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シュローダーの環境・社会・ガバナンス(ESG)についての考え方 

 

「ESG投資」とは 

ESG 投資とは、企業を取り巻く環境と社会、そして企業の経営に参加する権利を持つ

株主との関係を重視した様々な投資活動を含みます。 

 

シュローダー・グループ（以下、「シュローダー」あるいは「当社」といいます。）では、ESG

の要素に関連するリスクや機会の分析を明確に体系的に運用プロセスに組み込んだ運

用手法を、「ESG インテグレーション」の定義としています。この手法により、投資先企

業に係る経営環境や、様々なステークホルダー（利害関係者）への対応を、より幅広

い視野で評価することにつながり、伝統的な財務分析のみを評価するよりもその企業に

おける将来の機会やリスクに対する理解が深まることになります。 

 

スクリーニングは、論議を呼ぶような活動に関係する企業などを、投資対象から除外す

る投資手法です。投資家の多くは、好ましくない特定の事業や活動への投資を回避し

たいと考えています。当社は必要に応じて、投資家が懸念する産業で事業を展開する

企業を投資対象から除く基準を定め、それらを継続的に投資対象から除外する運用

戦略を提供しています。 

 

サステナブル投資は、企業のサステナビリティ（持続可能性）への取り組みの実践が

投資判断において最も重視され、ESG 分析がその運用プロセスの基礎となるアプロー

チです。ESG 関連の取り組みにおいて優れた実績のある、リーダー的存在の企業を探

します。そのため投資期間は比較的長期間となり、またバリュエーションの面で魅力的で

あっても、ESGの面で課題のある投資機会は回避します。 

 

インパクト投資は、特定の社会的・環境的利益を達成しながら、経済的なリターンも

得ることを目指しています。これは、企業の活動が世界に対してどのような影響を与えて

いるかを知るインパクト測定とは異なります。 

シュローダーの哲学 

シュローダーでは、自身をお客様の資本の長期的な管理者としてとらえ、その哲学に基

づき、投資対象とする資産の長期的な展望に焦点を当てています。お客様の運用目

標に即した収益を確実に獲得するために、それぞれの投資対象が価値を創出、持続・

保持することが出来るかどうかの分析こそが、当社の運用プロセスの中核を成しています。

また、投資対象の価値の向上のために、適宜、投資先企業との建設的な対話「エンゲ

ージメント」や議決権行使を行うようにしています。 

 

当社は、お客様の資産を経済的・非経済的なリスクの影響から守ることは、運用者とし

ての責任の一部と考えています。その責任を果たすため、サステナビリティの観点から投

資先企業を分析し、対話することが運用プロセスにおいて益々重要になってきています。 
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シュローダーでは、ESG と業界動向は本質的に結びついていると考えています。企業は、

かつてない規模と頻度で、様々な方面からの競争圧力に直面しています。投資家には、

ESG に関わるリスクや投資機会を求めるかどうかの選択の余地がなくなり、すべての企

業やポートフォリオが ESGの影響を受けることになります。 

 

そのため、シュローダーは、2020年末までに、すべての運用チームで ESGインテグレーシ

ョンを完了することを目指しています。 

 

この文書に記載されている当社の方針は、株式、債券、マルチアセットそしてオルタナテ

ィブ資産の ESG インテグレーション戦略に適用されています。これら方針は、当社が約

20 年以上にわたり、様々な資産クラスや地域において ESG 分析を運用プロセスに組

み込んできた結果として学んだことを反映しています。インテグレーションへのコミットメント、

そしてその効果的な実施を支える情報量の増加を踏まえ、当社の取り組みは今後も進

化していくものとみています。 
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シュローダーの ESGプロセス 

 

インテグレーション 

シュローダーでは、運用拠点や資産クラスをまたいで、ESG 要素への考慮をリサーチや

全般的な投資判断に組み込むように努めています。一方、異なる資産クラス、運用戦

略あるいは投資ユニバースにおいて、投資判断を最も効果的に強化するためには、それ

ぞれ違ったレンズを通して見ていくことも必要と認識しています。 

 

社内で定めた認証制度に基づいて ESGインテグレーションのレベルを評価、追跡してい

ます。シュローダーのサステナビリティ認証制度は、ESG の観点を投資判断に正しく取り

入れた運用チームを正式に認定するための取り組みです。 

 

サステナビリティ認証制度の評価プロセスはサステナブル投資チームと運用チームの共同

作業から始まります。投資アイディアの発案からポートフォリオの構築まで一連の運用プ

ロセスを細かに挙げ、それぞれのステップにESGの観点を意味ある形で体系的に取り入

れるよう徹底しています。 

 

当社のアプローチは実用的であり、ESG と既存の運用プロセスが別個に存在することに

よって後付けの考えやチェックボックスをチェックするだけの作業に終わってしまうリスクを冒

すのではなく、ESG と既存の運用プロセスの融合を目指しています。また、どのように関

連する問題を特定し、投資を検討し、ポートフォリオ構築において考慮し、新たな ESG

リスクを監視、管理しているのか、各チームにその実証を求める堅牢なアプローチでもあり

ます。サステナブル投資チームがこれらのステップに必要な調査結果や独自のツールを提

供し、サポートを行っています。 

 

認定書類は見直しのうえ更新されますので、運用チームは時間の経過とともに ESG イ

ンテグレーションのレベルアップを求められることになります。 

 

ESG インテグレーションに対する当社のアプローチは、運用プロセスの全般にわたり、トレ

ンドの把握、投資対象の分析、ポートフォリオの構築から企業とのエンゲージメント、議

決権の行使、お客様への報告まで、すべての段階に関わっています。投資判断を行う

者は真の意味で ESG インテグレーションを主体的に考える必要があり、当社ではファン

ドマネジャー、アナリスト、サステナブル投資チームが各運用チームの運用プロセスに

ESGの観点を組み込むために協力しています。以下に概要をご説明します。 

 

⁻ サステナブル投資チームが各運用チームと直接関わり、日常的にアドバイスを行うこ

とによって、めまぐるしく変化するベストプラクティスを踏まえながら、ESG がそれぞれの

資産クラス、運用哲学、市場に有意義な形で組み込まれるよう徹底します。リサー

チや分析、意志決定プロセスにESGの観点を取り入れる説明責任はそれぞれの運

用チームが負います。 
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⁻ ESG アナリストは、株式・債券アナリストと同様に、特定のセクターにフォーカスしてい

ます。これにより、各セクター特有の ESGの課題への理解が深まり、株式・債券アナ

リストやファンドマネジャーとともに ESG に係るリスクや機会を特定・評価し、企業分

析モデルに ESG 要素を組み込むことが可能となります。株式・債券アナリストには、

セクターに関連する最新の分析情報が定期的に共有され、常に最新の動向を企

業評価に取り入れられるようになっています。 

 

