
海外投資家のエンゲージメント
　　　　～欧州機関投資家のヒアリング調査より





　日興リサーチセンターは、ＳＭＢＣ日興証券のシンクタンクとして、ＳＭＢＣ日興証券のお客様に
タイムリーでクオリティの高い情報をご提供することを目的に、資本市場や国内外の投資家動
向について、マーケットデータを用いたデスクワークに止まらず、直接ヒアリング等を通じた
フィールドワークによる調査研究を行ってきました。その中で、わが国の資本市場は、直接金融を
介した大改革が始まる可能性のあることが浮かび上がってきました。

　なぜならば、アベノミクスの一環として 2014 年 2 月に、政府の成長戦略に合わせて金融庁
が策定した「責任ある機関投資家」の諸原則（日本版スチュワードシップ・コード）と、東京証券
取引所が 2015 年の株主総会に間に合うように準備しているコーポレートガバナンス・コード
によるガバナンス改革が、資本市場のありようを変えようとしているからです。

　これらは、一言でいえば、投資家と企業の「目的を持った対話（エンゲージメント）」によって企
業価値を増大させ、持続的な成長を促す仕組み作りです。そのため、企業側は、企業固有の、戦
略的に重要で、企業財務に影響を及ぼすマテリアルな情報を投資家に開示することが重要にな
ります。当社は、この先駆けとして、ＳＭＢＣ日興証券のお客様に、投資家が求める情報の開示支
援を行い、ＳＭＢＣ日興証券の金融仲介機能の向上に貢献してきました。

　このような支援を行うため、当社は、企業の効率性や生産性に関して、財務情報だけではなく、
非財務情報（ESG 情報）を用いた分析や、海外の ESG 投資に関する調査研究を推進してきまし
た。一方、当社は、資産運用の分野において、年金基金等の資産保有者や地域金融機関の資産
運用の効率化の支援を行っており、投資家サイドのニーズにも精通しています。

　上記のような業務活動を通して、投資家と企業の間には重大な情報のミスマッチが存在する
ことに気づきました。金融仲介機能をさらに高めて資本市場の効率化や持続的な成長に資する
ためには、情報のミスマッチを解消することが重要だと考えています。そのため、アカデミックな
研究陣がそろっている明治大学の ESG 投資研究所と共同で、情報開示に関するエンゲージメ
ントの研究を進めているところです。

　その共同研究の一環として、今般、欧州の機関投資家等に対してエンゲージメントの実践に関
する現地インタビュー調査を行いました。本報告書は、現地調査で得られた知見を取りまとめた
ものです。外国人株主を抱える日本企業の皆様、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ
を表明してエンゲージメント活動が期待されている国内の公的年金や企業年金、国内運用機関
の皆様にとって大変参考になる資料だと自負しております。是非、お役に立てていただければ幸
甚です。

日興リサーチセンター株式会社
理事　　宮井　博

序　文



　本報告書は、欧州の年金基金、運用機関、ならびにエンゲージメント・オーバーレイ・サービス
に対し 2014 年 5 月に行ったヒアリング調査をもとに作成いたしました。各機関のエンゲージ
メント担当者の方々には日時指定のインタビューにも関わらず快く時間を割いて頂き、また多岐
に渡る質問に対し真 にまたオープンにお答え頂きました。各機関の皆様のご協力に厚く御礼
申し上げます。
　また、本調査に至るまでにご協力いただいた、英国ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社にも、
感謝申し上げます。

ご協力いただいた機関

F&C investments
First State Investments
Fjärde AP-fondens (AP4)
Första AP-fonden (AP1)
GO investment Partners
Hermes Equity Ownership Services
Legal & General Investment Management
Norges Bank Investment Management
PGGM Investments
Robeco
RPMI Railpen Investments
Standard Life Investments
USS investment management

（アルファベット順）

日興リサーチセンター株式会社
社会システム研究所

寺山 恵　
杉浦 康之
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第 1 章　はじめに

■　問題意識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
日本版スチュワードシップ・コードの策定が「日本再興戦略」に盛り込まれたとき、いった
いどれくらいの人が「スチュワードシップ」という用語を耳慣れたものとして聞かれただろう
か？2014 年 2 月に策定された日本版スチュワードシップ・コード（「責任ある機関投資家」
の諸原則）は、7 つの原則からなり、スチュワードシップ責任を果たすために、方針の策定
とその公表、実施とその報告を求めるという構成になっている。このうち唯一「実施」とし
て要求されているのは、投資先企業との建設的な「目的をもった対話」すなわちエンゲー
ジメントなのである。

■　なぜエンゲージメントをするのか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9
コーポレートガバナンス上の株主の責任として、企業経営に対する株主モニタリングがある。
エンゲージメント活動は、コーポレートガバナンス上の株主モニタリングであると理解でき
る。機関投資家のエンゲージメント活動により、経営陣と株主は利害を一致させることがで
き、エージェンシー問題を緩和できる。また、機関投資家は受託者責任やスチュワードシッ
プの観点から、株式投資の中長期的なリターンを確保していく必要があり、投資先企業の持
続的成長や企業価値向上を図る必要がある。そのため機関投資家には投資先企業に積極的
にエンゲージメントを行うインセンティブがある。

■　誰がエンゲージメントをするのか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10
エンゲージメントを期待されているのは機関投資家である。機関投資家は、年金や保険、投
資信託など個人の資産を預かって運用する企業などの組織を指す。本調査では、エンゲー
ジメントに熱心な欧州機関投資家で、実際に日本企業にエンゲージメントを行うと思われる
組織を取材した。最終的な資金の出し手となる資産保有機関である年金基金、年金基金な
ど資産保有機関から運用の委託を受けて株式投資を行う運用機関、そして、年金基金や運
用機関の依頼によりエンゲージメントを代行する、エンゲージメント・オーバーレイ・サー
ビス (EOS：エンゲージメント代行サービス ) である。

第 2 章　エンゲージメント

■　エンゲージメントの体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
欧州の機関投資家は、エンゲージメントを行う専門的な部署を設けている。責任投資
(ESG) チームがある機関では、責任投資 (ESG) チームがエンゲージメントを行う場合と、
責任投資 (ESG) チームのサポートを受けながらファンドマネージャーなど投資チームがエン
ゲージメントを行う場合がある。また、年金基金の場合、議決権行使とエンゲージメントの
両方を行うチームを持つ場合と、議決権行使とは別にエンゲージメントのみを行う独立した
チームを持つ場合がある。運用機関では、環境・社会に特化した部署（または担当者）、ガ
バナンスに特化した部署（または担当者）の２層構造のところも見られた。

エグゼクティブサマリー
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■　エンゲージメントの開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16
欧州の年金基金や運用機関のエンゲージメント・チームが、個別企業に対してエンゲージメ
ント（企業との対話）を開始するタイミングはいつか。まずは、株主総会の会社提案の議案
に反対しようとするときである。ほとんどの機関投資家が、事前に反対の可能性について企
業に知らせるという。また、事故やスキャンダルなどが発生したときや機関投資家が参照し
ている国際規範の重大な違反が判明したとき、機関投資家はスチュワードシップ責任を意識
するという。この他に、特定のセクターにおける固有の ESG テーマについて、そのセクター
に属する企業において、問題があると認識された場合、エンゲージメントが開始される。

■　エンゲージメントすべき課題とは？-コーポレートガバナンス・・・・・・・ P18
欧州の年金基金や運用機関のエンゲージメントにおいて、企業の業績や財務戦略と同様に
コーポレートガバナンスは主要なテーマである。各機関投資家は、コーポレートガバナンス
についての方針を公表し、スチュワードシップ活動についてのレポートも出している。そこに
一貫しているのは、良きコーポレートガバナンスは企業の持続的成長に不可欠という信念で
ある。また、良きコーポレートガバナンスとは、株主のために、取締役会が経営陣を適切に
監督できる体制であり、また CEO や執行役員などの経営陣が株主価値向上のために働くイ
ンセンティブと規律の仕組みである。

■　エンゲージメントのテーマ～環境・社会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
欧州の機関投資家は、環境・社会に関しては、グローバルな問題からマクロテーマをまず
設定する。環境であれば、気候変動、水資源の利用、大気汚染などであり、社会であれば、
人権問題や贈収賄（ガバナンスのテーマでもある）などが挙げられる。それらのマクロテー
マにおいて、企業が直面する具体的な課題を取り上げる。気候変動であれば、温室効果ガ
ス排出削減、異常気象への対応、Stranded Assets（座礁資産）（ｐ35 参照）などである。
これらの課題は業種セクターごとに特定されていく。気候変動のテーマであれば、鉱業や石
油、石炭といったセクターが関連する。業種セクターの課題が特定されたら、そのセクター
の中で抱える問題が大きいと思われる企業などを中心にエンゲージメントを行う。このよう
なマクロテーマなどを設定する際に、ESG 評価機関のレーティングや Bloomberg などの
データベンダーが提供する ESG 情報などが活用されている。

■　マーケット・エンゲージメントの重要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
欧州の年金基金・運用機関は、グローバル株式ポートフォリオ内で保有する海外企業につい
ては、個社別のエンゲージメントよりも、その企業が所属する資本市場全体へアプローチす
ることが大切だと考えている。とりわけ、コーポレートガバナンスについては、各国や市場
によって規制や上場基準や開示ルールも異なる。したがって、国ごとにアプローチする必要
があるという。また、国ごとに固有の企業文化が存在するので、自国のルールをそのまま押
し付けても受け入れられないだろうと考えている。また、その国の規則や資本市場の習慣に
よるものであれば、個別企業に変更を求めても、その要求を聞き入れて 1 社だけが変更す
ることは難しいだろう。たとえその企業が受け入れても、保有銘柄毎に同じことを繰り返さ
なければならない。むしろ、規制当局や証券取引所などと話し合い、好ましい方向にリード
してもらった方がよい。市場全体のルールが良い方向に変われば、その影響は全社に及ぶ
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ので効率も良い。日本企業向けのエンゲージメントについて、訪問先の全てが日本市場に
対するマーケット・エンゲージメントを強調していた。

■　共同エンゲージメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
欧州の年金基金は、資産保有機関のスチュワードシップ責任としてエンゲージメントを捉え
ており、担当チームを置いてエンゲージメントに取り組んでいる。そのコストに見合うだけ
の効果がエンゲージメントにはあるのだろうか。年金基金や運用機関は、エンゲージメント
の効果については具体的に目にみえる成果として計測するのは難しいものの、エンゲージメ
ントのコストは長期的な投資パフォーマンスへの貢献として回収できると考えている。一方、
エンゲージメントの効果は何もしなかった株主もその恩恵を享受するというフリーライダー
が可能であることも認めている。エンゲージメントを共同で行うことは、コスト節約になるだ
けでなく、エンゲージメントが共有財（相互排他的でない）であることを考えれば理に適っ
ている。また、年金基金は少数株主の立場である。そのため、エンゲージメントの影響力を
高める、つまり企業経営陣に耳を傾けてもらうためにも、単独でエンゲージメントを行うより
は、共同で行った方がよいだろう。さらに、国外でのエンゲージメントは自国企業向けと異
なり、法規制や企業文化など勝手がわからない面もある。当該地域の機関投資家と協働す
れば、エンゲージメント先企業と良い関係を構築することができるだろう。アジアの企業で
は紹介者がいないと担当者になかなか会えない、連絡先がわからないといったこともあると
いう。こういった理由から、国内外でエンゲージメントのパートナーを求める動きがある。

■　エンゲージメントのプロセス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P28
エンゲージメントのタイムホライズンは 3 年程度を目途とするところが多い。エンゲージメ
ントを開始するとエンゲージメントのマイルストーン（目標）を定め、その達成度を測る
KPIを設定する。しかし、エンゲージメントの結果がはっきりしない場合も多くある。エンゲー
ジメントのテーマによっては、企業に何らかの変化が起これば、そのエンゲージメントの成
果と捉える。エンゲージメントの期間を過ぎても企業に改善が見られない場合は、次のステッ
プ（エスカレーション）を取ることになり、企業に対して多少圧力的な方策が取られる。エ
スカレーションの結果も芳しくない場合は、最終手段として保有株式を売却し、投資対象か
ら除外する。エンゲージメントの結果として投資除外となる企業は稀ではあるが、多くの機
関投資家が売却を経験していた。

第 3 章　責任投資

■　責任投資とエンゲージメントの関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P30
責任投資とは、投資判断や株主行動に ESG 要因を考慮する投資のことである。ESG に熱
心な責任投資家が積極的にエンゲージメントをしていることが多い。その理由は、エンゲー
ジメントは責任投資を実践するアプローチの１つだからである。2006 年に公表された国連
責任投資原則（PRI）の第２原則に「私たちは活動的な ( 株式 ) 所有者になり、( 株式の )
所有方針と ( 株式の ) 所有慣習に ESG 問題 を組み入れます」とあるように、責任投資に
おいては、いわゆるスチュワードシップ活動が、責任投資の実践方法の１つとして意識
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されてきた。スウェーデンの AP 群が共同でグローバル企業に対してエンゲージメントを
行うため、Ethical Council を立ち上げたのも 2007 年であり、PRI 署名をきっかけと
していた。

■　責任投資の投資哲学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32
今回訪問した年金基金や運用機関、EOS を提供する運用機関は、すべて ESG を考慮した
投資に取り組んでいる責任投資家である。投資の意思判断やエンゲージメント活動に ESG
を考慮する必要があると考える理由は、長期的なリターンへの期待である。すなわち、ガバ
ナンスに優れ、環境や社会といった外部環境にうまく取り組める企業は長期的に企業価値が
向上すると考えている。倫理面を考慮する点においても、モラルの高さやインテグリティ（誠
実さ）は企業のパフォーマンスに好影響を与えるという理解がある。したがってパフォーマ
ンスを犠牲にして倫理を優先させるということではなく、ESG に優れた企業への投資によっ
て長期的な投資パフォーマンスを向上させたいと考えている。

