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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。

–

MARTE
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インターナショナル・エクイティ・チーム、サステナブル・アウトカム責任者

エンゲージメント・レポートの最新版をご覧いただきありがとうございます。年 2 回発表される
エンゲージメント・レポートでは、直近数カ月の主要なエンゲージメント活動と議決権行使について
説明しています。

大部分の顧客が強力なスチュワードシップを望み、重視していますが、資産運用会社がスチュワード
シップを有効に実践しているかどうかを評価する方法について、私は顧客から頻繁に質問を受けてい

投資先企業の 50%

テナビリティに取り組んできた私の経験から、顧客は 3 点を重視していると考えられます。第 1 に、
顧客

メントを行っていると

ます。エンゲージメントと議決権行使の報告方法は標準化されていませんが、10 年以上にわたりサス
は絶対的な数値をあまり重視せず、エンゲージメントの範囲（ポートフォリオ全体で実施されている
のか）を知りたがっています。第 2 に、単なる書簡の送付や一時的な活動ではなく、エンゲージメント
の深さと質を理解しようとしています。第 3 に顧客は成果（アウトカム）の証拠を求めています。

本レポートにおいて、私たちがいかにこれらの 3 つの基準を満たしているかを示そうとしています。
私たちは長期にわたり集中的な（つまり銘柄数が少ない）ポートフォリオを運用しているため、他社の

ように数社のみに対して集中的にエンゲージメントを行うのではなく、ポートフォリオのほぼすべて

の投資先企業にエンゲージメントを行う余裕があります。投資先企業の 50% 以上にエンゲージメン

トを行っていると主張できる運用会社は殆ど無く、ましてやほぼ 100% に近いエンゲージメントは、

言わずもがなです。私たちは昨年、全戦略の投資先企業の 94% に対してエンゲージメントを行い
ました。運用チームのメンバーが投資先企業の経営陣と直接話し合うことによりエンゲージメントを
行い、経営陣が定期的に説明責任を果たすように継続的に一貫した対話を行っています。私たちの

エンゲージメントは、最新の ESG 関連のテーマに関する一時的な取り組みや活動ではなく、包括的な

以上にエンゲージ
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私たちは昨年、全戦略の
投資先企業の 94% に対

してエンゲージメント
を行いました。

アプローチを取り、企業にとって長期的に重要な環境、社会、ガバナンスの課題を検討しています。

成果に関しては、チームとして私たちが求め、提供する成果について透明性を高めたいと考えてい

ます。効果（インパクト）
の評価と報告には課題があることを認識しています。何を「成果」
と見なすかに
関しては業界の基準がないことに加えて、企業が直面している多数のステークホルダーや圧力を考慮

すると、投資家がもたらした効果を証明するのは困難です。例えば、低炭素経済への移行は、政府の政

策、規制当局の監視、消費者の選択、従業員の選好を通じて行われています。公開市場において、自らの
エンゲージメントだけで企業が変革に向かったと信用できる形で主張できる投資家はいません。業界

はより優れた、透明性の高いフレームワークの構築に乗り出していますが、私たちはその動きを待っ

ていたくはありません。そのため、本レポートではエンゲージメントの目的と成果をより明確にする
新たなフォーマットを採用しました。特に、低炭素への移行を促進するエンゲージメントプログラム
の成果の事例や、排出量削減と将来の低炭素社会に向けた準備に取り組んでいる投資先のグローバル
企業の、とてつもなく大きな活力を紹介できることを嬉しく思います。

私たちインターナショナル・エクイティ運用チームはボトムアップ投資家として、そして、私は同チーム

のサステナブル・アウトカムの責任者として、より優れた成果を求め、お客様に提供する価値を学び、
高め、世界で最もクオリティの高い企業群に進化を促し続ける所存です。
また私たちは常に、お客様とのエンゲージメントも大切にしています。

Marte Borhaug

Global Equity Observer

Climate Change: Everyone’s Business
INTERNATIONAL EQUITY TEAM | INVESTMENT INSIGHT | JANUARY 2022

In 2021 we launched a carbon transition
engagement programme across our global
strategies. Our aim was to assess each
holding’s climate risks and opportunities,
understand their climate profiles and encourage
improvement. We did this to ascertain our
portfolios’ resilience to a low-carbon future.
We engaged with 95% of all the companies
we hold across our global strategies, a level
far above the industry average for corporate
engagement (according to a recent report by
the United Nations-supported Principles for
Responsible Investment, which suggests the
average level is just 19% of holdings).1
Positive outcomes have followed. Six out of seven
companies we own that initially didn’t have targets are now
either preparing to set them or have them in place, and nine
companies advanced their existing target ambitions to be
carbon neutral or net zero. Broadly, at the outset of 2021,
an average 54% of our holdings across our global strategies
had set net zero targets or better. By the end of the year, this
average had risen to 71%. For contrast, according to a report
by Oxford University2 covering Forbes 2000 companies
globally, only 21% have net zero targets.
1
Source: Principles for Responsible Investment, Listed equity snapshot
2017-2020, 8 October 2020.
2
Source: ECIU Oxford University – Taking Stock. A Global Assessment
of Net Zero Targets. March 2021
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気候変動：
すべての人に関わること
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ENGAGEMENT
IS OUR EDGE

エンゲージメント
（対話）は
私たちの強み

私たちは 20 年以上にわたり、リターン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を行ってきました。私たちは

長期的 な 視 野 で 集 中 的 な（つまり銘柄数が少ない）ポートフォリオを
アクティブに運用しているため、重要な ESG 関連テーマに関して経営陣

にエンゲージメントを行い、慣行の改善に向けて企業に影響を及ぼす
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、企業が今だけではなく、5 年、10 年、20 年後にもより優れた成果を提

供できるかどうかを注意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も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、企業と経営陣がこれらの分野で上手くいくかどうかを理解

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行うことが不可欠であると
考えています。

私たちは、企業が直面する長期的に最も重要な課題が何であるかに基づいてエンゲージメントと議決権行使
の優先順位を決めています。2021 年下半期も、脱炭素化、生物多様性、循環型経済、役員報酬、サプライチェー
ン管理などの幅広い ESG 関連テーマに関して、経営陣に対してエンゲージメントを行いました 2。2021 年全

