な
のです。
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