■　最新の責任投資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P34
責任投資のアプローチには様々なものがあり、現在も機関投資家はどのように ESG を投資
判断に反映させていくかについて試行錯誤を続けている。アクティブ運用においてはインテ
グレーション（ESG を投資判断に活用する投資手法）、パッシブ運用においてはエンゲージ
メントという流れがある。それ以外にも積極的にエンゲージメントを行うアクティブの運用機
関や、パッシブ運用においても ESG による銘柄の絞り込みということが行われている。近年
では、気候変動のテーマの一つである Stranded Assets （座礁資産）に着目した投資に
注目が集まっている。

第 4 章　日本企業へのエンゲージメント

■　欧州年金基金の日本株投資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P36
訪問した欧州年金基金のうち、自家運用をする基金では、株式投資は一つに統合されたグ
ローバル株式ポートフォリオで運用しており、その中に日本企業も含まれる。ベンチマーク
はグローバル・インデックスを採用、投資ユニバースもベンチマークとほぼ同様のところが
多い。したがって日本企業もグローバル・インデックスに入っている銘柄がまずは投資対象
となっているとみてよい。一方、グローバル株式戦略のアクティブの運用機関は投資ユニバー
スを制限していないため、比較的中小型の企業も投資対象となっている。一部委託運用で
は地域特化型の日本株戦略ファンドがみられた。この場合の投資ユニバースは TOPIX や国
内上場企業である。AP4 はサステナビリティ・テーマ投資として日本株式エンゲージメント
運用を採用している。

■　日本企業の ESGの課題：コーポレートガバナンスを中心に・・・・・・・ P39
欧州の機関投資家は、日本企業に関する ESG の課題の中でも、コーポレートガバナンスを
最大の課題と考えている。とりわけ、独立取締役（独立性のある社外取締役）に注目している。
機関投資家は、単に独立取締役を導入するだけでなく、取締役会で機能すること、独立取
締役の人数（または比率）を増やすことを求めている。その他に、日本企業のガバナンス
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の課題として、買収防衛策や少数株主保護、情報開示、資本効率などを挙げている。一方、
環境や社会に関しては、日本企業共通の課題として意識されているものは少なく、産業やセ
クター毎に環境や社会のグローバルな課題が意識されている。すなわち、機関投資家が環
境や社会に関する（セクター固有の）課題について問題があると認識した場合、日本企業
もエンゲージメントの対象となる。

■　日本企業の情報開示に対する評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P42
日本企業による情報開示は、グローバル企業は優秀であるが、平均的な日本企業では不足
しているという認識がある。英文開示の不足や情報のマテリアリティが開示されていない点
が指摘されている。機関投資家はよりマテリアリティのある情報に興味がある。「長期投資
家に対する narrative な開示」という統合報告のコンセプトが実践できれば、統合報告は
投資家にとって有用なものとなるだろうと期待されている。

■　日本企業の IR に対する評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P44
機関投資家は、日本企業の積極的な海外 IR を好意的に捉えているが、ディスカッションなど
の双方向的コミュニケーションを求めている。海外 IR は企業からのアプローチであり、ESG
に関した話題も企業から切り出す必要がある。一方、エンゲージメントは機関投資家からの
アプローチである。海外では取締役会のメンバーやＣＥＯなど経営陣がエンゲージメントの
相手となるが、日本企業の場合はＩＲ担当者である。

■　日本版スチュワードシップ・コードに対する期待 ・・・・・・・・・・・・・・ P46
欧州機関投資家の日本版スチュワードシップ・コードへの期待は高い。今回の訪問先の中で
も RPMI, AP4, LGIM, Hermes EOS, が外国機関投資家として 2014 年 9 月時点におい
て、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している。一方で、英国版スチュワー
ドシップ・コードにある共同エンゲージメントやエスカレーション（エンゲージメントの進展
がないときに取る次のステップ）が日本版にはないことに触れ、効果的なエンゲージメント
ができるのか、という疑問を持っている。すなわち、コードの実効性は、これからの日本の
機関投資家の取り組み次第であると考えている。
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日本版スチュワードシップ・コードの策定が「日本再興戦略」に盛り込まれたとき、いったい
どれくらいの人が「スチュワードシップ」という用語を耳慣れたものとして聞かれただろう
か？2014 年 2 月に策定された日本版スチュワードシップ・コード（「責任ある機関投資家」
の諸原則）は、7 つの原則からなり、スチュワードシップ責任を果たすために、方針の策定と
その公表、実施とその報告を求めるという構成になっている。このうち唯一「実施」として要
求されているのは、投資先企業との建設的な「目的をもった対話」すなわちエンゲージメント
なのである。

　2014 年 8 月末現在で 160 を超える機関投資家が本コードの受け入れを表明しているこ
とから、日本国内では今後、機関投資家はエンゲージメントについて「コンプライ・オア・
エクスプレイン」すなわち、実施するか、実施しない場合はその理由を説明する、というこ
とが行われるだろう。

　では、機関投資家のエンゲージメントとはどのようなものなのだろうか。また、エンゲー
ジメントを受ける企業はどのように対応すればよいのだろうか。過去、日本において国内の
機関投資家によるエンゲージメントはかなり限られたものであった。実際、機関投資家のエ
ンゲージメントに関する情報開示もほとんどない。したがって、国内には参考になる事例が
少ないのが現状である。

　一方、海外では 2006 年に策定された国連責任投資原則（Principles for Responsible
Investment, PRI）でエンゲージメントを含む株主行動が原則に謳われたことを契機に、本
原則に署名した年金基金や運用機関がエンゲージメントに取り組んできた。さらに、英国の
スチュワードシップ・コードが 2010 年に策定され、グローバルポートフォリオを保有する大
手年金基金や運用機関は、自国の投資先企業のみならず、外国企業にもエンゲージメント
の対象を拡大してきた。そこには日本企業も含まれている。

　したがって、機関投資家が取り組むエンゲージメントがどのようなものか、また、日本企
業向けのエンゲージメントがどのようなものかを知る上で、先行する欧州の機関投資家の例
が参考になるのではないだろうか。そこで、今年（2014 年）5 月に欧州の年金基金や運
用機関、エンゲージメント代行業者を訪問し、エンゲージメントについてインタビュー調査
を行った。

第 1 章　はじめに

ー 8 ー

■ 問題意識
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コーポレートガバナンス上の株主の責任として、企業経営に対する株主モニタリングがある。
エンゲージメント活動は、コーポレートガバナンス上の株主モニタリングであると理解でき
る。機関投資家のエンゲージメント活動により、経営陣と株主は利害を一致させることがで
き、エージェンシー問題を緩和できる。また、機関投資家は受託者責任やスチュワードシッ
プの観点から、株式投資の中長期的なリターンを確保していく必要があり、投資先企業の
持続的成長や企業価値向上を図る必要がある。そのため機関投資家には投資先企業に積極
的にエンゲージメントを行うインセンティブがある。

コーポレートガバナンス上の要請
　企業の不祥事が発生する度に企業の経営規律の必要性が認識され、コーポレートガバナ
ンスの議論が活発化してきた。企業の経営陣の暴走を止める仕組みは何か？取締役会の経営
陣に対する牽制機能（内部モニタリング）がコーポレートガバナンスのコア部分であるが、
では取締役会の牽制機能の有効性は誰がチェックするのか？株式会社の所有者は確かに株主
である。しかし、株主と経営の間にはエージェンシー問題 1が存在し、経営陣がもっぱら株
主価値の最大化のためだけに努力する保証はない。さらに株主の多くが細分化された匿名
の個人株主であれば、企業の持ち分を所有するとはいえ、株主として経営陣と同様の企業
の情報を持ち、牽制機能を発揮するのは明らかに困難だろう。

　機関投資家の登場は、この株主モニタリングの担い手として企業経営を巡るエージェン
シー問題の緩和に役立つと期待されているのである。すなわち、機関投資家は主要な少数
株主であり、企業の経営陣としても無視できない存在である。機関投資家の株主モニタリン
グが機能すれば企業経営者への牽制機能として期待できるのではないか。機関投資家が取
締役会や経営陣にエンゲージメントすることにより、株主利益最大化のために企業が努力し
ていることを確認すれば、株主と企業経営のベクトルが一致するだろう。

機関投資家の受託者責任とスチュワードシップ
　機関投資家は受託者責任を負う投資家である。年金基金の資産運用の目的は、年金受益
者の給付を確実に行うためであり、株式投資であれば中長期的な投資リターンが目標となる。
運用機関はやはり顧客である年金基金から委託を受けて株式投資を行う。また、スチュワー
ドシップでは、機関投資家の受託者責任のうち、上場株式投資における企業の持続的成長
や企業価値向上による中長期的投資リターンの確保に、より重点がある。したがって、機関
投資家は持続的成長や企業価値向上に資するためエンゲージメントを行う。株主である投資
家と企業がコミュニケーションを取ることにより、企業の持続的成長や企業価値向上にプラ
スの効果があると考えられているのである。その結果、株式投資からの中長期的な投資パ
フォーマンスが向上し、機関投資家の受益者や顧客に対する受託者責任が果たせるのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (END)

■ なぜエンゲージメントをするのか？

1 委託者（プリンシパル＝株主）からの委託を受けた代理人（エージェント＝経営者）が、委託者の利益の
ために行動しない問題のこと。
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エンゲージメントを期待されているのは機関投資家である。機関投資家は、年金や保険、
投資信託など個人の資産を預かって運用する企業などの組織を指す。本調査では、エンゲー
ジメントに熱心な欧州機関投資家で、実際に日本企業にエンゲージメントを行うと思われる
組織を取材した。最終的な資金の出し手となる資産保有機関である年金基金、年金基金な
ど資産保有機関から運用の委託を受けて株式投資を行う運用機関、そして、年金基金や運
用機関の依頼によりエンゲージメントを代行する、エンゲージメント・オーバーレイ・サー
ビス (EOS：エンゲージメント代行サービス ) である。

年金基金
　資産保有機関として、実質的な株主として、エンゲージメントを行う主体となる。年金基
金は自家運用だけでなく、多くは委託運用を行っている（図表 1 参照）。委託運用の場合は
委託先の運用機関が銘柄の売買を決めている。エンゲージメントは、委託運用機関に任せ
る場合と、実質株主のスチュワードシップ責任の観点から年金基金が自ら行う場合がある。
今回訪問したすべての年金基金において、エンゲージメントは年金基金によって行われてい
た。自家運用を行う年金基金が多かったこともあるが、委託運用と自家運用を併用している
RPMI では、運用機関として LGIM のエンゲージメントにも期待する一方、自らも株主とし
てエンゲージメントを展開している。AP1 は自家運用で自らエンゲージメントを行うが、一
部エンゲージメントを代行するエンゲージメント・オーバーレイ・サービス（EOS）として
F&C も利用している。ちなみに、議決権行使においても、代行サービスのプラットフォーム
を利用したり、アドバイスを受けるところが多かったが、自家運用、委託運用に関わりなく最
終的な意思決定は年金基金が行うとしている。

■ 誰がエンゲージメントをするのか？

2  2014 年 4 月現在で確認された資料などを基に作成（以下、運用機関、EOS についても同様）。

図表 1  訪問調査先（年金基金） 

年金基金 本文での
呼称 国  自家運用 /

委託運用

自家運用 /
委託運用

自家運用 /
委託運用

自家運用

自家運用

自家運用

自家運用

 

RPMI 英国 
The Railways Pension Trustee Company
（RPTC：英国鉄道年金受託会社）の運用部門。
RPTCは162の鉄道関連企業に関する年金受託企業

スウェーデンにおける公的年金の一つ
（AP1 を参照）
医療関連年金基金における投資運用部門

油田開発により得られた資産管理を行うノルウェー
年金基金 (Norway Pension Fund) の運用部門。
ノルウェー銀行（中央銀行）が同基金を管轄しており、
NBIMはノルウェー銀行の一部門でもある

スウェーデンにおける公的年金 (AP基金 )の一つ。
AP1、AP2、AP3、AP4、AP6、AP7から構成される。
Ethical Council はAP1～AP4で構成されるグローバル
企業の環境・社会に関する問題についてエンゲージメント
を行う機関

168.6億GBP 

NBIM 5兆NOK 

USS 英国 386億GBP 

AP1 2,400億 SEK 

AP4 スウェーデン 2,410億 SEK 

PGGM 1,400億 EUR 
  

RPMI Railpen
Investments

Norges Bank 
Investment 
Management 

USS investment 
managemenｔ

Första AP-fonden　
(AP1)

PGGM Investments

Fjärde AP-fondens
(AP4)

当機関の概要 資産総額2

ノルウェー 

スウェーデン

オランダ 

Universities Superannuation Scheme（USS）は
英国の大学または教育・研究機関の学者または
シニアの管理者向けの年金基金。USS investment 
managementは、その投資機関
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運用機関（パッシブ運用、アクティブ運用）
　運用機関は年金基金などの顧客からの依頼でエンゲージメントを行う場合と、運用機関自ら
の判断でエンゲージメントを行う場合がある（図表 2 参照）。年金基金のマンデートの中には、
委託先の運用機関にエンゲージメントの指示が含まれることがある。例えば、保有銘柄の中に
グローバルコンパクト等の国際的な規範に違反している企業がある場合は、エンゲージメント
を行うことといった指示である。こういった顧客からのマンデートに基づくエンゲージメントを
行う他に、運用機関は、自ら投資先企業に対する継続的なエンゲージメントを運用プロセスの
一部として組み入れている。エンゲージメントは株主モニタリングとして働き、ダウンサイドリ
スクを下げるなど、長期的にパフォーマンスにプラスの効果があるとの考えからだ。

　アクティブ運用においては、銘柄選択においてサステナビリティを重視する運用戦略など
で、特にエンゲージメントは重視されている。ファンドマネージャーは定性面の投資判断の
ために積極的にエンゲージメントを活用する。一方、パッシブ運用においては、銘柄選択は
ベンチマークとするインデックスに基づいて決まるため、運用機関の判断の余地はほとんど
ない。懸念があっても簡単に売却できないため、エンゲージメントはむしろリスクマネジメン
トとして重要だと考えられている。エンゲージメントを継続的に行うことで、インデックス内
の企業のヘルスチェックとなり、市場全体のパフォーマンス向上に資するという期待がある。