体では、経営陣とのエンゲージメントの 51% において、ESG 関連のテーマが議論に含まれていました（ 280 の
面談の内 143 件）
。

私たちは包括的なアプローチを取っているため、通常、面談において複数のテーマに関してエンゲージメント

を行っています。ESG のエンゲージメントの内、環境、社会、ガバナンスが関連した割合は、それぞれ 71% 、

54% 、45% となっています。
図表 1

2021 年（1 月～ 12 月）に ESG 関連のテーマについてエンゲージメントを行った回数 3,4
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図表 2

2021 年に運用チームがエンゲージメントで採り上げたテーマ 3,4
ESG 関連で議論されたテーマの内訳
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当チームによる炭素移行エンゲージメントプログラムの詳細については、
「グローバル・エクイティ・オブザーバー 気候変動：全ての人に関わること」をご参照
ください。

2021年 1 月1日から2021年 12 月31日までの12ヶ月間のデータ。

1 回の面談で2件以上のテーマについて議論することがあるため、ESG関連のテーマの合計数はESG関連のエンゲージメントの合計数より多くなっています。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

3

FIND, FIX, PREVENT

発見、改善、防止

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

私たちは、投資先の 1 つである生活必需品のグローバル企業と面談し、
複数の環境・社会の目標を含む野心的な持続可能性の計画について

E

S

G

詳細に調査しました。同社が衣服のリサイクル性とサプライチェーン
の労働状況をどのように改善し、持続可能な慣行を推進するためにサプ

ライチェーンとバリューチェーンにどのように取り組む意向であるか
知りたいと考えました。
課題

アパレル業界は環境に多大なる影響を与えています。世界の温室効果ガス排出量の 8% を占めると推定され

ており、また、水を大量に使用します。例えば、T シャツ 1 枚を製造するために最大 2,700 リットルの水を必要
とします。現在、全世界でリサイクルされている衣服はわずか 1% であり、アパレルブランドには製品をより

循環型に移行する方法を模索することが強く求められています。また、ファッション小売業者は自身では直
接管理できない様々な社会的リスクに直面しています。労働者の権利や社会インフラに対する規制が不十分

である事や、労働状況に対する透明性の低さと直接的な管理の欠如といった、数十年にわたり構築されてき
た複雑なサプライチェーンの結果にすぐに対応する必要があります。

私たちが保有する著名なアパレル企業は、この問題の監視と改善に注力していますが、サプライチェーンが複

生物多様性／
環境に対する影響

循環型経済

雑で広範囲にわたるため、問題はいまだ解決されていません。同社に対するエンゲージメントにおいて、私た

ちは同社の監視や是正措置の有効性だけではなく、そもそも環境・社会の両リスクの発生を最小限に抑える

ためにサプライチェーンの長期的な改善に貢献する方法にも注目し、これら組み合わせを「発見、改善、防止」
と名付けました。
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サプライチェーン
（取引先など）の管理

ポートフォリオ
マネージャー

2022 年 春号

私たちは同社の監視や是正措置の有効性だけではなく、
NIC
SOCHOVSKY

マネージング・
ディレクター

VLADIMIR
DEMINE

ESGリサーチ
責任者

そもそも環境・社会の両リスクの発生を最小限に抑える

ためにサプライチェーンの長期的な改善に貢献する方法に
も注目し、これら組み合わせを「発見、改善、防止」と
名付けました。

私たちは世界最大級のグローバルファッション小売業を傘下に持つ英国の多国籍食品

加工・小売コングロマリット企業に対して引き続きエンゲージメントを行いました。
同社の製造は外部工場に委託されているため、サプライヤーに目標達成を促すために
同社がどのような実務方法を実施しているか検証し、企業コストへの影響を理解する

ことに重点的に取り組みました。ファッションをより循環型に移行する試みとして、
同社はリサイクル済みポリエステルの使用を増やし、衣服のリサイクルを阻む混紡生
地や金属鋲などを使用しないことで、衣服デザインのリサイクル性を高めるなどの
施策を段階的に取り入れています。

行動

私たちのエンゲージメントは、環境と社会を柱とする複数の野心的目標を含む、同社の

ファッション小売部門におけるサステナビリティ・プログラムに対する理解を深める
ことを主な目的としました。また、小売り部門がサプライヤーの工場における労働状

況を監視する方法を再検証しました。さらに、断固たる全社的な水使用量削減目標が
設定されていないことへの懸念を提示しました。例えば、大量に水を消費する砂糖事

業では、徐々に点滴灌漑に移行することで水消費を最大 40% 削減するなどの手始め

の取り組みはありますが、私たちはそれ以上の目標を求めています。同社により高い
削減目標を掲げることを求めました。

成果

エンゲージメントにより、
この企業の持続可能性の
計画は業界で最も透明性
が高く、詳細であると

いう私たちの見解が確認
されました。同社が

有する、工場との強固な
関係性や取引における
影響力は、求められる

前向きな変化を実現する
のに寄与するでしょう。

同社がサプライヤーの評価基準において、より多くの環境と社会の指標を盛り込み、
評価の高いサプライヤーには発注量を増加させ発注見通しを高める計画を立てている
ことを評価しています。これにより、これらの工場は生活賃金や耐久材のコスト上昇
を埋め合わせるための値上げをすることなく、稼働率を高め、利益を増やすことがで

きるでしょう。循環型ファッションに関しては、同社は衣服に使用されるリサイクル
生地、持続可能な生地を増やし、全体のリサイクル性を高めようとしている一方で、実

際の衣服から衣服へのリサイクルの規模拡大には技術およびインフラの面で大きな課
題が残ります。社会的な側面からは、アプリを使用して労働者が直接フィードバック

を送ることができる労働者苦情フィードバックツールを試作し、現在すべての工場に
導入しています。

このエンゲージメントにより、同社の持続可能性の計画が業界では最も透明性が高く、
詳細なものの一つであるという私たちの見解が確認されました（私たちの同社に対す

る ESG 評価の一部）
。サプライチェーンの規模が大きいことを考慮すると、進展には時
間がかかると思われます。しかし同社が有する、工場との強固な関係性や取引におけ
る影響力は、求められる前向きな変化を実現するのに寄与するでしょう。私たちは引

き続き進捗状況を監視し、衣服のリサイクルと水使用に関してさらなる行動を求めて
いきます。
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THAT’S THE SPIRIT
前向きな取り組みを評価

グローバル・フランチャイズ運用戦略 | グローバル・クオリティ運用戦略
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

