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最高投資責任者（CIO）からのメッセージ 

お客様各位 

この一年は大変な一年となりました。この一年を振り返り、以下のような複数のグローバルな出来事の影響の大

きさを認識しています。 

1. 従業員の健康の重要性と多くの業界の脆弱性に関する注目を集めた一方、世界中の組織の存続性に劇的

な脅威を及ぼすと同時に、それ以外の組織には十分な恩恵をもたらしたパンデミック。 

2. 意思決定方法の強み、企業の成功に対する「公正性」の影響、同僚や隣人の心と体の安全性について考え

るきっかけとなった人種差別問題。 

3. ビジネス、商取引と生活の混乱を招いている気候変動、人間の介入に起因した天候事象や火災に伴う負担の増大。 

4. ゲームのルールを変更し、企業の適応能力を上回るスピードで起きることの多い地政学的シフトや文化の衝突。 

これらの事象を考慮すると、ラッセル・インベストメントがお客様からお預かりした資産の積極的に行動する株主（アク

ティブ・オーナー）としての責任はこれまで以上に明確になっています。私たちは、議決権行使とエンゲージメントを通

して皆様の資産の善良なる管理者として行動する受託者責任を真摯に受け止めています。私たちは、毎年、十分に

策定されたガイドラインと課題の慎重なレビューに基づき、数万件にものぼる決定事項について投票しています。ま

た、株主権利、株主価値、そして株主の利益を守り強化させるための変化を推進するべく、皆様に代わり重要な持ち

株比率を維持している企業とのエンゲージメントを定期的に行っています。しかし 2020年を振り返るとともに、今後に

目を転じると、顧客資産の管理者としてお客様に対するコミットメントを深化させる必要性を認識しています。 

ラッセル・インベストメントは、こうしたコミットメントを体現するため、アクティブ・オーナーシップ・プラクティスに対

する重要な変更を行い、お客様とこれらの変更を共有できることを喜ばしく思っています。ラッセル・インベストメン

トは、2020 年から 2021 年にかけて、アクティブ・オーナーシップ・プラクティスを拡充しています。ここではそのハ

イライトをご紹介するとともに、レポートの中で詳しくご説明します。 

• エンゲージメント・プラクティスを強化し、スチュワードシップと投資パフォーマンスの好循環を「さらに高速回
転させること」を目標に、さらに多くのポートフォリオ・マネージャーの関与を推進しています。 

• 米サステナリティクス （Sustainalytics）社との提携により、世界中で環境、社会、ガバナンス（以下、「ESG」）
に関するテーマにおけるエンゲージメント活動の量と質を高めています。 

• 運用チーム全体でのエンゲージメントのさらなる拡大のほか、専任スタッフの増員などによって積極的にリ
ソースを増やし、こうした活動をサポートしています。 

ラッセル・インベストメントの議決権行使およびエンゲージメントの方針と手続きは、数十年間に亘りポートフォリオに付

加価値をもたらすことを目的に構築されてきました。私たちは、国連責任投資原則（以下、「PRI」）の署名機関として、投

資アプローチと統合され、ESG目標を組み込んだアクティブ・オーナーシップ・プログラムの実践を特に重視しています。 

本報告書では、お客様、PRI、および各地域のスチュワードシップ・コードに対するラッセル・インベストメントのコ

ミットメントを示しつつ、アクティブ・オーナーとしての 2020年における活動状況を詳述しています。 

ラッセル・インベストメントは、本報告書に対するフィードバックを歓迎いたします。コメント等の共有につきましては、

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、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。 

proxymailbox@russellinvestments.com 

 

 

ケイト・エルヒロー（Kate El-Hillow） 

最高投資責任者（CIO）、ラッセル・インベストメント 

mailto:proxymailbox@russellinvestments.com
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責任投資に対する統合的なアプローチ 