エンゲージメント・オーバーレイ・サービス (EOS)
　エンゲージメント・オーバーレイ・サービス ( 以下 EOS) は、機関投資家に代わり、エンゲー
ジメントを代行してくれるサービスだ。年金基金の中には、基金でエンゲージメント要員を
持たないところは、EOS を利用してエンゲージメントを代行してもらうことができる。EOS
はエンゲージメントの代行を専業にしているところは少なく、運用機関が兼ねているケース
が多い（図表 3 参照）。運用機関のエンゲージメントのチームが顧客のエンゲージメントも
請け負っている形だ。主には年金基金が顧客であるが、一部運用機関でも利用があるという。
顧客はポートフォリオの保有企業リストをEOSに渡し、EOSはその銘柄リストを基にエンゲー
ジメント対象先を絞り込む。保有企業すべてにエンゲージメントを行うわけでない。エンゲー
ジメントは相互排他的ではないので、顧客に共通する銘柄へのエンゲージメントは集約
が可能だ。EOS は、エンゲージメント専任のスタッフが豊富なので、多くのセクター

図表 2  訪問調査先（運用機関） 

First 
State 英国 

オーストラリアのコモンウェルス銀行の
資産運用部門。オーストラリア国内では、
コロニアル・ファースト・ステート・グローバル・
アセットマネジメントの名称で展開
LGIMは、インデクス運用、債券運用を
中心とした運用機関。DB向け LDI、
DC向けファンドなども提供
1825年創業。スタンダードライフ生命の
子会社でエジンバラに本部をおく運用機関。
アジアでは、HDFCアセットマネジメント、
三井住友信託銀行とも提携関係にある
1929年創業の運用機関。以前はラボバンクの
資産運用部門だったが、現在はオリックスが保有。
Dow Jones Sustainability Indexを選定して
いるRobecosam（旧 SAM）は子会社

1,569億USD アクティブ 

パッシブ

アクティブ 

アクティブ 

4,430億GBP 

Standard 
Life 英国 

オランダ

1,841億GBP 

Robeco 2,110億 EUR 

運用機関 本文での
呼称 国 アクティブ /

パッシブ当機関の概要 資産総額

First State 
Investments

Robeco

Standard Life
Investments

Legal & General
Investment
Management

英国 LGIM
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や企業をカバーできる。小規模な年金基金が、少ないスタッフで孤軍奮闘するよりは、効率
的だといえよう。また、EOS は相手の企業とも継続的に対話してきており、そういったエン
ゲージメントの経験や知見も利用できる。しかし、委託運用であれば年金基金は委託先であ
る運用機関にエンゲージメントを任せるということも考えられる。また、運用報酬の他に
EOS を雇い、エンゲージメントに追加的なコストを負担することに否定的な年金基金もある
と考えられる。そのため、EOS の数はそれほど多くないのが現状である。

 

図表 3  訪問調査先（EOS） 

エンゲージメント・
オーバーレイ・サービス

本文での
呼称  

国  当機関の概要

F&C Asset Management のエンゲージメント部門。
エンゲージメントについては、別途顧客向けサービス
（responsible engagement overlay:reo®)として展開

Hermes Equity Ownership Servcies は、BT年金の
運用機関であるHermes Fund Managers の子会社で
Hemesと外部顧客を対象にエンゲージメントを行う。
HermesEOSはHermes の利害と一致させたエンゲージ
メントを行う

旧Governance for Owners、 エンゲージメントファンドである
European Focus Fundを運用する。東京海上アセットと
共同でTMAM-GO Japan Engagement Fundを設定。
日本のエンゲージメントについては子会社であるガバナンス
フォーオーナーズジャパン（GOJ）が行う。
2014年3月にEOSビジネスはGES(スウェーデンの環境・
社会を中心としたEOS）と合併

 資産総額

F&C F&C 英国 25 社 
（600億£） 

GO Investment
Partners 

GO 
(GES) 英国 6 社 

Hermes Equity
Ownership Services

Hermes 
EOS 

英国 ― 

 

 (END) 





欧州の機関投資家は、エンゲージメントを行う専門的な部署を設けている。責任投資 (ESG)
チームがある機関では、責任投資 (ESG) チームがエンゲージメントを行う場合と、責任投資
(ESG) チームのサポートを受けながらファンドマネージャーなど投資チームがエンゲージメ
ントを行う場合がある。また、年金基金の場合、議決権行使とエンゲージメントの両方を行う
チームを持つ場合と、議決権行使とは別にエンゲージメントのみを行う独立したチームを持
つ場合がある。運用機関では、環境・社会に特化した部署（または担当者）、ガバナンスに特
化した部署（または担当者）の２層構造のところも見られた。

年金基金のエンゲージメント体制
　欧州の機関投資家は、エンゲージメントを専門に行う部署を設けている。年金基金の場合、
エンゲージメントの専門部署は、3 ～ 6 名にて構成されている。年金基金におけるエンゲー
ジメント専門部署の役割は、エンゲージメントを行う他に、エンゲージメント先企業の調査
やファンドマネージャーなど投資チームのサポートなどである。

　例えば、RPMI は、エンゲージメントのみを専門に行う部署を設け（体制：3 名）、同部
署において英国企業およびグローバル企業をカバーしている。英国内は USS と協働してお
り、北米ではPGGMと協働している。また、欧州企業についてはGES3も活用している。一方、
USS では、「責任投資チーム (Responsible investment team)」（体制：6 名）が、投
資チームと連携しながらエンゲージメントを行っている。彼らは、ESG の主な課題について
分析し、投資チームに ESG に係る投資判断をサポートするが、それに関連してエンゲージ
メントも行っている。NBIM の Active Ownership チームは議決権行使とエンゲージメン
トを行う。エンゲージメントは、議決権行使において反対票を投じた場合、その経緯と理由
を説明するレターを企業に出すことから始まる4。その他、規制当局や市場全体へのエンゲー
ジメントも担当する。

運用機関のエンゲージメント体制
　運用機関の場合、エンゲージメントの専門部署は、8 ～ 14 名により構成されており、年
金基金等よりも大きな規模である。14 名を配置している Standard Life では、ガバナンス
およびスチュワードシップを担当するチームと環境・社会の問題を担当する ESG チームが
あり、それぞれが投資チームと連携しながらエンゲージメントを行っている。LGIM の場合も、
ガバナンスチームとサステナビリティ（環境・社会）チームにわけており、全体で 8 名の体
制となっている。また、Robeco のエンゲージメント・チームは、6 名のエンゲージメント
スペシャリストと 2 名のアナリストで構成され、環境、社会、ガバナンスのエンゲージメント
をそれぞれが２名ずつ担当しており、アナリストは議決権行使を担当している。エンゲージメ
ントのカバレッジは年間約200社である。一方、First Stateでは、責任投資チームがあるが、
エンゲージメントはファンドマネージャーなど投資チームがもっぱら行う。その理由は、財務

第 2 章　エンゲージメント
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■ エンゲージメントの体制

3  スウェーデンの議決権行使およびエンゲージメントの代行サービス業者で環境・社会の項目を取り扱う。
   2014 年に GO の EOS 部分を買収した。
4  2013 年度は 300 通ほどを送達した。
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分析同様、ESG 分析は投資プロセスにインテグレーションされており、エンゲージメントも
投資パフォーマンスのため運用戦略上重要な手段の一つと捉えているためで、投資チーム
が責任を持って行うという考え方に基づいている。

(END)
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欧州の年金基金や運用機関のエンゲージメント・チームが、個別企業に対してエンゲージメ
ント（企業との対話）を開始するタイミングはいつか。まずは、株主総会の会社提案の議案
に反対しようとするときである。ほとんどの機関投資家が、事前に反対の可能性について企業
に知らせるという。また、事故やスキャンダルなどが発生したときや機関投資家が参照してい
る国際規範の重大な違反が判明したとき、機関投資家はスチュワードシップ責任を意識すると
いう。この他に、特定のセクターにおける固有の ESG テーマについて、そのセクターに属す
る企業において、問題があると認識された場合、エンゲージメントが開始される。

エンゲージメントは狭く深く
　年金基金や運用機関は株主として保有企業に対してエンゲージメントを行うが、ポートフォ
リオの全銘柄の企業に連絡を取るわけではない。大手の年金や運用機関であれば、保有銘
柄はグローバルで数千ということもめずらしくないが、エンゲージメントを行う個別企業数は
限られる。また、エンゲージメントは一度会えば終わるというものではなく、少なくとも 2
～ 3 年のタイムスパンを覚悟している。したがって、どの企業にエンゲージメントを行うか
については、限られた時間と資源を有効に使うため、当該銘柄のポートフォリオ内の重要度、
エンゲージメントを必要とする問題の深刻度合い、エンゲージメントでどれくらい企業やセク
ター全体、ひいては市場全体へ影響を及ぼすことができるかといった観点から戦略的にエン
ゲージメント先を選んでいる。

株主総会前後
　機関投資家が企業にコンタクトするのは、株主総会の議案に反対する可能性が出てきたと
きである。機関投資家側は、できれば総会前に経営者と直接話し合いたいと考えている。と
きとして日本企業の英文の総会案内が届いた時点ですでに議決権行使まで時間が限られて
おり、こういった事前のエンゲージメント活動ができないことがあるのは残念だという。取締
役選任に反対する理由は、独立取締役の導入や買収防衛策、少数株主の権利などコーポレー
トガバナンスに関する項目であることが多いが、画一的な反対ではなく、話し合いの余地は
ある。その企業の経営陣と話し合った結果、今年度総会での対応が無理でも、改善の方向
性が確かめられれば、賛成票に変更することもあるという。また、総会後にも反対した理由
や改善提案のレターを送るが、なんらかの反応がある企業は 20% 程度（欧州年金基金）
ということだ。しかし、この基金ではこれを特段低い数字とはみていないようだ。

イベント発生時
　機関投資家として早急に保有企業と連絡を取る必要があるのは、重大事故の発生やスキャ
ンダルがニュースヘッドラインに載ったときや、グローバルコンパクトなど国際規範への違反
が明らかになったときである。主要株主であれば、スチュワードシップ責任の観点からも、
企業の経営陣と連絡を取り、対応を確認する必要があると考えている。日本企業の中には、
こうしたイベントに関する情報開示に消極的なところがあるという。国際規範違反に対する
エンゲージメントでは、国際規範の遵守回復が目標となる。当該企業が違反を改める気配が
ない場合は、最終的な手段として売却も辞さないという投資家もあり、日本企業ではないが、
実際に個別企業をこの理由で不投資銘柄（ダイベストメント）とした例もあった。

■ エンゲージメントの開始
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プロジェクトベースのエンゲージメント
　特段前述のような問題がなくても、機関投資家は、企業にアプローチすることがある。
スウェーデンの国民年金制度のバッファー・ファンドである AP1、AP2、AP3、AP4 ファン
ドは Ethical Council を創り、海外企業に対して主に環境・社会の項目について共同でエ
ンゲージメントを行っている。Ethical Council では、ESG に関するテーマのなかから製
薬セクターに着目、このセクターの抱える ESG リスクやその対応についての調査分析を行
い、また主要な製薬会社に対して、エンゲージメントを行ったという。この場合は、前述の
ような議案への反対や国際規範違反などと違って、対応を求めるものではなく、投資先企業
に調査分析レポートを持参し、議論するということを目的に行う。企業側からもこういった提
案や議論は有益であったというコメントが寄せられたとのことである。

(END)
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欧州の年金基金や運用機関のエンゲージメントにおいて、企業の業績や財務戦略と同様に
コーポレートガバナンスは主要なテーマである。各機関投資家は、コーポレートガバナンス
についての方針を公表し、スチュワードシップ活動についてのレポートも出している。そこ
に一貫しているのは、良きコーポレートガバナンスは企業の持続的成長に不可欠という信念
である。また、良きコーポレートガバナンスとは、株主のために、取締役会が経営陣を適
切に監督できる体制であり、また CEO や執行役員などの経営陣が株主価値向上のために
働くインセンティブと規律の仕組みである。

コーポレートガバナンスに関するエンゲージメントのホームバイアス
　コーポレートガバナンスの理念については内外に差はないものの、コーポレートガバナン
スのプラクティスは各国によって制度や規範が異なるため、機関投資家は議決権行使やエン
ゲージメントについては国内と海外で分けているところが多い。国内においては、公的年金
基金や大手運用機関は多くの企業において主要株主となる場合も多く、スチュワードシップ
責任の観点からも株主としての役割が期待されている。一方、海外についてはまず欧州や
米国といった先進国からエンゲージメントを試み、対象国を拡大していくという段階であり、
エンゲージメントにおけるホームバイアスが観察される。

コーポレートガバナンスの主なテーマ  ―英国のケース
●報酬制度
　英国において、役員報酬はコーポレートガバナンスの主要なテーマである。ガバナンス上、
株主と経営陣の利益が一致していることが重要だと考えられている。固定報酬が適正な額で
あり、報酬パッケージは、短期的なパフォーマンス連動部分と長期的なインセンティブを含
んだものであることが必要である。2013 年 10 月の法改正 5 により、それまでは役員報酬
に関する株主総会での議決は拘束力のないものだったが、3 年に１度株主総会において過半
数での承認が必要となった。このため、株主として機関投資家の責任も意識され、役員報
酬の議案を巡るエンゲージメントは双方にとって重要になっている。役員報酬は引き続き、
英国におけるコーポレートガバナンスの中心テーマとなりそうである。

■ エンゲージメントすべき課題とは？ ―コーポレートガバナンス

5 下記のリンク先参照。
  （https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/158048/13-727-directors-
   remuneration-reforms-faq.pdf）

●コラム「USS の個別エンゲージメントのケース」

　USS は 2012 年の責任投資アクティビティ・レポートのなかで、バークレイズの役員
報酬制度に対する長年に亘る懸念について報告している。2012 年には役員報酬委員会
の個別の委員の再任に反対した他、すべての社外取締役の任命について棄権したとし
ている。報酬委員会の会長は再任されたが反対票も 20％あり、最終的に株主総会の後、
報酬委員長は辞任した。
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●CEOと取締役会議長 6 の役割
　取締役会は、株主に代わって企業経営陣をモニタリングする役割を果たすため、取締役会
議長は代表取締役会長、代表取締役社長、ＣＥＯなどが兼務することは適切でなく、独立性
があることが望ましいと考えている。また、取締役会議長が独立していない場合は、筆頭独
立取締役を選出することが望ましいとされる。取締役会議長や筆頭独立取締役 7 は、株主の
声の代弁者なので、機関投資家はエンゲージメントにおいて最初に会うのは筆頭独立取締役
が適切であると考えている。

