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2インターナショナル・エクイティ運用戦略チーム

私たちは20年以上にわたり、投下資本利益率の継続性に関わる重要な課題
に関して、企業に直接エンゲージメント（対話）を行ってきました。私たちは集
中的な（つまり銘柄数が少ない）ポートフォリオを運用する長期投資のアクティ
ブ・マネジャーであるため、経営陣に財務面および重要なESGトピックについ
てエンゲージメントを行い、より良い慣行に向けて企業に影響を与えることが
できる絶好の立場にいると信じています。

私たちは、長期にわたり高いリターンを創出し、お客様にとってのより優れた成果（アウトカム）を提供することを目指

しています。そのためには、企業が今だけでなく5年、10年、さらには20年後にも、より優れた成果を提供できるかど

うかを注視して投資する必要があります。継続的な売上、価格決定力、優れた経営能力を有し、長期的に優位に立つ

ための特性を持つ企業を支持します。そして、ESGの効果を管理・改善するために投資していくことも重要です。私た

ちの見解では、企業と経営陣が財務面および財務面以外での重要な分野で成果をあげられるかどうかを理解するため

には、ポートフォリオ・マネジャーが中心となり直接エンゲージメントを実施することが不可欠であると考えています。

その性質上、クオリティの高い銘柄はインデックスに含まれる平均的な銘柄と比較して、逆境となる潜在的なイベント

にさらされる機会が少なくなっています。私たちは、マクロ経済や政治、規制の環境を変えたり、予測したりすることは

不可能ですが、見つけられる範囲内で保有する銘柄が最も堅固であること、そして逆境を予測し、影響を和らげ、耐久

性を備えた経営陣を擁する企業を選択することは可能であると考えます。短期的に株式を「借りる」のではなく、長期

的に保有するアクティブ運用のポートフォリオ・マネジャーは、短期的なノイズやデータを排除し、長期的なリターンに

関連した重要な原動力を探し出すのに長けています。

企業の経営陣と面談することの重要性：これは、世界有力企業の最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、

会長と会う機会を入念に準備し、実践的に活用することを意味し、このような交流を機会として、私たちが立てた仮説

を検証し、誠実さを測り、経営陣の戦略、資本配分、投下資本利益へのコミットメント、そしていかに役員報酬が支払

われるかを理解することを意味します。2022年上半期も引き続き、単に財務的な話題にとどまらず、多様性、公平性、

包括性、脱炭素、生物多様性、役員報酬、サプライチェーン管理など、様々なESGのテーマで企業経営者とのエンゲー

ジメントを行いました。

私たちは包括的なアプローチとっているため、通常、特定の面談で複数のトピックについて企業とエンゲージメントを

行なっています。ESGエンゲージメントの内、環境関連が65％ 1、社会関連が38％、ガバナンス関連は40％を占めて

います。次のページからは、2022年前半に行われた注目に値するエンゲージメントの実例をご紹介します。

ENGAGEMENT 
IS OUR EDGE エンゲージメント（対話）は

私たちの強み

1ﾠ インターナショナル・エクイティ運用チームは、「エンゲージメント」を「経営陣もしくは執行権を持たない取締役との対話」と
定義しています。企業のIRチームやサステナビリティチームと、エンゲージメントが行われる場合もあります。
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エンゲージメント

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント3

英国を拠点とする生活必需品関連の保有企業の 
一社では、役員報酬が継続的な課題となっています。 
私たちは、長年にわたりポートフォリオ・マネジャー
主導で、企業の報酬問題に関してエンゲージメント 
に取り組んでおり、短期的な戦略よりも長期的な 
成功を優先するため、インセンティブ制度をどのよ
うに構築すべきかを理解しています。何が有効で、 
何が長期的に複利的に成長するための潜在性を脅か
すかを把握しています。

課題
私たちの見解では、ほとんどの経営者は受け取った報酬通りに行動する傾向
があり、つまりインセンティブは株主利益への貢献に沿った報酬にする必要
があります。私たちは、長期的に企業を保有したいと考えており、評価指標と
して一株当たり利益（EPS）に、過度に依存するインセンティブ制度には慎重
な姿勢をとっています。経営陣がEPSに基づいて報酬を受ける場合、負債の
増加や買収など、株主の長期的リターンを犠牲にしてまでも、短期的な戦術
で収益を操作する欲望に駆られる可能性があります。私たちは、勤続年数や
毎日出社する能力の高さが、報酬を与える十分な理由になるとは考えていま
せん。むしろ、資本利益率（ROE）目標の達成や、環境・社会的目標の達成
に対して報酬が与えられることを望みます。

行動

私たちは、同社の役員報酬体系の変更を、以前から求めていました。以前の
エンゲージメントにおいては、長期インセンティブ制度（LTIP）において、EPS
に固定化することは長期的な業績に資するものではなく、測定可能な環境・ 
社会指標の欠如が、これらの分野における進歩の妨げになることを主張して 
きました。また、（オプション・パッケージの潜在的価値を考慮した）報酬の額
についても、同社の最近の業績に沿わないと感じ、懸念を表明しました。私
たちは、以前にもこの報酬制度に反対票を投じ、不同意を表明しています。

LIGHT AT THE END
OF THE TUNNEL
グローバル・フランチャイズ運用戦略ﾠ|ﾠグローバル・クオリティ運用戦略
グローバル・サステイン運用戦略ﾠ|ﾠインターナショナル・エクイティ運用戦略
インターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略ﾠ|ﾠインターナショナル・レジリエンス運用戦略

役員報酬

著者

NIC 
SOCHOVSKY
マネージング・ 
ディレクター

E S G

有意義な変化を 
もたらすことは、 
忍耐と粘り強さが 
要求される反復的な 
プロセスです

トンネルの出口に見える光
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結果
私たちは、変化が一夜にして起こるものではないことを十分認識しています。有意義な変化
をもたらすことは、忍耐と粘り強さが要求される反復的なプロセスであることを理解してい
ますが、長期的な投資期間の視野を持つアクティブ・マネジャーとして、私たちは積極的に 
対応していきます。

今年初めに、報酬委員会の責任者とエンゲージメントを行った際、EPS目標が報酬制度から
外され、脱炭素化と持続可能な製品イノベーションの目標がLTIPの重要な部分を占めるよう
になったと聞き、喜ばしく思いました。さらに、同社は執行取締役が利用できるLTIPの最大
機会を減らしました。