⁻ サステナブル投資チームは、さまざまなセクターや地域のテーマ別リサーチを定期的に

行い、最新の ESG 動向と、バリュエーションやリスクに対するその影響について投資

家への情報提供を行っています。 

 

⁻ サステナブル投資チームは、アナリストやファンドマネジャーが ESG に関するリスクと機

会を特定し、理解し、管理するため、独自のツールを提供しています。後段で詳しく

ご説明します。また、投資家に対して継続的な情報発信を行い、昨今関心が高く、

変化の激しいこの分野の動きをお知らせしています。このほかにも、社内 L&D システ

ム上で投資家向けに提供するトレーニングコンテンツ制作にも取り組んでいます。投

資家は個々人の目標に ESG トレーニングを組み込むことができます。 

 

⁻ 当社の株式・債券アナリストは、カバーしている証券に対するリスクや機会をそれぞれ

のリサーチ記録において分析しています。サステナブル投資チームは、ESG分析を強

化しベストプラクティスを促進するために、セクター別の評価・分析結果を運用チーム

と共有し、リサーチ記録を定期的にレビューするなどのサポートを行っています。 

 

⁻ 毎四半期、サステナブル投資チームは各ポートフォリオを ESG リサーチの専門会社

から提供される ESG 評価と照らし合わせ、評価情報を各運用チームに共有します。

第三者による ESGのリサーチが、各企業の ESGにおける評価を決定するものでは

ありませんが、さらなる調査や議論の材料になると考えています。 

 

独自のツール 

サステナブル投資チームは、アナリストやファンドマネジャーが ESG に関するリスクと機会

を特定し、理解し、管理するための独自のツールを構築しています。現在使用できる基

幹ツールが、株式と社債を対象とする「CONTEXT」と「SustainEx」です。 

 

⁻ CONTEXT は、幅広い論理的データに基づき、企業とそのステークホルダー（顧

客、サプライヤー、規制当局、環境、従業員、コミュニティ）との関係性を評価し、

各社のスコアを算出します。スコアは投資戦略によって変わります。CONTEXT は

柔軟なカスタマイズが可能な双方向ツールですので、アナリストがそのセクターに最

も関連性の高い ESG 要素を選択し、重み付けし、関連する測定項目を適用す

ることができ、そのうえで選択した測定項目や企業評価スコア、調整済ランキング

（規模、セクター、地域別）に基づく企業比較評価が可能です。アナリストは、
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CONTEXT のこうした独自機能を活かし、各自の専門知識を反映させた企業ご

との調整を柔軟に行うことができます。 

 

⁻ SustainEx はアワードも獲得したインパクト評価ツールです。企業が及ぼし得る

悪影響ともたらし得る利益を科学的に測定し、各企業が社会や環境に及ぼすイ

ンパクトを総合的に評価することによって、投資家は効果的に ESG 投資を行うこ

とができます。各企業が自らが属する社会に対してどの程度のプラスやマイナスの影

響を及ぼしているのか、表面化したコストが企業の自己負担になった場合に直面

するリスクを定量化します。 

 

企業分析 

当社は、伝統的な財務分析に加え、投資先企業におけるESG要素への対応や影響

度合いを分析することは、その企業のファエバリュー（適正価格）および長期的な収益

を創出する能力に対する理解の向上につながると考えます。シュローダーは、サプライヤ

ー、顧客、従業員、地域社会、環境、規制当局など、全てのステークホルダーとの関係

が持続可能な方法で管理されているかどうかに特に重点を置いています 

 

ソブリン分析 

各国やその政府が直面している社会的・環境的な背景は急速に変化しています。

様々なプレッシャーが強まるにつれ、効果的に社会や環境の変化に対応することの経済

的重要性が高まっています。関連する ESG の問題を把握・理解し、課題がどのように

対処されているかを評価することは、ソブリン・リスクの長期的な分析に資すると考えてい

ます。 

 

運用チームは、サステナブル投資チームが構築するテーマ型リサーチおよびツールを利用

できます。これらは、各国の ESG に関する実績のデータを容易に入手できるようにする

ために開発されたものです。サステナブル投資チームは、長期的な課題が地域ごとの経

済予測に及ぼし得る影響の定量化を目指す当社のエコノミスト・チームとも協働します。 

 

証券化商品の分析 

当社は、担保のキャッシュ・フロー、および証券化債券の構造がもたらす影響について深

く理解することが、規模と複雑性が非効率性の源泉となる市場において、リターンを生

み出す上での基礎となると考えています。ESG 要素を検討することで、担保の質および

キャッシュ・フローの持続可能性に関するより総合的な評価が得られます。大まかに言っ

て、証券化資産における ESG インテグレーションはある意味において存在していました

が、金融危機後は、証券化プロセスの質において文書化が強化され、規制により、

ESG に沿った融資も見られるようになりました、しかし、当社では適法性、公正性、目

的性、契約性、そして持続可能性の 5 つの主要な柱に基づく包括的なサステナビリティ

評価の枠組みを開発しました。 
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さらに当社のリサーチには、不可欠の要素として、ガバナンス、公正な融資か略奪的な

融資か、および消費者にとっての融資の健全性に関するレビューが組み込まれています。 

カウンターパーティの検討は、資産の検討やガバナンスの一部です。また、投資アイディア

のサステナビリティの評価を支援する目的で、資産ごとのモデル、監視および予測／トレ

ンド分析から成る独自の分析手法を開発しました。当社の運用プロセスは、証券化市

場全体、および各特定セクターの両方に関して、業績のドライバーとなる基礎的・技術

的な要因を特定することから始まります。基礎的な枠組みには、当社のサステナビリティ

分析の 5つの主要な柱が含まれます。 

 

保険リンク証券 

保険リンク証券は、個人の生活や個人が属するコミュニティに深刻な被害をもたらす、

主に自然災害や死亡・感染症リスク等の発生確率が極めて低い事象に対する（再）

保険とリンクしています。保険の基本的概念は、被保険者が属する様々なコミュニティに

影響を及ぼし得る事象のコストを分散させることにより、不測の事象に対して金融的保

証や補償を提供することです。リスク共有者（保険契約者）の数が多いほど、リスク移

転のコストは低く抑えられます。再保険と保険リンク証券は、リスク移転をより効率的に

行うために保険契約者数を拡大する手段として有効であり、保険リンク証券は個人の

不測の有害な事象に対する補償の購入コスト削減に役立ちます。また、保険リンク証

券のパフォーマンスと保険契約者の経験には正の相関関係が成り立っており、保険対

象の事象が発生しない場合、保険リンク証券の保有者はリターンを得ることができます。

災害等が発生した場合は、保険リンク証券によって調達された資金は、被災者の家族

やコミュニティの再建に利用されます。 

 