●取締役会構成
　大企業では独立取締役が取締役会の過半数、規模の小さい会社では少なくとも 2 人以上
を占めることが望ましい。独立取締役は、取締役会が長期的な株主価値の最大化という目
標に向かうことを確かなものとしてくれるからである。

●少数株主の権利
　新株引受権の発行、定款の変更、種類株の発行、自己株買、敵対的買収、Ｍ＆Ａなど少数
株主の権利に関連する事項については少数株主の立場からケースバイケースで対応する。

　その他にも、倫理、社会、環境 (ESS) への配慮、情報開示と会計制度、政治団体への献
金などがテーマである。

取締役会のダイバーシティ
　スウェーデンでは主要株主が取締役指名委員会に参加する制度 8 がある。AP4 ファンドは
スウェーデン国内株式市場において投資残高がトップ 10 に入る主要株主である。株主の利
益を代表する取締役の選任が重要だという考えから、主要株主として取締役指名委員会に参
加している。取締役会の状態を判断し、必要とあれば新しい取締役を探し、株主の代弁者と
して取締役会の機能強化を目指している。2013 年に AP4 ファンドは 10 社の指名委員会
に関与し、1 社については委員長を務めた。取締役指名にあたっては、取締役会のダイバー
シティ、とりわけ女性役員の指名を優先事項としている。ファンドが関わった指名委員会で
新規に女性役員が指名されたケースは 43％となり、市場平均の 30％を上回った 9という。

6 英語の “Chairman” に相当する。日本では、取締役会議長は、代表取締役社長または代表取締役会長が
　務めることが慣例となっている。
7 英語では、“Senior independent director” にあたる。
8 スウェーデンのコーポレートガバンスコード参照。
  （http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/committees/swedish_nomination_committee_en.pdf）
9 AP4(2013) 参照。
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10  30％クラブの詳細については下記のリンク先参照。（http://30percentclub.org/）
11  英国のロンドン証券取引所で取引されている時価総額上位 100 銘柄を対象とした指数。
12  ここでは取締役会でダイバーシティの効果が得られるために必要な女性の割合。

●コラム「30 Percent Club」

　英国では、30％クラブという運動が取締役会のダイバーシティを促進している 10。
これは企業の取締役会議長や CEO の自主的な組織で、会社内のあらゆるレベルでの男
女のバランスを取ることを目指している。30％クラブは 2010 年に英国で発足し、
2015 年までに FTSE10011 を構成する企業の取締役会の女性比率を 30％にするとい
う目標を掲げている。このクラブの活動成果からか、2010 年で 12.6％だった女性役員
比率は 2014 年では 22.8％まで上昇している。また FTSE100 銘柄のうち、唯一女性
役員のいなかったグレンコア - エクストラータが 2014 年 7 月に女性取締役を指名したこ
とで、女性役員ゼロの企業はなくなった。女性役員を増やすことは取締役会のダイバー
シティを高め、機能強化になるとの立場で、また「30％」は、女性役員が取締役会に貢
献するためのクリティカルマス12 であるという考え方に由来する。

(END)
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欧州の機関投資家は、環境・社会に関しては、グローバルな問題からマクロテーマをまず
設定する。環境であれば、気候変動、水資源の利用、大気汚染などであり、社会であれば、
人権問題や贈収賄（ガバナンスのテーマでもある）などが挙げられる。それらのマクロテー
マにおいて、企業が直面する具体的な課題を取り上げる。気候変動であれば、温室効果ガ
ス排出削減、異常気象への対応、Stranded Assets（座礁資産）13 などである。これら
の課題は業種セクターごとに特定されていく。気候変動のテーマであれば、鉱業や石油、
石炭といったセクターが関連する。業種セクターの課題が特定されたら、そのセクターの中
で抱える問題が大きいと思われる企業などを中心にエンゲージメントを行う。このようなマ
クロテーマなどを設定する際に、ESG 評価機関のレーティングや Bloomberg などのデー
タベンダーが提供する ESG 情報などが活用されている。

ESG のテーマ決定プロセス
　欧州の機関投資家は、環境や社会に関する課題についての分析は、グローバルな問題から
トップダウン的に特定している。まず、気候変動や貧困といった地球環境や国際社会において
グローバルに共有されているテーマの中から、企業価値に影響するテーマを特定している。

　たとえば、環境であれば気候変動、水資源の利用、大気汚染などであり、社会でいえば
人権問題や貧困、公衆衛生などである。これらのマクロ的なテーマにおいて具体的な課題
を特定していく。たとえば気候変動であれば、温室効果ガス排出削減や Stranded Assets 
( 座礁資産 ) などが挙げられる。こういった課題に対して、エクスポージャーの大きな業種
セクターを特定していく。温室効果ガス排出削減では、CO2 負荷の大きなセクターとして、
鉱業、石油、石炭、セメントなどのセクターが挙げられる（図表 4 参照）。

■ エンゲージメントのテーマ～環境・社会

13  詳細は、第３章 責任投資「最新の責任投資」（P３５）を参照。

図表 4  環境に関するイシュー 
マクロテーマ 具体的なイシュー セクター（例） 

気候変動 
 ・温室効果ガス排出削減の取り組み 
 ・Stranded Asset（座礁資産） 

鉱業、石油、石炭、セメント 

水資源の利用 
 ・排水、水質汚染 
 ・水資源の枯渇 

鉱業、製薬、飲料 

大気汚染  ・中国、インドの大気汚染 中国・インドのサプライチェーン先 

その他  ・ビルのエネルギー効率 不動産 
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また、社会であれば、労働は大きな問題の一つに挙げられる。具体的には、賃金格差や労
働上の安全衛生の問題などが挙げられる。このような問題は、特に、繊維（衣服）、鉱業、
石油などのセクターが関連している（図表 5 参照）。

　こうして、業種セクターごとに取り上げるべき課題が特定されると、それに基づいてセク
ター内にある企業を分析する。エンゲージメントの対象となるのは、セクターの中でも、よ
りリスクの大きいとされた企業である。　その他に、業界内の影響力が強いと考えられるた
めリーディングカンパニーがエンゲージメントの対象になることもある。したがって、全ての
企業が環境・社会に関するエンゲージメントを受けるとは限らない。

投資家が利用する ESG 情報
　機関投資家は各企業の ESG への取り組みに関する情報は自らも収集、分析しているが、
グローバル株式に広く投資する年金基金や運用機関では、投資対象とするユニバースの企
業数も多いため、ESG 評価機関やデータベンダーなどの情報も活用している。例えば、
Sustainalytics は欧州の機関投資家が利用するESG 評価機関で、グローバル株式をカバー
している。GMI Rating は、企業のコーポレートガバナンス評価に特化した評価機関である。
また、Bloomberg など金融情報のデータベンダーも、様々な ESG 情報を金融端末を通じ
て配信している。ファンドマネージャーやアナリストなど投資チームが直接こういった ESG
情報にアクセスできるような体制を整えている年金基金の自家運用チームや運用機関もあ
る。この他、企業の不祥事やニュースについては、企業のレピュテーションに関する評価機
関である RepRisk やブローカーのアナリストレポートなどを参考している

図表 5  社会に関するイシュー 
マクロテーマ セクター（例） 具体的なイシュー

労働問題 

・ 賃金格差・貧困 
・ 労働の安全衛生 
・ 劣悪な労働環境 
・ サプライチェーンでの労働問題 

衣服、繊維、小売、鉱業 

人権問題 

・ 児童労働 
・ 強制労働 
・ ILO 中核的労働基準の違反 
・ サプライチェーンでの人権問題 

鉱業、製薬、飲料、たばこ、
セメント、食品 

ビジネス倫理 
・ リーガル・コンプライアンス 
・ 倫理指針 

銀行 

贈収賄 ・ 贈収賄防止に対する取り組み 製薬、通信 
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●コラム「Ethical Council によるプロアクティブ・エンゲージメント（スウェーデン）」

　プロアクティブ・エンゲージメントとは、Ethical Council が行っている特定の ESG
テーマや業種セクターに着目したエンゲージメントのことである。毎年テーマやセクター
を決めて自ら分析したレポートを携えて、企業が今後どのように対応していくのかをオー
プンに議論するというエンゲージメントのことを指す。エンゲージメントによって企業行動
に変化をもたらし、その効果が実感できるようなテーマやセクターを取り上げるようにし
ているという。
　例えば、たばこセクターには、サプライチェーン企業における強制労働や児童労働の
問題といった ILO 国際基準などの国際条約等の違反や、贈収賄、国連グローバルコン
パクト 10 原則に関連した違反など、様々な問題がみられる。しかし、多くの投資家は、
このセクターを投資対象から除外しているため、こういった問題に関して、あまりエンゲー
ジメントを行っていない。このセクターへのエンゲージメントは稀なため、様々な問題に
対して良い方向に変化を起こすことができるのではないかと考え、敢えて取り上げた。
児童労働といった問題が是正されれば、このセクターの ESG のリスクが再評価されるこ
とになるかもしれない。

(END)



日本市場へのエンゲージメント
　マーケット・エンゲージメントは個別に行うよりは、幾つかの年金基金や運用機関が集まっ
て共同エンゲージメントで行うことが多い。日本市場へのアプローチについては、欧州年金
基金や運用機関の多くが Asian Corporate Governance Association( 以下 ACGA)
というアジア地域のコーポレートガバナンスの発展のため機関投資家と企業が集まって設立
した共同イニシアチブ（NPO）を通じて行っている。特に NBIM は、マーケット・エンゲー
ジメントを重要視しており、2012 年より ACGA の投資家スポンサーとなっている。
ACGA は、2008 年 5 月に日本コーポレートガバナンス白書（英文、原題 White paper 
on corporate governance in Japan）を発表した 14。この「白書」には 10 の機関投
資家が共同署名しているが、その中に今回訪問先では F&C、Hermes EOS、PGGM、
RPIM、USS が含まれている。白書では株主総会のあり方、資本効率性、独立取締役、買
収防止策など多岐にわたる論点を指摘している。

安倍首相宛てに共同署名のレター
　2014 年 5 月、欧州の年金基金及び運用機関が 20 社集まり（合計運用資産残高は 487
兆円（2013 年 12 月 31 日現在））、共同署名の下「取締役会の構成および独立取締役に
関する投資家からの要望」というレターを作成し、安倍首相、金融庁など規制当局、日本証
券取引所、トヨタをはじめとする主要 33 社に送った 15。 共同署名した 20 社には今回訪問
先である F&C、LGIM、RPIM、Standard Life、USS が含まれている。なかでも LGIM
と Standard Life は事務局を務めた。「要望」レターでは、日本企業の社外取締役導入の
動きを歓迎しつつ、日本企業のコーポレートガバナンスのレベルをグローバルスタンダード
に近づけるよう提案している。具体的には、2017 年までの 3 年間で独立性のある社外取
締役の取締役会における比率を 1/3 まで高めるように求めており、これが満たされない場
合 2017 年以降、取締役選任議案に反対する可能性を示している。その他、スチュワードシッ
プ・コード策定に賛同し、またコーポレートガバナンス・コード制定にも期待を寄せている。
送付先の主要 33 社は、保有銘柄から選んだ個別企業向けのエンゲージメントを狙ったもの
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欧州の年金基金・運用機関は、グローバル株式ポートフォリオ内で保有する海外企業につ
いては、個社別のエンゲージメントよりも、その企業が所属する資本市場全体へアプロー
チすることが大切だと考えている。とりわけ、コーポレートガバナンスについては、各国や
市場によって規制や上場基準や開示ルールも異なる。したがって、国ごとにアプローチする
必要があるという。また、国ごとに固有の企業文化が存在するので、自国のルールをその
まま押し付けても受け入れられないだろうと考えている。また、その国の規則や資本市場の
習慣によるものであれば、個別企業に変更を求めても、その要求を聞き入れて 1 社だけが
変更することは難しいだろう。たとえその企業が受け入れても、保有銘柄毎に同じことを繰
り返さなければならない。むしろ、規制当局や証券取引所などと話し合い、好ましい方向に
リードしてもらった方がよい。市場全体のルールが良い方向に変われば、その影響は全社
に及ぶので効率も良い。日本企業向けのエンゲージメントについて、訪問先の全てが日本
市場に対するマーケット・エンゲージメントを強調していた。

■ マーケット・エンゲージメントの重要性

14  本白書の全文は以下のリンク先参照。
　　（http://www.acga-asia.org/public/files/Japan%20WP_%20May2008.pdf）
15  英語版については、以下のリンク先参照。
　　（http://www.standardlifeinvestments.com/CG_Letter_Regarding_Board_Independence/getLatest.pdf ）



というよりは、日本を代表するリーディングカンパニーという目線で選んだようだ。リーダー
的企業の変革が、そのセクター内の他の企業に影響を及ぼすことを期待しているのである。
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●コラム「PGGM の市場エンゲージメント」

　市場ポートフォリオ（株式市場全体）を保有するベータの投資家としてＰＧＧＭは市場
全体にアプローチするエンゲージメントを重視している。ＰＧＧＭはどのレベルにアプロー
チするか戦略的に選択している。

　

　第１レベルが最もトップダウンで第４レベルがボトムアップである。法律なら全社強制的
に変革できるが、法律の制定や法改正には時間がかかる。上場基準の変更や個別企業
のポリシーの変更ならもう少し短い期間で達成できるだろう。独立取締役の導入を考え
たとき、対象は上場企業なので、エンゲージメントの対象は第３レベルの証券取引所か
ら開始するのが適当である。個別企業へのエンゲージメントは第１から第３レベルで展開
した市場エンゲージメントを広げていくために行う。そのためエンゲージメントの効果を
最大化するために、個別企業はリーディングカンパニーで他社が追従するような影響力
のある企業を選ぶ。

(END)