世界最大級のワイン・蒸留酒販売企業に対して、取締
役会の民族的多様性と役員報酬への基準に ESG 指標の

導入を促すためにエンゲージメントを行いました。
課題

私たちの投資先であるフランスの飲料メーカーはグローバルに事業を展開してい
ますが、取締役会メンバー全員が欧州系の白人で構成されています。より多様性
のある取締役会であれば事業にもたらすことができる知見と経験は、こうした状
況では得られないリスクがあると考え、懸念を抱いていました。

業界全般で経営陣の多様性が欠けている現状は、少数派の人材の開発に明確な悪

影響を及ぼすことだけではなく、財務リスクももたらします。経営陣が多様であ

る企業の業績はそうでない企業の業績を上回るというデータがあります。実際、
調査により、多様性のある企業はイノベーション、人材の採用・定着、ガバナンス

リスクの管理に優れていることが示されています。同社は事業をグローバルに展
開していることから、欧州以外の市場の知見と文化的経験を有する取締役会メン
バーを加えることは理にかなっています。

ガバナンスに関して、私たちは常に役員報酬に細心の注意を払い、報酬慣行の改
善を求めて企業に対してエンゲージメントを行っています。ポートフォリオで保

有する高クオリティ企業の場合、おそらく、規律ある経営が他の企業よりも重要
であると考えています。なぜなら潤沢なキャッシュフローと無形資産を管理する

際の自由裁量が大きいため、間違った決定を行う可能性があるからです。善し悪
しにかかわらず、今日の決定が今後数年間にわたって投下資本利益率に影響を及

ぼす可能性があります。私たちは適切な指標と構造を持つことが、経営陣による

短期主義を排し、規律ある投資を動機付けるために不可欠であると考えています。

私たちが目指している長期保有には、投資期間を

通じて経営陣に対して継続的、定期的にエンゲージ

メントを行う機会を得ることができるという大きな
利点があります。
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ポートフォリオ
マネージャー

NIC
SOCHOVSKY

マネージング・
ディレクター

2022 年 春号

行動

E

私たちが目指している長期保有には、投資期間を通じて経営陣に対して継続的、定期的に

S

G

エンゲージメントを行う機会を得ることができるという大きな利点があります。長期保
有により、私たちの考えを提示し、議論してもらうことで、私たちが必要と考える変革の
土台を築くことができます。

私たちはこれまでと同様に 2021 年のエンゲージメントにおいても多様性の課題を同社に

示し続けました。また、2021 年後半には新たに取締役会メンバーおよび全般の採用プロ

セスについても追及しました。

さらに、長期インセンティブ制度（LTIP）におけるオプション使用の制限を求め、重要業績
評価指標（KPI）における測定可能な ESG 指標の不足に関して疑義を示し、役員報酬構造の

変更を同社に求めています。

取締役の構造と構成

成果

私たちのエンゲージメントの進捗とともに、同社の多様性の課題解決に進展が見られるよ

役員報酬

うになりました。2021 年 11 月に、オーストラリア、アジア（含むマレーシアおよびミャン

マー）でビジネス経験を有するインド系女性取締役会メンバーが指名されたことを評価し
ています。同社が行うべきことはまだまだありますが、取り組みが始められたことを評価

しており、取締役会メンバーの指名はその成果であると考えています。私たちは多様性、
公平性、包括性（DE&I）のチェックリストに基づき、エンゲージメントを継続し、データの
開示、透明性の向上、変革のための信頼できるプロセスを同社に求め続けます。

持続可能性に関する
ガバナンスおよび監督

嬉しいことに、再調査の結果、2021 年 11 月に発表された最新の報酬方針・制度では、LTIP

は 100% 業績連動型株式となり、オプションは廃止されました。これにより、短期的な業
績の水増しよりも長期的な業績の向上が動機付けられるようになりました。また、同社は

炭素、水、多様性、責任ある消費について測定可能な目標を設定し、ESG 関連目標に対し
て経営陣が説明責任を負うようなり、私たちはこれを歓迎しています。

多様性、公平性、包括性（DE&I）チェックリストにおける、ジェンダーに焦点を当てた質問例














企 業は賃金平等と賃金格差の包括的な分析を実施しているか？

経
 営陣は DE&Iを役員報酬決定の要因に組み入れているか？そうでない場合、その理由は？

企
 業はすべての指導的地位の候補者の性別が多様であることを要求する採用方針を持っているか（例えば、30％が女性で
なければならない）？
企
 業の採用方針は採用時に候補者が過去の給与情報を開示する必要がないことを保証しているか？
企
 業は性別にとらわれない職務内容であることを確認するためのプロセスを導入しているか？

企
 業は採用担当者や面接官がより包括的な採用活動に焦点を当てるように、定期的にトレーニングしているか？

企業はリーダーシップ開発プログラムまたは同等のプログラムを通じて、女性の才能を積極的に開発しているか？
企業は父母（男女）ともに十分なフレックスタイム制度や育児休暇を提供しているか？

企 業は従業員エンゲージメント調査を実施しているか。その頻度はどれくらいか？

企
 業はキャリア中断した女性のための「職場復帰（リターンシップ）」プログラムを提供しているか？また、育児休暇からの
復職率はどの程度か？

米
 国企業の場合、雇用機会均等法に関する報告書（EEO-1）に関連するデータは開示されているか？そうでない場合、その理由は？
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TWO STEPS
FORWARD…

ポートフォリオ
マネージャー

前進のための 2 つの

MARCUS
WATSON

ステップ

マネージング・
ディレクター

グローバル・フランチャイズ運用戦略 | 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 | インターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略

私たちは、投資先の 1 つである静脈内輸液の製造を専門と

MARTE
BORHAUG

する 米国ヘルスケア企業が、脱炭素化、循環型経済、そして

サステナブル・
アウトカム
責任者

DE&I に関する主な ESGリスクをいかに管理しているか理解
するために、企業との対話を継続しました。

E

S

G

脱炭素化

循環型経済

事業の多様性・
受容性

この企業がより拡大した
削減目標を採用する
ことで、炭素削減に

対する取り組みに大きく
踏み出したことを評価
しています。

賃金の平等

持続可能性に関する
ガバナンスおよび監督

課題

targets initiative（SBTi：科学と整合した目標設定）から独立して

のと考えているだけではなく、ビジネス的にも意味があると考えて

を行っているのかについても質問しました。

脱炭素化に関して、私たちは気候変動に対する取り組みを正しいも
います。投資家として、企業の炭素排出リスクを評価することは企
業分析と銘柄選択において不可欠です。また、私たちのエンゲージ
メントにおいても最優先課題となっています。同社が炭素削減目標