私たちは、まだやり遂げなくてはならないことが多数存在する現実を認識しており、長期的
に株価パフォーマンスの向上に有効と考えられる、より合理的な経営指標を推奨し続けるつ
もりです。しかし、不完全な世界では、特に前年同期比の改善が見られる場合、完璧さを求
めることで、何が合理的かを不明確にすべきではありません。提案は、売上の伸び、収益率、
ESG要素を含め、比較的バランスの取れた計画になったと考えています。会社の進歩を奨励
するために、私たちは今年の報酬制度に賛成票を投じました。
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私たちは、保有するノルウェーの生活必需品関連企業と面談し、アクア
フィード（魚の飼料）において生物多様性と気候変動リスクのより優れた
管理を奨励し、業界の耐久性を構築するためにより広範な産業の変化を
支援しました。

課題
魚介類を養殖する水産養殖業は、人間が消費する魚の半分以上を占める急成長の食品生産分野であり、そのか
なりの部分をサーモンが占めています。かつては、高級食材とみなされていたサーモンの世界消費量は現在、
1980年の3倍にのぼります。

サーモンの養殖は、他の多くのタンパク質源よりも資源集約性が低く、1ポンドの牛肉を生産するために必要な飼料
が6～10ポンド（2.7～ 4.5kg）であるのに対し、1ポンドのサーモンを生産するために必要な飼料は1.15～ 1.7ポンド
（0.5～0.8kg）となります。それにもかかわらず、その飼料の調達は業界に重大なリスクをもたらします。

その理由は何でしょうか。水産飼料の生産にまつわる主要なESG関連問題は、この分野で事業を行う企業に財
政的な影響を既に及ぼしているか、及ぼし始めています。魚の飼料の主成分は、魚粉と魚油（FMFO）と大豆の
ような植物成分で構成されています。魚粉の使用は、天然魚資源（主要原料）と海洋生態系を圧迫しており、現
在では資源の3分の1が乱獲されていると考えられている2一方で、極端な気象条件は変動の激しい魚粉価格の
一因となっており、2006年以降では 118％もの上昇が見られます。飼料コストが生産コストの最大50％を占め
る可能性がある点を踏まえると、これはサーモンの養殖産業に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、使
用する植物性原料の増大は温室効果ガス排出量の増大につながり、森林伐採や温室効果ガス排出量の増加に

生物多様性／ 
環境に対する影響

E S G

FISHING FOR
INFORMATION
インターナショナル・エクイティ運用戦略ﾠ|ﾠインターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略

著者

FEI TENG
シニア・
アソシエイト

気候変動による 
物理的影響

2ﾠ出所：FAIRR 2022年：「Oceans and Biodiversity Impact Report」

情報収集
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2022年 秋号

インターナショナル・エクイティ運用戦略チーム 6

関連する風評被害を受けるリスクが高まるという見通しもあります。投資
家によるイニシアチブのFAIRR（Farm Animal Investment Risk & Return 
Initiative）によると、現在の飼料配合による製法が継続した場合、潜在的な
生産量を1,440万トン（現在の生産量は700万トン）に制限する要因にな
ると言われています。従って、養殖業者がこのようなリスクを理解し、コス
トの高騰、サプライチェーンの混乱、潜在的な風評被害を回避するために、
リスクを管理・緩和するための措置を講じることが重要であると私たちは考
えています。

私たちが保有する同企業は、世界で最も持続可能な動物性タンパク質生産
者としてFAIRRからランク付けされていますが、私たちの目的は、この企業
の事業に及ぶ重要な長期的リスクにどのように対処しているかを、より良く
理解することでした。

行動

このエンゲージメントは、水産養殖の生物多様性と気候変動リスクの管理
に焦点を当て、持続可能な養殖に関するFAIRRの共同エンゲージメント
の一環として実施され、運用資産総額が16兆ドルにのぼる75の投資家が 
参加しました。この一連のエンゲージメントの段階では、8社の世界的な
サーモン養殖企業を対象としました。8社に対しては、生産量の増加、気
候変動リスクの低減、FMFOや大豆の調達に伴うリスクの適切な管理のた
め、より影響が少なく持続可能な代替品に向けて、飼料原料を多様化する
戦略の策定と開示を求めました。その結果、価格上昇、サプライチェーンの 
制約、風評リスクに対する企業の耐久性が高まることが期待され、長期的
にはこれら全てが投資家に恩恵をもたらすと予想されます。

この一連のエンゲージメントは現在、透明性を高めることに焦点を当てた
第2フェーズにあり、今回のエンゲージメントの目的は、同社の戦略、目標、
実績のマイルストーンを理解することでした。問題となっているのは、まず、
2030年までに新たな飼料原料の目標を企業が設定することであり、今回
のエンゲージメントでは、私たちはこれを達成するための戦略と、進捗を測
定するマイルストーンについてのさらなる開示を要求しました。また、新た
な飼料原料の研究開発に関し、リスク評価の研究、飼料原料と消費の持続
可能性の証明など、企業がより多くの情報を提供することを奨励しました。

結果
新たな飼料原料について、同社は2020年に多額の資金を投入し、昆虫
食、酵母細胞、単細胞タンパク質、藻類などの新規飼料原料を開発したと
の情報を明らかにしました。しかし、いずれもコスト面だけでなく、生産規
模の不足から利用が限られるという課題があります。同社はより多様な 
原料群を構築し、飼料を配合する際の柔軟性を高めたいと考えていますが、
現時点では情報が独自の重要なものとして、詳細の言及には前向きでは 
ありませんでした。

有意義なエンゲージメントは、結果が明らかになるまで時間を要しますが、
それは共同エンゲージメントでも同様です。FAIRRの共同エンゲージメン
トではこのフェーズが終了し、調査結果の報告書が最近発表されましたが、
次のステップについてはまだ検討されていません。掘り下げたボトムアッ
プ・リサーチ、建設的な議論、変化の促進という私たちの哲学に合致し、 
付加価値のある活動であれば、私たちはこのイニシアチブを引き続き支援
するとともに、今後も共同エンゲージメントに参加する方針です。

共同エンゲージメントに関する考察

長期的なオーナーシップの思考を持つ豊富な 
リソースを有するチームとして、私たちは保有す
る企業に対してポートフォリオ・マネジャー主導
のエンゲージメントを選好する傾向があります。
しかし場合によっては、選別されたパートナーと
の協働が有益であることも認識しています。 
この点を反映して、2022年上半期に3つ
のイニシアチブに参加しました。それらは
「30% Investor Group」、「FAIRR」、「World 
Benchmarking Alliance (WBA) 」です。