第１レベル 　　立法府（議会） 

第２レベル 　　規制当局 

第３レベル 　　証券取引所 

第４レベル 　　個別企業 

トップダウン 

ボトムアップ 



共同エンゲージメントの例
● USS&RPMI
　英国の年金基金である USS と RPMI は、英国国内企業向けのエンゲージメントを共同で
行っている。すべての企業に適用できるわけではないが、当該企業への懸念が共有できると
きは連名でのエンゲージメント・レターを出している。国内でも規模の大きい年金である両
者が連名にすることによって、企業の受け止め方も違うという期待もあるようだ。

● 四葉のクローバー
　RPMI は海外エンゲージメントにも力を入れているが、海外の場合はその地域の機関投資
家をパートナーにして、エンゲージメントに取り組んでいる。欧州大陸の企業については、
USS の他にオランダの大手年金である PGGM、APG と「四葉のクローバー」というチー
ムをつくって共同でエンゲージメントを行っている。大手年金基金の連名で申し入れがあれ
ば、企業への影響力も大きいという。

● Ethical Council 
　スウェーデンの AP1、AP2、AP3、AP4 は共同で Ethical Council を設立、国外の投
資先企業へ環境と社会の項目について共同でエンゲージメントを行っている。グローバルで
みれば個々のファンドの大きさは限られ影響力も限定的だが、共同で行えば企業の注目度も
上がる。Ethical Council の幹事は持ち回りで行っており、事務局を専担者とする以外は
各 AP の担当者が Council を構成する。グローバル株式の場合は、一つのセクターに注目
してもセクター内の企業は世界中に散らばっていることから、年金基金にとっても共同で行
うことはカバレッジを上げるだけでなく、コスト節約にもなる。
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欧州の年金基金は、資産保有機関のスチュワードシップ責任としてエンゲージメントを捉え
ており、担当チームを置いてエンゲージメントに取り組んでいる。そのコストに見合うだけ
の効果がエンゲージメントにはあるのだろうか。年金基金や運用機関は、エンゲージメント
の効果については具体的に目にみえる成果として計測するのは難しいものの、エンゲージメ
ントのコストは長期的な投資パフォーマンスへの貢献として回収できると考えている。一方、
エンゲージメントの効果は何もしなかった株主もその恩恵を享受するというフリーライダー
が可能であることも認めている。エンゲージメントを共同で行うことは、コスト節約になる
だけでなく、エンゲージメントが共有財（相互排他的でない）であることを考えれば理に適っ
ている。また、年金基金は少数株主の立場である。そのため、エンゲージメントの影響力
を高める、つまり企業経営陣に耳を傾けてもらうためにも、単独でエンゲージメントを行う
よりは、共同で行った方がよいだろう。さらに、国外でのエンゲージメントは自国企業向け
と異なり、法規制や企業文化など勝手がわからない面もある。当該地域の機関投資家と協
働すれば、エンゲージメント先企業と良い関係を構築することができるだろう。アジアの企
業では紹介者がいないと担当者になかなか会えない、連絡先がわからないといったことも
あるという。こういった理由から、国内外でエンゲージメントのパートナーを求める動きが
ある。

■ 共同エンゲージメント



● ジャパン・エンゲージメント・コンソーシアム（ＪＥＣ）
　JEC は USS、PRIM、AP4 などが参加する投資家フォーラムで、ガバナンス・フォー・オー
ナーズ・ジャパン（GO ジャパン）が提供している日本企業向けエンゲージメント・サービ
スである。日本企業の長期的価値向上を目指して、日本企業に受け入れられるようなテーマ
に関する対話をフォーラムのメンバー企業 15-20 社に対して行う。日本からは東京海上ア
セットマネジメントが JEC に参加している。USS は銘柄集中度の高いポートフォリオを保有
しているため、エンゲージメントを行うメンバー企業が投資先企業でない場合もあるという
が、さほど問題とは考えていない。各年金基金とも、文化的な違いや言語の問題もあり、
直接日本企業へのエンゲージメントをするのは難しいと感じており、JEC によって日本企業
へのエンゲージメントの機会が得られたと感じているためである。各年金基金と GO ジャパ
ンは、どういったテーマをエンゲージメントするかについては綿密に話し合っており、GO ジャ
パンにエンゲージメントをすっかり任せているわけではない。

● パートナーを得てグローバル・エンゲージメントを実現
　RPMI は英国内では USS と共同エンゲージメントを行っているが、英国外のエンゲージメ
ントについても、現地のパートナーを得て拡大してきた。ヨーロッパ大陸では USS とオラン
ダの年金で「四葉のクローバー」を立ち上げている。北米では PGGM のカナダ拠点と連
携している他、オーストラリアでは現地のスーパーファンドと協力しながらエンゲージメント
を行っているという。その他にも日本の JEC を始めとして、香港やシンガポールでも同様の
協働を展開しており、今後は韓国、台湾、インドやブラジルにも現地のパートナーが見つか
れば拡大していきたいという。

(END)
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エンゲージメントのタイムホライズン
　エンゲージメントの内容によってはごく短期で終わるものもあるが、基本的にはガバナン
スの項目は取締役会決定事項や総会決議の必要なものもあるため、変更のサイクルは年単
位となる。株主総会前後にエンゲージメントを開始し、翌年の株主総会で変化があったかど
うかを確認し、再び対話を繰り返すというサイクルだ。また、その他のテーマでも、機関投
資家も企業がポリシーやプロセスを変えるためには相応の時間を必要とすることを認識して
いる。一方、効果がないエンゲージメントを長く続けるよりは、英国版スチュワードシップ・コー
ドにもあるようにエンゲージメントが建設的でないときは、次のステップへ進む方が良いと考
えているので、エンゲージメントの期間は３年を目途とするというところが多かった。しかし、
環境や社会の課題では、もっと長い期間をかけた方が良いものもある。たとえば、ニジェー
ルデルタの原油流出による汚染の問題16の解決には相当の時間がかかる。NBIMはニジェー
ルデルタに関するエンゲージメントについては Council on Ethics17 から 10 年という期
間を示されているという。また、株主モニタリングの一環としてのエンゲージメントは期間
を定めず継続的に続けるとする意見もあった。

エンゲージメントのマイルストーン（ゴール）と KPI18

　エンゲージメントを開始すると、タイムホライズンの他、エンゲージメントのマイルストー
ン（ゴール）を設定し、KPI により達成度を管理する。独立取締役の導入といったテーマで
あれば、マイルストーンも KPI もはっきりしている。一方、KPI がはっきりしないエンゲージ
メントのテーマもあるという。グローバルコンパクトや ILO 国際労働基準など国際的な規範
の違反に対するエンゲージメントでは、その違反の是正がエンゲージメントのマイルストー
ンとなるが、実際には違反の是正を明確に測る指標はなく、白黒きれいにラインが引かれて
いるわけではないという。違反状態が改善され、再び違反が起きない施策が取られた場合、
マイルストーン到達と考えるという。

　他にもエンゲージメントの成否については、企業に何らかの変化が起こるまたは起こる兆
しが見えれば、エンゲージメントの成功と捉える場合が多い。エンゲージメントによって企業に
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エンゲージメントのタイムホライズンは 3 年程度を目途とするところが多い。エンゲージメ
ントを開始するとエンゲージメントのマイルストーン（目標）を定め、その達成度を測る
KPIを設定する。しかし、エンゲージメントの結果がはっきりしない場合も多くある。エンゲー
ジメントのテーマによっては、企業に何らかの変化が起これば、そのエンゲージメントの成
果と捉える。エンゲージメントの期間を過ぎても企業に改善が見られない場合は、次のステッ
プ（エスカレーション）を取ることになり、企業に対して多少圧力的な方策が取られる。エ
スカレーションの結果も芳しくない場合は、最終手段として保有株式を売却し、投資対象か
ら除外する。エンゲージメントの結果として投資除外となる企業は稀ではあるが、多くの機
関投資家が売却を経験していた。

■ エンゲージメントのプロセス

16  ナイジェリア南西部に位置した湿地帯でナイジェリア最大の原油産出地域。石油パイプラインからの
　　原油流出で汚染が深刻となっている。
17  ノルウェー年金基金における投資の倫理基準とその基準に基づき不投資先を決定する機関。
　　当機関は、財務省（The Ministry of Finance）に設けられている。
18  Key Performance Indicator; 重要業績評価指標。



起こった変化がもたらす企業価値の向上やパフォーマンスまで追跡しているケースはほとん
どなかった。もっとも、企業の変化は、そのエンゲージメントだけが原因とは限らない。他
の機関投資家も同様のエンゲージメントをしているかもしれず、また企業も自らの意思で改
革しているのかもしれない。したがって、実務上エンゲージメントの費用対効果を計測する
のは難しい。

　また、運用機関の投資チームによるエンゲージメントについても、投資パフォーマンスに
貢献があるとしてもエンゲージメントに対応する部分だけをパフォーマンスの効果として切り
出すことは難しい。エンゲージメントは投資判断の一部を構成しており、その効果は投資パ
フォーマンスに含まれていると考えられている。

エンゲージメントのエスカレーション
　エンゲージメントにおいて、企業と建設的な対話ができない場合、次のステップ（エスカ
レーション）を考えることになる。そのステップとは、例えば株主総会において、異議を唱
えることや議決権行使で棄権や反対票を投じること、議案の株主提案を行うこと、CEO や
役員の選任に反対することなど、意思表明をすることなどが考えられる。本来、エンゲージ
メントはプライベートで行われるものだが、企業に圧力をかける意味で、メディアを利用して
公にすることもある。また、エスカレーションの最終的な手段として訴訟も検討するという機
関投資家もあった。

　エスカレーションの結果も芳しくない場合は、最終手段として保有株式を売却し、投資対
象から除外する。エンゲージメントの結果として投資除外となる企業は稀であり、望まない
結果としつつも、多くの機関投資家が実際に売却を経験していた。

（END）
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責任投資とは、投資判断や株主行動に ESG 要因を考慮する投資のことである。ESG に熱心
な責任投資家が積極的にエンゲージメントをしていることが多い。その理由は、エンゲージメ
ントは責任投資を実践するアプローチの１つだからである（図表 6 参照）。2006 年に公表さ
れた国連責任投資原則（PRI）の第２原則に「私たちは活動的な ( 株式 ) 所有者になり、( 株式
の ) 所有方針と ( 株式の ) 所有慣習に ESG 問題 を組み入れます 19」とあるように、責任投
資においては、いわゆるスチュワードシップ活動が、責任投資の実践方法の１つとして意識さ
れてきた。スウェーデンの AP 群が共同でグローバル企業に対してエンゲージメントを行うた
め、Ethical Council を立ち上げたのも 2007 年であり、PRI 署名をきっかけとしていた。

第 3 章　責任投資
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■ 責任投資とエンゲージメントの関係

１９　国連責任投資原則（http://www.unpri.org）より。また、脚注によれば「活動的な」とは株主責任を
　　意識した責任ある投資家として活動的であることを意味するとある。
20　責任投資上の様々なアプローチがあるが、その中でも、ネガティブスクリーニング
　　（投資哲学上そぐわない銘柄やセクターを投資対象から外す運用手法）、
　　インテグレーション（ESG を投資判断に活用する投資手法）、エンゲージメント、国際規範スクリーニング
　　（国際規範に違反している企業を投資対象から外す運用手法）が主に利用されるアプローチである。
　　具体的なことについては、第３章　責任投資「最新の責任投資」参照。

コーポレートガバナンスに関するエンゲージメントから始まった
　ESG のなかでもエンゲージメントはコーポレートガバナンスを中心としていることが多
い。ESG のなかで環境、社会というテーマは企業の外部やステークホルダーとの関わり
であるが、コーポレートガバナンスについては企業自身の統治を問うものである。ESGテー
マの中でガバナンス項目は株主総会議案に含まれる。ガバナンス項目には資本効率性な
ど、業績やビジネス戦略との区分が難しいものもある。そのため、企業と機関投資家の
対話においても自然と最初に取り上げられるのはコーポレートガバナンスのテーマである。

図表 6  責任投資の様々なアプローチ－アプローチ別投資額 20
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責任投資家の中でも CalPERS21 のようにコーポレートガバナンスを中心に考えている投資
家は、国連責任投資原則に採用される前からエンゲージメントを活発に行ってきたことで知
られる 22。このように、ESG の中でも特にコーポレートガバナンスを中心としたエンゲージ
メントが責任投資の一つのアプローチとして取り組まれてきたのである。

エンゲージメントがスチュワードシップ活動の中心に
　一方、コーポレートガバナンスが機能するフレームワークにおいて機関投資家も主要な当
事者である。金融資産保有の機関化は進んでおり、機関投資家が扱う金融資産はいまや巨
額である。株式市場においても機関投資家の保有が増え、またインデックス運用の広がりに
よって市場全体を保有する機関投資家が増えてくると、嫌なら売却すればよいという単純な
ウォールストリートルールは適用できなくなる。また、機関投資家全体でみれば、株式市場
から退出することは不可能となる。もはや機関投資家は気に入らなくても簡単には売れない
のだ。そして長期保有を前提とすれば、機関投資家も株主として企業との長い付き合いを覚
悟しなければならない。こうして、機関投資家のコーポレートガバナンス上の責任が強く意
識されるようになり、エンゲージメントは責任投資のひとつのアプローチという枠組みを超
えて機関投資家の株主モニタリング活動の中心と位置づけられている。日本版スチュワード
シップ・コードにおいても原則４に「目的のある対話」が掲げられているが、コードにおい
て唯一具体的活動を要請する原則となっており、スチュワードシップ活動の中心がエンゲー
ジメントであることが明確になっている。

環境・社会テーマのエンゲージメント
　今後、エンゲージメントはすべての機関投資家によって株主モニタリングとして取り組ま
れるようになり、その対象は ESG だけでなく、もちろん業績や財務、ビジネス戦略も含ま
れるであろう。一方、責任投資におけるアプローチとしてもエンゲージメントは引き続き、
取り組まれると思われる。日本版スチュワードシップ・コードでも機関投資家のスチュワード
シップ活動は企業の持続的成長への貢献である点が強調されている。企業のサステナビリ
ティを考えるとき、環境や社会の問題を反映したグローバルトレンドへの対応が必要である。
企業が長期的に繁栄していくためには、長期戦略の中でこういったトレンドへの対応が考え
られていなければならない。こういった企業の長期的でかつ戦略レベルでの変革を促すには、
エンゲージメントは適したアプローチといえよう。したがって、エンゲージメントには環境や
社会のテーマが含まれていくことになるだろう。