投資家の皆様の財務基盤の強化に専心する大手のグローバル運用ソリューション提供パートナーとして、ラッセ

ル・インベストメントは責任投資家であること、またお客様の資本をアクティブな受託者として管理運用することの

重要性を理解しています。しかし、このような責任と機会は顧客と管理者の関係に留まらないと考えています。

ラッセル・インベストメントの投資アプローチは、世界の主要な運用機関や投資戦略を組み合わせて、分散化され

たポートフォリオにまとめ上げるものであり、その結果として、私たちはお客様、運用機関、基準設定団体、および

投資対象企業の間における独自の影響力を持つことになります。 

私たちのアクティブ・オーナーシップ・プログラムは、投資ソリューションおよび資産価値創出のプロセスにおける

重要な要素であるだけでなく、投資対象となる企業や市場の動きに影響力を与える重要な手段でもあります。ま

た議決権行使やエンゲージメントを通じ、投資リスクや報酬に影響する課題に前向きな変化をもたらすことを目標

としています。これらのテーマは、環境、社会、ガバナンス（ESG）問題として分類されることがよくあります。ラッセ

ル・インベストメントの投資プロセスでは、ESG考慮事項を含めることにより、長期的なリスクや投資機会に取り組

むことができます。また私たちのアクティブ・オーナーシップのアプローチは、ESG 問題への取り組みが価値を生

み出し、リスクを軽減させるために重要な要素であるという私たちの信念を反映しています。本報告書では議決

権行使とエンゲージメントに焦点が当てられていますが、ESGや責任投資に対する私たちの全体的なアプローチ

についてさらに詳しく知りたい方は、下記ウェブサイト（英語）を是非ご覧ください。 

Russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing 

ラッセル・インベストメントのアクティブ・オーナーシップに関する新たな取り組み 

責任投資アプローチ全体をサポートする新しいガバナンス組織 

責任投資にはスチュワードシップより広い意味があると考えるため、責任投資に対する統合的なアプローチを選

好するとともに、私たちの組織全体に ESG の専門家を配置しています。ラッセル・インベストメントのグローバル

責任投資運営委員会（Global Responsible Investing Steering Committee）は、ソリューション部門、顧客サービ

ス部門、マーケティング部門、運用部門のほか、コンプライアンス部門や法務部門など様々な部門の代表者で構

成されています。このグループは、投資価値の創造に明確な重点を置きながら、責任投資ソリューションと持続可

能性に対する世界水準の調和のとれたアプローチを提供するラッセル・インベストメントの運用能力の向上と維持

を目標にしています。当該委員会には、グローバル最高投資責任者（GCIO）と欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）

拠点長というエグゼクティブ・レベルのスポンサー役の 2名が含まれており、EMEA責任投資部門の責任者が議

長を務めています。 

責任投資運営委員会に加え、運用部門の責任投資評議会（ Investment Division Responsible Investing 

Council）が責任投資に関連した運用部門のイニシアティブを牽引しています。このグループはリサーチ・チームと

ポートフォリオ・マネージメント・チームの主要メンバーで構成され、ラッセル・インベストメントの責任投資プラク

ティスの卓越性、協調性と一貫性を高めるために組織されました。 

ポートフォリオ・マネージャーの関与強化 

ラッセル・インベストメントのポートフォリオ・マネージャーは、運用機関およびフィデューシャリー・マネージャーとし

て、外部委託先あるいは投資助言先運用機関（以下、外部委託先運用機関）のアクティブ・オーナーシップ活動を

監督するとともに、その多くは議決権行使エンゲージメント委員会（以下「委員会」という）への関与および同委員

会と連携した投資を通じてスチュワードシップへの取り組みに従事してきました。しかし、2020 年には、スチュ

ワードシップのベスト・プラクティスを投資プロセスのあらゆる側面で強化する取り組みの一部として、ラッセル・イ

ンベストメントは各ポートフォリオ・マネージメント・チームがこうした取り組みに定期的に関与するプログラムを本

格的に稼働しました。ポートフォリオ・マネージャーは内部で主導された活動に加わり、新しい協働的エンゲージメ

ント・パートナーシップを活用するとともに、より活発に外部委託先運用機関と協働の働きかけ（アウトリーチ）活

動に参加しています。 

https://russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing
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サステナリティクス社との協働的エンゲージメント・パートナーシップ 

ラッセル・インベストメントは、2020 年に、サステナリティクス社と協働的エンゲージメントに関するパートナーシッ

プを立ち上げました。サステナリティクス社のテーマ別エンゲージメント・プログラムを 3 年間に亘って実施する予

定です。これにより、ラッセル・インベストメントと他の参加者が選ばれた発行体との関係を構築し、長期的な価値

を高める行動を促すことができます。 

現在、ラッセル・インベストメントは次の 4 つのテーマ別のエンゲージメント（クライメート・トランジション、地域的な

水管理、人的資本および未来の働き方と日本：重要なリスク）を支持しています。  

図表 1：テーマ別のエンゲージメント・プログラム 

 