を設定したことを評価すると同時に、同社がどのように目標を達成
するのかより深く理解したいと考えました。また、なぜスコープ 3 の
目標が設定されなかったのかが気になりました。

炭素以外にも、
プラスチック汚染もヘルスケアセクターの企業にとっ

て深刻で、重要性を増している環境面の懸念事項です。新型コロナ

承認されるよう求めました。また、目標達成のためにどのような行動
スコープ 3 の正式な削減目標についても議論し、この分野で同社は既
に何らかの行動を起こしていることがわかりました。同社はサプラ

イヤーの持続可能性のデータを検証し、それに応じてランク付けをし

ています。プログラムは初期段階ですが、同社は持続可能性に基づい
てサプライヤーを差別化することにより、サプライヤーの積極的な行

動を促すと確信しています。同社はサプライヤーの責任について監査

を実施しており、これも効果をあげるのに役立つでしょう。私たちは

引き続きスコープ 3 の目標設定を含め、進捗を監視し続けます。

ウイルス感染症により、使い捨ての保護具や医療器具の安全性の

前回の面談において、私たちはプラスチックの課題を取り上げ、サプ

界で 800 万トンに達したと推定されます 。現在、リサイクルには多

た。今回の面談では、ステークホルダーが同社の循環型経済の取り組

高さが再認識され、パンデミック関連のプラスチック廃棄量は全世
5

額のコストがかかり、特に米国の病院では廃棄量が多く、一般的に

リサイクルに関する知識が不足しており、病院と最終的な使用者が
プラスチックを捨てる傾向にあることが問題を一段と深刻にしてい

ます。同社はプラスチック廃棄物に対する取り組みを実施していま
すが、進捗状況の情報開示が不足しているため、投資家である私たち
が同社の成果を評価するのが困難となっています。

最後に、多様性、公平性、包括性（DE&I）は、一般的に、測定が行われな

いことが原因で、決定的な行動が取れなくなっている分野です。しか

し、企業の多様性の取り組みに対するステークホルダーの関心が高

ライチェーンにおけるプラスチック廃棄物に取り組むよう求めまし

みについての効果をさらに評価できるようにするために、総プラス
チック使用量の開示を求めました。

同社が過去の DE&I 目標を達成できなかったことを踏まえて、今回の面

談では、新たな目標に対する支援を強調し、データ収集、報告、進捗を促

す実務方針の重要性を力説しました。また、英国法人の数値を既に
発表していることを踏まえて、全職場の GPG の公表を求めました。GPG
は各地の労働状況（法定育児休暇、生活賃金の権利など）
の影響を受け

る可能性がありますが、企業の多様性と文化の有益な指標となります。

まるにつれて、具体的な目標や行動計画、明白な改善への期待が高

成果

成できておらず、指導的地位にある女性と民族的なマイノリティの人

取り組みに大きく踏み出したことを評価しています。同社は自社業

まり、基準も引き上げられています。同社は過去に設定した目標を達
数は減少しています。私たちは新たな目標を達成するための同社の
行動に注目しました。また、私たちは企業に対して賃金平等につい

ても行動することを望みました。平均して男性が女性よりも高い報
酬を得ていることは周知の事実であり、世界経済フォーラムは、全
世界で、男女間賃金格差（GPG）が約 37%、所得格差（女性の賃金と

賃金以外の所得の合計の男性のそれとの比率）が 51% 近くに達して
いると推定しています 。先進国市場においても、根深い労働市場
6

と職場の不均衡が永続的な所得格差（米国は 35%）
を生んでいます。

私たちは、同社の状況をより深く理解し、GPG に関する情報開示を

より強く求めました。

行動

同社は 2021 年初めに、2040 年までに 直 接 的 な 業 務 に 関 す る カー

ボンニュートラルを 達 成 し、2030 年 ま で に ス コ ー プ 1 と 2 の 温 室
効果ガス絶対排出量を
（2020 年を基準として）25% 削減することを
約束しました。

私たちはこの取り組みを評価していますが、50% 近い削減目標を

求めるパリ協定に沿うよう目標を引き上げ、また Science-based

5

6

同社がより拡大した削減目標を採用することで、炭素削減に対する
務において炭素を削減するために、
（自然エネルギー発電会社との）
電力購入契約とグリーン電力証書を利用する意向であると説明して

います。
（製品製造過程の）上流の排出量に関しては、現在ガスを使用
している製造拠点を電化することが目標達成に貢献する可能性があ

ると、私たちは提言しました。同社は私たちの提言を検討中であり、
引き続き監視していきます。

プラスチックに関して、同社が自社工場でのリサイクルを増やすこと
を計画しており、またポリ塩化ビニル（PVC）
の空袋やその他の包装を

回収しリサイクルするために、病院と協力を開始したことを評価して
います。特に、同社が過去に「市場に影響を与えるだけの十分な力がな

い」と語ったことを踏まえると、行動を起こしたことは評価されます。
今回のエンゲージメントは、同社が最初は躊躇していたものの、事業

全般でより効果的に循環型経済への取り組みを開始したことを示して
おり、私たちはこれを評価するとともに、継続的に監視していきます。

また、DE&I 目標の達成のためにさらなる行動を同社に求め続けます。
同社が GPG の課題に関して私たちとエンゲージメントを行い、GPG

が有益で妥当なデータであると私たちが考える理由について質問
したことを評価しています。私たちの説明により GPG および DP&I
関連の指標の開示が進むことを期待しています。

Yiming Pengなど。「新型コロナウイルス感染症によるプラスチックの廃棄と世界の海洋におけるその結末（Plastic waste release caused by COVID-19 and
its fate in the global ocean）」PNAS 、Vol.118 、No.47、2021年。 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2111530118
世界経済フォーラム「世界男女格差レポート2021 」、ジュネーヴ、2021年。
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SCENTING CHANGE
変革を察知する

グローバル・フランチャイズ運用戦略 | 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 | インターナショナル・エクイティ・プラス運用戦略