これらの取り組みは、私たち自身のエンゲージ
メント活動を補完するものであると考えていま
す。私たちは、エンゲージメント活動の大部分を
占める独自のエンゲージメント・プログラムを
継続して実施していますが、このような取り組み
は、生物多様性や社会的課題となっている多様
性、公平性、包括性（DE&I）などの機会を提供す
ることができます。例えば、WBAはジェンダー 
ベンチマークや自然・生物多様性に関するラン
キングを実施しており、私たちが保有する企業
の多くを対象としています。
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E S G

脱炭素化

事業の多様性・ 
受容性

賃金の平等

NEW, BUT
NOT BEHIND
グローバル・フランチャイズ運用戦略ﾠ|ﾠグローバル・クオリティ運用戦略
グローバル・サステイン運用戦略ﾠ|ﾠアメリカン・レジリエンス運用戦略
インターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略

著者

RICHARD 
PERROTT
エグゼクティブ・
ディレクター

VLADIMIR 
DEMINE
ESGリサーチ 
責任者

従業員の福利

役員報酬

定義

科学的根拠に基づく目標（SBTs）

SBTは排出量を削減する目的で、パリ協定の目標に
沿って明確に定義された道筋を企業に提供する 
もの。サイエンス・ベース・ターゲット・イニシアチブ
（SBTi）は、カーボン・ディスクロージャー・プロジェ
クト（CDP）、国連グローバル・コンパクト、世界資源
研究所、世界自然保護基金による共同 
イニシアチブ。

電力購入契約（PPAs）

エネルギーの買い手と売り手の間の契約で、 
再生可能エネルギー源によって生成されたエネル
ギーのうち、あらかじめ決められた量を取引する
ことに合意するもの。

再生可能エネルギー証書（RECs）

市場商品であるRECは、1MWhの再生可能エネル
ギー生産量を表し、関連する環境的なメリットを 
具体化したもの。また、RECは取引可能であるため、
再生可能エネルギーによる発電の経済的 
インセンティブを提供。

EEO-1（EEO：米国雇用機会均等委員会）

米国に限定。100人以上の従業員を雇用するすべ
ての民間部門の雇用主、または50人以上の従業員
を雇用する連邦政府の請負業者に対して、人種・民
族、ジェンダーによるデータを含む人口統計的な労
働力データの提出を義務付ける年次データ収集。

STEM

科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学。

新規参入だが、
遅れている
訳ではない



8

2022年 秋号

インターナショナル・エクイティ運用戦略チーム 8

私たちは、ポートフォリオに新たに加わったフィンテック企業とエンゲージメントを実施し、脱炭素
化について協議するとともに、多様性、公平性、包括性に関する同社の取り組みについて理解を
深めました。

課題
グローバル・エクイティ・オブザーバー（GEO）「気候変動：すべての
人に関わること」に明記したとおり、当社は来るべき低炭素化社会に
対するレジリエンス（適応力）を確保するために、カーボン・トランジ
ション・エンゲージメント・プログラム（低炭素化への移行に関するエ
ンゲージメント・プログラム）を通じて、2021年に、運用するグローバ
ル株式戦略において保有する全企業の95%とエンゲージメントを実施
しました。2022年も同エンゲージメント・プログラムを継続する中で、
新規ポートフォリオ企業であるこのフィンテック企業が、脱炭素化の道
筋のどの段階にあるのかを明確に把握したいと考えました。同社は、
2025年までに達成が必要なスコープ1と2の排出量目標を設定済みで
あるため、これら目標への進捗状況と、2025年以降の脱炭素化目標
を特定済みであるかどうかを見極めることにしました。

多様性、公平性、包括性（DE&I）は、エンゲージメント活動において 
重要度が高まっているもう一つの分野として挙げられます。GEO「多
様性 ― 難問を投げかける」で概説した通り、人材の多様性は企業業績
に好影響をもたらすことが調査で判明しており、私たちも投資する企
業のDE&Iに対する姿勢に高い関心を寄せています。過去に当該フィ
ンテック企業は、この分野での変化を促すためのエンゲージメントが
不十分であると公に認めたことがあり、同社がDE&Iに対する姿勢を
改善できると感じているかは、チーフ・コマーシャル・ダイバーシティ・
オフィサーが任命されるという背景も加わり、私たちにとって大いに気
になる点でした。

行動

脱炭素化
私たちはまず、炭素排出量減少およびパリ協定の目標に歩調を合わ
せるための明確な道筋として、スコープ1から3にわたるネットゼロお
よび科学的根拠に基づく目標（SBTs）達成を検討しているかどうかを 
問いかけました。また、再生可能エネルギーも議題に挙げ、再生可能
エネルギー証書（RECs）よりも電力購入契約（PPAs）が推奨されてい
る点を強調しました。PPAが排出を減少／回避すると同時に、漸増的
な再生可能エネルギープロジェクトの財源にもなる、本質的な相殺メ
カニズムであるのに対し、RECは排出の回避にも排出量の減少にもつ
ながらないためです。さらに、DE&I目標の進捗度合いと役員報酬は
連動させている一方、報酬に連動させた環境目標を設定していない点
についても問いかけました。

DE&I
他にも、多様性に関して測定可能で具体的な目標を定めていない理由
も質問しました。こうした目標と実績を比較すれば、同社のDE&Iイニ 

シアチブの進捗度合いを推測することができます。賃金の公平性と格
差に関する包括的分析を実施する重要性を強調し、実施実績につい
て尋ねました。最後に私たちは、EEO-1の提出用に収集された雇用
データの公開を提言しました。このデータは不完全なものであっても、 
企業の多様性と文化を推察するうえで有用な指標となります。

結果

脱炭素化
同社からは、科学的根拠に基づく目標（SBTs）とネットゼロの公約面
で、経営コンサルティング会社と契約し、スコープ3を含む科学的根拠
に基づくネットゼロ戦略で連携しているという喜ばしい回答が得られま
した。この公約は公開後に、既存の2025年目標に置き換わる予定で
す。

環境連動型報酬に関する問いかけは、長時間の議論に発展しました。
気候変動はマテリアリティ（重要課題）研究の主要素でないため、含め
てもメリットがないという同社の主張に対し、私たちは同社が気候変動
を重大な課題ととらえていると指摘し、科学的根拠に基づくネットゼロ 
目標の達成に向けて取り組んでいることをその証拠に挙げました。 
そのうえで、インセンティブプログラムに気候変動の取り組み実績を
組み入れることにより、取り組みの推進と説明責任の履行が果たされ
ると説得しました。幸い当社の主張に対する理解が得られ、次回エン
ゲージメントで同社の進捗についてフォローアップするつもりです。

DE&I
同社は、チーフ・ダイバーシティ・オフィサーの任命は、意思と真剣さの
表れであると説明しました。しかし、首尾一貫した実行可能な戦略に
よって支えられていなければ、意思だけでは十分ではありません。そ
のため、彼らは関連するプログラムの強化や、情報開示、方針、手続き
などのベストプラクティスに継続的に取り組んでいます。