上記はイメージ図であり、現実を忠実に反映したものとは限りません。 

出所：ラッセル・インベストメント 

1 年が経過したところで、ポートフォリオ・マネージャーの関与を増やす手段として、また働きかけの幅を広げると

ともに、地理的な取り組み範囲を拡大することによって私たちのエンゲージメントに対する取り組みは、サステナ

リティクス社との提携により強化されました。2020年のエンゲージメントの約 38%は サステナリティクス社と連携

した取り組みでした。私たちのエンゲージメントの大半は依然として先進国企業に対するものでしたが、2020 年

には一部の新興国の企業を働きかけの対象としてエンゲージメントすることができました。これは、エンゲージメ

ントが 5つの先進地域に限られていた 2019年よりも改善された点になります。 

議決権行使アドミニストレーター（管理者）と内部監査プロセスの監督 

ラッセル・インベストメントは、議決権行使に関する外部のアドミニストレーター（管理者）としてグラス・ルイス社を

選任し、同社との関係性について毎年レビューを実施しています。2020 年には、私たちの活動がベスト・プラク

ティス原則に一致していることを確認し、議決権行使アドミニストレーターがラッセル・インベストメントのガイドライ

ンに従った正確な議決権行使を行うことを確実にするため、委員会は内部監査プロセスの強化に着手しました。

一部のファンドでは地域の規制要件によってこうした内部監査プロセスがすでに適用されていますが、委員会は

リスク管理チームとともに、監査プロセスを拡大して全地域のファンドに適用させることを決定しました。 

議決権行使ガイドラインの強化 

進化する基準を反映するとともに、効果的なプラクティスの実行を徹底するため、年次で独自の議決権行使ガイ

ドラインを見直しています。2020 年には、委員会は議決権行使に関する以下の事項を含めて何点か強化を行い

ました。 

• 過剰な役員兼任を防止し、取締役に対する適切な監督を推進するためにガイドラインを修正し、3 社（従前の
ガイドラインの 5 社から削減）を上回る上場企業で取締役を兼務している取締役については投票を「保留」と
します。委員会は 3社という制限の方が現在の市場慣行に近いと考えました。 

• 細心の注意を払うため、環境問題に関する提案と ESG リスク・レポーティングの作成や改善を求めるすべて
の提案が、今後は委員会による個別レビューの対象となります。 

鉄鋼業とセメント業は
排出量削減という重大
な課題を抱えている
が、グローバル・インフ
ラにとっては必要不可
欠な産業である 

重要な ESGリスク

（とりわけ、ガバナン

ス）を軽減することに

よって株主価値を 

保護できる 

水リスクと資源管理

は多くの企業にとっ

て商業上の重要な

問題の一つである 

革新的で競争力の

ある企業は人的資

本を最優先する必

要がある 

クライメート・ 

トランジション 
日本：重要なリスク 地域的な水管理 

人的資本および 

未来の働き方 
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• 非常に有能で多様なメンバーで構成されている取締役会こそが株主の利益に最も適っていると考えます。現
在は、グラス・ルイス社が反対投票を推奨しない限り、取締役会における性的マイノリティや人種的マイノリ
ティの代表者の増員を企業に求める提案には賛成票を投じていますが、グラス・ルイス社が反対投票を推奨
した場合には個別検討の上で投票を行います。 