(END)

21  カリフォルニア州職員退職年金基金の略称（The California Public Employees' Retirement System）。
22  CalPERS は現在ではエンゲージメントのテーマを ESG の項目へと拡大している。
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今回訪問した年金基金や運用機関、EOS を提供する運用機関は、すべて ESG を考慮した投
資に取り組んでいる責任投資家である。投資の意思判断やエンゲージメント活動に ESG を考
慮する必要があると考える理由は、長期的なリターンへの期待である。すなわち、ガバナン
スに優れ、環境や社会といった外部環境にうまく取り組める企業は長期的に企業価値が向上す
ると考えている。倫理面を考慮する点においても、モラルの高さやインテグリティ（誠実さ）
は企業のパフォーマンスに好影響を与えるという理解がある。したがってパフォーマンスを犠
牲にして倫理を優先させるということではなく、ESG に優れた企業への投資によって長期的な
投資パフォーマンスを向上させたいと考えている。

長期的なパフォーマンスのために
　年金基金は年金加入者や受給者といった受益者に対して受託者責任を負う投資家であり、
リスク制約のもとで、長期的な目標利回りを達成することをミッションとしている。そのため、
株式運用においても短期的な価格変動よりは長期的な企業価値向上に関心がある。優れた
コーポレートガバナンスにより企業と株主の利害が一致することで、株主価値の長期的なパ
フォーマンスが達成される（RPMI）。また、サステナビリティに優れた企業は長期的にアウ
トパフォームする (AP1)。倫理や環境への関心の高さは持続可能性のある健全なリターンを
達成する基礎である（AP4）。持続可能性ファクターはリスクリターンに影響を及ぼし、今後
その影響は増大していく（PGGM）。いずれの年金基金も、長期的なパフォーマンスのため
に ESG の要素あるいはサステナビリティの考慮が重要であると考えている。

投資プロセスへインテグレーション
　運用機関も銘柄選択において、財務要因に加えて ESG の考慮を避けることはできないと
考えている。First State にはサステナビリティ・セクターと規定したセクターのみに集中
投資するファンドがあるが、First State の他の運用戦略においても ESG はすでに企業評
価の一部に組み込まれている。現代では ESG の要素がビジネスや企業の戦略そのものを左
右していくと考えているのは Standard Life だ。企業はますます相互に関係しあい、環境・
社会の外部性はビジネスに直接影響を及ぼすと考えている。アクティブの運用機関は徹底し
た企業評価、銘柄選択のプロセスに ESG を組み入れることで、超過リターンを実現しよう
としているのである。

国から要請される正義
　一方、国の年金制度は、資産運用以前の問題として政府や議会からの要請がある場合が
ある。スウェーデンの国民年金制度のバッファー・ファンドである AP 群は、スウェーデンが
承認している国際的な規範に違反する企業に投資することが、スウェーデン議会によって禁
止されている。また、NBIM が運用するノルウェー年金基金も、Council on Ethics にお
いてノルウェーが国として投資すべきではないセクターや企業を決めているが、Council 
on Ethics は運用については関知せず、純粋に倫理面のみを考慮している。また、オラン
ダでは、機関投資家のクラスター爆弾製造、販売、配布に係るビジネスに投資することが

■ 責任投資の投資哲学
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法律で禁じられている 23。これらの年金基金や運用機関はこういった法律による制約を所与
としつつ、ESG やサステナビリティ考慮による投資パフォーマンスの追求をしている。

(END)

23  2013 年 1 月施行。監督機関であるAFMのウェブサイト参照。
　  （http://www.afm.nl/en/professionals/afm-voor/effectenuitgevende-ondernemingen/
　   marktmisbruik/clustermunitie.aspx ）
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責任投資のアプローチには様々なものがあり、現在も機関投資家はどのように ESG を投資
判断に反映させていくかについて試行錯誤を続けている。アクティブ運用においてはインテ
グレーション（ESG を投資判断に活用する投資手法）、パッシブ運用においてはエンゲージ
メントという流れがある。それ以外にも積極的にエンゲージメントを行うアクティブの運用
機関や、パッシブ運用においても ESG による銘柄の絞り込みということが行われている。
近年では、気候変動のテーマの一つである Stranded Assets （座礁資産）に着目した投
資に注目が集まっている。

アクティブ運用のインテグレーション
　従前のインテグレーションでは、ESG 調査機関や独自の ESG レーティング 24 を総合した
上で ESG スコアを付与し、そのスコアの高い銘柄をポートフォリオに組み入れるということ
が行われていた。近年の ESG インテグレーションの方法は変わってきている。まず、ESG
の影響はセクターや企業によって異なると認識されている。ESG の影響度の大きさをマテリ
アリティといい、最終的にその ESG 要因がどれくらい企業価値に影響するかについては、
個別性の強い問題であり、当該企業を担当するアナリストが行うファンダメンタル分析の中
で読み解かれるものである。したがって、ESG チーム 25 は ESG のリスクや投資機会につい
て企業アナリストやファンドマネージャーに情報を提供するが、ESG に基づく評価は個別の
企業のファンダメンタル分析の中にインテグレーションされており、最終的な投資判断は投
資チームが行う。

アクティブ運用ファンドマネージャーのエンゲージメント
　ESG に関する懸念事項の多くは、リスク要因として認識される。投資チームのファンドマ
ネージャーは保有銘柄や推奨リストにある銘柄について、ESG チームのサポートを得ながら
問題を特定する。ESG に係る問題は定性的なことも多く、即座に売買判断に結びつけるよ
りは、エンゲージメントを試みる。エンゲージメントも投資チームが行う投資プロセスの一
部を構成している。最終的な投資判断は様々な理由によるため、エンゲージメントの結果の
影響を特定することは難しいが、エンゲージメントを続けながら保有を継続するという形も
ある。エンゲージメントは専門チームが別途行うという形式ではなく、ファンドマネージャー
の投資先企業のモニタリングの一環として行われている。

保有銘柄を減らすパッシブ運用
　本来インデックス運用に ESG を考慮するのは難しいとされてきた。インデックス運用が
ベンチマークを正確に追従することを目的としている以上、インデックスが ESG を考慮して
いない限り、ESG を反映させるのは難しいからである。厳密なインデックス運用にはなら
ないが、従来はベストインクラス 26 方式のエンハンスト・インデックス戦略が採用されてき
た。これはセクターごとに銘柄を ESG のランキングで並べ、時価総額ウェイトから ESG ス
コアの高いものをオーバーウェイト、低いものをアンダーウェイトするといった手法である。

■ 最新の責任投資

２4  ESG アナリストが独自に ESG 項目に関する判断基準を設け、それに基づいて行われた評価情報のことを指す。
２5  運用機関や年金基金では、一般に、運用部門とは別に、ESG に特化した専門部署が存在する。ここでは、
　  それを「ESG チーム」と呼ぶ。第 2 章 エンゲージメント「エンゲージメントの体制」参照。
２6  セクターやカテゴリーごとに、スコアなどの評価が高い銘柄を抽出し、投資する方法。



●コラム「モントリオールのカーボン誓約 29」

　2014 年 9 月、カナダのモントリオールで開かれた PRI の年次総会である PRI in 
Person において、「モントリオールのカーボン誓約」（Montreal Carbon Pledge）
が採択された。署名した機関投資家は、株式ポートフォリオのカーボンフットプリント（炭
素排出量）を計測し開示することを約束するというもので、今回訪問先では PGGM は
当初メンバーとして、AP1、AP4 も直後に署名している。CDP（カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）は機関投資家が企業のカーボンフットプリントの開示を求めてきた
が、今回は機関投資家が自らの株式ポートフォリオ内の投資先企業のカーボンフットプリ
ントを計測して開示を始めるというもので、この情報をエンゲージメント戦略やカーボン
フットプリントの削減目標を立てることに利用するという。
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これによりセクターの散らばりはベンチマークと同じ配分となり、トラッキングエラー 27 の管
理も可能である。パッシブ運用が中心の PGGM では、最近 ESG ティルト運用を行っている
という。これはセクターごとに ESG ランキングを行い、各セクター内で ESG ランキングの
低い下位 10％はカットし、上位 90％のみに投資するという方式である。また、PGGM では
保有銘柄削減に取り組んでおり、低 ESG ランキング銘柄を除外することに抵抗はないようだ。
現在は下位銘柄のカットをより深くしたらどうなるか、上位銘柄への集中度を高めた場合はど
うか、などいろいろなパターンを研究しているという。こうした ESG ティルトの他、炭素負荷
の大きい銘柄を除去する運用（カーボンティルト）を行う年金基金もあり、ベンチマークとな
るインデックスからの誤差となるトラッキングエラー拡大は容認される傾向のようである。

気候変動に対する投資家の対応：Stranded Assets（座礁資産）の問題
　気候変動をめぐる動きでは最近 NPO/NGO は化石燃料への不投資運動を展開しており、
機関投資家に対し、化石燃料への不投資を求めている。化石燃料への不投資とは、炭素排
出量の多いセクター（石炭、石油ガス、鉱業、セメントなど）への投資を止めるように求め
る運動である。現時点では、年金基金や運用機関で不投資まで踏み込むところは多くないが、
こういったセクターの保有を減らす工夫を検討しているという。炭素排出量の制限や炭素税
が導入される状況下になれば、例えば炭素排出量の多い石炭による火力発電などは維持す
るのが難しくなるという。こういった規制などによって維持することが困難となる資産は座礁
資産と呼ばれる 28。投資ポートフォリオの炭素負荷を減らすということだけではなく、化石
燃料に関連するセクターについてこういった座礁資産リスクの再評価が必要だと考える投資
家は少なくない。

 27  ベンチマークからのかい離の大きさのこと。
 28  具体例などについては下記リンク先参照。（http://www.nikko-fi.co.jp/uploads/photos1/1372.pdf）
 29  詳細については、下記リンク先参照。（http://montrealpledge.org/）

(END)



訪問した欧州年金基金のうち、自家運用をする基金では、株式投資は一つに統合されたグ
ローバル株式ポートフォリオで運用しており、その中に日本企業も含まれる。ベンチマークは
グローバル・インデックスを採用、投資ユニバースもベンチマークとほぼ同様のところが多
い。したがって日本企業もグローバル・インデックスに入っている銘柄がまずは投資対象と
なっているとみてよい。一方、グローバル株式戦略のアクティブの運用機関は投資ユニバー
スを制限していないため、比較的中小型の企業も投資対象となっている。一部委託運用では
地域特化型の日本株戦略ファンドがみられた。この場合の投資ユニバースは TOPIX や国内
上場企業である。AP4 はサステナビリティ・テーマ投資として日本株式エンゲージメント運
用を採用している。

年金基金の株式配分
　今回訪問した英国、オランダ、スウェーデンの年金基金のポートフォリオの資産配分をみ
ると（図表 7）、内外株式の割合は 31％～ 62％と高めの配分となっている。いずれもホー
ムバイアスを持つが、例えばスウェーデンの AP4 では、グローバル株式が 40％、スウェー
デン国内株式が 15％となっており、グローバル株式が中心となっている。日本では、年金
基金は運用機関に運用を委託するのが通常だが、今回の訪問先 6 基金のうち委託運用を中
心に行っているのは RPMI のみで、AP4 はインハウス運用と委託運用の両方があり、残り
の 4 基金はもっぱらインハウス運用であった。インハウス運用を行う基金でもパッシブ中心
の PGGM、パッシブアクティブ両方に取り組む NBIM や AP4、そして専らアクティブ運用
のみを行うUSS、AP1 とそれぞれ特徴のある運用を行っていた。

第 4 章　日本企業へのエンゲージメント
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■ 欧州年金基金の日本株投資

30　AP4(2014)、NBIM(2014)、USS（2013a）、PGGM（2013）、その他資料、ヒアリング結果など参照。

図表 7 年金基金の資産配分と株式投資戦略30 
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日本企業への投資
　委託運用では従来のような日本株式ファンドへの委託もみられたが、自家運用の多くは株
式ポートフォリオを統合しており、国や地域での区別はなく、グローバル株式ユニバースか
ら投資先企業を選ぶ。したがって、日本企業への投資も、グローバル株式の銘柄選択の結
果として行われる。グローバル株式のベンチマークはFTSEやMSCI のグローバル・インデッ
クスをベンチマークとしており、投資ユニバースもベンチマークとほぼ同様のところが多い。
したがって日本企業もグローバル・インデックスに入っている銘柄が投資対象となっている
とみてよい。

　例えば、USS は自家運用の年金基金だが、株式投資はグローバルを地域に分割した株式
ポートフォリオで管理している。グローバル新興国市場、北米、アジア太平洋に投資チーム
を編成して、それぞれ一つのポートフォリオで投資しており、アジア太平洋地域のポートフォ
リオ内で日本株式を保有している。ベンチマークを意識しない集中投資を行っており、アジア・
太平洋の場合、60 ～ 80 銘柄程度に投資し、そのうち日本には 50 銘柄程度投資している。

　委託運用でもグローバルマンデートが中心であるが、一部地域特化型の日本株戦略ファ
ンドの採用があった。この場合の投資ユニバースは TOPIX や国内上場企業である。AP4
はサステナビリティ・テーマ投資として日本株式エンゲージメント運用 31 を採用している。

　運用機関でいえば、パッシブ戦略ではベンチマーク採用銘柄が対象になるが、グローバ
ル株式戦略のアクティブの運用機関は投資ユニバースを制限していないため、比較的中小
型の企業も投資対象となっている（図表 8 参照）。

集中投資と銘柄削減
　年金基金は委託運用でアクティブ運用であってもベンチマークを意識した運用を行うとい
うのが一般的な理解だが、USS は自家運用でベンチマークを意識しない集中投資を行う。

  31  TMAM-GO ジャパンエンゲージメントファンド (JFE)、東京海上アセットマネジメントが運用し、
　　 エンゲージメントは GO ジャパンが提供する。

図表8 各運用機関の主要ファンド 
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保有銘柄は全体でわずか 500 銘柄である。AP1 は、従来のベンチマーク運用をやめ、ベ
ンチマークを意識しない自家運用へ転換し、保有銘柄数も少なくなっている。RPMI は委託
運用のアクティブ運用機関の見直しを行い、運用機関数を削減する方向だという。