ポートフォリオ
マネージャー

VLADIMIR
DEMINE

ESGリサーチ
責任者

世界最大級の高級美容メーカーの脱炭素化の進捗を確認し、また持続可能な調達と循環型経済
の重要性について同社と議論するために、エンゲージメントを行いました。
課題

では、ESG のリーダーとしての立場を強化する追加措置を講じている

私たちは様々な理由から、特に懸念している課題を提議したり、変革

ことを確認しました。

ジメントを行っています。しかし、エンゲージメントは、投資先企業

60% 削減を目標にしていることを示しました。当然、これを達成す

をもたらしたりすることを目的として、投資先企業に対してエンゲー

脱炭素化に関して、同社は売上を単位にして、スコープ 3 排出量の

が正しい方向に向かっていることを確認するための企業との定期的

るためには、サプライチェーンのパートナーとの協力が必要であり、

した主要な ESG のリスクと機会をその企業がいかに管理し、また、

あります（ CDP は非営利団体であり、企業などが環境へのインパク

Risk Indicator）」を用いて特定したものと一致しているかについて、

優れた脱炭素化への対策は、サプライヤーにとっては同社と取引する

な対話の一部になることもあります。そうすることで、企業が特定

そ の ESG の リ ス ク と 機 会 が 私 た ち の「重 要 リ ス ク 指 標（Material
私たちは再確認できます。高級美容メーカーとのエンゲージメント
はその好例と言えます。

温室効果ガス排出量の削減は私たちが広範囲に取り組んでいる

テーマであり、その分野での先進的な企業への投資も含んでいます。

同社は既に米国で再生可能エネルギー使用率 100％を達成しており、
テキサス州の停電時には余剰電力を販売していました。しかし、私
たちは同社の総排出量の大きな比率を占めるスコープ 3 排出量の測

定に対する取り組みについて詳しく知りたいと考えました。また、
同社にとって最大のサプライヤー企業は特殊な原料や香料のリー
ディング企業として認識されており、当該サプライヤー企業の ESG

チームが持続可能な原料のイノベーションをけん引していることか

ら、その潜在的な関連コストを私たちは試算しました。最後に、同社
が包装からプラスチックをなくすためにどのように取り組んでいる
のか、その進捗を確認したいと考えました。

行動

定期的な対話の一環として 10 月に同社と面談しました。その目的は、
同社の進捗状況を確認し、その継続を求めることでした。こうしたエ

ンゲージメントにより、企業と経営陣のサステナビリティに対する取
り組みについて、私たちの仮説を再確認することができます。また
これらの取り組みを、私たちが投資している他の企業や調査中の企
業において、達成可能な例を示すベンチマークとして参照すること
も可能になります。

成果

面談で得た情報により、同社が主要な ESG リスクを引き続き管理し、
関連目標を達成していることを確認できました。同時に、私たちの見解
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すべての主要サプライヤーが CDP 開示慣行に沿って報告する必要が

トを管理するための世界的な開示制度を運営しています）
。つまり、
ための代償となります。

同社がサプライヤーの基準を引き上げようとしているのは、気候変動
に関する基準のみではない点を評価しています。持続可能な原料と素

材に関して、現在のリーダーであるサプライヤーのみを選択するので
はなく、すべてのサプライヤーに改善を求めています。サステナビリ
ティの属性とニーズが調達決定のプロセスに組み込まれています。持

続可能な調達にはプレミアムコストがかかりますが、価格決定力があ
り、高級品を大規模に展開しているリーダーである同社の場合、こうし

たコストを消費者に転嫁できます。これは、マスマーケットで事業を
展開する企業にとっては困難な事です。消費者は、同社が最高の美容
効果、安全性、持続可能性を提供すると信じています。

包装でのプラスチックの使用に関して尋ねると、同社は 2025 年まで

に 75 ～ 100% をリサイクル可能な包装にし、同時期までに包装におけ

るリサイクルされた
（または再利用可能な）
プラスチックの使用を 66%

引き上げることを目標とすることを表明しました。同社は規模と立

場を利用して、サプライヤーとともに変化を推進しています。例えば、
あるサプライヤーとのパートナーシップでは、分子リサイクル技術
および再生樹脂ポートフォリオ（最大 100% の認証済みリサイクル材

料）を使用して、サプライヤーと包装素材を共同開発しています。

また、エンゲージメントを利用して、同社が RE100（再生可能エネル
ギーによる電力供給を 100％にすることを目指す、世界で最も影響

力のある企業が集まった世界的イニシアチブ）のリーダーシップ賞を

受賞したことを祝福する機会にもなりました。同社は、敷地内に

5 メガワットの太陽光発電設備を設置することと風力発電に投資す
ることにより、電力の 50% を再生可能エネルギーで調達するという

アプローチが評価されて受賞しました。エンゲージメントは課題の

ためだけにあるのではなく、前向きな変化があったときにはそれを
歓迎し、祝福することもできます。

2022 年 春号

E

S

G

生物多様性／
環境に対する影響

脱炭素化

循環型経済

持続可能な原料と素材に

関して、現在のリーダーで
あるサプライヤーのみを
選択するのではなく、

すべてのサプライヤーに
改善を求めています。
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ポートフォリオ
マネージャー

YOU CAN'T
MANAGE WHAT
YOU CAN'T MEASURE

BRUNO
PAULSON

マネージング・
ディレクター

測定できないものは
管理できない

グローバル・フランチャイズ運用戦略 | 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

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

炭素移行エンゲージメントプログラムの一環として、脱炭素化と排出

量の報告に関して、投資先の 1 つである多国籍消費者信用情報企業に

E

S

G

エンゲージメントを行いました。報酬に ESG 目標を組み込むことについて

も話し合いました。
課題

同社は炭素排出量削減の取り組みが進んでいる投資先企業の好例と言えます。Science-based targets

initiative（SBTi ）により独立して認証される科学に基づいた炭素削減目標を設定し、TCFD（気候関連財務情報
開示タスクフォース）に準拠することを誓い、2020 年代末までに管理下にある事業活動の直接的および間接

的排出量（スコープ 1 および 2）を 50% 削減する計画を策定しています。すべてのチェック項目を満たしている

脱炭素化

ように見えますが、目標が既に設定されているため、投資家としての私たちの役割は奨励からモニタリング、
実現、遂行へと変化しています。炭素排出量は比較的少ないものの、
「間接的」排出量（スコープ 3 ）がスコープ

1 や 2 と比べてかなり多いため、同社がどのように目標を達成しようとしているか、また企業活動の上流と下流
における炭素排出にどのように取り組む意向であるかを理解するためにエンゲージメントを行いました。