DE&Iの次のステップに関しては、業界全体で女性の代表が少ないこ
とが課題となっており、特にSTEMの役割において、より上級職での 
女性の登用が焦点となっています。黒人やラテンアメリカ系の従業員
など、少数派のグループの存在感を高めることも、同社の優先事項と
特定されており、取締役会や幹部レベルで既に達成している多様性の
目標を、組織全体でより広範に推進することを目指しています。

私たちは、賃金格差と雇用データの報告というテーマを提起し、これら
は認知されました。同社は、法的要件に従って英国の賃金格差分析を
報告していますが、その他の地域では実施していません。彼らは雇用
データの報告は現在検討中であると説明し、また、投資家からの質問 
や関心がその重要性を強調しており、行動を促進するのに有効性を 
発揮している点を認識していると述べました。
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E S G英国・スウェーデン系のバイオ製薬会社と面談を行い、臨床試験
での多様性向上への取り組みについて情報を取得し、投資家向
け情報開示の充実を促しました。また、進行中の低炭素への移
行に関するエンゲージメント・プログラムの一環として、同社の
脱炭素化計画について議論する機会を持ちました。

A FAIR TRIAL
インターナショナル・エクイティ運用戦略ﾠ|ﾠインターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略
インターナショナル・レジリエンス運用戦略

著者

HELENA 
MILES
シニア・ 
アソシエイト

脱炭素化

事業の多様性・ 
受容性

役員報酬

課題

臨床試験での多様性
臨床試験の効果は、試験対象者の多様性によって大きく左右されます。集団サンプルに適切な程
度の多様性を効果的に取り入れることができなければ、新薬や治療法の安全性と有効性の理解が
制限され、集団間の健康格差が一段と拡大することにつながりかねません。一例として、2020年
に米国食品医薬品局（FDA）によって承認された新薬に対して実施された臨床試験では、参加者
の75％が白人でしたが、米国の全人口の40％はエスニック・マイノリティの出身です3。その一方、
2014年 4の研究では、それ以前の6年間に承認された新薬の約20％が、人種や民族によって、暴露
（細菌やウイルスなどにさらされること）と反応に違いがあることが明らかになっています。臨床試
験は、患者が最先端の治療を受ける唯一の方法である場合が多く、そのため特定集団の参加率が
低くなると、その患者が潜在的に有益な治療から長期間にわたり締め出される場合があります。

健康上の結果を広範に改善することが目標であるのならば、この問題は対策を講じる必要があり
ます。FDAは2020年、臨床試験集団の多様性を高めるための最終ガイダンスを発表しました。
私たちは、同社による現在の試験対象者の採用プロセスが、規制当局のガイダンスにどのように
対応しているか関心を持っていました。これは、私たちが問題の全体像をより大きく把握し、採用
されている異なったアプローチを比較対照できるようにするために、これまでポートフォリオで保有
するすべての製薬／製薬関連企業と取り組んでいるテーマです。

公正な臨床試験

3ﾠ米国食品医薬品局「2020 drug trials snapshot. Summary report.」 
https://www.fda.gov/media/145718/download
4ﾠThe Lancet Gastroenterology & Hepatology「Diversity in clinical trials: an opportunity and 
imperative for community engagement」
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臨床試験は、患者が最先端の 
治療を受ける唯一の方法である 
場合が多く、そのため特定集団の
参加率が低くなると、その患者が
潜在的に有益な治療から 
長期間にわたり締め出される 
場合があります。

脱炭素化
同社は非常に意欲的な炭素削減計画を設定しており、2025年までのス
コープ1と2の排出量削減と、2045年までのスコープ3の排出量削減
を実現することを目標としています。バリューチェーンに沿って科学的
根拠に基づく目標（SBTs）を設定しており、サプライヤーの50～ 95％
（支出額で測定）にSBTsを設定するよう促しています（現在は7％）。
この範囲は、移動や輸送のサプライヤーの50％がSBTsを、購入した 
商品やサービスの95％がSBTsを有するという各企業の意図によるもの
です。私たちは同社の全般的な炭素削減戦略について、より多くの情
報を求めました。

行動

臨床試験の多様性
私たちは、治験者の募集プロセスについて同社に質問し、現在この課
題にどのような取り組みが行われているのか、また今後どのような改善
を施すつもりなのかを理解したいと考えました。改善の測定に関して 
数値目標が設定されているか、また、そのデータを公開する意図がある
のかという点も尋ねました。

脱炭素化
私たちは、同社とRECsとPPAsの比較について議論し、PPAsの使用を
選好することを明確に示しました。特に同社のスコープ3削減計画と、
サプライヤーにSBTsを採用させるという野心的な目標について情報を
求めていました。私たちは同社を脱炭素化アプローチのリーダー的な
存在と考えており、バリューチェーンやサプライヤー全体で目標を達成
する上での経験、例えば、サプライヤーの変更は必要だったか、といっ
た点などに強い関心を持っていました。最後に、同社が現在LTIPで 
スコープ1と2の削減が対象となっていることを非常に喜ばしく思い、 
スコープ3も含めるように促したいと考えました。

結果

臨床試験の多様性
同社は現在、各臨床試験で多様性を測定してその改善を目指していま
すが、これらの計画に結びついた定量的な目標は設定していないこと

を明かしました。この企業は当初、適切なデータを収集することに焦点
を当てており、そのために2022年末に新たな多様性測定ツールの導
入を予定しています。このツールに実際に何が含まれるのかを質問し
たところ、同社は、臨床試験集団内の多様性の進展を追跡する目的で、
臨床試験集団の構成に関する地理的評価を提供すると説明しました。
同社は、現時点でまず正確なデータを把握しなければ、多様性の改善
に関する数値目標を設定することは困難と判断しているとのことです。
同社に対し、このデータを公表する意図があるかどうかを質問したとこ
ろ、公表する可能性はあるとの解答でした。私たちは、多様性の向上に
注力していることは歓迎しますが、出発地点が明確でなければ、進捗を
評価することは難しい点を強調して同社に伝え、データの公開・共有を
強く推奨しました。

