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※当資料は、2017 年の議決権行使とエンゲージメントにつきまして、ラッセル・インベストメント（米国）が 2018 年 3 月に発行した英文のレポ
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文は原本を理解する上での参考資料です。原本と抄訳に矛盾が有る場合は、原本が優先します。
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はじめに 

ラッセル・インベストメントは、積極的に行動する株主（アクティブ・オーナー）であることが責任投資の重要な要素である

と考えています。積極的に行動する株主としての活動を通じて、企業を所有することに伴うリスクと潜在的なリターンの

両方をより良く把握することができると考えています。良いスチュワードシップ・プラクティスの実践は、議決権行使を通

じてのみならず、エンゲージメントの実施を併せてなされるのが最善と考えています。ラッセル・インベストメントの目標

は、積極的に行動する株主としての活動を通じて、株主価値と株主の権利を保護・強化する変革を促進する統合的か

つ包括的なアプローチをご提供することです。 

私たちは、責任投資へのコミットメントの一環として、20 年以上にわたり株主総会で議決権の投票を行ってまいりました

が、様々な法規制や原則の進展に伴い、自らの議決権行使方針やプラクティスも進化させてまいりました。2009 年に

国連責任投資原則（以下、UNPRI）に署名し、2010 年の英国版スチュワードシップ・コード採択以来これにも準拠してい

ます。（訳者補足：日本版スチュワードシップ・コードにも 2014 年の採択当初より受け入れを表明しています。） 

UNPRI の署名者として、ラッセル・インベストメントは、環境・社会・ガバナンスの問題を包括的な投資プロセスに組み込

むこと、そして、特に株主の価値と権利の保護のために積極的に行動するオーナーシップ・アプローチを重視していま

す。私たちは、コーポレート・ガバナンスのベストプラクティスと適切なリスク軽減策を重要と捉え、投資先企業および私

たちがファンド内で採用する再委託運用機関から、これらのテーマに関する追加的な情報を収集するよう努めていま

す。責任ある投資家として、私たちは議決権行使やエンゲージメントの活動を通じて影響力を発揮し、経営の有効性を

監視することが責務であると考えています。 

本報告書は、UNPRI と英国（訳者補足：並びに日本）のスチュワードシップ・コードに対する私たちのコミットメントを示し

つつ、積極的に行動する株主としての活動状況をまとめたものです。 

ラッセル・インベストメントは、この出版物に対するフィードバックを歓迎いたします。また、ご質問があれば、ラッセル・イ

ンベストメントの営業担当者にご連絡をいただくか、もしくは、以下のメールアドレスまで

(proxymailbox@russellinvestments.com) お問い合わせください。 
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アップデート

国連責任投資原則（UNPRI） 

ラッセル・インベストメントは、2009 年に署名して以来、毎年 UNPRI の調査書に回答しています。本調査では、責任投

資 6 原則の実践に向けた私たちの戦略やガバナンスの実践についての情報提供を要請されています。この原則は、

ESG 項目を財務分析、投資の意思決定、オーナーシップ・プラクティスに統合するためのフレームワークの提供を目的

とした、一連のグローバル・ベスト・プラクティスです。ラッセル・インベストメントは、UNPRI に積極的に関与し、UNPRI

のカンファレンスやグローバルのセミナー、共通の関心事項について議論する場に参加してきました。私たちはこれら

の各原則をプロセスに組み込むことに注力し、毎年評価の向上に努めています。2017 年、ラッセル・インベストメントの

UNPRI 評価は、これらの取り組みを反映し、以下のスコアカード要約でご覧いただけるように、回答を行なったすべて

の分野でトップスコアを獲得しました。 

表 1. 戦略とガバナンス 

2014 2015 2016 2017 

ラッセル・インベストメント A A A+ A+ 

署名団体中央値 N/A B B A 

表 2. 上場株式-アクティブ・オーナーシップ 

2014 2015 2016 2017 

ラッセル・インベストメント B C A A+ 

署名団体中央値 N/A B B B 

表 3. サマリースコアカード 

A

A

B

B

C

C

C

E

スコア スコア中央値 モジュール名 スコア 比率 

間接投資 – 運用会社選定、アポイントメントと監視モジュール 

戦略とガバナンス 

プライベート・エクイティー 

不動産 

上場株式 - アクティブ・オーナーシップ 

債券 – 証券化商品 

債券 – 社債（非金融） 

債券 – 社債（金融） 

債券 – SSA（ソブリン、国際機関、政府系機関債） 

上場株式 - インコーポレーション 

債券 – 証券化商品 

債券 – 社債（非金融） 

債券 – 社債（金融） 

債券 – SSA（ソブリン、国際機関、政府系機関債） 

上場株式  

直接投資 – アクティブ・オーナーシップ モジュール 
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ラッセル・インベストメントの UNPRI 開示に関する追加情報をご希望の場合は、UNPRI ウェブサイトおよびラッセル・イ