環境問題に関する提案と取締役会のダイバーシティ（多様性）に関するこれらの新しいガイドラインにより、委員

会のマニュアルによるレビューに委ねられる議案が増加し、これらの問題に関するメッセージと協調した取り組み

の強化が可能になると予想しています。 

継続するもの：包括的かつ統合的アプローチ 

すべての新たな発展とは、すでに構築されている堅固で適応性の高いアクティブ・オーナーシップの基盤の上に

構築されています。議決権行使とエンゲージメントは、投資対象となる企業や市場と直接コミュニケーションを取

るとともに、企業活動に対して影響力を行使できる手段です。ラッセル・インベストメントは、過去 30 年間に亘り、

一貫して評価され、進化を続けてきた議決権行使の方針、プロセスやガイドラインに基づいて堅固な議決権行使

プログラムを構築してきました。お客様のために、投資リスクやリターンを左右する問題に前向きな変化をもたら

すことが私たちの目標です。 

ラッセル・インベストメントのエンゲージメント・プログラムは議決権行使エンゲージメント委員会によって運営され

ていますが、同委員会は多様な地域的視点とスキルを持つ世界各国の運用プロフェッショナルから構成されてい

ます。プロセスに関与する委員やサポート・メンバーは、運用機関調査、ポートフォリオ・マネージメント、リサーチ

＆ディベロップメントおよびポートフォリオ執行部門などの所属メンバーから構成されています。 

このような組織構成および多様な運用プロフェッショナルによる参加により、私たちのアクティブ・オーナーシップ

の機能は、運用プロセスの中心に位置づけられます。ラッセル・インベストメントは、業務を分離して専門チームに

委ねることはせず、アクティブ・オーナーシップの活動すべてにおいて確固たる受託者として対応しています。 

図表 2：議決権行使エンゲージメント委員会の構造 

 

 

上記はイメージ図であり、現実を忠実に反映したものとは限りません。 

出所：ラッセル・インベストメント 

議決権行使エンゲージメント委員会* 
委員長：リサーチ部門のグローバル・ヘッド 

投票権のあるメンバー：8名 

法務部門の代表者：1名 

エンゲージメント・サブコミッティ 
メンバー：4名 

 
投資目的に沿った個別主導

型および協働的エンゲージメ

ント・プログラムの管理と実行

を行う 

ガイドライン・サブコミッティ 
メンバー：4名 

 
プロセスや手続きの更新、市

場の効率性レビュー、ガイド

ライン変更を委員会に提示

し、その承認を取得する 

議決権行使アナリスト 
メンバー：4名 

 
照会された議案に関する 

議決権行使分析を実施し、 

また委員会による審査／ 

議決権行使のために投票に

関する推奨案を提出する 

*役割： 

委員長：委員会およびサブコミッティのすべてのプロセスと手続きの監督 

投票権のあるメンバー：シニアレベルの運用プロフェッショナルにより構成され、議決権行使推奨案や議決権行使ガイドライン／手続きの変

更に対し投票権を持つ 

法務部門の代表者：委員会およびサブコミッティのすべての変更と活動を監督 
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委員会のガイドライン・サブコミッティは、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最新のベスト・プラ

クティスと整合的なものとするためのレビューと提案を定期的に行っています。そしてエンゲージメント・サブコミッ

ティは、サービス・プロバイダー・パートナーおよび他の市場参加者を通じて、上場会社や外部委託先運用機関と

のエンゲージメント活動に対する指示と監督を行っています。 

ラッセル・インベストメントは議決権行使方針と手続きを文書にまとめるとともに、独自の議決権行使ガイドライン

を保持しています。ガイドライン・サブコミッティのメンバーは、少なくとも年に一度、当ガイドラインのレビューと更

新を主導しています。近年では、環境問題と社会問題に関する最新の考え方を反映させるため、これらの問題に

関するガイドラインの精査を行ってきました。社外のサービス・プロバイダーであるグラス・ルイス社が議決権行使

アドミニストレーターを務めており、議決権行使実施の際にはラッセル・インベストメント独自の議決権行使ガイド

ラインに沿って投票を行っています。 

  



 

Russell Investments / 2020年 議決権行使とエンゲージメント・レポート / 9 

2020年の議決権行使活動概観 

2020 年、ラッセル・インベストメントは、投票権のある議案の 96%に相当する 94,598 件の個別の議案に投票し

ており、それは投票権を有する株主総会の 97%にあたる 9,547 件の株主総会に相当します。投票が行われな

かった少数の株主総会は、シェアブロッキング、委任状（POA）争奪または運営上の障害によるものです。投票が

行われた項目の大半はガバナンス問題に関するもので、取締役会に関連した議案が最大の比率を占めました。 

図表 3：すべての投票の議題別内訳 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

図表 4：2020年のグローバル議決権行使状況 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

ラッセル・インベストメントは議決権行使項目の 11%において会社提案に反対する投票を行ったほか、全提案中

3%においてグラス・ルイス社の推奨に反する投票を行いました。会社提案に反対する投票のうち、21%はグラ

ス・ルイス社の推奨にも反していましたが、これはラッセル・インベストメントのガイドラインと議決権行使活動の独

立性を反映するものと考えています。 

会社提案に反対する投票で最大の比率（約 47%）を占めたのは、取締役会、特に取締役の選任、監査委員会と

監査役の承認に関するものでした。しかし、取締役会に関連した議案だけで 2020 年にラッセル・インベストメント
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が投票した全提案の過半数を占めていることを勘案すれば、これは驚くにはあたらないことであるとも考えていま