保険リンク証券の一部（CATボンドなど）はその性質上、それ自体がすでに気候変動

などの社会、環境動向の影響を受けています。当社は投資期間内に浮上すると考えら

れる社会、環境動向を調査、追跡し、リターンに与える影響を検討します。例えば、異

常気象の頻度と深刻度に関する当社の独自の見解を踏まえて自然災害モデルを調整

しています。気象に関連しない保険リンク証券については、倫理的・社会的問題が内

在する可能性のあるリスク（例えば、投資リターンが高額の宝くじ当選金の支払いリスク

にリンクした保険に依存するような場合）への投資の回避に努めています。 

 

転換社債 

転換社債は、債券から関連する一定数の株式に転換する権利が投資家に付与され

ているハイブリッド証券です。債券投資としての価値の補償性に、株式が生み出す可能

性のあるリターンを組み合わせたものです。転換社債を構成する個々の要素、すなわち

債券、株式および転換権を組み合わせることにより、固有のリスク・リターン特性を持つ

資産クラスが生まれます。基礎となる株式の価格が比較的低い場合、その転換社債は

より債券としての性格が強いものとなり、例えば株価の低迷期においては損失リスクが減
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少します。逆に株価が上昇すれば、転換社債の価格も上昇し、株式の性格が強まりま

す。 

こうした資産クラスとしての固有の特性から、ESG 分析は証券ごとに個別に実施され、

ある程度の柔軟性が必要となり、かつ、さまざまなツールを利用することになります。債券

に対する従来の ESG 分析では、運用期間にわたって影響を与えることになり、信用事

由とみなされる可能性が高く、バランスシートにも影響する重要事項に焦点を当てます。

例としては、大規模な訴訟や環境災害など、債券の発行者が事業免許を失うことにつ

ながる可能性のある行為またはリスクが挙げられます。転換社債に関して、当社は転換

の際の株式の評価に影響を与えることになる、長期的な ESG 関連課題についての評

価も含めます。この分析によって追加で特定される重大な ESG関連課題は損益計算

書に反映される可能性が比較的高く、売上高の成長、営業利益、投資水準、そして

税率に影響します。 

 

アクティブオーナーシップ 

シュローダーでは従来から実効性と責任あるアクティブオーナーシップを重要視しています。

企業価値に影響を及ぼし得る問題については、企業に疑問を投げかけ、異議を唱える

ことが重要であり、エンゲージメントと議決権の行使は当社の運用プロセスに欠かせない

ものです。 

 

株式の持ち分には議決権が伴い、その権利の行使は当社の一連の運用プロセスの柱

の一つです。議決権行使における最優先の原則は、顧客のためにリターンを向上させ、

顧客の最大の利益のために努力することです。社債については議決権が付与されてい

るケースが少ないものの、その必要が生じた場合は同じプロセスを実行します。 

 

企業はその所有者の最大の利益のために機能すべきであり、持続可能なビジネス・モデ

ルを維持するには債権者、従業員、コミュニティ、顧客、サプライヤー、規制当局、環境

を含めたその他ステークホルダーにも正しい配慮が必要です。 

 

シュローダーの「スチュワードシップ・コード・ステートメント」に、当社の世界の保有資産に

ついて、スチュワードシップの観点からのより詳しい取り組みを示しています。オーストラリア

（SIMAL）と日本については、国内の運用資産を対象とする独自のステートメントを

定めています。すべてのスチュワードシップ・コードを公表しています。 

 

企業とのエンゲージメント 

目的 

枠組みの中心にあるのは企業であり、当社は企業がステークホルダーとどのように関係

構築を行っているかを調査しています。シュローダーでは、ガバナンスが徹底され、透明

性、責任感、持続性をもって運営されていることにより、企業は長期的に健全な状態を

維持することができ、ステークホルダー価値の向上が実現されると考えています。 

 



 

 

10 
Environmental, Social and Governance Policy for Listed Assets 

エンゲージメントにおける当社の目的は、互いの理解を深め、当社が何を期待している

かを伝えること、あるいは必要であれば、当社が責任を負う運用資産の価値を守り、高

めるために変化を求めることです。当社の円滑なエンゲージメントアプローチには、その根

幹を成す 4 つの特徴があります。 

 

1 知識：企業の長期的な業績に重要な意味を持つサステナビリティの問題を真に把

握するため、アナリストやポートフォリオマネジャーの知識を活用します。 

2 関係性：投資先企業と長期的で強固な関係を築いています。当社には 2000 年

からエンゲージメントを行ってきた実績があります。 

3 インパクト：エンゲージメントによって得た洞察が投資案件に直接的に影響します。 

4 インセンティブ：エンゲージメントの効果が現われない場合は、当社にはその保有資

産を縮小あるいは売却する権利があり、もしくは投資自体を完全に回避する選択肢も

あります。 

 

当社は企業の株式・債券の価値に重大な影響を及ぼす問題に注目します。例えば、

従業員、顧客、コミュニティ、環境、サプライヤー、規制当局などの幅広いステークホルダ

ーに関わる問題もその一つです。ステークホルダーとの関係を監督するガバナンス体制と

経営陣の資質もまた、当社のエンゲージメントにおける重要な検討項目です。こうした

問題はテーマリサーチや企業調査、当社独自ツールにおけるステークホルダースコア、あ

るいはさまざまな議論への対応を通じて明らかになる場合もあります。 

 

当社のエンゲージメントは、問題の重要性と個々の投資先企業に対する当社のエクス

ポージャー（投資額や保有比率）に基づき優先順位を決定します。 

 

プロセス 

当社のエンゲージメントは、ポートフォリオマネジャー、債券・株式アナリスト、サステナブル

投資チームが行います。この数年の間に、投資家が行うエンゲージメントを支援するため

のツールも新たに開発しています。 

 

投資先企業へのエンゲージメントはまず、その企業に対する理解を深め、その企業に特

定のトピックに関する当社の立場を理解してもらうことから始まります。どの程度の変化を

求めるかは、その企業における当社の保有額や資本構造における立場によります。エン

ゲージメントは長期的に進捗を確認し、結果を体系的にモニタリングします。繰り返し働

きかけても意味のある進捗が見られない場合は対策を強化します。年次株主総会にお

ける経営陣に対する議決権の行使もその一つです。 

 

当社のエンゲージメントは地域によって異なる場合もありますが、通常、次のいずれかの

方法を用います。 

 

⁻ 投資先企業の代表者（取締役会メンバー、経営陣、IR 担当者、サステナビリティ

や環境など該当部門の責任者等）との個別面談。 
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⁻ 書面のやり取り 

 

⁻ 電話 

 

⁻ 投資先企業の顧問やステークホルダーとの協議 

 

⁻ 議決権行使 

 

⁻ 他の投資家との共同エンゲージメント 

 

⁻ 企業を対象にした啓蒙イベントや新しい報告形式での協力 

 