脱炭素
スコープ3は、同社の温室効果ガス排出量の95％を占めています。現
在5,000社のサプライヤーと取引がありますが、2022年には焦点を
支出額とCO2排出量の大部分を占める上位 1,000社のサプライヤー
に絞る予定です（彼らには既に意向を伝えている）。このうち250社
とは既に連絡を取り合っており、その大半は既に炭素目標を設定して
います。同社は、サプライヤーを入れ替えるのではなく、現在のサプラ
イヤーと共同して、各社のビジネスに持続可能性を組み込む支援を行
いたいと説明しています。すべての新規契約において、持続可能性は 
選定プロセスの一部となっています。同社はスコープ3の削減目標に
関する課題として、「階層化が進んだ」サプライヤーの下位グループ
は要求された目標が達成できない可能性があることを認めましたが、 
主な課題は発展途上国での再生可能エネルギーへのアクセスである 
ことを指摘しました。

私たちのESGエンゲージメントの目的の一つは、保有企業を監視し、目
標に対する進捗状況を追跡し、確実に正しい方向に進ませることです。
すべてのエンゲージメントが決定的な成果をもたらすわけではありませ
んが、特に企業が既に軌道に乗っており、私たちが期待するESGの取り
組みを進めている場合、成果を達成する傾向が顕著になります。この
企業の脱炭素化目標の場合、課題をよく理解しており、関連するステー
クホルダーと協力して問題の解決に取り組んでいると感じました。
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現在も進行中の脱炭素エンゲージメント・プログラムの一環として、
ポートフォリオに新たに加わった世界最大級のエレベーター製造業企業
の1社と面談し、同社が生産とバリューチェーン（外部の関連組織）の
炭素排出に対していかに対処するかを理解しました。またこの面談を 
機に、従業員のジェンダー・ダイバシティの重要性と役員報酬体系に 
ついても話し合いました。

RISING TO THE
CHALLENGE
グローバル・フランチャイズ運用戦略ﾠ|ﾠグローバル・クオリティ運用戦略
グローバル・サステイン運用戦略ﾠ|ﾠアメリカン・レジリエンス運用戦略
インターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略

E S G

脱炭素化

事業の多様性・ 
受容性

賃金の平等
課題

脱炭素化
2050年まで世界人口の約70％が都市部に居住すると予想されており5、持続可能な未来を推進する上で、 
都市の重要性は一段と高まっています。商業用エレベーターは、照明や冷暖房など他のビル運用システムと比
較して環境への負荷が少なく、ビルの総エネルギー使用量の平均5～10％を消費するにとどまります6。それで
も、エレベーターは建築物のエネルギー効率を向上させる役割を担っています。国連環境計画によると、パリ
協定の目標を達成するためには、建築物が使用するエネルギーの量を示す「建築環境のエネルギー強度」を、
2030年までに30％改善する必要があるとされています7。

投資先のエレベーターメーカーは、2030年までにスコープ1とスコープ2の排出量の50％を削減することを
目標としています。善意に基づいた動きとはいえ、これはネットゼロでもなければ、科学的根拠に基づくもので
もありません。スコープ1と2の排出量の約半分が自社の保有車両から直接排出されていることを考慮すると、
同社はさらなる削減が可能であると私たちは感じました8。再生可能エネルギーの利用に関しては、同社の非
製造拠点は広範囲に分散しており、すべての自社使用電力に対して、再生可能エネルギーの一般的な目標を
設定することは困難なものとなっています。私たちが保有するこの企業は、スコープ3の排出量をまだ開示して

5ﾠhttps://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 
6ﾠWhy I stopped taking the lift | 世界経済フォーラム（weforum.org）
7ﾠグローバル・ステータス・レポート2017年
8ﾠオーチスESG報告書2021年 (otisinvestors.com)

著者

RICHARD 
PERROTT
エグゼクティブ・ 
ディレクター

MARTE 
BORHAUG
サステナブル・ 
アウトカム責任者

課題解決に立ち上がる

https://www.otisinvestors.com/2021esgreport
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/why-i-stopped-taking-the-lift/


12

2022年 秋号

インターナショナル・エクイティ運用戦略チーム 12

いませんが、最も類似した競合会社は、スコープ3の
排出量をスコープ1とスコープ2の排出量を合わせた
100倍と推計しています。現在同社は、全体的なエ
ネルギー消費量の最大の要因として、製品の使用段
階と、製造過程での原材料の抽出段階を挙げていま
す。私たちは、企業がスコープ3の排出量を理解、測
定、削減するために取り組んでいるのか、またその場
合どのような手法を採用しているのかを知り、スコー
プ3の目標を設定するよう奨励したいと考えました。

DE&I
多様性、公平性、包括性（DE&I）のトピックについて
同社は、米国における組織的な人種差別に対する抗
議行動を契機に、2020年にDE&I戦略の独立評価を
実施し、取り組みを強化しました。その結果、すべて
のキャリアレベル、特に現場での従業員におけるジェ
ンダーの多様性を高めるなど、いくつかの重要な改
善点が明らかになりました。この評価ではまた、多様
性の報告の強化、人材ライフサイクルに関する偏見の 
排除、役員報酬を社会的指標のパフォーマンスに結び
つけることでより多くの説明責任を果たす事の必要性
も強調されました。

行動

脱炭素
私たちは、スコープ1と2の排出量削減目標をどのよう
に達成するかについて討論し、ネットゼロと科学的根
拠に基づく削減を検討するよう働きかけました。また、
上流と下流の排出量の重要性が高いことから、スコー
プ3排出量の開示も改善するよう促しました。

DE&I
ダイバーシティの面では、特に現在は女性が労働力
の12％に限られていることから、ジェンダー間の賃金
格差の報告に関するより優れた情報開示と、公正な
雇用に向けた明確な目標に関する透明性の向上を 
強く求めました。

役員報酬
最後に、彼らの役員報酬制度についてのフィードバッ
クを提供し、賞与は十分に体系化されているものの、
長期インセンティブ計画（LTIP）は業績との関連性が 
不十分であり、権利確定日までの期間が短すぎる点
を指摘しました。また、ESG指標をLTIPに含めること
について、透明性を高めるよう奨励しました。

結果

脱炭素

このエンゲージメントにより、同社が正しい方向に進
んでいることを確信しました。同社の約2万台の車両

がスコープ1と2の排出量の約50％を占めているた
め、同社は主に電気自動車の導入により、2030年
までに車両からの排出量を60％削減することを目標
としています。現段階で取り組みを放棄するのでは 
なく、独自の脱炭素化ロードマップに固執するという
同社の決定は理解できますが、その後、ネットゼロや
科学的根拠に基づく目標を採用することに前向きであ
ると聞き、勇気づけられました。再生可能エネルギー
については現在、工場ベースで目標を設定しています
が、特に非製造拠点は工場よりも規模が大きいため、
非製造拠点での電力使用も含めた、一段と包括的な
再生可能エネルギー目標を引き続き推奨していきた
いと私たちは考えています。