す。委員会は、ガバナンス問題が考慮される可能性のある広範な状況に対処する詳細なガイドラインを作成する

ことによってこの種類の議案の増加に対応してきました。 

図表 5：会社提案に対する反対投票（項目別） 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

グラス・ルイス社に対する項目別の反対投票に関しては、報酬に関するものがグラス・ルイス社の推奨に賛同し

なかった投票の約 28%を占めました。多くの場合、こうした相違はラッセル・インベストメントが報酬パッケージに

対する見方をより厳格にしたことを反映しています。ラッセル・インベストメントのガイドラインのセクションX-Aでは

オプションの付与者が自身にオプションを付与する裁量権のある報酬プランには反対票を投じることを規定して

います。次いで取締役会に関連した提案が 25%を占め、僅差の 2位でした。これは私たちの予想と一致しており、

2019 年にグラス・ルイス社に対する反対投票が最も頻繁に行われたのがこのテーマでした。これはコーポレー

ト・ガバナンス・プラクティスに対する私たちのスタンスは以前から議決権行使アドミニストレーターの標準的な慣

行より厳格で、現在も同様であることによるものです。 

図表 6：グラス・ルイス社推奨に対する反対投票（項目別） 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント。 
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議決権行使エンゲージメント委員会による投票 

ラッセル・インベストメントは、少なくとも 2015 年以降、年間に 9,400 社を上回る企業の定時株主総会（AGM）と

臨時株主総会で投票を行ってきました。投票する議決権行使の件数が非常に多いため、受け取ったすべての議

案をマニュアルでレビューすることはできません。その結果、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、多くの議決権行使上の問題を詳細かつ具体的に対処するよう慎重に作成されているものの、ガイドラインで

具体的に扱われていない提案はレビューと投票のため委員会に委ねられることになります。委員会もより綿密な

調査や規範にとらわれないアプローチが必要な議案があることを認識しており、これらの議案は自動的にマニュ

アルでのレビューに委ねられます。一例として、ESG リスク報告の作成や改善を求める株主提案が自動的に投

票に付されることはなく、委員会による個別レビューの対象になっています。 

ラッセル・インベストメントのガイドラインの適用対象ではない投票、または個別レビューの対象になっている投票

に関しては、社内の議決権行使アナリストがグラス・ルイス社から提供されたリサーチをはじめ入手可能な情報を

検証し、委員会に対して推奨を行います。委員会は必要に応じて、ポートフォリオ・マネージメント・チームと協議

し、株式を保有している外部委託先運用機関に意見を求めます。外部委託先運用機関は業界の状況、対象企業

の戦略やオペレーションに対して優れた識見を持つことが多いということを私たちは認識しており、私たちは外部

委託先運用機関を招いて、有力な見解を持っている議案に関して投票理由や意図を積極的に共有しています。

ラッセル・インベストメントは各々の投票の意思決定について責任を負っていますが、こうした対話は私たちのア

クティブ・オーナーシップ・プラクティスの重要な要素の一つと考えています。議決権行使アナリストが情報のレ

ビューと照会作業を完了し、推奨する内容を伝えると、委員会は対象となる議案に対する意思決定を行い、その

後で社内の議決権行使コーディネーターが当該決定をグラス・ルイス社のオンライン投票システムに入力すると

いうプロセスを採っています。 

図表 7：個別レビューによりラッセル・インベストメントが投票を行った議案内容 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

地域別の議決権行使状況  

ラッセル・インベストメントは世界中で一貫した議決権行使プラクティスを適用しています。投票された項目の半分

強は北米と欧州に拠点を置く企業が対象で、アジア（日本を含む）に拠点を置く企業は投票のおよそ 3 分の 1 を

占めています。残りは、アフリカと中東、ラテンアメリカとオセアニア（オーストラリアとニュージーランド）に拠点を

置く企業です。 
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図表 8：地域別の議決権行使状況 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