現在、使用電力に占める再生可能エネルギーの割合はわずか 34% にすぎません。米国と英国が総エネルギー

生物多様性／
環境に対する影響

使用量の約 80% を占めていますが、英国が電力の約 3 分の 2 を再生可能エネルギーから得ている一方で、米

国はわずか 20% と遅れています。英国は容易に先へと進んでいますが、問題は米国と新興国市場です。これ

らの地域では、インフラの整備が遅れ、電力供給者による再生可能エネルギーへの関与があまりありません。

米国では、エネルギー供給の大部分が国と州レベルで決定されているという複雑な事情があります。では、
どうすれば再生可能エネルギーの使用を促進できるのでしょうか。夏は暑く冬は寒いテキサス州にある同社
のデータストレージ施設についても質問しました。同社の戦略の TFCD リスクマトリックスでは、冷暖房需要

の増大によるエネルギーコストの増加を最重要課題として特定されていることを考慮すると、テキサス州に
データストレージ施設を置くことは、課題解決に向けて逆行しているように見えると主張しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、オフィスで仕事をしていた社員のほぼ全員が在宅勤務を

余儀なくされた影響で、企業の電力使用は急減しましたが、在宅時の炭素排出をどのように（スコープ 1 または
スコープ 3 のどちらで）測定すべきであるかという新たな課題が示されました。
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私たちが求めた成果は、同社が目標達成に向けて進んでいるという進歩
の証拠でした。

行動

同社のスコープ 1 と 2 の排出量を知ることからエンゲージメントを開始

し、スコープ 3 排出量にどのように取り組むのか議論しました。同社が脱

炭素化を重視していることから、環境または社会の指標が役員報酬の

目標に含まれていない理由を質問することにエンゲージメントの内容を
移行しました。

成果

同社は、私たちが実施したエンゲージメントを、脱炭素化に関して同社が

経験した中で最も深く詳細な議論であったことを認識し、私たちの質問や
提言を受け入れました。米国と新興国市場での再生可能エネルギーの調

達を改善するという課題を解決するために、同社は提案ソリューションを
策定しました。この提案は独自の取り組みをベースにしており、ソーラー
ルーフの設置、電力購入契約の利用などの行動により、今後 5 年間に再生

可能エネルギーによる電力調達への移行が加速するはずです。

スコープ 1 および 2 の排出量に関して、同社はデータセンターとストレー

ジセンターがかなりの量を占めており、英国と米国の３つの主要センター
が全排出量の 44% を占め、その内 40% が冷却のためのものであると説明

しています。テキサス州のデータセンター使用に関しては、同社は積極的
に戦略を検討しており、これに関して将来のエンゲージメントにおいて

質問を続けます。

スコープ 3 の排出に関して、同社は約 80% が上位 20 のサプライヤー（ほ

とんどが付帯サービス）によるものであると説明しています。同社はこれ

らのサプライヤーの炭素排出量を理解するために、既に共同で実施して

いる包括的なエンゲージメントプログラムについて、私たちに説明しまし
た。そしてこれらのサプライヤーの炭素排出量を減らすために、どのよう

に彼らと協力する計画かを説明してくれました。また、プロセスを推進す

るために、同社は外部のサプライヤーと提携しています。私たちはこの強

化がサプライヤーとの将来の関係を検討する機会となったかどうか質問
しました。プロジェクトがまだ初期段階にあり、情報に基づいた決定を

行うための適切なデータを収集するに注力している段階にあることから、

現時点では、そのような機会にはなっていませんでした。

リモートワークのテーマに関しては、同社は気候関連のコンサルタント
会社 EcoAct と提携して、同社が在宅時の排出量を測定する際に EcoAct

持続可能な原料と素材に

関して、現在のリーダーで
あるサプライヤーのみを
選択するのではなく、

すべてのサプライヤーに
改善を求めています。

が協力し、その排出量をどこに含めるかを決定する際に EcoAct が手助け

しています。さらに、炭素測定のプロセスは外注せず、社内で実施し、結

果を監査しているとの説明がありました。これは報告の信頼性を高める
ことにつながっています。

最後に、環境と社会に関する重要業績評価指標を役員報酬の計算に含める
べきであると提言したところ、同社が 2020 年に報酬モデルを更新した際

には、それに関する強い要求はなかったとのことでした。しかし、ステー
クホルダーによる ESG 指標への関心の高まりは、これまでの姿勢に変化

があったことを意味し、環境と社会の目標を経営陣の報酬制度に統合する

ことへの要求が高まっていることを同社は認識しているとのことでした。
私たちは今後も、役員報酬に環境と社会の目標を採用することを求め
続けます。
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ポートフォリオ
マネージャー

TURNING UP THE
HEAT ON FINANCED
EMISSIONS

MARTE
BORHAUG

サステナブル・
アウトカム
責任者

金融に係る

排出量の過熱

ANTON
KRYACHOK

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

世界が低炭素社会に移行しようとする中、銀行は融資先企業の気候に対

する影響を考慮しなければならなくなっています。投資先の欧州の銀行

ヴァイス・
プレジデント

E

S

が 投 融 資 先 企業全体の炭素排出量を算出し、削減していることを確 認
するためにエンゲージメントを行いました。
課題

銀行は脱炭素化に関するエンゲージメント活動の対象として最初に思いつくセクターでは無いかもしれませんが、
監視の目は次第に厳しくなってきています。銀行の課題は、自らの業務そのものからの排出量ではなく、企業への
直接融資、上場や新規債券発行の支援などの、銀行業務を通じていかに気候変動に貢献できるかということです。

これらは「金融に係る排出量」と呼ばれ、基本的に銀行のスコープ 3 排出量となります。環境透明性を提唱する非
営利団体であるカーボンディスクロージャープロジェクトのレポートによると、金融に係る総排出量は平均して
業務排出量の 700 倍となっています 7。

金融に係る排出量は、銀行の真の気候関連リスクを計るための重要な指標であるため、投資家として私たちはこ

の排出量を理解する必要があります。例えば、銀行が炭素排出削減への移行に苦しんでいる企業に融資する場合、
座礁資産のリスクにつながる可能性があります。おそらく驚くべきことに、金融機関の 49% はポートフォリオが
気候に与える影響をまったく分析していません。金融に係る排出量を報告している金融機関はわずか 25% にとど