透明性 

当社のエンゲージメントは、サステナビリティに関する課題解決を支えるものです。従って、

すべてのエンゲージメントの結果を報告することが重要です。専任のサステナビリティ投資

チームはもちろん、各運用拠点が主体となって行ったエンゲージメントも含め、全社的な

エンゲージメント数を報告しています。 

 

このほか、議決権の代理投票を通じた発言権の行使や、サステナビリティに関する課題

に市場全体で取り組むための業界団体や政策立案への働きかけも報告の対象です。

こうした取り組みによって業界のベストプラクティスや新しいガバナンス基準、報告基準が

築かれます。当社が用いる手法や活動範囲をお知らせするため、四半期および年に 1

度発行する Sustainable Investment Reportにおいてエンゲージメントの結果を体系

的に報告しています。 

 

議決権行使：その範囲 

当社は、議決権を十分な検討のうえで行使する責任があることを認識しています。この

認識に基づき、投資先企業の議案を精査し、当社にその権限がある場合、受託者責

任を果たすため、お客様の利益に適うことを目的に議決権を行使します。 

 

投資先企業の経営陣を支持することを目指しますが、お客様の利益の最大化のために、

反対票を投じることもあります。 

 

反対票を投じる議案の多くは、企業が上場している証券取引所の規定による、企業

統治に係る問題が含まれています。これらの議案には、以下が含まれます。 

 

- 取締役の承認 

- 財務諸表の承認 

- 報酬制度の承認 

- 資本配分の承認 

- 組織変更、合併等の承認 
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また、会社側で決定される議案に加え、株主提案による議案に対しても議決権を行使

します。 

 

当社のコーポレート・ガバナンスアナリストは、各議案に対して、当社の議決権行使ポリ

シー（本書にて後述）を適用します。コーポレート・ガバナンスアナリストは、自身の専

門知識に加え Investment Association のガイドラインや Institutional Shareholder 

Services (ISS)等の外部リサーチおよび公開情報を利用します。このプロセスにおいて、

当社の企業アナリストおよび ESG アナリストによる自前のリサーチは重要な一部です。

コーポレート・ガバナンスアナリストは、関係するアナリストやファンドマネジャーの意見を求

め、投資先企業がおかれている状況の理解を深めます。 

 

最終判断は、運用者と企業統治スペシャリストが、お客様の長期的な利益に適うことを

目的にしたものとなります。 

 

当社はお客様のニーズに応えるために柔軟性を保つ必要性があり、シュローダーの各拠

点は議決権行使の取り扱いについて、お客様との合意のうえ、投票方針を決定するこ

とがあります。日本やオーストラリアはこのような拠点として挙げられます。 

 

当社のスチュワードシップ・コード宣言にて、この分野における当社の姿勢の詳細が公開

されています。日本とオーストラリアに関しては、両国の規制上の要件を反映した追加の

ステートメントを作成しています。 

 

議決権行使：具体的取扱い方法 

当社は、議決権を十分な検討のうえで行使する責任があることを認識しています。その

ため、議決権行使するメリットに比べ、市場慣行による煩雑な手続きが存在する（例

えば、議決権行使の対象となる株式の売買を制限するシェアブロッキング）または余分

な費用がかかる場合を除き、投資先企業の全ての株主総会にて議決権行使を行うの

が当社のポリシーです。 

 

例外の一つはオーストラリアにおいて現地運用を受託する一部の顧客であり、SIMAL

は同国の会社法その他の法令により議決権が行使できない場合、または合法もしくは

適切に解決し得ない利益もしくは義務の相反の場合、議決権を行使しません。 

 

当社では、全ての議決権行使の指示を電子的処理するために、外部業者が提供する

サービスを利用しています。また、定期的に当該業者との間の取り決めを精査し、同業

他社とのベンチマーキングを行います。 

 

議決権行使：利益相反 

当社は通常の事業活動の過程で利益相反が生じる可能性があることを認識し、全従

業員が法令を遵守すべき状況、全従業員がトレーニングを受ける機会、年に 1度見直

しを行うことなどを定めたグループ全体のポリシーを文書で定めています。グループポリシー
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に各国・地域の事情を加味した補足的ローカルポリシーも策定されています。より具体

的には、利益相反または利益相反とみなされる事象が株主総会における動議に議決

権を行使する際に生じる場合があり、その取り扱いには別途ガイダンスを必要とします。

エンゲージメントと議決権の行使に関する具体的なポリシーは以下の通りです。 

 

シュローダーでは、コーポレート・ガバナンスアナリストが株主総会での議決権行使に伴い

利益相反が想定される場合の状況の特定と監視に責任を負っています。 

 

ファンド、顧客、議決権行使先企業に対して当社自体に利益相反がある場合は、第

三者（当社が契約する代理投票プロセス・リサーチサービスプロバイダー）の提言に従

います。利益相反には以下の例が含まれます。 

 

⁻ 議決権行使先企業がシュローダーの重要顧客である 

⁻ シュローダーの議決権行使意思決定者が議決権行使先企業の取締役、主要株

主、影響力を持つ立場にある人物である 

⁻ シュローダーまたはその系列会社が議決権行使先企業の株主である 

⁻ シュローダーの顧客同士に利益相反がある 

⁻ 議決権行使先企業の取締役が Schroders plcの取締役を兼任している 

⁻ Schroders plcが議決権行使先企業である 

 

シュローダーのインベストメント・マネジメント部門とウェルス・マネジメント部門のプロセスや

管理体制を切り離すことで、顧客個人またはウェルス・マネジメント部門とビジネス関係

のある人物が、インベスト・マネジメント部門が行うコーポレート・ガバナンスに関する意志

決定に影響を及ぼす事態を回避できます。 

 

当社はファンドまたは顧客の利益のために、自社の利益にも資する可能性のある（また

はそうみなされる）議決権行使において第三者の提言を覆すべきと考える場合は、そ

の議決権行使の理由を文書で示したうえでシュローダーのグローバル株式責任者の承

認を取得します。第三者の提言が得られない場合は、ファンドの利益と考えられる議決

権の行使をします。ただしこれをシュローダーの利益に資する可能性のある（またはそう

みなされる）方法で行う場合は、前述と同じ手続きによって承認を取得し、理由を記

録します。 

 

ファンドが議決権行使の対象となる複数の側に投資を行っている場合は、当社は常に

そのファンドの利益のための行動を取ります。同一または複数のファンドマネジャーが運用

する複数のファンドがどちらか一方の株式を保有している場合は、ファンドマネジャーが該

当ファンドの最大の利益において議決権を行使します。 

 

利益相反の存在を確認した場合は、最終的にグローバル株式責任者がそれを無効に

したか否かに関わらず、書面で記録します。 
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議決権行使：お客様の選択・権限の委任 