図表 9：主要な株主提案項目（地域別） 
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2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

地域別で株主提案として最も多い 3 項目が上の表に示されています。特定の種類に多く見られる株主提案の規

則性は、地域別市場における株主やステークホルダーの関心事を示す優れた指標になり得ます。例えば、日本

市場では、原子力に関する株主提案が第 3 位になっており、ガバナンス以外のテーマが上位 3 位に入った数少

ない事例の一つとなっています。最上位の株主提案は地域によって異なりますが、ガバナンスに関するテーマが

一貫して優勢であり、取締役会のメンバーや独立性がほぼすべての地域の重要事項になっていることを示してい

ます。 
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会社提案に反対する投票とグラス・ルイス社の推奨に反対する投票の状況は、地域によってわずかに異なります

が（下表参照）、いずれの場合も、ガイドラインの慎重な適用と委員会の公正な個別レビューを反映したものと考

えています。 

図表 10：議決権行使スコアカード 

地域 株主総会 議案数 

会社提案に対する 

反対票投票率 

グラス・ルイス社推奨 

に対する反対票比率 株主提案比率 

アフリカと中東 344 4,054 11% 4% 0.1% 

日本を除くアジア 2,428 20,258 17% 4% 0.1% 

カナダと米国 2,898 27,307 8% 2% 2.1% 

欧州 1,651 22,521 8% 4% 0.8% 

日本 1,100 11,865 11% 1% 1.5% 

ラテンアメリカと 

カリブ海地域 
740 6,204 21% 8% 0.0% 

オセアニア 386 1,968 11% 7% 2.1% 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 
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エンゲージメント：2020年の活動概要 

優れた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と併

せてなされるのが最善とラッセル・インベストメントは考えています。私たちの目標は、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。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し、

前向きな変化に影響を与えるための大切な一歩であると私たちは考えています。 

エンゲージメントのプロセスおよび活動は、エンゲージメント・サブコミッティが主導していますが、このサブコミッ

ティにはリサーチおよびポートフォリオ・マネージメントの役割を担う世界中のラッセル・インベストメントの運用プ

ロフェッショナルが参加しています。序章で述べたとおり、運用プロセスのあらゆる側面でスチュワードシップ・ベ

スト・プラクティスを強化する取り組みの一環として、ラッセル・インベストメントは 2020年に議決権行使とエンゲー

ジメントの取り組みへのポートフォリオ・マネージメント・チームの関与を増大させるプログラムを開始しました。 

マルチ・アセットおよびマルチ・マネージャーの機能を備えた優れた資産運用のソリューション・パートナーとして、

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。こうした関係は、外部委託先運用機関、基準設定団体、議決権行使とエンゲージメント・サービス・プロバイ

ダー、その他市場参加者、そして発行体企業に及び、拡大しています。こうした繋がりによって情報の共有が可

能になり、アクティブ・オーナーシップ・プロセスに対する重要なフィードバックを提供するループとして機能してい

ます。企業レベルのエンゲージメントに関しては、活動を次の 3 つに分類しています。企業に対する個別主導型

の直接的なエンゲージメント、外部委託先運用機関との対話や外部委託先運用機関を通じた対話、協働的エン

ゲージメント（エンゲージメント・サービス・プロバイダーが主導したものを含む）です。 

図表 11：インパクトのあるオーナーシップ・プラクティス 

 

上記はイメージ図であり、現実を忠実に反映したものとは限りません。 

出所：ラッセル・インベストメント 

エンゲージメントの選択 

ラッセル・インベストメントは、ファンド・レベルではなく、企業レベルでエンゲージメントを実施しています。そして議

決権行使の項目に関連した企業に対する直接的なエンゲージメントを頻繁に実施し始めています。その多くは、

分析と議論、または個別レビューに基づく投票のために、議決権行使エンゲージメント委員会に委ねられた投票

に関するものです。委員会で個別に票決された議案には潜在的なエンゲージメント機会があると考えていますが、

エンゲージメントのターゲットを選別する際には、ラッセル・インベストメントは以下の一部またはすべてを含む追

加的な基準を適用します。 

投資パートナーとの 

対話 

企業に対する直接的な 

エンゲージメント 

協働的 

エンゲージメント 

インパクトのあるオーナーシップ・プラクティス 
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1. 議決権行使上の問題と当該問題に関するラッセル・インベストメントの投票履歴 