　また、自らを「ベータの投資家」というPGGM の株式運用はパッシブ運用中心であるが、
数年間『4000 銘柄を 400 銘柄に』を目標に、銘柄数削減に取り組んだという。実際には、
そこまで極端に銘柄数を落とすことが困難であったため、目標には至らなかったが、それで
も現在は約 2800 銘柄と、かなりの削減を達成している。短期的にベンチマークを上回る
目標といったベンチマーク志向を改め、サステナブル投資を意識した投資フレームワークを
2013 年より採用している。

　銘柄数削減は、国の方針として進められている場合もある。英国では、地方政府年金
(Local Government Pension Funds) に対し、コスト削減や効率性を要求している。
具体的には、投資リターンの改善、運用報酬の削減や投資戦略のフレキシビリティの強化な
どが求められている 32。このことは、運用戦略の変更や投資銘柄の削減といったことにも影
響する可能性がある。

　大手年金基金が保有銘柄数を削減していく理由は、運用コスト削減など運用効率性の向
上などがあるようだが、銘柄数が少ない方が、投資先企業を良く知ることができるという点
では、スチュワードシップの観点とも整合的である。投資先企業を良く理解しなければ、効
果的なエンゲージメントは望めない。従来のインデックスに沿って幅広く銘柄を保有するパッ
シブ運用やエンハンスト・インデックス運用から離れ、投資先企業銘柄数を絞り込み、より
投資先企業への長期的なコミットメントを高めるという動きが、エンゲージメントの活発化と
共に加速していくのかもしれない。

(END)

  32　 LGPS Advisory Board (2014) 参照。
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欧州の機関投資家は、日本企業に関する ESG の課題の中でも、コーポレートガバナンスを
最大の課題と考えている。とりわけ、独立取締役（独立性のある社外取締役）に注目している。
機関投資家は、単に独立取締役を導入するだけでなく、取締役会で機能すること、独立取
締役の人数（または比率）を増やすことを求めている。その他に、日本企業のガバナンス
の課題として、買収防衛策や少数株主保護、情報開示、資本効率などを挙げている。一方、
環境や社会に関しては、日本企業共通の課題として意識されているものは少なく、産業や
セクター毎に環境や社会のグローバルな課題が意識されている。すなわち、機関投資家が
環境や社会に関する（セクター固有の）課題について問題があると認識した場合、日本企
業もエンゲージメントの対象となる。

独立取締役
　欧州の機関投資家が、独立取締役を求めるのには、ふたつの意味がある。第一に、経営
者をモニタリングする機能であり、第二に、アドバイザリー（助言）機能である。独立取締
役が全くいないという状況は、経営者に対する規律付けがないため、経営者に資本効率を
高めるインセンティブが働かなくなる恐れがある。機関投資家は、株主の利益を守るために
独立取締役の存在が必要であると考えている。一方で、経営者のモニタリングだけでなく、
経営者に様々なアドバイスを行う、いわゆるサポート役も有用であると考えている。
Hermes EOS は、「独立取締役には、モニタリングとアドバイザリーのバランスが必要であ
る」という。 

　独立取締役を導入する際にはいくつかの点を考慮する必要がある。まずは、独立取締役
がいかに企業価値に貢献するかを理解する必要がある。さらに、独立取締役が取締役会で
機能するためにも、「まずは１人を導入することから始め、最低でも３分の１まで増やすこと
を目指す必要がある（F&C）」、「少なくとも２人以上または 15％以上（RPMI）」、「時価総
額上位企業は 30％以上、それ以外は 20％以上（LGIM）」とクリティカルマスを意識した
独立取締役の割合が必要であると考えている。一方、グローバル標準では既に取締役会に
おける独立取締役は過半数を求めるという状況である。欧州の機関投資家は、独立取締役
が未だ導入されていない日本企業が、一足飛びにグローバル標準に追いつくことは難しいと
考えている。そこで、「日本企業の文化的、制度的背景を考慮した」結果、独立取締役に関
する数字（比率、人数）は日本の独自（ローカル）基準を採用している（F&C, GO, 
Robeco, Hermes EOS 他）。また、独立取締役選任においては、その人物を指名した理由、
経緯、人物の経歴など独立取締役の適性を十分に説明することを求めている33。

その他のコーポレートガバナンスの課題
　コーポレートガバナンスの問題は、独立取締役だけに限らない。日本企業の多くが買収防衛
策を採用している点を挙げる投資家が多かった。一方、サステナビリティに着目したアクティブ
運用の投資チームからは、プライベートエクイティ・ファンドなどの買収は必ずしも少数株主の
ためにならないとして買収防衛策にこだわらないとの意見もあった。資本効率性もガバナンスの
課題として指摘するところが多かった。機関投資家によってコーポレートガバナンスの考え方が

■ 日本企業の ESG の課題：コーポレートガバナンスを中心に

33　十分に説明されているお手本として、エーザイのアニュアルレポートを挙げたところが複数あった。
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すべて一致するわけではないが、多数意見を知る上では、ACGA が発行した日本コーポレー
トガバナンス白書34が参考になる。この白書はACGAがまとめ、10機関が署名しているが、
そのなかに今回訪問先では F&C、PGGM、RPIM、USS が含まれる。また Hermes は
Hermes Fund Management が署名している。

積極的な開示を
　また、英語による開示が少ない点や情報開示について消極的な態度を指摘している。
ニュースヘッドラインに載るようなイベントがあったとき、投資家はまず企業に説明を求める
が、そういったとき日本企業は投資家への情報開示にはあまり前向きでないという印象があ
る。日本企業へのエンゲージメントの経験では、いくつかのグローバル企業では積極的な情
報開示を行うところもある一方、ガードが固く、なかなか適任者に会うことができないなど、
苦戦することも多いという。何か問題が発生したときこそ投資家とコミュニケーションを取る
ことに、もっと積極的になってもらいたいとの要望もあった。

環境と社会
　環境や社会に関する問題は、セクターごとに評価される。日本固有の環境・社会に関する
テーマといった取り上げられ方は少なく、環境や社会の課題が多いセクターにおいて、そう
いった課題への取り組みが遅れている場合、そのテーマについてセクター内の投資先企業
へエンゲージメントが行われる（コラム参照）。そして、日本企業もその中に含まれる。こ
の場合は、「日本固有の文化」ではなくセクター共通の課題が他のグローバル企業と同様に
日本企業にも問いかけられることになる。

　また、国際的な規範の重大な違反があったときは、個別に企業に対してエンゲージメントを
行い、違反の是正を求めるというケースがある。この対象が日本企業の場合もある。スウェー
デン AP 群で構成される Ethical Council は、トヨタ自動車がフィリピンの子会社において、

34　第 2 章 エンゲージメント「マーケット・エンゲージメントの重要性」参照。
35　PGGM(2013) 参照。

●コラム
「PGGMのエンゲージメント：製薬セクターにおけるAccess to Medicine （医薬品アクセス）35」

　グローバルでは、多くの人がすぐにでも治療の必要な病気で苦しんでいる。特に、貧
困で苦しんでいる国では、そういった病気に対処する薬や医療品が不足している。その
ため、製薬セクターに属する企業は、貧困地域における医薬品へのアクセスを改善する
ことが求められている（この問題は、Access to Medicine と呼ばれている）。 
Access to Medicine インデックスはこの問題について、企業がどの程度取り組んで
いるのかを評価する指標である。このインデックスによると、日本の製薬会社（アステラ
ス製薬、武田薬品工業、エーザイ、第一三共）のランキングが低く、換言すれば、日本
の製薬会社が Access to Medicine について、積極的に取り組んでいない状況であっ
た。PGGM は、これらの企業に対し、Access to Medicine に関する戦略の策定（ロー
カルでも支払い可能な価格の設定、熱帯病治療に関する薬の開発研究による特許の共
有）についてエンゲージメントを行った。



ー 41 ー

ILO 中核的労働基準における「結社の自由及び団結権の保護に関する条約」に違反してい
るとして、2007 年より、その是正について対話を重ねてきた 36。6 年に及ぶエンゲージメ
ントの結果、2013 年、この件について解決をみたことから、Ethical Council はこのトヨ
タ自動車向けエンゲージメントを終了した。

 (END)
 

 36　Ethical Council (2014) 参照。
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日本企業による情報開示は、グローバル企業は優秀であるが、平均的な日本企業では不足
しているという認識がある。英文開示の不足や情報のマテリアリティが開示されていない点
が指摘されている。機関投資家はよりマテリアリティのある情報に興味がある。「長期投資
家に対する narrative な開示」という統合報告のコンセプトが実践できれば、統合報告は
投資家にとって有用なものとなるだろうと期待されている。

日本企業による情報開示に対する印象
　機関投資家は、海外 IR で来訪するようなトップレベルの日本企業は、グローバル企業として
遜色なく、情報開示についても優秀な企業が多いという印象を持っている。一方、平均的な日
本企業の情報開示については、閉鎖的で依然不足している部分も多いという認識を持っている。

英語による開示不足
　グローバル企業として活躍する日本企業については、英文開示も十分行われているという認
識だ。総会案内の英語版は和文版より発送が遅れるため、議決権行使前のエンゲージメントに
時間が十分取れないといったことがあるものの、各種レポートやウェブサイトによる開示も英
語圏からアクセス可能である。しかし、それらは一部のトップ企業であり、それ以外の日本企
業の英文による開示はまだまだ不足しており、情報収集に困難を感じているという。日本語の
みのレポートに、英訳サービスを通してアクセスしている機関投資家や日本株式分析のために
日本語堪能者を雇い入れた運用機関もあるが、多くの機関投資家はそこまではしない。英語
による開示がないということは、英語圏の多くの投資家からは見えない存在となり、投資ユニ
バースから落ちてしまうことを意味する。

情報のマテリアリティの開示不足
　日本企業のレポートでは、しばしば、なぜこの情報が開示されているのかがよくわからない
ことがあるという。例えば、日本企業の CSR 報告書には、CSR の取り組みに関する事例は豊
富に紹介されているが、その CSR の取り組みに関するHow（どのように行うのか）やWhy（な
ぜ行うのか）が開示されていないといった指摘があった。なぜその CSR の取り組みが重要な
のか、というマテリアリティが示されていないというのだ。また、海外での生産や販売の割合
が大きい企業でも、その CSR 報告書では、国内の事例に偏っており、海外のサプライチェー
ン先への取り組みなどが書かれていないという。自社にとって環境・社会の課題が何であるか
は、企業自身がよく理解しているはずだと機関投資家はいう。したがって、企業からのマテリ
アリティを意識した積極的な情報開示が求められており、それを踏まえることで企業と投資家
との活発なコミュニケーションへとつながるものと考えられる。

情報をどこで開示するのか
　情報がどこで開示されているかによっても、機関投資家はマテリアリティを理解することがで
きる。企業が、環境や社会など、様々な問題に関する主要な課題について、アニュアルレポー
トの中でハイライトすれば、その情報の重要性を投資家に理解させることができる。すなわち
企業は、投資家に投資判断における「気付き」を与えることになるという。企業が投資家に向
けて情報開示をする際、その情報を CSR 報告書、統合報告書、アニュアルレポート、ウェブペー
ジのどこに開示するのか戦略的に考えていく必要がある。

■ 日本企業の情報開示に対する評価
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GRI ガイドラインに対する認識
　GRI ガイドラインは CSR 報告書やサステナビリティ報告書などを開示する際の基準である37 。
企業がGRIガイドラインに沿って開示することにより、投資家は、グローバルスタンダードに立っ
た基準での国際的な比較が容易になる。また、CSR 報告書をこれまで出したことがない企業
にとっては、CSR 報告書を作成する上で非常に強力なツールになる。だが、投資家が欲して
いるのは GRI ガイドラインに沿った網羅性のあるデータではなく、重要度によって優先順位づ
けられた、企業価値に影響する情報、すなわちマテリアルな情報である。仮に GRI ガイドライ
ンの項目になくても、マテリアルな情報との判断があれば掲載すべきだろう。

統合報告の活用
　新しい情報開示である統合報告について、機関投資家は、統合報告のコンセプトに対しては
賛同している。統合報告のコンセプトは、長期保有投資家に対する narrative（叙述的）な開
示であり、各種戦略（経営戦略、事業戦略、CSR 戦略、短期・中期・長期の戦略）が企業
の持続的成長とどのように連関しているのかを明らかにすることだからである。しかし、実際に
は財務報告と CSR 報告を合わせただけの形式的に統合されたものになるのではないかという
懸念も抱いている。企業が統合報告のコンセプトを十分に理解した上で開示をすることが重要
で、マテリアリティの選定方法や選定理由などを考えた上で作成された統合報告書であれば、
投資判断に有用なものになるだろうと期待している。

37 GRI ガイドラインの詳細については、下記のリンク先参照。
　 （https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx）
38 同発表については下記のリンク先参照。
　 （http://www.theiirc.org/2014/06/17/corporate-reporting-dialogue-launched-responding
　  -to-calls-for-alignment-in-corporate-reporting/）

●コラム「ESG 情報開示の諸団体が統合報告で集結」

　2014 年８月、IIRC（統合報告評議会）は GRI, ISO をはじめ、会計基準の関連団体
（SASB, FASB, IASB）、気候変動情報開示の関連団体（CDP, CDSB）などと、企
業報告に関する新たな共同イニシアチブ（CRD: Corporate Reporting Dialogue）
を発足させることを発表した 38。
　CRD では、統合報告における様々な利害を調整し、事業家と投資家の両者にとって、
一貫性のあるグローバルに共通した報告書の作成やクオリティの改善策などを共有する。
また、この他にも、企業報告のフレームワーク、基準、関連した必要要件について、効
率と効果の観点から改善していくことにより、（開示に関する）首尾一貫性、比較性を
促進させることを目指している。

(END)
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機関投資家は、日本企業の積極的な海外 IR を好意的に捉えているが、ディスカッションな
どの双方向的コミュニケーションを求めている。海外 IR は企業からのアプローチであり、
ESG に関した話題も企業から切り出す必要がある。一方、エンゲージメントは機関投資家
からのアプローチである。海外では取締役会のメンバーやＣＥＯなど経営陣がエンゲージメ
ントの相手となるが、日本企業の場合はＩＲ担当者である。