ンベストメントのウェブサイトに掲載されている「透明性および評価報告書」（全内容）をご参照ください。 

英国版スチュワードシップ・コード 

ラッセル・インベストメントは、スチュワードシップのベストプラクティスを実践するコミットメントの一環として、英国版スチ

ュワードシップ・コードに署名しています。UNPRI と同様に、当規範は、良好なスチュワードシップの基準に関する指針

を提供します。私たちは、以下の独自の方法でスチュワードシップ管理責任を遂行しています。 

• 外部委託（または助言）運用機関に対する監督とモニタリング 

• ポートフォリオで保有する企業への議決権行使ならびに直接のエンゲージメント 

2016 年、財務報告協議会（以下、FRC）は、アセットマネジャーに対するスチュワードシップ・コード・ステートメントに 3

段階方式を適用し、評価手法を変更しました。この 3 段階のシステムは、資産運用会社によるスチュワードシップ・コー

ドの原則に対するコミットメントのレベル（第 1 段階が最高レベルのコミットメント）を示すことを目的としています。2017

年、ラッセル・インベストメントは、第 1 段階に分類されました。これは、私たちが同コードが求めるクオリティと透明性の

要件を満たしていることが証明されたことを意味しています。ラッセル・インベストメントが英国のスチュワードシップ・コ

ードの第一段階に分類されたことは、UNPRI の高得点と併せて、私たちのガバナンスのベストプラクティスと適切な情

報開示に重点を置いているレベルを示しているものと考えています。 

日本版スチュワードシップ・コード 

日本版スチュワードシップ・コードは、英国版スチュワードシップ・コードをモデルとして、2014 年に日本の金融庁（FSA）

によって策定されました。当該コードは、UNPRI の第二原則と密接に関連し、アクティブなオーナーシップ（積極的に行

動する株主としての株式保有）や環境、社会、ガバナンスに関する問題を株主としてのポリシーや履行に組み込むもの

です。年次株主総会での議決権行使内容の公表や、企業経営陣に対する積極的なエンゲージメントの実施を促し、投

資と対話による企業の持続的成長の促進を目標としています。 

2017 年初めに、金融庁は、同コード内のいくつかの原則を改定することを決定しました。最も重要な変更のひとつは、

コーポレート・ガバナンス慣行の潜在的な弱点に対して投資家の意識を高めることを目指し、透明性の向上を奨励した

ことがあります。また、企業価値と持続的な成長の改善・促進に向けた取り組みも奨励しています。ラッセル・インベスト

メントは、こうした変化が、日本企業の投資家との建設的な対話における取組意欲の向上につながることを期待してい

ます。 



ラッセル・インベストメント/2017 年議決権行使とエンゲージメント・レポート   6 

私たちのアプローチ 

議決権行使 

ラッセル・インベストメントは、議決権行使は、価値創出過程において不可欠なものであると考えています。また、コーポ

レート・ガバナンスの充実、株主価値と権利の保護など、経営の実効性を監視することも私たちの責務であると考えて

います。 

ラッセル・インベストメントは、過去 30 年間にわたり、堅固な議決権行使の方針、プロセス、ガイドライン（これらはすべ

て私たちのグローバルのウェブサイトでご覧いただけます）を構築してきました。ラッセル・インベストメントの議決権行

使委員会（Proxy Voting Committee, PVC）は、議決権行使の方針、手続き、ガイドライン、および議決権行使の判断を

策定し、これらを監督します。私たちは、議決権行使プロセスが価値創造プロセスと統合的な一部として構築されること

が大切であると考え、議決権行使ガイドラインと現在のベストプラクティスに即しているかを確認するため、議決権行使

委員会が定期的に開催するガイドラインサブコミッティを設置しています。さらに、ラッセル・インベストメントの法務部門

の代表者は、すべての議決権行使プロセスの変更や活動に深く関与しています。 

外部のサービス・プロバイダーであるグラス・ルイス社が、ラッセル・インベストメントの議決権行使に関するアドミニスト

レーター（管理者）としての役割を担い、ラッセル・インベストメントの議決権行使のコーディネーターによる継続的な監

視や議決権行使委員会による監督のもと、議案分析や行使に関わるサービスを提供しています。グラス・ルイス社は

行使対象の議案を適切に分析し、ラッセル・インベストメントの議決権行使ガイドラインに沿って各議案を評価し、最終

的にこれらのガイドラインに則って行使対応を行います。議案が特殊であったり、ガイドラインにて規定されていない場

合には、グラス・ルイス社は私たちに説明や助言を行います。議決権行使委員会は、投票内容を決定するため、これら

の情報や、公表されている記事、さらに外部委託している運用機関からの意見を活用し、行使判断を行います。 

ラッセル・インベストメントは、環境、社会、ガバナンス項目の重要性を認識しています。これらは、投資家の

皆様の資産運用や財務上の安定性のみなならず、私たちが住む地域コミュニティや働く職場環境にも影響

を及ぼすものです。 
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エンゲージメント 

ラッセル・インベストメントは、積極的に行動する株主としての統合的なアプローチが、望ましい投資成果を実現する最

善の方法であり、それが運用責任の重要な要素であると考えています。ラッセル・インベストメントの目的は、積極的に

行動する株主として、株主価値と権利を保護・強化する変革を促進するための統合的かつ包括的な取り組みを提供す

ることです。企業に対するエンゲージメントは、企業との間で未解決の問題に取り組むことを可能にするため、前向きな

変化に影響を与えるための第一歩であるということを私たちは見出しています。 

ラッセル・インベストメントは、多様な運用を行っているため、様々なレベルのエンゲージメント活動を実施しています。こ

れらは、3 つの異なるグループに分類することができます。外部委託先運用機関との協働的エンゲージメント、議決権

行使サービス・プロバイダーや市場参加者との協働的エンゲージメント、および、企業との個別エンゲージメントになり

ます。 

私たちは、＜コーポレート・ガバナンスのベストプラクティス＞と＜適切なリスク軽減策＞が極めて重要と考えて、投資