当社は、お客様の運用収益向上のために、ESG インテグレーションおよびスチュワードシ

ップに重点的に取り組んでおり、お客様がシュローダーに議決権行使についての裁量を

一任することが適切と確信しております。 

 

しかしながら、お客様によっては議決権、エンゲージメントおよびコーポレート・ガバナンス

に関し、全てあるいは一部の権利を保持することがあります。そのような場合、お客様に

は外部の投票サービスを利用されるようお勧めします。 

 

当社では、議決権行使方針およびその適用に関するお客様との対話を歓迎します。 

 

ディスクロジャー 

当社は、透明性の確保は、効果的なスチュワードシップの重要な一部であると考えてい

ます。 

 

当社は、ESG に係る活動について、四半期ごとに Quarterly Sustainable 

Investment Report という報告書を作成しています。当該報告書にて、エンゲージメン

トの総件数および対象企業を、地域、種類そして業種ごとに分けて示しています。また、

進行中のエンゲージメントは非公開で行うのが最も効果的であるとの考えに基づき、す

でに終了したエンゲージメントの例のいくつかをケーススタディとして取りあげます。 

 

また、毎月、議決権行使実績に関する報告書を公開します。当該報告書にて、対象

期間中にあった株主提案による議案の詳細およびそれら議案に対する当社の投票内

容およびその判断の背景にある理由を開示しています。議案の詳細に注目することこそ

が重要です。 

 

さらに、当社の報告書類の一部として、年次報告となる Annual Sustainable 

Investment Report を作成しています。当該報告書にて、当社のスチュワードシップに

係る行動の詳細、様々な資産クラスにわたって実施された ESG インテグレーションへの

取り組み、テーマ型のリサーチ資料、詳細なケーススタディ、エンゲージメントにおける進

展、特筆すべき議決権行使の例、株主提案による議案における投票実績、業界での

取り組みへの参加や他の投資家と共同で行ったエンゲージメント等が開示されています。 

 

これら全ての報告書は、以下の当社ウェブサイトにて公開されています。 

https://www.schroders.com/en/about-us/active-ownership/sustainability-
analysis-in-practice/ 
 

また、個別運用の機関投資家のお客様向けに、ポートフォリオにおける議決権行使の

実績や投資先企業に対するエンゲージメントについてのより詳細な報告も提供されます。 

 

シュローダーは、金融関連業の業務委託先の内部統制についての保証報告書を作成

する際の指針（AAF 01/06 Guidance）に基づいて、当社のエンゲージメントや議決
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権行使のプロセスに対する意見書を、英国会計士協会（ Institute of Charted 

Accounts in England and Wales）から取得しています。 

 

投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本

を毀損する場合があります。すべての投資には、元本割れのリスクを含むリスクが伴います。 

 

貸し株 

当社は、貸し株を行いません。 

 
 

スクリーニング・除外 

シュローダーでは、以下の国際条約を全面的に支持しています。 

⁻ クラスター弾に関する条約（2008 年）：クラスター弾の製造、貯蔵、移転および

使用を禁止 

⁻ 対人地雷禁止条約（「オタワ条約」、1997年）：対人地雷の製造、貯蔵、移転

および使用を禁止 

⁻ 化学兵器禁止条約（1997 年）：化学兵器の使用、貯蔵、製造および移転を

禁止 

⁻ 生物兵器禁止条約（1975 年）：生物兵器の使用、貯蔵、製造および移転を

禁止 

 

当社がこれら兵器の製造、貯蔵、移転および使用に関与している企業の証券を、その

事実を知りながら保有することはありません。ただし、事業活動または製品がこれらの目

的に使用される可能性があるのみの場合、またはそうした活動や製品がこれらの用途を

念頭に実施または製造されていない場合には、当該企業の証券を保有から除外するこ

とはありません。 

 

シュローダーは、このポリシーを当社が直接管理・運用している全てのファンドに対して適

用します。時として、当社が把握している企業以外の証券が、お客様や各国政府によ

って認識されることがあります。このような証券は、当該お客様や国に係るポートフォリオ

について、購入禁止銘柄として扱われます。クラスター兵器等への関わりのため、投資

対象にしていない企業については、以下の当社ウェブサイトにて公開されています。 

http://www.schroders.com/sustainability 
 

当社は、特定の業務に関わる企業を投資対象とするべきではないとの考えを持っている

個別運用のお客様がいらっしゃることを認識しています。そのようなお客様からの依頼に

基づき、特定の倫理的な観点からのネガティブ・スクリーニングや排除措置を幅広く実施

しています。その際、いくつかのデータ元を多用することにより、お客様の評価基準が最も

正確な形で反映されることを確認にしています。 
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上記のグループ全体としての制限に加えて、SIMAL では現地運用するファンドについて、

核兵器およびたばこも排除しています。制限対象の一覧は同社ウェブサイトで閲覧でき

ます。 
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コーポレート・ガバナンス：当社の基本原則 
 

以下のページでは、議決権行使にあたり投票内容を決定する際に当社がコーポレート・

ガバナンスの観点から考慮する点を述べます。すべての点において、当社はお客様の利

益を高めるために議決権を行使し、行動するという最重要原則に従います。 

 

戦略、業績、透明性および一貫性 

企業戦略の焦点 

企業は株主に対し十分な収益を長期にわたり生み出さなければなりません。また、長

期的に価値を創出する、実行可能なビジネス・モデルを維持するためには、企業は債

権者、従業員、地域のコミュニティ、顧客、仕入れ先や規制当局等のステークホルダー、

そして環境に対して然るべく配慮をしなければなりません。 

 

もし、企業が資本コストを上回る収益を実現させていないか、また将来にわたりその見

込みがないのであれば、企業は業績の改善に努めるか、税効率の優れた方法で株主

に資本金を返還することを考えなければなりません。 

 

株主の利益 

当社は株主の権利を大幅に減らす、あるいは株主の利益を損なうと思われるいかなる

提案または行動に対して反対します。 

 

企業の大規模な改編もしくは株式価値を大幅に希薄化する、もしくは既存株主の経

済上の利益または所有権を侵害するような取引については事前に株主の承認を得な

ければなりません。 

 

重要ではないと合理的に判断される場合を除き、いかなる関係者間の取引も、個別に

事前の株主承認を得ずに実行してはなりません。関係者間の取引を実行する場合も、

取締役会による適切な監督と定期的な見直しが必要となります。 

 

株主が議決権行使するにあたり、事前に情報を得てから判断できるように、企業は議

案に関する十分、かつタイムリーな情報を提供しなければなりません。 

 

企業は自社の株式を安全に所有できる方法を投資家に提供しなければなりません。

更に、株式の所有権移転に関し不当な制限を課してはいけません。 

 