日本企業の海外 IR
　日本の大手企業は、欧米を中心に海外の主要株主である機関投資家を訪問する、いわゆ
る海外 IR を積極的に行っている。ロンドンだけでなくエジンバラやストックホルムまでやって
くる日本企業もあるという。機関投資家は、このような日本企業の訪問を基本的に歓迎して
いる 39。アクティブの運用機関は、証券会社などのチャネルを利用して積極的に日本企業と
のミーティングの機会を捉えているところもある。地理的にも離れており日本企業とのコミュ
ニケーションの機会は限られていることから、日本企業の海外 IR は、貴重な機会と受け止
められている。

　但し、海外 IR でやってくる日本企業はおしなべてエクセレントカンパニーであり、ESG の情
報開示なども先進的なところが多い。一方、機関投資家がエンゲージメントを必要と考えてい
るターゲット企業は自ら会いには来ないという面がある。したがって、実際に機関投資家の方
から現地に出かけて企業を訪問することも、エンゲージメントには必要だと考えている。

一方的プレゼンテーションより双方向的コミュニケーション
　日本企業の海外 IR では、CEO や執行役員が訪れるが、業績に関するプレゼンテーション
のみで終了することが多いという。一方的に説明する形式で、質問する機会もないやり方は
機関投資家には不評で、プレゼンテーションを省略してでも、意見交換やディスカッションの
時間を確保してほしいというのが彼からの要望だ。また、過去の業績の数字を披露してもら
うより、先行を見据えた（フォワードルッキングな）経営戦略やビジネスプランなどこれから
の話をききたいという意見もあった。以前よりは改善されたという意見や一部すばらしく建
設的な対話ができている企業もあるというが、全般的にはまだまだ日本企業のコミュニケー
ションは十分ではないという印象を持たれている。

「海外で ESG の質問はなかった」
　海外 IR を終えた日本企業の多くは、「海外の投資家から ESG の質問はなかった」という。
これにはいくつかの要因がありそうだ。まず、海外 IR に来る日本企業は ESG の面でも優秀な
企業が多いため、ESG 関連の質問の優先順位が低かったということが考えらえる。また、ESG
の中でも日本企業の場合、環境・社会の問題よりもガバナンスの問題の優先順位が高いため、
まずはガバナンスが取り上げられるだろう。次に、海外 IR の際に会うのは基本的にはファンド
マネージャーやアナリストといった投資チームであるが、まだまだ ESG に関心がないファンド
マネージャーも多い。また、運用機関では投資チームとは別の ESG チームが ESG に関する分
析をしていることもあるが、海外 IR でのミーティングに出席していなかったのかもしれない。

■ 日本企業の IR に対する評価

39　一部数多くオファーを受ける機関では選択的に会うとした先もあった。
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最後に、企業側から ESG に関してディスカッションをしたいという申し出がなかったからとい
うもの。機関投資家は海外 IR では企業が準備した内容をまず聞くという立場なので、企業
側が持ち出さなければ、話したくないのだろうと受け止めている。

　したがって、「海外の投資家から ESG の質問はなかった」は、実は「我社は海外で ESG
の話はしなかった」ということであり、「海外の投資家は ESG に興味がない」は、「我社はＥ
ＳＧに興味はない」ということなのかもしれない。このように少し見方を変えて、能動的なコ
ミュニケーションを取ることによって異なった景色が見えてくるかもしれない。

エンゲージメントでは企業の誰に会うか
　運用機関では、海外 IR は企業からの機関投資家へのアプローチであると認識しているた
め、海外 IR の場でのエンゲージメント、つまり機関投資家から企業に提案を行うということ
をあまりしない。一般に、エンゲージメントとは、機関投資家から企業へ問いかけていくこ
とである。欧州では、機関投資家のエンゲージメントの相手は、一義的には株主に代わって
モニタリングを行う取締役会のメンバーである。また、企業に変革を起こすためには意思決
定権を持つ CEO や経営陣と会う必要があると考えているが、一般的に日本企業では機関投
資家がアポイントの連絡を取って、いきなり経営陣に会うことはかなり難しいという。また、
日本企業のウェブページには機関投資家のエンゲージメント用連絡先や担当者は載っていな
いことが多く、一般の人と同様にお問い合わせフォームに入力することもあるという。日本
を含むアジアの企業で、しかるべき紹介者がいなければミーティングのアポイントが入らな
いという指摘もあった。

　エンゲージメントのアポイントが入っても、機関投資家が会うのは IR 担当者ということが
多い。環境や社会のテーマでは、IR 担当者も知識がなく、別の担当部署に連絡を取るとい
うこともあるという。CEO や経営陣に会うには相応の時間と関係が深まらないと難しい。
但し、この日本企業のボトムアップのプロセスを無視して、一足飛びに CEO に訴えても変
革の意思決定が早まるわけではないことも機関投資家は理解している。日本企業の CEO
の多くは、その課題を IR 担当者に検討するように指示するからである。

 (END)
 



日本版スチュワードシップ・コードへの期待
　欧州の機関投資家は日本版スチュワードシップ・コードを歓迎している。RPMI, AP4, 
LGIM, Hermes EOS が 2014 年 9 月時点において、日本版スチュワードシップ・コード
受け入れを表明している 40。自国において同様のコードに署名している機関投資家が敢えて
日本版にも署名してきたことは、コードへの期待と支持を表していると考えられる。日本版
スチュワードシップ・コードによる効果として、「これまで海外からのエンゲージメントに対し
て敬遠する企業もいたが、スチュワードシップへのコンセプトが理解されることで、対話がし
やすくなる」、「スチュワードシップ・コードや投資家の新しい取り組みは、日本全体に新しい
変化をもたらす」といった期待の声が聞かれた。

日本版に無いもの
　一方で、英国版スチュワードシップ・コード41 にある共同エンゲージメントやエスカレーショ
ン（エンゲージメントの進展がないときに取る次のステップ）が日本版にはないことに触れ、
「日本企業には、あまり対立的なエンゲージメントは好まれないという印象をもった」との指
摘もある。欧州の機関投資家は、共同エンゲージメントやエスカレーションが効果的である
という認識を持っているため、日本において、効果的なエンゲージメントができるのか、と
いう疑問を持っている。また、PGGM は自国のコードに署名しており、外国のコードには署
名しないが、日本版コードへの関心は高く、各国のコードを読み比べることによって国ごと
の固有の問題がみつかるのではないかと考えている。

これからの取り組み次第
　また、株式市場活性化のための動きの中でコードが制定されているが、表面的なもので
必ずしもコーポレートガバナンスやこういったコードに対する深い理解や知識に基づくもの
ではないのではないか、という指摘もあった。コードは国内の投資家に支持されることが
必要で、海外機関投資家がイニシアチブを取る形ではなく、国内の機関投資家がリードし、
それに海外が追従するという動きであれば成功するだろう、という意見もあった。英国で
もコードを効果的なものにするために、投資家が自主的にグループをつくって企業にエン
ゲージメントの効果についてインタビューをするなど様々な活動をしている 42。コードが
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欧州機関投資家の日本版スチュワードシップ・コードへの期待は高い。今回の訪問先の中
でも RPMI, AP4, LGIM, Hermes EOS, が外国機関投資家として 2014 年 9 月時点にお
いて、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している。一方で、英国版スチュ
ワードシップ・コードにある共同エンゲージメントやエスカレーション（エンゲージメントの
進展がないときに取る次のステップ）が日本版にはないことに触れ、効果的なエンゲージメ
ントができるのか、という疑問を持っている。すなわち、コードの実効性は、これからの日
本の機関投資家の取り組み次第であると考えている。

■ 日本版スチュワードシップ・コードに対する期待

40  2014 年 9 月末現在のスチュワードシップ・コードの受け入れ表明機関については下記のリンク先参照。
　　（http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140902-1/list_01.pdf）
41  英国版スチュワードシップ・コード (UK Stewardship Code) の詳細については、下記のリンク先参照。
　　（https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Stewardship
　　-Code-September-2012.pdf）
42  英国では、IMA（Investment Management Association）がスチュワードシップ活動に関する調査を
　　行っている。（http://www.investmentfunds.org.uk/research/stewardship-survey/）



実効的なものになるためには、投資家と企業とのミーティングの質を上げていくことや、
こういった投資家と企業が参加するフォーラムなどの努力が必要だという。 

(END)
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第 5 章　おわりに
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　ICGN43 が 2014 年に発表した改訂コーポレートガバナンス原則 44 は、2 部構成になって
おり、前半が取締役会について、後半が機関投資家となっている。株主構成に年金基金や運
用機関など機関投資家が大きな位置を占めるようになり、スチュワードシップ責任、すなわち
株主としてコーポレートガバナンスの一翼を担うという意識が欧州の機関投資家には定着して
いる。今回のヒアリング調査に対しても、欧州機関投資家はどこも協力的であったが、その理
由を日本市場に対してのマーケット・エンゲージメントの観点から、と語ったところもあった。

　大手年金基金や運用機関のグローバル株式ポートフォリオで保有される日本企業の多く
は、グローバル企業である。環境や社会のテーマでは、多くの機関投資家がセクターごと
にアプローチをするが、エンゲージメントの対象になるのは問題がある企業だけではなく、
そのセクターに影響力のあるリーディングカンパニーという理由でも選ばれている。気候変
動、水資源の利用といった地球環境問題やグローバルリスクが企業活動にどう影響するかに
ついて、投資家目線の分析や視点を聞く機会にもなり、そこに新たな気付きがあるかもしれ
ない。この意味では、海外機関投資家からエンゲージメントを受けるのはグローバル企業の
証でもあり、特典ということもできよう。

　グローバルに活躍する日本企業の多くは、ESG 情報の開示にもすぐれ、海外 IR で投資訪
問も多くこなし、優等生という評価が多く聞かれた。日本企業の中でもこういったグローバ
ル企業を相手とする欧州機関投資家だが、エンゲージメントという企業と株主のコミュニケー
ションにおいては、まだまだ地理的にも心理的にも日本は遠いと感じているようだ。「日本固
有の文化」というフレーズをしばしば聞く。一見多様性に対する寛容とも取れるが、彼らか
ら見て日本企業の理解できない部分をやんわり表現しているのかもしれない。日本企業の行
動にそれほど不可解なものがあるとは考えにくく、投資家からみて腑に落ちない部分がある
とすれば、それはコミュニケーション上の問題があるということだろう。統合報告などこれか
らの情報開示においても読み手を意識することで、海外投資家と企業の距離を縮めることが
できるのではないだろうか。

　機関投資家のスチュワードシップ責任が強調される中、投資先企業を良く知る必要がある
ことから、インデックスに入っている銘柄を原則保有するというインデックス運用に見直しの
機運がある。これは、JPX400 の採用やスマートベータの興隆と同様の動きで、銘柄選別
を強めることを意味している。年金基金などが保有銘柄数を減らすのは、取引コスト削減な
ども意図しており、スチュワードシップだけが理由ではないようだが、一方、欧州の年金基
金は、投資先企業についての受益者の関心は高くなってきており、保有する理由を求められ
ることも多くなっているという。年金基金は、委託運用であっても投資先企業に無関心では
いられなくなっているのである。

(END) 

43   The International Corporate Governance Network、機関投資家のガバナンス専門家でつくる
　　国際グループで、グローバル基準のコーポレートガバナンスを推進する。
44   ICGN Corporate Governance Principles の詳細については、下記リンク先参照。
　　（https://www.icgn.org/images/Global_Governance_Principles_2014.pdf）
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いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。本資料に関するお問
い合わせは、当社の営業担当者までお願いいたします。
追加情報をご希望の場合にはご連絡ください。
本資料に記載された会社名、商品名またはサービス名等は、当社または各社の商標または登録商標です。

【 金融商品取引法第 37 条（広告等の規制）にかかる留意事項 】
[ 手数料等について ] 
当社と有価証券投資等にかかる助言、コンサルティングのお取引をされる場合、所定の手数料等をご負担
いただく場合があります。手数料の額は当社の助言内容により異なり、定額の場合、投資助言対象資産額
に一定の年率（0.25% ～ 1.00％）を乗じた金額の場合、運用成果に応じた報酬をいただく場合などがあ
りますが、お客様との契約により決定いたします。

[ リスク等について ] 
当社は、お客様との契約に基づいて投資助言を行う場合、当社が信頼できると判断した情報源から入手し
た市場等の情報と、当社が有効と信ずる分析手法等に基づいて投資助言を行いますが、その正確性や運
用の成果を保証するものではありません。金融商品等への投資のご判断はお客様ご自身が行ってくださ
い。当社が投資助言を行う金融商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価
格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況含む）の悪化等それらに関する外部
評価の変化等を直接の原因として損失が生じるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を
生じるおそれ（元本超過損リスク）があります。なお、市場デリバティブ取引には、対象となる株式等または
指標等の価格変動により損失の額が、お客様が金融商品取引業者等に差し入れた委託証拠金または証拠
金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。 
投資助言、コンサルティングの内容により手数料等およびリスクは異なりますので、当該サービスの契約
締結前交付書面やお客様向け資料、契約書等をよくお読みください。

[ 商号等 ] 
日興リサーチセンター株式会社 
金融商品取引業者 投資助言・代理業　登録番号　関東財務局長（金商）第 915 号

[ 加入協会名 ] 
一般社団法人日本投資顧問業協会

（平成 27 年 4 月 1日現在）



本資料は、信頼性の高いデータから作成されておりますが、当社はその正確性・確実性に関し、いかなる
保証をするものではございません。本資料は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたもので
はございません。証券投資に関する最終判断は、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
本資料の著作権は当社に帰属し、本資料の転用および販売は固く禁じられております。

発  行 　　　　　日興リサーチセンター株式会社
  〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町 8 番 1 号
  http://www.nikko-research.co.jp/

問い合わせ先 社会システム研究所 ESG 投資調査室
  電話：03-5644-1650
  FAX：03-5644-1691

海外投資家のエンゲージメント
～欧州機関投資家のヒアリング調査より
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