DE&I
私たちが、エンゲージメントで賃金格差の報告を提起
した、最も初期の投資家であることを同社は認識した
上で、私たちの質問事項を前向きに受け入れてくれま
した。同社は、2021年にグローバルな賃金格差分析
を行いましたが、まだ公表には至っていないと説明し
ました。特に同社は、私たちが保有する企業に対し
て常々開示を要請しているEE0-1データを既に開示し
ているため、グローバルな賃金格差も公表するよう促
しました。象徴的な目標として同社は、2030年まで
に役員クラスのジェンダー平等を目標に掲げており、 
オフィス勤務のホワイトカラーの職員全般について
も、いずれは達成可能だと考えています。また、現場 
の役割における男性優位のバイアスが業界全体の
問題であり、変化をもたらすために、より高いレベル
からの協力を要することを同社は認識していますが、 
それでも、教育、インターンシップと研修生プログラ
ム、その他の雇用や社員の定着の取り組みを優先さ
せることを妨げるものではありません。私たちは、 
採用目標や取り組みの透明性向上を引き続き求めて
いきます。

役員報酬
最後に、役員報酬制度に関する私たちのフィードバッ
クを、会社側が前向きに受け入れてくれたことを喜
ばしく思います。同社は、私たちが報酬制度を徹底
的に審査したことを認識し、このトピックについて議
論するため、私たちは追加の時間を設定しました。 
今後、報酬体系を見直すためのフォローアップを行う
予定です。



2021年の年次総会に提出された株主提案に伴い、私たちは保有するスポーツ
用品メーカーとサプライチェーンの問題について協議し、また同社の脱炭素
化目標について協議しました。

A QUESTION
OF SOURCING

著者
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E S G

脱炭素化

サプライチェーン 
（取引先など）の管理

課題

サプライチェーン・マネジメント
多くのグローバル大企業は数十年にわたり、生産と原材料の調達をアウトソーシングすることで複雑なサプライ
チェーンを構築し、その多くが安価な労働力を持つ新興国であるため、程度の差こそあっても、自社の直接的な 
管理外のESG関連リスクに対処する必要があります。このサプライチェーンは、企業の最終損益と資本利益率に対
しプラスに寄与し、新興国はそうした動きがもたらす経済機会を利用できます。しかし、こうした企業は今、サプラ
イチェーンの影響、つまり、労働者の権利や社会インフラに対する法制意識が弱い国々では、労働環境の可視化が
困難で、直接的な管理が難しいという問題に対処しなければなりません。私たち独自のESGスコアリング・ツール
「マテリアル・リスク・インジケーター（MRI）」を用いて、調達方法とサプライチェーン・マネジメントを、私たちの
ポートフォリオにおける消費者関連の優良企業の一部が直面する、重要なESGリスクとして特定しました。

問題の企業は、著名なグローバルブランドの一社ですが、その原材料を提供している会社が、サプライチェーンにお
いて強制労働を利用したとして名指しされました。これを受け同社に対し、綿の調達方法が人権に及ぼす影響に
関する報告書の発表を要請する株主提案が提出されました。

脱炭素
私たちは、現在進めている脱炭素化へのエンゲージメント・プログラムに沿って、同社の進捗について話し合い、 
更に、同社が掲げたネットゼロ目標の達成方法についてより詳しく知る機会を得ました。

行動

サプライチェーンマネジメント
私たちは、経営陣と議決権行使助言会社 ISSの提案に反して、株主提案に賛成票を投じました。ISSは、同社が人権
政策と持続可能な調達方法に関して十分な情報を開示しており、人権関連の情報開示において同業他社に後れを
取っていないとして、株主提案への反対を推奨しました。しかし、私たちは ISSの評価に同意せず、株主提案の支持
を選択しました。何故ならば、大きなサプライチェーン・リスクを引き起こす、情報が乏しい問題に圧力をかけること
が重要であると考えたからです。私たちはその後、この問題について同社との関与を深め、綿の調達方法と、使用す
る綿のトレーサビリティ（追跡可能性）についての進捗に関する情報を求めました。

調達の質問



脱炭素化目標
同社は既に、2025年までに達成すべきスコープ1と2の
目標を設定しています。したがって私たちは、2050年
までにどのようにネットゼロへ著しい飛躍を遂げようと
計画しているのか知りたいと思い、開示の強化を働きか
けました。また、様々な重複する目標についてSBTiに 
よる妥当性確認を求める意向について尋ねました。

結果

サプライチェーンマネジメント
同社は、新疆ウイグル自治区からの調達は一切行わな
いとの約束を表明し、調達に関してサプライヤーと講じ
た措置の概要を説明しました。同社は、調達についての
サプライヤーの主張を検証するための手段を模索するこ
とに対し積極的に取り組んでおり、また、社内に二つの
上級職員のポジションを追加したと表明しました。私た
ちは、綿調達の社会的リスクに関する株主決議が可決さ
れなかったにもかかわらず、前向きな変化につながった
と考えます。私たちは同社に対し、持続可能な綿関連の
NGO（トレーサビリティーの手段を提供している）との
協力、原材料の原産地の検証に役立つ新たなテクノロ
ジーを手掛ける会社との協力を、検討するように強く働
きかけました。私たちは、このエンゲージメント開始以
降、同社のサプライチェーン・マネジメントの問題につい
て追跡を続けています。

脱炭素
同社は我々に対し、自社の2030年目標は、SBTiによっ
て妥当性が検証されることであると確認しました。同社
は効率性向上から、特に東南アジアでの再生可能エネ
ルギーに対するより深い関与に至るまで、エネルギー分
野における進歩を強調しました。同社は中国とインドネ
シアにおいて、再生可能エネルギーの買電契約（PPA）
を増やすよう働きかけています。私たちは、同社の進歩
を聞いて嬉しく思いましたが、自然を利用した質の高い
解決策なしには、スコープ3のカーボンニュートラルは
達成できないとの考えから、そうした解決策を検討する
よう働きかけました。

生産のアウトソーシングや原材料の 
調達は、企業の最終損益に対し利益を
もたらし、新興国にとっては相当な経済
機会を生み出したかもしれませんが、 
このような企業は今、労働条件に 
関して、可視性の低さや直接的な 
管理の困難さという問題に対処する 
必要があります
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エンゲージメント

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

当事者意識を持つ長期的投資家として、私たち
は、議決権の代理行使が長期的な投資利益の
拡大に果たす役割と、それに対する企業の取締
役会と経営陣による注目度の高まりを重視して
います。つまり、私たちは議決権行使を外部機
関に委託することはなく、過去に委託したこと
もありません。