株主への報告 

会社の年次決算報告書は関連する会計原則に基づき適正に準備されなければなりま

せん。 

会社は株主に対し明確に情報を提供しなければなりません。この義務には質の高い財

務報告書を作成し、適時に必要な情報を提供することも含まれます。会社の財務内

容の透明性、信頼性、完全性は投資家に高く評価されます。 
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監査人 

会計監査は株主に対し価値ある保護を提供し、財務内容の完全性を確認するもので

なければなりません。 

 

客観性と会計に対する厳しい評価を行うことを目的とするため、監査人は独立した存

在でなければなりません。独立性が利益相反のために損なわれるか、損なわれたとみな

されれば企業の監査人としての適格性が問題となります。例えば、監査業務以外の仕

事の水準が必要以上に高い、または不適当といった場合、あるいは監査人ないし関係

個人がその企業と繋がりがある場合に、独立性が毀損される可能性があります。また、

独立性を確保するため、監査役の在任期間も評価する必要があります。 

 

内部統制 

企業が直面するリスク水準とその企業が当該リスクを管理する方法によっては企業価値

に重大な影響を与え、会社の存続の可否を決定しかねません。当社はリスクをとる必

要性を十分認識していますが、リスクはうまく管理されなければなりません。また、リスクに

関して内部統制体制が確立されていなければならず、それにより会社の経営陣や取締

役は事業の実態を承知していなければなりません。 

 

取締役会と経営陣 

地位と役割 

当社のお客様の資金が投資されている企業の取締役会は戦略上の方針、リーダーシッ

プおよび経営陣の資質、リスク管理、ステークホルダーとの関係、内部統制、その会社の

業績等に関して検討し、適宜見直しを行わなければなりません。 

 

取締役会のメンバーは、独立性をもち、有能かつ必要な経験を有していなければなりま

せん。 

 

取締役会あるいは監査役会は（組織としても、その構成メンバー各人としても）株主

に対し説明責任があります。 

 

当社が取締役会またはその企業に関する未解決の問題を認識している、あるいは懸

念事項がある場合、通常、役員ないし経営幹部の解任あるいは免責について支持を

することはありません。 

 

取締役会（ないし監査役会）の各構成メンバーは少なくとも 3 年ごとに再選のため、

株主総会で立候補しなければなりません。当社は基本的に年次での選任のみを支持

します。 

 

会社は取締役の経歴について十分な情報を投資家に開示し、当該取締役がその企

業に貢献できるかについて適正な判断を行えるよう、定期的な取締役会の評価を行う

必要があります。 
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取締役会のメンバーは責務を効果的に執行するために、その役割に専念するに必要な

時間を十分確保できる状態にないといけません。複数社の外部取締役を務めている場

合、十分な時間を確保できない場合があります。 

 

取締役会のリーダーシップ 

当社は、取締役会のリーダーシップと、企業自体のリーダーシップが分かれていることを選

好します。企業の経営陣に対して取締役会が持つ、監督機能・牽制機能を重視して

いるためです。取締役会の会長と、最高経営責任者（CEO）が同一人物の場合、

株主からの問題を提議する役割をもつ、筆頭独立取締役が任命されるべきです。 

 

取締役会の構成 

取締役会は役員の多様性およびバランスを考慮しなければなりません。 

 

⁻ 如何なるグループも取締役会および監査役会を支配できないよう構成上のバランス

がとられていなければなりません。 

 

⁻ 取締役会または監査役会には、真に独立した社外取締役が相当数存在する必

要があります。企業と取締役会は、性別、民族、セクシュアリティ、思想を超えて多

様な組織であることを示すことができなければなりません。取締役会は、取締役会の

多様性を監視するだけでなく、社内の取締役候補その他の人材をこれらの尺度に

照らして管理すべきです。 

 

取締役会におけるジェンダーの多様性は、現在グローバルに共有されている最も透明性

の高い指標のひとつです。当社はこの分野で十分な進歩を達成できていない個々の取

締役会に対して積極的に反対投票を行い、彼らに説明責任を果たさせるようにします。 

 

独立した外部取締役が存在することで、いかなる個人ないし独立性を有しないグループ

も取締役会の中で制限のないまたは圧倒的な権限を持つことがないよう、株主に対し、

一定の保護と安心感を与えることができます。独立性は個別に評価しますが、概して 9

年を超えた取締役メンバーは独立性を有していないものとみなします。しかしながら、独

立性の問題はそれ自体が取締役会メンバーとしてその個人の貢献する能力を測る指

標ではありません。 

 

取締役会の実績評価 

取締役会メンバーを人選、交代、維持するプロセスは透明性があり堅固で厳格でなけ

ればならず、ビジネスの場で成功を収めているような人物に重点を置きつつ、取締役会

の構成が適正かつ健全であることを確保できるものでなければなりません。 

 

取締役会は定期的に自分たちの実績の振り返りを行うよう求められます。実績の振り

返りというものはアカデミックな仕事であってはなりません。振り返りを行うにあたり、個々

の役員の活動実績とともに取締役会全体としての実績も検討しなければなりません。ま
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た、各取締役についても、当該企業の経営戦略を進めるために相応しい能力が備わっ

ていることも確認にするべきです。 

振り返りの結果、発見された問題点は必要に応じて組織の変更または担当者の変更

により解決しなければなりません。当社は、取締役会のメンバーの継続的な入れ替えを

提唱しています。在任期間の異なるメンバーが集まることにより、様々な観点からの意

見が協議され、取締役の秩序立った継承が確保されます。 

 

実績を振り返るにあたり、経営陣の客観性や積極性が不十分と思われる場合、役員

の選任に反対し、交代を要求することがあります。 

 

委員会 

取締役会は監査委員会及び報酬委員会を設置すべきであり、理想的には、過半数

は独立した社外取締役で構成する必要があります。 

 

後継計画 

企業の成功はその人材、特に経営陣の質と成果によりもたらされると言えます。取締役

会は経営陣に関する短・中・長期の後継計画を策定し、適宜更新していく必要があり

ます。 

 

後継候補となる人材は定期的に観察、評価されるべきと考えます。後継候補の人材

には多様性が求められます。 

 

取締役会は経営陣の実績を評価し、その成績に対する責任を持たせるという重要な

役割を負っています。十分な業績を達成できていない企業は、その経営陣の実績を見

直すことが重要と考えます。役職員の異動はどのような組織でも不可避の出来事です。

各人は自分たちに与えられた役割を適切に果たし、継続するためのしかるべき技量、能

力あるいは勤務態度を有していないか、もはや有していない可能性があります。これは

組織における全ての階層に当てはまることです。 

 

また、同様に重要なのは、取締役会が、企業の長期的な成功を見据えた経営が行わ

れていることを確認することです。取締役会は、この観点で経営戦略を評価し、CEOの

在職期間を超える時間軸に基づく経営判断の影響を協議する必要があります。 

 