まります 8。金融に係る排出量の算出は複雑であり、投資先企業やそのサプライチェーンの温室効果ガス排出量

を理解する必要があります。すべての投資先企業が自社の排出量に関する情報を有しているとは限らないことを

考慮すると、算出はさらに複雑になります。

行動

私たちは 9 月の同行とのエンゲージメントにおいて金融に係る排出量の課題を示し、その開示の改善を求めました。
同行が既に措置を講じ、石油、石炭、農業に対する直接的なエクスポージャーが限定的である点を評価している

一方で、同行が金融に係る排出量に対する理解を深めることを期待しています。

7

運用資産額 27 兆ドルの84の金融機関のデータに基づく

https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
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脱炭素化

G

成果

同行の気候変動に対するアプローチを分析した結果、改善

のために具体的な措置を講じていることが明らかになり
ました。同行は、温室効果ガスの排出量を可能な限り早

く、遅くとも 2040 年までにネットゼロにするという包括

的な気候変動目標を含む、長期目標を設定しています。ま
た、2025 年までに、融資の 20% 以上が「グリーン」と定義

される事、つまり借り手による持続可能で測定可能な炭素

排出移行に貢献するという条件を含めています。さらに、

Science-based targets initiative（SBTi）に従って、1.5℃の

目標を設定することで、これらの目標が確実に外部機関

により認証されることを約束しています。重要なことに、
顧客の気候変動リスクを同行が評価する能力を改善する
ために、与信プロセスを強化するなど、同行はこれらの

目標を達成するためのプロセスの変更に着手しています。
金融に係る排出量に関する同行の行程は、ネット・ゼロ・
バンキング・アライアンスへの加盟で始まりました。この
アライアンスでは、2050 年までに投融資先企業の排出量

をネットゼロにすることを約束する銀行が集まっていま
す。また、同行は炭素排出量を最良の方法で算出し、更に

この発展途上の分野における調和と標準化に寄与するた

めに、
「投融資カーボンフットプリント算出基準策定機関

（PCAF、Partnership for Carbon Accounting Financials）
」
にも加盟しました。2021 年に同行は初めて、事業展開する

国の 1 つ（総融資額の 30% を占める）において、不動産融資

に関する「金融に係る排出量」を算出しました。

私たちは同行が 2021 年 2 月に融資先の温室効果ガス排出
量の検証に着手したことを評価しており、完了には 1 ～ 2 年

を要すると考えられます。同行はこの検証は、将来的な低
炭素社会の到来がもたらす事業機会を支援するものであ

り、融資の適切な分野で成長するだけでなく、自社を差別
化できる機会になるものと捉えています。

同行が 12 月に初めて融資業務に関する気候変動資金レ

ポート 9 を発表したことを評価していますが、私たちは融

資活動に関連するスコープ 3 排出量のより詳細なデータを

望んでいることを強調し、投資家として何を見たいかに関

する考えを共有するためにフォローアップを行いました。
最終的に、私たちが求める成果は、投資先の銀行が、投融

資先企業の「金融に係る排出量」の評価を完了し、パリ協定

に沿って、排出量を管理する措置を外部機関が認証する

形で講じ、それを投資家に開示することです。これが同行
に対する継続的なエンゲージメントの中心となると想定し
ており、進捗をモニターしていきます。

9

本レポートは気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD）の
提言に基づき作成されています。

https://www.handelsbanken.com/tron/xgpu/info/
contents/v1/document/72-120091

同行の気候変動に対するアプローチを
分析した結果、改善のために具体的な

措置を講じていることが明らかになり
ました。同行は、温室効果ガスの

排出量を可能な限り早く、少なくとも

2040 年までにネットゼロにするという

包括的な気候変動目標を含む長期目標
を設定しています。

VOTING OVERVIEW
議決権行使の状況

お客様から議決権行使を委任されている場合、私たちはこの責任を常に、慎重に果たしています。
議決権行使は経営陣と対話するための 1 つの方法であり、投資プロセスにおいて重要な部分を
占めています。私たちは、投資先企業の投下資本利益率の継続性に関連する特定の ESG 課題の

重大性の評価、進捗のモニタリング、投資先企業の業務がより優れた、また透明性が高いもの
になるような影響力行使に努めて、議決権を行使します。
投資先の高クオリティ企業は、他のセクターの企業よりも気候、環境、
社会に関する株主決議案（株主から提出された議案）が少ない傾向に

あるため、私たちは主に経営陣の報酬、取締役の指名などのガバナン
スに関連した議案に対して議決権を行使しています。

図表 4
1,412件の議案に対する投票

（内訳 %）

経営陣に賛成
Against management
● 経営陣に反対
●

●

運用チームは経営陣のクオリティと手腕の評価に関して豊富な経験

In favour of management

●

を有し蓄積しているため、経営陣に対する期待が高くなっています。

●

●

私たちは、取締役の選任、取締役会の構造、企業間取引、資本構成の

変更、配当金の支払いに関連する提案を精査し、議論します。特に

Abstained/did not vote
棄権／非投票

90

90
88
22

役員報酬に関連する提案を厳しく精査します。

2021 年に議決権行使を行った株主総会件数は 92 件（投資先企業の

全株主総会）
、議案件数は 1,412 件（全議案の 99%）となっています。

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

反対票を 1 票以上投じました。

エンゲージメントの影響力を高めるために、報酬制度に関して十分

経営陣に反対票を投じた比率は 8% で、62% の株主総会で経営陣に

図表 3
議決権行使の状況（2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの 12カ月間）
行使した株主総会件数
行使した議案件数

経営陣に反対票を投じた比率

経営陣に1 票以上反対票を投じた株主総会の比率

92 (100%)
1412

（全提案の99％）

8%
62%

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

経営陣に反対票を投じた主な理由として、役員報酬、取締役の選任、

ESG 関連の株主提案が挙げられます。

報酬関連の議案は引き続き議論の多い投票テーマとして際立って

おり、運用チームは 2021 年に 161 件の役員報酬議案に投票しました。
経営陣が起案した役員報酬提案に反対した比率は 29% となってい

ます。反対票を投じた理由には、報酬が過剰であること、能力に連動
した報酬の比率が十分でないこと、経営陣の目標が客観的でないか

開示されていないこと、能力を測る誘因が株主の利益と合致してい
ないこと、などがありました。
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な進展がないまま長期にわたって懸念が解消されない場合には、報