先企業および私たちのファンド内で採用する運用機関からこれらのテーマに関する追加情報を収集するよう努めてい

ます。私たちのエンゲージメントにおいては、議論ごとに明確な方向性を持って、一貫したアプローチをとることを目指し

てます。この統合プロセスにより、私たちの議決権行使委員会が投票を要求される議案の影響をより包括的に理解す

ることが可能になります。ラッセル・インベストメントは、企業とのエンゲージメントにあたっては、株主価値に最も影響を

与えると考える課題に全力で取り組んでいます。 

私たちは、エンゲージメントの取り組みから得られたすべての追加的な分析および資料を吟味しますが、ラッセル・イン

ベストメントの議決権行使ガイドラインを、議決権行使における共通の基準として位置づけ、最終的な裁量と受託者責

任を保持し、独立的に議決権行使を実施しています。 

コンプリヘンシブ（包括的） インクルーシブ（包摂的） インテグレーテッド（統合的）

企業に対する直接的なエンゲージメント

再委託先運用機関との協働的エンゲージメント

市場参加者との協働的エンゲージメント

内部分析と 

レビュー 

追加情報の取得、または 

企業に対する懸念の伝達のための

エンゲージメント 

投票の判断 

フォローアップ・エンゲージメント 
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ESG 専任グループ 

ラッセル・インベストメントは、責任投資と ESG 要因の重要性を認識しています。これらの要素は、証券価格に影響を

与える（ただし企業、業界、および地域によって異なる）ため、私たちの ESG 専任チームが体制に組み込まれているこ

とは、私たちにとって重要な意味をもっています。各 ESG 専任チームは、様々な資産クラスや地域から構成されてお

り、市場やお客様のご要請に応えていくことで進化を遂げることができると考えています。 

責任投資コミッティ ― 責任投資におけるラッセル・インベストメントの投資及び市場ニーズ
に対する能力を強化する

サステナビリティ・カウンシル ― 持続可能なビジネスプラクティスを考慮することで、
運用商品とサービスを強化し、ソートリーダーシップを推進する

ESGナレッジ・スペシャリスト・チーム（EKSチーム）― 運用機関評価プロセスにおいて
ESG項目が適切に組み込まれることを担う

EKS チーム メンバー 

サステナビリティ・カウンシル メンバー 

責任投資コミッティー メンバー 

北米 

アジア 

オーストラリア 

ニュージーランド他 

欧州 
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議決権行使状況 

2017 年議決権行使レビューおよび集計結果 

議決権行使の判断にあたっては、株主総会日までのすべての分析や情報収集を勘案した慎重なアプローチを踏襲し

ています。インクルーシブ（包摂的）で統合的な議決権行使とエンゲージメントのプロセスにより、年間を通じて、会社提

案や外部のサービス・プロバイダーの提案に反対票を投じることも多数ありました。 

表 4 2017 年議決権行使の概要

四半期 株主総会総数 議案数 
会社提案に対する

反対票総数 

グラス・ルイス提案

に対する反対票総数
株主提案総数 

1-3 月期 1,217 10,049 1,503 705 190 

4-6 月期 6,148 67,728 8,803 2,142 939 

7-9 月期 1,076 8,751 1,203 312 87 

10-12 月期 1,269 8,294 1,034 318 83 

合計 9,710 94,822 12,543 3,477 1,299 

グラス・ルイス 

提案に対する 

反対票比率 

4% 

総議案数

94,822 

株主総会総数 

9,710 

会社提案に 

対する 

反対票比率 

13% 
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会社提案に対する反対投票 

表 1  カテゴリー別の会社提案に対する反対上位項目 

取締役選任 

2016 年度は、取締役選任議案の 35%につき会社提案に反対票を投じましたが、2017 年度はそれが 36%と若干増加し

ました。2016 年、2017 年ともに、独立性の懸念、過剰な役員兼任数、取締役会への出席率の低さなどから、取締役選

任の議案について、会社提案に反対票を投じました。また、2017 年は、会社提案反対票の 13%がディスクロージャー不

足によるものでした。 

企業活動を効果的に管理・監督するために、監視方法と適切なガバナンス慣行が一段と綿密に調査されるようになっ

ています。 

取締役に期待される時間的コミットメントも増加傾向にあり1、議決権行使ガイドラインサブコミッティはこれに沿ってガイ

ドラインを改訂しました。 

表 4. 2017 ガイドライン改定 

旧ガイドラン 改訂ガイドライン 

上場企業 6 社以上の取締役を兼務する取締役の選任議案への投

票を差し控える。 

上場企業 5 社以上の取締役を兼務する取締役の選任議案への投票

を差し控える。 

候補者が上場企業の CEO でもある場合、当該数は 3 社に減じる。 候補者が上場会社の CEO でもある場合、当該数は 2 社に減じる。 

報酬に関する方針 

報酬は、引き続き投資家にとって議論の的となっています。報酬提案は、業績連動性の欠如や報酬慣行の不備などを

踏まえたことが、経営陣に対する反対票の 5%以上を占めました。株主の最善の利益を守るためには、株主は報酬基

準に関する議決権を持たなければならないと考え、厳格な議決権行使を行います。日本では、9%近くの会社提案への

反対票が、取締役会の裁量で取締役自らにストック・オプションを付与することを可能にする提案に関するものでした。 

1  Glass Lewis 2016 Season Review: United States and Canada  

2016 2017

0% 10% 20% 30% 40%

取締役選任

報酬政策

役員報酬に関する諮問投票

株主総会の招集通知を発する期間を14日間に設定する権限

新株予約権を伴わない株式発行権

会社提案に対する反対上位項目

2016 2017
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サービス・プロバイダー（グラス・ルイス）に対する反対票 