私たちは、議決権行使が、企業の資本利益率
の持続可能性に対する具体的なESG課題の重
要性の評価、企業の進歩についての私たちの 
モニタリング、また企業により良い、もしくは透
明性の高い慣行を働きかける私たちの取り組み
と一致するように、努めます。

VOTING OVERVIEW 議決権行使の要旨
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インターナショナル・エクイティ運用戦略チーム

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

図表2
1634の議案に対し議決権行使 
(2021年7月1日から2022年6月30日までの1年間)

議決権行使書の内容別の比率（％）

● 経営陣に賛成
経営陣に反対
反対・無投票

● 
● 

90
9

1

図表3
テーマ別の経営陣に対する反対票の割合 
(2021年7月1日から2022年6月30日までの1年間)

● 報酬関連
取締役関連
株主提案 -ESG
資本政策
買収防衛関連
日常／業務
その他の株主提案

● 
● 

●  
● 

● 
● 

 

38
24

8

20
4

1
6

株主決議
今年の議決権行使シーズンはESG案件について特に活発で、人種的平
等、セクシャルハラスメントを巡る懸念や、ジェンダー間の賃金平等な
ど、いくつかの社会関連の提案が初めて大きな支持を集めました。興
味深いことに今年は、とりわけ環境関連の提案が規範的過ぎると見な
され、いつもより過半数の支持を得られた提案は少なくなりました9。

私たちが、環境ないし社会関連の株主提案を受け取った場合、その問
題の妥当性と想定される影響を判断し、投票方法を注意深く検討し 
ます。私たちのすべての運用戦略にわたり、気候変動、ダイバーシティ、
従業員および株主の権利などのトピックを含む、50件のESG関連の
株主提案がありました。全体として、各戦略におけるESG関連の株
主提案の62％を支持し、56％の案件で経営陣に反対票を投じました。 
また、株主の権利に関する決議も数多くあり、例えば私たちは、臨時株
主総会の招集に必要な最低保有株式数の基準を下げる提案に賛成票
を投じました。基準を引き下げることで、株主の権利が強化され、重要
案件を経営陣に提示することが可能になると考えます。

株主決議以外に、経営幹部の報酬が引き続き重要な焦点の一つでした。 
報酬決議の26％について、経営陣の言い分に反対票を投じました。 
さらに、賃金を巡り長期にわたり解決されない懸念がある場合は、私た
ちの真意を聞いてもらうために、報酬委員会の委員に反対を表明しま
した。またダイバーシティに関する懸念を抱いている場合は、指名委員
会（取締役を決める）の委員に対し反対票を投じました。この12カ月の 
間で、合計で取締役30人の指名に対して反対票を投じました。

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

9ﾠ出所：FT. https://www.ft.com/content/48084b34-888a-48ff-8ff3-226f4e87af30

私たちのポートフォリオ・マネジャーは良識的かつ念入りな行動で、ま
た長期的な投資利益を最大化する目的に沿って、顧客の利益を最優
先にした投票を目指します。私たちの議決権の代理行使は、大部分が
経営者インセンティブや取締役の選任といったガバナンスに関連してい 
ます。また、社会および環境問題に関連する株主提案について、そこで
特定された問題の妥当性と想定されるその影響を判断しながら、ケー
スバイケースで、どのように投票するか熟慮します。私たちは一般的に、
実施されれば有益な情報開示が強化され、あるいは経営慣行の改善に
つながる株主提案を支持します。

投票活動と年次総会の大半が4 – 6月期に行なわれることを考慮し、 
6月30日までの12カ月を振り返ることが適切です。私たちは、経営陣
や、ISSのような外部の議決権行使助言会社と意見を異にすることを恐
れません。この12カ月、私たちは96の会議（私たちの保有企業が開催
した会議の全てにおいて、1,634の議案（全提案の99％）について投票
しました。議案全体の9％のケースで経営陣に反対票を投じ、会議の

68％で経営陣に対し少なくとも1票の反対票が投じられました。

図表 1
議決権行使の要旨 
(2021年7月1日から2022年6月30日までの1年間)

開催された会議に対する議決権行使比率（％） 96 (100%)

提案された議案の総数に対する議決権行使比率（％） 1634
（全提案の99％）

議案に対する反対票の比率（％） 9%

経営陣に対して少なくとも1票の反対票を投じた会議の比率（％） 68%

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

経営陣に反対票を投じた理由として多かったのは、報酬、取締役選任、
株主のESG提案に関するものでした。
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報酬に関する見解
私たちは、投資を長期の時間軸で行っているため、見通し
が短期的過ぎると思われるインセンティブ制度に目を光らせ
るよう働きかけます。私たちはまた、普通ないし振るわない
成績にもかかわらず高給を支給する計画も見逃さないよう
にしています。

私たちのグローバル株式ポートフォリオで保有する、欧州の
多国籍ソフトウエア企業の年次総会において、IFRS11適用
外の収益が含まれていた点、権利確定期間の短さ、業績連
動の目標が不十分であった点を根拠に、同社の報酬制度に 
反対票を投じました。同社は報酬を現金で決済する手法を
取り止め、株式での決済に移行しましたが、私たちは、この
制度が複数の側面で長期的な株主価値を損なう可能性を
考慮し、「賛成」票を投じるのに十分であると確信すること
はありませんでした。

       

取締役会の多様性
取締役会の多様性を巡る企業経営陣との定期的なエンゲー
ジメントの一環として、私たちはより良いデータ、より高い
透明性、整合性のあるインセンティブと、変化に向けた信
頼できる経路を推進するツールとして、「多様性、公平性、 
包括性チェックリスト」を用います。私たちが保有する米国
の通信サービス会社は、英国発祥の「30％クラブ」が表明
した最低目標を達成しています。しかし、取締役会の多様
性に関しては、米国内の同業他社に引けを取らない一方、
同社の顧客基盤を反映していないと感じました（取締役会
は女性27％、軽視されている少数民族が18％。これに対
し米国の人口構成は女性51％、軽視されている少数民族が
32％）。

私たちは、選任した取締役会の構成が、顧客の人口構成と
の整合性を高めるのに役立つ方針と慣行について、同社
が毎年報告するよう求める株主提案を支持しました。引き 
続き、この話題について同社へのエンゲージメントを深める
意向です。

VOTING CASE
STUDIES

DE＆Iの方針
ダイバーシティとインクルージョン政策に関して、米国における制度的な人種
差別に対する抗議が国際的にメディアの関心を呼び、この話題はステークホル
ダーの大きな焦点の一つになっています。私たちが保有する米国の通信サービ
ス企業の一社について、人種的平等に関する監査を行うことは、特に同社が直
面している人種差別の申し立てをふまえると、評判、規制面、法的および人的
資本に関わるリスクの緩和に役立つ可能性があると考えます。