酬制度に反対すること以外にも、課題をエスカレートさせ、報酬委員
会のメンバーや議長に反対票を投じる場合もあります。取締役会と

企業の多様性に特に懸念があった際には、指名委員会のメンバーに

反対票を投じ、独立性に懸念があった際には、取締役候補に反対票
を投じました。2021 年に全投資先企業の 23 名の取締役に反対票を
投じました。

社会、環境関連の議案は、頻度は少ないものの、議案で特定された

課題の妥当性とその影響度合いを吟味しながら、個々の議案ごとに、
どのように投票するかを慎重に検討します。私たちのアプローチは

少なくとも、MSIM 議決権行使方針には基づいています。2021 年に

戦略全体で 14 件（56%）の ESG 関連の株主決議案に賛成票を投じ、
保有するグローバルな企業の中で株主から提案された 1 件の気候関

連議案に賛成票を投じました。

2022 年 春号

図表 5
ESG関連株主提案の例
企業

決議案の内容

私たちの
投票

投票理由

米国の医療機器
およびヘルスケア
企業

株主決議案：人種に
関する公平な扱いに
関する報告

賛成

同社は、雇用機会均等法に関する報告書（EEO-1）に関連するデータの追加など、多様性と包括
性（ダイバーシティ＆インクルージョン）に関するより詳細な情報の開示に取り組んでいます。
こうした取り組みを評価している一方で、賛成票を投じることで、取締役会と市場に対して、
株主にとってこの課題が重要であることを示しています。

米国のテクノロジー
コングロマリット
企業

株主決議案：コンテンツ
の削除要請に関する
報告

賛成

政府のコンテンツの削除要請の取り扱いにおいて同社が直面する制約および関連リスクの
管理についての理解を深めることは、株主にとってメリットであるという考えから、賛成票を
投じました。

米国の
飲料メーカー

株主決議案：砂糖
および公衆衛生に
関する報告

反対

2020 年に、この提案は投票数の 7.7% の支持を得ました。反対した理由は昨年と同様であり、
提案者は同社商品の摂取に関する深刻なリスクを強調していますが、科学誌や公衆衛生機関に
より既に十分に実証されています。同社がこのテーマに関して独自の科学的報告を行っても
新たな情報は提供されないと考えられます。さらに、消費者の嗜好が変化し、一部の規制当局
（ニューヨーク市など）が規制を強化している中、同社は製品ラインナップの多様化を図って
います。この提案は投資家に付加価値を提供しないと考えられます。

米国のビジネス・
金融サービス企業

気候関連の提案

賛成

同社は、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に従って開示しており、科学に基づく
目標を用いたスコープ 1 と 2 の 2030 年の炭素削減目標（50％削減）
、および 2050 年までの
カーボンニュートラル実現を掲げています。今回、提案への賛成票を投じました。

Pay X - Ray 報酬の検証

制度の良し悪しを明確化し、投資先企業の報酬制度を順位付けで

制度を比較することで、チームの議論を促進し、賛成票を与えるか

にかけて経営陣が提示した役員報酬案に私たちが賛成した件数と

Pay X - Ray は独自のスコアリング手法であり、投資先企業の報酬

否かの参考とします。合理化されたスコアリングシステムは、報酬

図表 6
経営陣に反対票を投じた議案の比率（テーマ別）10,11

● Non-salary compensation
● 固定給以外の報酬
（ボーナス）39
● 取締役関連
● Directors related
●
●
●
●
●
●

21
11
株主提案
（ESG） proposal - ESG
● Shareholder
10
買収防止関連
● Anti-Takeover Related
8
資産活用
● Capitalisation
5
その他の株主提案
● Other shareholder proposal
4
通常業務・事業
● Routine/business
上記以外
1
●

Other

出所：ISS Proxy Exchange、MSIM

4
5

きます。報酬制度の各要素は加点もしくは減点され、総合点として

企業のスコアが算出されます。下記の表は、2014 年から 2021 年
反対した件数の比率をまとめたものです。

図表 7
経営陣が起案した役員報酬提案への当運用チームの
投票行動11 2014年～2021年

39
12
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17
22
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24
28
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88
8 89
87
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78
76
72
71
5
4
1
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
賛成（%）

反対（%）

経営陣に反対票を投じた全件数に占める割合を表示しています

四捨五入により合計が 100 にならない場合があります

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
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インターナショナル・エクイティ・チーム
インベストメント・チーム

WILLIAM LOCK

マネージング・ディレクター
インターナショナル・エクイティ・チーム責任者

BRUNO PAULSON

マネージング・ディレクター

NIC SOCHOVSKY

マネージング・ディレクター

ROB BUTLER

ヴァイス・プレジデント

ポートフォリオ・スペシャリスト・チーム

LAURA BOTTEGA

マネージング・ディレクター
リード・ポートフォリオ・スペシャリスト

MARCUS WATSON

JILL YTUARTE

ALEX GABRIELE

ALISTAIR CORDEN-LLOYD

NATHAN WONG

CANDIDA DE SILVA

MARTE BORHAUG

MUNENORI YOSHIMI

マネージング・ディレクター
マネージング・ディレクター
エグゼクティブ・ディレクター
エグゼクティブ・ディレクター
サステナブル・アウトカム責任者

VLADIMIR DEMINE

エグゼクティブ・ディレクター
ESGリサーチ責任者

RICHARD PERROTT

エグゼクティブ・ディレクター

ISABELLE MAST, PHD

エグゼクティブ・ディレクター

ANTON KRYACHOK

ヴァイス・プレジデント

FEI TENG

シニア・アソシエイト

HELENA MILES

シニア・アソシエイト

JINNY HYUN
アナリスト
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キャッシュ・マネージメント＆
データ・アナリティクス
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マネージング・ディレクター
エグゼクティブ・ディレクター
エグゼクティブ・ディレクター
エグゼクティブ・ディレクター

MONICA CARTA

エグゼクティブ・ディレクター

DAVID BERNARD

エグゼクティブ・ディレクター

COLLEEN DYER

エグゼクティブ・ディレクター

ANNA BARON

ヴァイス・プレジデント

JULIA FORDE

ヴァイス・プレジデント

TEPPEI ADACHI

シニア・アソシエイト

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

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

原文が優先します。

それがあります。

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。

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、

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

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

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

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

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
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

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

3. 投資一任契約締結に際しての留意事項

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

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。

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

モルガン・スタンレ－・インベストメント・マネジメント株式会社

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

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、

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
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
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