年次株主総会（AGM）の招集事前通知期間を 14 日間に設定する権限 

グラス・ルイスの提案に対する反対票の大半は、株主総会を招集する事前通知期間を 14 日間に設定する提案に関す

るものでした。現在、ラッセル・インベストメントのガイドラインには、株主総会の事前通知期間を短縮する会社提案には

反対票を投じる旨の条項が定められています。 

情報の不足 

ラッセル・インベストメントは、議決権行使の意思決定を行うためには適切な情報開示と高い透明性が必要であると考

えています。グラス・ルイスは、情報が不足している場合には投票を棄権しますが、私たちは反対票を投じ、株主に開

示されていない情報については賛成しないことを表明しています。 

表２ カテゴリー別プロバイダー提案に反する投票（上位）

0% 5% 10% 15% 20% 25%

株主総会の招集通知を発する期間を14日間に設定する権限

計算書類の報告

取締役選任

財務諸表

役員報酬

グラスルイス提案に反する投票を行った上位項目

2016 2017

ケース・スタディー － 1

アクション 1

議決権行使： 株主が役員報酬に対する株主の意

思表明を認める権利を守るために、当該株式報酬

制度に反対票を投じた 

アクション 2

議決権行使： 利益相反の可能性および独立性の

不足を理由に取締役に対して反対票を投じた 

問題１

日本のソフトウエア企業が、ストック・オプション付与

権限者が自身にストック・オプションを付与すること

を許容する株式報酬制度を策定した

問題２

親会社の副社長を兼務する監査委員会委員に利

益相反の可能性が認識された
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株主提案 

世界の株主提案 

2017 年の株主提案の上位項目は、2016 年と類似しており、米国とカナダでは、CEO/取締役会議長職の分離、プロキ

シーアクセス、政治的支出/ロビー活動に関するものが採り上げられる傾向が続いています。欧州では、株主は取締役

会の構成と複数議決権の廃止に関心を寄せており、各カテゴリーの 61%と 100%を占めています。 

表 3 株主提案の上位項目 

取締役会議長と CEO の分離 

毎年、ラッセル・インベストメントの議決権行使チームは、CEO と取締役会議長の兼職の問題について、複数企業の取

締役と対話を行っています。これらの役割の分離は、取締役会が会社とその経営に対する独立した監視を維持し、効

率的な経営を維持する能力を高めるものと考えています。 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Removal of Multiple-Voting Rights

Independent Board Chairman/Separation of Chair and
CEO

Access to the Nomination Process (Proxy Access)