取締役会は、それ自体もまた、厳格な後継計画および能力に基づいた評価の対象と

なるよう徹底すべきです。また、定期的に外部取締役を新しく任命するよう努めるべきで

す。 
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資本金 

資本金の有効活用 

企業は資本金の加重平均コストを上回る、資本に対する収益を上げなければなりませ

ん。 

 

企業は、資本コストを最小限に抑えた効率的なバランスシートを管理する必要があり、

借入金が負債のリスクを十分に考慮した水準となってなければなりません。 

 

企業が資本の効率的な活用が現在できていないか、また将来にわたってできる見込み

がない場合、株主に資本金を返還することも考慮に入れなければなりません。そうすれ

ば株主はその資本金をしかるべき収益を生み出す投資に振り向けることができます。 

 

余剰資本金は企業価値を毀損させるような買収に使用されるべきではありません。 

 

株式の発行 

会社は無制限ないし巨額の増資、あるいは金額の確定しない優先株の発行を許容す

る包括権限を求めてはなりません。 

 

新たに株主資本クラスを作る場合、それは十分に正当化されなければなりません。 

 

新株優先引受権 

新株優先引受権は投資家保護の重要な手段です。当社は、英国の投資先企業に

ついては、Pre-emption Group（ロンドン証券取引所、機関投資家や上場会社等か

らなる自主規制団体）による新株引受権の取り扱いに関するガイドラインへの遵守を

求めています。 

 

先取特権を履行して、まず株主割当を行うことをせずに現金ベースである程度の金額

の新規株式発行を行う柔軟性を会社が持つことは妥当であると当社では認識していま

す。 

 

従って、先取特権のない新規株式発行限度は市場のガイドライン、または慣行で認め

られる範囲内であるべきで、もしそのガイドラインあるいは慣行が存在しない場合、10％

未満をその限度とすべきです。 

 

この限度を超えて、先取特権のない株式発行権限を求める場合、そのような発行

（直接発行するか、例えば転換社債、ワラントの発行によるか、または業者割当による

か）が企業により既存株主の最大の利益になるとの合理的説明がされた場合に、当

社として検討することになります。 

 

株式議決権 

会社は特別議決権、黄金株あるいは分割資本金の仕組みを導入し、維持する場合

には、それを正当化するに十分な理由付けを提供しなければなりません。 
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企業幹部の報酬 

会社の上級幹部に関する報酬の取り決めを検討するにあたり、当社では報酬全体の

仕組みを考慮するとともに、実績報酬が株主の利益に結びついているかを確認します。 

 

当社としては高度の手腕を有する上級幹部の価値を認めるもので、最高の人材を採

用するには、会社が人材市場での競争に勝つ水準の報酬を支払うことが必要であると

認識しています。しかしだからといって上級幹部に対し不当な利益移転が正当化される

ものではありません。幹部の貢献が不十分の場合、その役割での継続は見直されるべ

きで、必要とあれば解任されなければなりません。 

 

報酬スキームを提案するにあたり、報酬委員会ならびに取締役会は特に以下の点に気

をつけなければなりません。 

 

⁻ 株主利益を過度に損なうことになりかねない、あるいは過大かつ不当なコストを生じ

させる取り決め、または方針を策定してはならない。取締役、上級幹部および従業

員に対する株式発行のコミットメントによる平均希薄化率は年率 1％を超えないこと

が望ましい。 

 

⁻ 全体の報酬額の決定主因は実際の企業業績、特に平均的な業績を上回る実績

を達成したかに注目し、それにリンクさせること。 

 

⁻ 企業幹部における積極的な自社株保有を奨励し、従業員による自社株の保有を

社内で広めることを目指していること。 

 

⁻ 株主価値を積極的に毀損するような取り決めを避けること。 

 

⁻ 報酬については長期的要素と短期的要素をうまく組み合わせつつ、長期にわたる持

続的な業績に対する報酬に重点が置かれていること。 

 

⁻ 一年を超える報酬を取り決めるようなサービス契約や条文の締結は避けること。但

し、例外として継続雇用期間を定めるにあたり、一定の期限内での長期雇用が望

ましい場合を除く。 

 

⁻ 独立した外部取締役により構成される報酬委員会を任命すること。この委員会は

常勤取締役と上級管理者に関する報酬方針を決定し、取締役会に提案する責

任を負う。 

 

⁻ ストックオプションの行使価格の改定や調整、条件の変更等は行ってはならない。 

 

⁻ 幹部の実績を測定する方法として、企業の将来の業績に貢献する可能性ではなく、

実際の結果に注目した財務指標や ESG指標を利用すること。 

 

⁻ 会社と株主の長期的な成功に対するフォーカスが薄まることがないよう、多数の測定
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基準による複雑な評価方法の利用を避けること。 

 

⁻ 取締役会のメンバーに対する長期的な実績報酬の取り決めにおいて、第一義的に

会社全体の業績に注目したものとし、それから個々人の担当部門における業績を

考慮したものにすること。特定の事業やプロジェクトに対する特別な報酬スキームが

原因で、会社全体の業績や株主価値との整合性が損なわれる可能性があります。 

 

⁻ パフォーマンス・権利確定期間が 5 年以上の株式で支払われる長期的な実績報

酬。 

 

環境的・社会的評価と議案 

 

当社では、環境的・社会的評価および議案を下記のフレームワークに基づき、事例ごと

に精査します。 

 

1. 重要性 

ESG に係る行動は、経営の質を決定する重要な要素であると考えています。

セクターおよび企業運営を可能にしているステークホルダーとの関係性という観

点から、企業に関連する課題を中心に取り組みます。 

 

2. 透明性 

ビジネスに影響を及ぼす ESG 関連課題に対する、企業の捉え方や取り組み

を理解するうえで透明性が重要であることから、企業の透明性確保を支持し

ます。 

 

3. 知識の非対称性 

アクティブ・オーナー（積極的株主）として、環境的・社会的評価を高める行

動を促進することを目的に企業とのエンゲージメントを行います。一方で、広範

な経営管理システムや ESG 関連課題という枠を超えて、企業は日々の業務

に係る知識やこれらの課題に対する見解を有していることを認識しています。こ

れを踏まえ、当社では、企業に対してマイクロマネジメントを行うのではなく、

ESGに係る行動についての監査・ガイダンスを提供します。 

 

4. ESGのベストプラクティス促進との整合性 

セクター間、企業間の相違を認識したうえで、当社は議決権行使やエンゲー

ジメントを通して企業の ESGのベストプラクティス促進に努めます。 

 