2. 発行済み株式の比率および／またはファンドの組入比率で表されたラッセル・インベストメントの持株状況 

3. 社内および ESG 測定基準を提供している第三者ベンダー（現在はサステナリティクス社）の ESG 分析、特

に ESGリスク・スコア 

4. グラス・ルイス社のリサーチと分析（該当する場合） 

私たちは多くの問題には関与する価値があることを認識しています。上述の基準を適用して、私たちのポートフォ

リオのためだけでなく、顧客やステークホルダーに代わって最も高いリスクとリターン、そして変化の機会を提供

するエンゲージメント機会に注力することを目指しています。 

議案項目はどれもエンゲージメントとなり得る可能性を持っていると考えていますが、株主提案が企業への働き

かけ（アウトリーチ）活動の契機となることが良くあります。明確で実践的な提案は、株主価値を高めるために必

要な前提条件です。私たちが選好する種類の株主提案であっても、しっかり立案されていない、あるいは過度に

規範的なものは、議決権行使エンゲージメント委員会により承認されませんが、エンゲージメントの好機としての

検討がなされます。このような場合、ラッセル・インベストメントの統合されたエンゲージメントの取り組みは、私た

ちの議決権行使のプロセスを支え、補完するものであると考えています。なぜなら私たちの投票結果に関係なく、

エンゲージメントを通じて問題への支持を伝え、前向きな変化を促すことができるためです。 

一部のエンゲージメントは委員会の投票につながる発見のプロセスに直接貢献するものです。このことは、委員

会が現在と将来の提案がもたらす潜在的な影響をより包括的に理解することを可能にしていると考えています。 

地域別のエンゲージメント活動状況 

ラッセル・インベストメントはグローバル企業として、広範な投資機会を有しているため、アクティブ・オーナーシッ

プ・プログラムが常に広範な地域に影響を及ぼすことを目指してきました。そして、サステナリティクス社との提携

によって地理的な範囲を拡大することが可能になりました。特に 2020 年には、これまで働きかけ活動を十分実

施できていなかった一部の新興国で、企業とのエンゲージメント活動を増やすことができました。これは、エン

ゲージメント活動が先進国 5カ国に限定されていた 2019年当時に比べて改善された点です。 
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図表 12：2020年の地域別エンゲージメント活動の分布 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

債券保有者としてのエンゲージメント 

ラッセル・インベストメントの債券運用の外部委託先運用機関は、投資対象の発行体企業からより多くの識見を

得るため、透明性の向上を働きかけ、商慣習に影響を及ぼすことを目的として、対象企業の経営陣とのエンゲー

ジメント活動を一層強化しています。例えば、証券化クレジット・マネージャーは所定の信託プールに含まれてい

るローンのサービサーを調査し、保有する証券のパフォーマンスに不利に働くプラクティスや行動が疑われる

サービサーを避けることが良くあります。ラッセル・インベストメントは、個々の投資に関して魅力的な経済ファンダ

メンタルズを特定する能力のほか、社債権者の契約上の権利のクオリティおよび関連する法域でのそれらの権

利に対するガバナンスを評価する能力に基づき、運用機関の評価を行っています。例えば、債権者の権利が法

廷で支持されない可能性のある法域や債権者の権利が提示されているリターンに対して行使される可能性の有

無やその方法に関する透明性が不足している場合には、当該法域で発行された債券への投資を選択しないこと

が良くあります。今後数年をかけて、債券発行体の間でのエンゲージメントに対するアプローチをさらに発展させ

ていく予定です。 

  