Reviewing Political Spending or Lobbying

Board Composition

株主提案の上位項目
総株主提案数に対する比率

取締役会構成

政治関連支出、ロビー活動に対するレビュー

任命プロセスへのアクセス（プロキシーアクセス）

独立的な取締役会議長/会長職と CEO 職の分離

複数議決権株式の廃止

ケース・スタディー ─ 2 

アクション 1

エンゲージメント： 2017 年総会に先立ち、私たちは会

社側とディスカッションの場を持ち、会社側が役割の分

離に関して見直しを行うことを強く示唆し、また分離に

関する深い考察を提示した。ラッセル・インベストメント

のエンゲージメント・サブコミッティは 2017 年を通じて

同社をモニターし、同社が筆頭独立取締役の責務を強

化することで、大きな進展を図ったことを認識した。 

アクション 2

議決権行使： 2016 年と 2017 年の両方の投票につ

いて、独立した取締役会議長職を要請する株主提案

を支持した。 

問題

アイルランドの製薬会社は、2016 年に独立した取締役

会議長の設置に関する株主提案を受け取り、43％の

株主がこれに賛成票を投じた。

結果

進捗状況の確認とフォローアップ・エンゲージメントの

可能性を探るために継続的なモニタリングを実施して

いる。
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プロキシーアクセス 

2015 年以降、プロキシーアクセスに関する株主提案件数は減少傾向にあり、2016 年、2017 年ともこの流れが続きまし

た。2016 年、プロキシーアクセスは、株主提案全体の約 7%を占めましたが、今年は 4%を占めるに過ぎませんでした。

ラッセル・インベストメントは、3%以上の持株比率を 3 年連続で保持する、との業界標準を外れる株主提案に対しては

反対票を投じました。多くの企業が自発的にプロキシーアクセスの付属定款を採用していますが、当該付属定款の変

更に対する支持はほとんど見られませんでした。グラス・ルイスによれば、プロキシーアクセス提案の約 43%は付属定

款の変更であり、株主の支持は 28%に過ぎません。なお、付属定款の変更案のなかで過半数以上の支持を得たもの

はありませんでした。2

（訳者注：ラッセル・インベストメントは、投資対象である米国企業が、株主総会において当該企業の株式 3％以上を 3 年間保有するなど一

定の条件を満たした株主が、特定の取締役候補者の選任を株主総会議案として提案し、会社から株主に毎年送付される委任状勧誘書類

(Proxy materials)に掲載することを請求できる権利である「プロキシーアクセス」を導入することを推奨しています。「プロキシーアクセス」は、

長期の株主が低コストで取締役選任議案を争うことを可能にするため、株主が取締役候補者を提案しやすくなり、企業統治改善に資する権

利のひとつとされています。） 

複数議決権の廃止 

複数議決権廃止に関する株主提案は、2016 年度比で約 63%減少しました。また、株主の権利保護の観点から、不平

等な議決権を解消する議案の 97%を賛成票を投じ、残りの 3%は過剰な要求をする議案と判断し、投票を行いませんで

した。私たちの議決権行使ガイドラインは、不平等な議決権を要求する決議には反対票を投じることも強く表明してい

ます。 

政治関連支出、ロビー活動 

米国とカナダでは、政治関連支出とロビー活動が引き続き株主にとって重要な項目です。2017 年、この分野は株主提

案の約 5%を占めました。グラス・ルイスによると、ロビー活動への支出や活動報告に関する株主提案は 2014 年以降

18%近く増加しています3。グラス・ルイスの調査では、これらの提案は全体的に株主の支持が低いものとなっています

（ロビー活動で約 26%、政治献金で 27%）。4

2 Glass Lewis 2016 Season Review: United States and Canada 

3 Glass Lewis 2016 Season Review: Europe

4 Glass Lewis 2016 Proxy Season Review: Japan

ケース・スタディー － 3

問題

株主が不適切な業務活動状況や出席状況にある取締

役を解任したり、株主が取締役を新たに指名することを

認める方針の制定は、ラッセル・インベストメントのエン

ゲージメント・サブコミッティがエンゲージメント・ディスカ

ッションにおいて奨励していることである。

アクション

エンゲージメント： 2017 年初頭、ラッセル・インベスト

メントのエンゲージメント・サブコミッティは、米国の公

益事業会社と将来の事業戦略やビジネスチャンスに

ついて議論を行い、同社が定款を改定してプロキシー

アクセスを導入することを議論する機会を持った。

結果

同社は、ラッセル・インベストメントの見解に賛同し、業界標準の付属定款を採用する意向を表明した。

私たちのエンゲージメント・サブコミッティは、進捗状況をモニターし、同社はその約束を遵守し、2017 年

にプロキシーアクセスを導入する付属定款を採択した。
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表 4 政治関連支出 株主提案 