私たちは、人種的平等に関して同社の黒人、先住民および有色人種（BIPOC）
コミュニティーへの悪影響を分析する第三者による、独立した監査を取締役会
に対して要請する株主提案に、賛成票を投じました。第三者にこの評価を実
施させることは特に有益で、結果への信頼性が高まると考えます。

      

ジェンダーによる賃金格差
私たちはこの数カ月、企業のダイバーシティと企業文化を見るのに役立つ指針
となることから、エンゲージメントと投票活動の両方を通じて、私たちの保有
銘柄における、ジェンダーによる賃金格差 (GPG)についての情報開示を強化す
るよう働きかけています。

現在、私たちが保有する米国を本拠とするハイテク複合企業の一社が、社内の
異なる役職水準で見られる、様々なグループが占める割合の格差について報
告しています。同社はまた、「同一労働・同一賃金」格差がない（0％）ことも
報告しています。しかしこれは、上級職や給料が高い職への女性の昇進が十
分でないことなど、ジェンダーによる賃金格差の問題に対処していません。

同社の年次総会において、私たちは同社に、人種とジェンダーによる未調整の
賃金格差の平均値と中央値についての報告を求める株主提案に賛成票を投じ
ました。この水準の持続可能性に関する情報開示を義務付ける規則である欧
州連合（EU）のSFDR10要件の達成に役立つほか、単一の未調整の賃金格差
の尺度は、軽視されている集団による経済的損失を、一つの数字で要約する便
利な指標となります。また、これによって私たちのポートフォリオ・マネジャー
が、同社のダイバーシティとインクルージョンの取り組みにおける進捗を比較、
測定することができます。この尺度は、国連、国際労働機関（ILO）と米国政府
が支持しています。

10ﾠサステナブルファイナンス開示規制
11 ﾠ国際財務報告基準

議決権行使の
ケーススタディ
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脱炭素化

過去のグローバル・エクイティ・オブザーバーの「気候変動：すべての人に関わること」で詳説したように、私たちは、保有する企業の気候プロ
ファイルを理解し、進展を働きかける目的で、継続的な脱炭素化への移行エンゲージメント・プログラムを実行中です。これには、より高い
透明性と説明責任を求め、悪意は無いものの信頼できる進路が欠落した目標の正当性を疑い、あるいは情報開示、目標と行動において
既に正しい方向に進んでいる企業については、エンゲージメントを利用して実績を追跡し、継続的なリーダーシップを働きかけること
などが含まれます。私たちはまた株主投票を利用して、気候変動に関連して前向きな措置を講じているポートフォリオ内の企業へ
の支援を強化します。

私たちが保有する多国籍ハイテク複合企業は、2022年の年次総会で多くの株主提案を受けました。これらの提案のうち2つが
気候関連でした。一つは、同社に気候関連のロビー活動についての報告を要請するもので、もう一つは、同社に気候変動の
現実的リスクに関する報告書の作成を求めるものでした。

同社は、自社の包括的なロビー活動に関する情報開示で、株主には同社のロビー活動の範囲の理解に必要な 
情報をすべて提供していると主張し、気候に関するロビー活動の報告を求める提案への反対を推奨しました。 
しかし、同社は公にパリ協定を支持し、事業者団体と政策重視の非営利団体の会員名簿を開示する一方、 
（これらのグループを介した直接、間接的な）ロビー活動案をパリ協定の目的と合致させる方法に関して 
十分な情報を開示していません。特に問題なのは、事業者を代表しながら世界的な排出量削減の妨げと
なる障害をもたらす事業者団体と政策団体です。同社が開示した会員を見直すと、パリ協定に関する
同社の行動と約束との不一致が明らかになります。したがって私たちは、株主提案に賛成票を 
投じることを選択しました。

同社はまた、気候変動の現実的リスクについて、リスク緩和に向けて講じている施策な
ど、リスクに対する回復力に関する定期的な評価の発表を要請する二つ目の気候関
連の株主提案に、反対票を投じるよう推奨しました。同社は、作成している既存
の環境および気候変動報告を考慮すると、そうした評価は同社の経営資源
の無駄遣いだと反論しました。しかし、同社は特定した現実的リスクを
開示する一方、こうしたリスクに関連した適応計画については多く
の情報を開示していません。私たちは、より綿密な情報は株主
に資するとの考えから、この提案に賛成票を投じました。
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本書は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが海外で発行した
レポートを邦訳したものです。本書と原文（英語版）の内容に相違がある場合には
原文が優先します。

本書はインターナショナル・エクイティ運用チームの運用戦略に関する情報提
供を目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
本書は信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりま
すが、その正確性や完全性をお約束するものではありません。本書の内容は
作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。本書中の 
グラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証
するものではありません。また、特定の銘柄及び市場等全般の推奨や価格の
上昇又は下落を示唆するものではありません。

当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

重要事項

本書は、当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して提
供されるものであり、特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的と
するものではありません。また、当社は、本投資戦略によって運用されている
金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。

1. 投資一任契約の概要

投資一任契約は、お客様の資産の運用に関し、お客様があらかじめ運用の基
本方針を定めた上で、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断のすべてを
当社に一任し、当社がこれをお引き受けするものです。お客様は投資を行う
のに必要な権限を当社に委任し、当社は委任された権限を行使するにあたっ
ては、当社の投資判断に基づきこれを行い、お客様は個別の指示を行わない
ものとします。

2. 元本損失が生ずることとなるおそれ

受託資産の運用には、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の
価格変動リスク、株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク及び株式そ
の他有価証券等を売却あるいは取得する際に市場に十分な需要や供給がな
いため、十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる流
動性リスク等による影響を受けます。また、外貨建て資産に投資するため為替

変動リスクの影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に
帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失が生ずることとなるお
それがあります。

3. 投資一任契約締結に際しての留意事項

受託資産の運用は、個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、 
取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりま
すので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧 
ください。

４. 受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対
して年率 2.20%（税込）を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じて
かかります。また、一部の戦略では、前記の報酬に加えて成功報酬がかかる
場合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先
物・オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担
いただく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運
用状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。

リスクについて

当運用戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、当該有価証券
の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建ての
資産は為替変動による影響も受けます。従ってお客様の投資元本は保証さ 
れているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰
属します。投資する可能性のある金融商品等には、価格変動リスク、信用リ 
スク、流動性リスク、為替変動リスク、デリバティブ取引に伴うリスク、カント 
リーリスク等のリスクを伴います。
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金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第410号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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