5. 方策の実施と進捗の確証 

透明性が重要であるなか、さらに ESG に係るリスク軽減に向けた進捗の確証

を得るため、当社では企業が公表した方策や活動が、有効に実施されている

か再確認を行います。 
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6. 責任ある行動 

企業にベストプラクティスを促す一方で、大企業や多国籍企業は、環境・社会

配慮を巡り論議を呼ぶ場合があることも承知しています。このような事象が起こ

った場合、当社では、当該企業が問題の原因を把握し、以後論議が起こる

可能性を最小限に抑制するための経営システムが、事前に強化されていること

を示す証拠を模索します。 

 

その他の環境的・社会的課題 

気候 

パリ協定で合意された目標に沿って、気温上昇を産業革命以前の水準から 2℃以内

に抑えることは、世界の経済および社会が直面する最も喫緊かつ重大な課題の一つで

す。当社は、この目標の達成に貢献すると考える取り組みを支援します。 

 

当社の分析から、気候変動は大多数の企業やセクターの事業環境に著しい影響を及

ぼすことになる重大な構造的課題であることが明らかとなっています。この課題にどう対

処するかによって、大きな勝利を収める企業と、大きな敗北を喫する企業が生まれるこ

とになると考えています。当社は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に賛

同し、この枠組みの主要な要素について報告を行うよう、企業に働きかけを行います。

また、業界団体への加盟やロビー活動を行う集団との協働を通じて、気候変動に関す

る各企業の公約との連携に努めます。当社は参画や投票を通じて投資家としての影

響力を行使することにより、各企業が気候変動関連の主要リスクに対して講じる取り組

みを策定し、そうした取り組みを実行するよう促します。気候変動が重大なリスクである

にもかかわらず、取締役がそれに対して十分な対策を講じていることを広く行動で示すこ

とができていないと判断した場合、当社は通常、その企業の取締役に反対する投票を

行います。 

 

国連グローバル・コンパクトの違反：人権、労働、環境、腐敗防止 

当社は、企業が人権を尊重し保護すること、適正な労働環境を確保し労働者の権利

を支持すること、環境上においてより大きな責任を果たしていくこと、および腐敗防止の

ための堅固な対抗措置と慣行を備えていることの重要性を認識しています。国連グロー

バル・コンパクトの署名機関として、世界的に採択・合意された国連グローバル・コンパク

トの 10 原則に沿って、企業が業務と戦略を進めることを担保できるよう尽力しています。

ESG インテグレーションおよびアクティブ・オーナーシップ・プロセスを通じて、当社は企業

がすべてのステークホルダー（顧客、納入業者、環境、規制当局、従業員、地域コミュ

ニティ）とどのように関わり合おうとしているのか、そしてそれが各企業の長期的な成功に

（プラスとマイナスの両面において）どのように寄与する可能性があるのかを検討します。

国連グローバル・コンパクトの諸原則はこの枠組みの中に組み込まれています。当社の

包括的なアプローチは 10 原則を超えて、より幅広い課題も取り入れています。こうした

分析によって得た情報を基に、各社への働きかけを行います。その企業の事業慣行が

持続可能でない可能性があると判断した場合、当社は経営陣に対して定期的に関与
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し、彼らの計画をより深く理解するとともに、より責任ある行動を促します。そして、講じら

れた措置が適切でないと判断した場合には、個々の取締役に対して反対の投票を行

います。 

 

生物多様性 

植物と動物の多様性、ならびにその生息地は、私たちの日々の暮らしにとって欠かせな

いものです。それらは食物、水、きれいな空気、住まいや医薬をもたらします。生物多様

性の喪失と生態系の変容は、動物、植物、そして人間の伝染病リスクを高める可能性

があります。森林の伐採、土地利用の変化、農業集約度の向上、過密人口、気候変

動、および公害は生物多様性の喪失につながると認識しており、そのため当社の ESG

分析ではこれらの要素を検討に含めるとともに、事業慣行が持続可能でないと考えられ

る企業に対しては働きかけを行います。 

 

水利用 

水は人と生態系の健康にとって極めて重要なものです。多くの産業プロセスで必要とさ

れるだけでなく、食物やエネルギーの生産に不可欠であり、廃棄物処理に重要な役割

を果たすとともに、さまざまな形態の再生にも不可欠です。地球の表面の約 70%は水

に覆われていますが、人間と企業が消費可能な水はこのうちの 1%にも満たず、しかもき

れいで新鮮な水は減少しつつあります。その一方で、農業や世界人口の増加、経済発

展により、水の需要は高まっています。供給側と需要側の双方からの圧力が存在するこ

とは、希少となったきれいな水の調達に困難を感じている企業にとって水がますます重大

なリスクとなりつつあることを意味します。 

 

水リスクの把握と管理は、企業の事業継続能力にとって不可欠となる可能性がありま

す。そのため当社の個別企業の ESG 分析では、企業の水集約度、事業地域におけ

る希少性、および自社の水利用の管理を目的とした企業戦略のすべてを取り上げてい

ます。当社はさらに、水リスクについて企業への働きかけも行っています。 

 

課税 

税金は、おそらく最も明確な企業による社会貢献の一つです。税金は国によって社会

へと再び投資され、欠かすことのできない公共サービスを提供します。当社は、企業が

責任ある形で行動し、オープンかつ透明性のある方法で税務を行うことが重要であると

考えています。当社のアナリストが ESGに関する実績を検証する際に利用できるツール

には責任ある納税の要素が反映されており、また企業とのエンゲージメントにも定期的

に盛り込まれています。 

 

抑圧的な体制 

抑圧的な体制とは、いずれも体系的な人権侵害と結び付いている体制であり、しばし

ば法の支配や表現の自由の欠如、あるいは土地に対する権利の侵害がみられます。

ESG インテグレーションおよびアクティブ・オーナーシップを通じて、当社は企業が抑圧的
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な体制が支配する国々で事業を行っているか、あるいはそうした国々にサプライチェーン

を有しているかの把握に努めます。 

 

当社は EU、国連、英国財務省（HMT）、および米国財務省外国資産管理局

（OFAC）が導入している制裁体制を順守しています。 

 

その他の問題点 

株式公開買い付け 

企業買収は効率的な市場において重要な役割を果たします。しかしながら、買収が必

ずしも株主にとり価値を生み出すものとは認識していません。そのため、個々のケースで

そのメリットを判断しなければなりません。検討すべき点は会社の経営者の資質、会社

の株価や投資家の長期的な見通し、そして、最終的には提示された株価がお客様の

最大の利益となり得るかです。 

 

毒薬条項と買収防衛策 

毒薬条項、買収防衛策、他同様の取り決めはどちらかと言えば会社の所有者より現

経営陣の利益のために存在し、多くの場合株主の利益に反しています。このような取り

決めは採用されるべきではなく、また、既に存在するものであれば取り除かれるべきです。 

 

会社定款／規則／規約 

定款など、会社の規約を定めた文書は株主の利益を保護するもとになる重要な書類

です。この書類に変更を加える場合、それを正当化するだけの理由が必要とされます。 

 
 