取締役会の構成 

取締役会は、コーポレート・ガバナンスの根幹を成すものであり、取締役が株主を代表し、投資家の利益を保護する責

務を負います。株主の利益は、独立した、説明責任がある、対応が迅速で、多様な取締役会によって最もよく代表され

ます。 

私たちは、多様なチームが、多様でないチームよりも大きな成功をもたらし、より良いパフォーマンス及びより大きな組

織的安定を含む恩恵をもたらすと考えています。ラッセル・インベストメントでは、企業は取締役の任命と取締役候補者

の選任において平等な機会を提供するべきだと考えています。 

61%

33%

4% 2%

株主提案

政治関連支出/ロビー活動

Lobbying Report

Corporate Political Spending Report

Advisory Vote on Political Contributions

Electioneering Expenditures/Payments to
Advocacy Organizations

ラッセル・インベストメントは、企業が従業員と取締役会のメンバーのダイバーシティ（多様性）とインクルージ

ョン（包摂性）を考慮することで、株主の利益に最も資することが可能になると考えています。 

選挙関連支出/支援団体への支出 

ロビー活動報告 

企業の政治関連支出報告 

政治献金に関する諮問投票 
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地域別動向

大半の株主提案は欧米で行われ、域外での株主活動は昨年度に続き低調に推移しました。全体として、最大の増加

は欧州及びオセアニア地域でした。 

表 5 地域別株主提案 

47.4%

45.9%

4.4%

1.0% 0.6%

0.4%

0.3%

地域別株主提案

Europe

Canada & United States

Oceania

Asia ex-Japan

Latin America & Caribbean

Japan

Middle East and North Africa

ケース・スタディー ─ 4

問題

米国不動産会社は、2017 年の株主総会で、取締役会

の多様性に関する株主提案を受けた。取締役会への

反対は、最も適任かつ適格要件を満たしている候補者

を選出する能力を有していないとの株主提案に基づい

ていた。

アクション

議決権行使： この株主提案は、ラッセル・インベスト

メントの議決権行使委員会にて、個別対応によるレビ

ュープロセスに進んだ。取締役会の多様性問題は、レ

ピュテーションリスクのポイントとなっているため、取締

役候補者に推す評価基準(および取締役会が当該リ

スクを軽減する施策)に関して取締役会からの開示が

増やされることは、投資家にとって有益と判断された。

結果

議決権行使時期の後、ラッセル・インベストメントのエンゲージメント・サブコミッティは同社の最新情報と進

捗状況をモニターした。8 月、取締役会は女性の取締役を追加的に選任し、株主の懸念に適切に対応して

いることを示した。

欧州 

カナダ、米国 

オセアニア 

アジア（除く日本） 

ラテンアメリカ、カリブ諸国 

日本 

中東、北アフリカ 
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欧州における株主提案 

欧州では、2017 年の議決権行使期間中に提出された株主提案が大幅に増加しました。欧州における株主提案は、株

主提案全体の 47%以上を占め、2016 年から 10%増加しました。多くの欧州企業は、最近の男女の割合を規定するクオ

ータ制の導入も受けて、取締役会の構成や男女平等関連の株主提案が増加しました。 

表 6 欧州における株主提案 

日本における株主提案 

欧州とは対照的に、日本では株主提案が大幅に減少し、当該地域比率は 2016 年には 8.6%であったものが 2017 年に

は 1%を下回りました。コーポレート・ガバナンスに対する期待が高まる中、日本版スチュワードシップ・コードが大幅に

変更されたことにより、株主の関与は今後ますます増えるものと予想されます。 

表 7 日本における株主提案 

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%

反対派取締役の選任

平等性

取締役会構成

多数議決権の廃止

その他報酬関連

欧州における株主提案の増加

2016 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他資本関連

その他株主総会・議決権関連

増配・剰余金処分関連

その他

原子力の段階的な撤廃

日本における株主提案の減少

2016 2017
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エンゲージメント 

エンゲージメント実績 

2017 年を通じて、ラッセル・インベストメントのエンゲージメント・サブコミッティは、重点分野を中心にエンゲージメントを

実施しました。私たちは、株主にとって関心の高い分野に焦点を当てながら、最も頻繁に取り上げられた議題を反映さ

せるよう努めました。 

表 8  2017 年  ESG 分野別取組状況      表 9  2017 年地域別取組状況 

エンゲージメント重点分野 

株主価値に重大な影響を及ぼす分野でより意義のあるエンゲージメントの実施をするために、ラッセル・インベストメン

トは、エンゲージメントを行う上で注力すべきと考えられる分野を特定しました。これらの分野を私たちのエンゲージメン

ト活動において横断的に活用することで、一貫性のある直接的なアプローチをご提供することが可能になります。な

お、これらは市場の関心が変化することを考慮するために、時間の経過とともに見直しが実施されます。 

64%

20%

16%

2017 エンゲージメント

Governance

Environment

Social

76%

10%

7%
6%

1%

地域別エンゲージメント動向

US

EMEA

Australia

Canada

Asia

ガバナンス 

環境 

社会 

米国 

欧州、中東、アフリカ 

オーストラリア 

カナダ 

アジア 



ラッセル・インベストメント/2017 年議決権行使とエンゲージメント・レポート   18 

サステナビリティ報告 

様々な問題（汚職、報酬、人権、気候変動、ダイバーシティ（多様性）等）を企業が見落としてしまうことに対する監視の

意識が、企業に対するエンゲージメントの需要を高めています。企業は、サステナビリティ・プラクティス（持続可能性を

保つための取り組み実践）ができているかにより財務的および風評上の重大なリスクが発生する可能性があるため、

株主に対してこれらのリスクを軽減するために取られる措置について適切な情報開示を行うことが重要なことと考えら

れます。 

表 10 2017 年「環境」トピックス 

ダイバーシティ（多様性） 

ラッセル・インベストメントは、企業が従業員と取締役会のメンバーのダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂

性）を考慮することで、株主の利益に最も資することが可能になると考えています。2017 年に、私たちのエンゲージメン

トにおいて考慮した具体的な要素は、女性が不在の取締役会でした。また、エンゲージメントの際には、男女間賃金の

公平性や報告事項等についても意見交換を行いました。 

私たちは、多様なチームが、多様でないチームよりも大きな成功をもたらし、より良いパフォーマンス及びより大きな組

織的安定を含む恩恵をもたらすと考えています。このことを念頭に、ダイバーシティが企業の投資パフォーマンスや文

化に与える影響についての認識を高めることに重点を置いてエンゲージメントに取り組んでいます。 

表 11 2017 年「社会」トピックス 

71%

23%

6%

環境

Sustainability

Climate Risk

GHG Emissions

36%

36%

14%

7%

7%

14%

社会

Gender Diversity

Diversity

Human Rights

Controversial Arms Deals

Holy Land Principles

温室効果ガス排出量 

サステナビリティ 

気候変動 

ジェンダー・ダイバーシティ 

ダイバーシティ 

人権 

武器取引関連 

聖地原則関連 
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独立性/アカウンタビリティ 

取締役会は、コーポレート・ガバナンスの根幹を成すものであり、取締役が株主を代表し、投資家の利益を保護する責

務を負います。株主の利益は、独立した、説明責任がある、対応が迅速で、多様な取締役会によって最もよく代表され

ます。説明責任と取締役会レベルの職責を効果的に果たすための時間が増しているため、私たちは、エンゲージメント

の可能性を視野に入れてこれらの問題を綿密に監視しています。 

報酬 

役員報酬と企業の業績を連動させることは、株主の利益に則したもので、概してエンゲージメントで頻繁に採り上げて

いるテーマとなっています。具体的には、グラス・ルイスの業績連動報酬の独自基準を活用し、「報酬と業績の関連性

の欠如」が見られると判断される企業に対してエンゲージメントを実施することを目指しています。 

表 12. 2017 年 「ガバナンス」 トピックス 

20%
16%

14%

11%

9% 9%

5%

4%
4%

2%

2%

2%

2%

ガバナンス

   Election of Director

   Compensation

   Capital Issuance

   Strategy and Development

   Merger/Acquisition

   Claw back Policy

   Restructuring/Capitalisation

   Corporate Structure

   Special Meeting

   Proxy Access

   Bylaw Amendments

   Exclusive Forum bylaws

取締役の選任 

報酬 

資本調達 

戦略・開発 

合併・買収 

クローバック・ポリシー 

再編・資本化 

事業形態 

臨時株主総会 

プロキシーアクセス 

付属定款の修正 

排他的付属定款 
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ケース・スタディー ─ 5

アクション

エンゲージメント 1： ラッセル・インベストメントは、

会社側と異なる意見を持つ取締役候補者とそれ

に対する会社側の反対意見について、経営陣とエ

ンゲージメントミーティングを行った。取締役会と経

営陣は、透明性が高く、取締役会のスキルとニー

ズを慎重に考慮しながら、株主と関与する意思が

あるように思われる。私たちのエンゲージメント・

サブコミッティは、取締役会の多様性を高めるため

の取締役会の努力を推奨した。 

アクション

エンゲージメント 2： 同社の取締役会と経営陣は説

得力のある事例を提供したが、エンゲージメント・サブ

コミッティは、追加的な分析のために、ラッセル・イン

ベストメントの再委託先運用機関と協力する必要があ

ることを見出した。これらの取り組みから、取締役候

補者のこれまでの成功実績および現在の取締役が

説明責任を有していることが、株主提案が推す取締

役候補者を支持する妥当性を示しているとのコンセン

サスが形成されるに至った。 

問題

米国の家庭用品製造企業は、中長期的な株価のリタ

ーンが非常に低く、短期的なリターンもさらなる精査が

必要な状況にあった。株主提案は、同社の事業ポート

フォリオを強化し、同社の経営戦略を改善する取締役

を任命するものであった。

アクション

議決権行使： 取締役会は、現状において多様で堅

固な取締役会組織にあることを主張したが、ラッセ

ル・インベストメントの意見は、反体制派の取締役候

補者を支持し続けるものであった。経営陣は自己満

足に陥りつつあり、新たな視点を取締役会に提供す

る必要があると判断された。私たちの議決権行使委

員会は、株主提案が推す取締役候補者が、リスクと

チャンスをより正確に評価できる十分な要件を備えて

いると判断した。 

結果

活発なやりとりの後、会社側と異なる意見を持つ取締役候補者は友好的な条件

の合意に至り、同社はこの（株主提案で名乗りあげた（訳者補足））アクティビスト

投資家を取締役に任命した。

株価の低迷 

企業へのエンゲージメント 

再委託先運用機関との協働的なエンゲージメント 

議決権行使 
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ケース・スタディー ─ 6

アクション 1

議決権行使： 不十分な報酬制度、また株主の

懸念に対応していない点を勘案し、コーポレー

ト・ガバナンス委員会および報酬委員会の両委

員長を務める取締役への投票を差し控えた。 

アクション 2

エンゲージメント： 2016 年の同社取締役への投票保

留率は高かった。私たちは、この問題に対する取締

役会の対応の欠如及び会社の不十分な報酬制度に

対して不満の意を表明した。

問題

米国の金融会社は、不十分な報酬制度を維持してお

り、また CEO と取締役会議長が兼職となっているうえ、

筆頭議長役の責務を設けず、株主の懸念に対応して

いない。

結果

進捗状況の確認とフォローアップ・エンゲージメントの

可能性を探るために継続的なモニタリングを実施して

いる。

ケース・スタディー ─ 7

問題

北米の銀行は、不正会計スキャンダルを起こし、何

百万に及ぶ未承認口座が開設された結果、同行のク

ライアントに 260 万米ドルの手数料が不正に徴収さ

れた。

アクション

ラッセル・インベストメントの議決権行使ガイドラインは、以

下のスタンスを保持した。

• クローバック条項を導入する企業の支持 

• CEO と取締役会議長職分離の支持 

結果

• 違法行為により、ロサンゼルス市及び連邦当局への 1 億 85 百万米ドルの罰金が科された。 

• CEO と取締役会議長の役割が分離され、取締役会議長と副議長に独立取締役が任命される

ことが要請された。 

• 不正行為の責任を問われた元幹部 2 名からの 75 百万ドルのクローバック実施 

企業へのエンゲージメント 

議決権行使 

株主の懸念に対する

適切な対応の欠如 

不十分な報酬制度 



ラッセル・インベストメント/2017 年議決権行使とエンゲージメント・レポート   22 

温室効果ガス 

排出削減の機会

450 シナリオテスト 

代替クリーンエネルギー 

の開発 

取締役会による気候関連

問題の監視 

ケース・スタディー ― 8

アクション 1

議決権行使： 気候変動リスク対応報告に関

する株主提案については、ラッセル・インベスト

メントの議決権行使委員会がレビューを実施。

低炭素経済環境の短期的・長期的な財務リス

クの分析を組み込んだ事業戦略を説明する報

告書と測定指標を求める内容となっており、当

該株主提案は十分に吟味されて起草されたも

のと判断された。 

アクション 2

エンゲージメント： 気候変動リスク対応報告に関する

株主提案への投票結果を受けて、同社にエンゲージ

メントを実施する。 

問題

• 2016 年と 2017 年に、米国のエネルギー企業

に対して、様々な炭素シナリオのもとにおける

同社の長期的な耐性や業績見通しを評価する

ために、報告の増加を求める株主提案がなさ

れた。 

• 2016 年の株主提案に対する賛成票(ラッセル・

インベストメント分を含む)が約 49%にのぼった

のにもかかわらず、同社は有意義な改善を行

っていなかった。 

結果

同社は、気候変動リスクへの対応策を大幅に強化、

株主の懸念に対して取締役会が対策すべきことを認

識し、投資家との対話を継続する意欲を示している。

企業へのエンゲージメント

議決権行使 

株主の懸念に対する

適切な対応の欠如 
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ケース・スタディー ─ 9

アクション 1

議決権行使： ラッセル・インベストメントの議決権行

使委員会は、株主提案の内容を支持することを正当

化するものではないと判断した。他の要因を考慮せ

ずに、賃金格差に関する数値のみの開示を求める提

案は、潜在的格差の主因を適切に評価することに役

立つものではないと考えられた。

アクション 2

エンゲージメント： 同社はこの分野に対処する適切な

措置を講じており、開示に際して同業他社に遅れを取

っているわけではないが、ラッセル・インベストメントの

エンゲージメント・サブコミッティは、この問題について

経営陣と直接議論すべきと判断した。この分野におけ

る私たちの懸念は、当株主提案で指摘された内容より

広範にわたるものであるため、適切な評価を行うため

の情報を取得するために、追加的な分析を行ってい

る。 

問題

米国銀行の 2017 年の年次株主総会において、ジェン

ダー間報酬平等化報告書を求める株主提案が行われ

た。この株主提案は、同行に男女従業員の給与格差を

明らかにするとともに、格差を埋める方針と方法を開示

するよう求めている。

結果

同社は、これらの懸念に適切に対応する内容となる

追加的な情報開示を行うことを私たちに約束した。同

社がこれらの対応を行うために、一定の時間猶予を

許容することは合理的なことと考えられる。 しかし、

経営陣が約束した追加の情報開示を行わない場合

には、この問題を再度採り上げる必要があると考えら

れる。

ケース・スタディー ─ 10

問題

日本のコングロマリット企業は、投資家に重大な誤っ

た情報を提供する虚偽の会計処理を行った。

アクション 1

議決権行使： 同社の年次株主総会では、適切なガバ

ナンス体制・プロセス及び監査の欠如を理由に、取締役

全員に反対票を投じた。

アクション 2

議決権行使： 同社の臨時株主総会では、ガバナンス上の運営が不十分であったため、10 名の取締役の

うち 9 名に反対票を投じた。
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会社別の株主への積極的な働

きかけ 

ラッセル・インベストメントのクライ

アントの懸念表明 

議決権行使

会社と株主のコンセンサス形成 

ケース・スタディー ─ 11

アクション 1

エンゲージメント 1： ラッセル・インベストメント

の運用再委託先運用機関 3 社と、この議論の

余地が多い本件につき意見交換を行い、また

追加的な分析情報の提供を受けた。

アクション 2

エンゲージメント 2： 株主提案の懸念に対処するた

めに、同社は重要なエンゲージメント上の努力を行っ

た。具体的には、株主グループとの良好な関係を維

持することは、同社の成長に資すると表明した。 エン

ゲージメント・サブコミッティは、議決権行使を実施す

る前に、オープンな対話を継続し、株主と協力する意

欲を引き続き維持することの重要性を同社に表明し

た。

問題

カナダのエネルギー企業は、多くの法的課題を抱え、

非常に争点の多いプロジェクトであるダコタアクセスパ

イプラインへの投資を行おうとしていた。株主は、先住

民の権利リスク報告書を要請した。人権および環境リ

スクが適切に考慮されていない場合、買収および投資

の決定は、風評の悪化、規制上の介入および/または

財務上の損失につながる可能性がある。

アクション 3

議決権行使： この問題について慎重に検討し、また、

様々なエンゲージメントの取り組みから得られた追加

情報の分析を踏まえ、ラッセル・インベストメントは最終

的に本株主提案に反対する判断をした。株主提案で

求められた報告書の内容がどのようにしてこれらのリ

スクを軽減し、同社によって既に情報開示されている

内容と明確に意義のある差をもつ情報提供になるの

かが不明であった。

結果

同社と株主提案者は、最終的にプロジェクト提案について２つの合意（参画に関する合

意と環境管理に関する合意）に達した。

再委託先運用機関と共同のエンゲージメント 

企業へのエンゲージメント
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ケース・スタディー ─ 12 

問題２

• （監査報酬を上回る）過剰な監査以外の報酬 

• CEO の親族が特定のサービスを提供する企業と

の取引関係や契約に関する情報開示の欠如 

• 取締役会が、CEO の家族が所有する企業に 11

百万英ポンド以上の支払いを提案している。 

• 最大の独立投資家が損失を被る 

問題３

取締役会に構造的な問題のあることが、以下の株価に

影響を及ぼす風評上の懸念によって明らかになった。

• 取締役会における女性役員の欠如 

• 50%を超える CEO による株式保有比率 

• 取締役会が過半数以上の独立取締役から構

成されていないこと 

問題１

英国の小売企業は、様々な社内問題に関するガバナ

ンス慣行の不備について、メディアの批判にさらされ

た。最低賃金要件と比較した低賃金労働者の劣悪な労

働条件と賃金格差が問題であった。

アクション 1

• 議決権行使： 役員交代を支持し、在任期間

の長い取締役(取締役会の 50%)に対して反対

票を投じた。 

• 議決権行使： 情報開示不足により会計監査

手数料に反対票を投じた。 

• 議決権行使： CEO 親族の企業に支払いを認

めるという提案に反対票を投じた。 

結果

同社は、最低賃金の従業員給与を規制要件に沿って引き上げた。また、労働者代表が初めて取締役会

に選出された。取締役会議長は、独立した投資家から過半数の支持を受けなかったが、CEO が議長の

留任に投票を導いた。私たちは、株主の懸念に対して、取締役会が適切な対応を欠いたことに強い不満

の意を示すため、エンゲージメントの機会及び更なる議決権行使を通じた対応手段を追求する。
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ご注意 

› Copyright© 2018. Russell Investments. All rights reserved. 

› 当資料中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメント グループの会社の総称です。 

› ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者の TA アソシエーツおよび少数持分所有者のレバレンス・

キャピタル・パートナーズとラッセル・インベストメントの経営陣から構成されています。 

› フランク・ラッセル・カンパニーは、当資料におけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権

の所有者で、ラッセル・インベストメント グループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使用

しています。ラッセル・インベストメント グループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブ

ランド傘下の法人と資本的関係を有しません。 

› 当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこ

れ を保証するものではありません。 

› ラッセル・インベストメントによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はい

かなる形式においてもご遠慮ください。 

› 特段記載の無い限り、当資料に記載されているデータの出所は、ラッセル・インベストメントです。 

› 

PRI の評価について 

› PRI の評価方法については、こちらをご参照ください。 

https://www.unpri.org/signatories/about-pri-assessment

› ラッセル・インベストメントに関するレポート全体については、こちらをご参照ください。 

https://russellinvestments.com/-/media/files/emea/legal/2017-assessment-report-for-russell-

investments.pdf?la=ja-jp

› Transparency Report については、こちらをご参照ください。 

https://russellinvestments.com/-/media/files/emea/legal/pri-transparency-report.pdf?la=ja-jp

› スコアは、レポート全体の文脈の中で、理解することが重要です。 

※当資料は、2017 年の議決権行使とエンゲージメントにつきまして、ラッセル・インベストメント（米国）が 2018 年 3 月に発行した英文のレポ

ートを抄訳したものです。当資料の正式原本は英語版のものであり、当抄訳文は原本を理解する上での参考資料です。原本と抄訳に矛盾が

有る場合は、原本が優先します。 

ラッセル・インベストメント株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 196 号 

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資