カナダと米国 

欧州 

日本を除くアジア 

日本 

アフリカと中東 

ラテンアメリカと 

カリブ海地域 
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ESG要因に対するフォーカス 

投資家、規制当局およびステークホルダーは、投資リターンとステークホルダーにインパクトを与える広範で重要

な問題に関する認識を徐々に深めつつあります。環境、社会とガバナンスというリスク要因のすべてが企業の長

期的な業績に影響を及ぼし、それらは相互に絡み合うことがあります。持続可能なプラクティスに従って事業を運

営している企業は長期的には競合他社をアウトパフォームする有利な状況に置かれるものです。 

ラッセル・インベストメントは、優れたガバナンスの存在が企業の業績や株主にリターンをもたらす能力の重要な

出発点と考えていますが、環境や社会に関する基準や規制の遵守を怠ると、企業は財務上および風評上の重大

な困難に直面する可能性があります。さらに、ステークホルダーとの連携に不備があると、企業の競争優位性を

損なう可能性がありますが、人材の獲得や保持に関しては特にそうした懸念が生じます。 

ラッセル・インベストメントの責任投資の信念では、アクティブ・オーナーシップ、ESGと投資パフォーマンスの関係

を明確に示しています。具体的には、次のように考えています。 

• ESG 要因は証券価格に影響を与える。これらの要因は企業、業界、地域によって異なることがあり、またそ
の重要性も時間の経過に伴い変化する可能性がある。 

• ESG 要因の証券価格に対する影響を深く理解することで、優れた投資プロセスに付加価値をもたらすことが
できる。 

• ESGを企業文化や投資プロセスに組み入れることで、投資が長期的に成功する可能性が高まる。 

• 株主としての権利を積極的に行使することは、投資成果を向上するための有効な手段である。 

ESG が考慮する項目には、株主にとって価値のある幅広い懸念が含まれていることを認識していますが、影響

力とインパクトをさらに高める手段として、ラッセル・インベストメントは以下の 6 つのカテゴリーに含まれるエン

ゲージメントの取り組みを優先しています。報酬、独立性とアカウンタビリティ、ダイバーシティ（多様性）、環境ス

チュワードシップ、気候変動リスクの報告およびサイバー・セキュリティです。これら 6つのカテゴリーは 2019年と

2020年の重点分野でしたが、エンゲージメント・サブコミッティによって毎年見直しが行われ、所定のカテゴリーの

成果によって、または業界トレンドに合わせて変更される可能性があるものです。 
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図表 13：エンゲージメントの分類 

 

上記はイメージ図であり、現実を忠実に反映したものとは限りません。 

出所：ラッセル・インベストメント 

透明性も全体に亘る包括的なテーマです。企業の方針や行動が明らかであると株主が保有するオーナーシップ

の価値を適切に判断することができることから、透明性によって証券価格が企業の本質的価値を反映する可能

性は高まります。情報開示が十分でないと、企業のプラクティスを正確に評価し、変化を推し進めるという投資家

の努力を妨げると考えられます。これは、企業分析とレポーティングにおいてはまだ長い歴史を有していない

ESG 問題に関して特に当てはまる可能性があります。したがって、ラッセル・インベストメントでは、多くの企業が

情報開示の透明性を増し、標準化した報告を実施することは大変価値のあることであり、変化への大切な一歩に

なると考えています。多様なレポーティングの条件を満たそうとする上で、企業が経営資源の制約に直面する可

能性があると私たちは認識しているため、可能な場合には、CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）

や気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）、および米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）等、業

界標準の枠組みを推奨しています。これらは、産業ごとに重要なサステナビリティの要因を特定するように設計さ

れています。 

2020 年には、私たちのエンゲージメントの約 40%がガバナンスに関するもので、42%が環境、18%が社会に関

するものでした。サステナリティクス社との提携に加え、特に環境に焦点を当てた 2 つのテーマに参加したことに

よって、環境分野での働きかけの範囲が広がりました。対照的に、2019 年に最大のカテゴリーとなったのはガバ

ナンスでした。 
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図表 14：テーマ別のガバナンス・エンゲージメント 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：ラッセル・インベストメント 

以下はラッセル・インベストメントの 2020年の議決権行使活動とエンゲージメントの取り組みに関する詳細です。

環境、社会およびガバナンスのカテゴリー毎に分類されています。 
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取り組み：ガバナンス 

優れたガバナンスは、健全な経営の出発点です。ラッセル・インベストメントの議決権行使ガイドラインの大部分

は、経営陣と取締役会メンバーが独立性と客観性を維持し、株主の利益の最大化のために行動することを確か

にするガバナンス構造を支持しています。 

ガバナンス事項は、定時株主総会に提出された議案の過半数を占めてきました。2020 年も同様で、取締役会に

関連した議案、株主総会の運営、監査／財務、報酬を合わせると全議案の 88%を占めたほか、会社提案に反対

する投票の約 96%を占めました。会社提案に反対する投票の分布は、先進国の企業と新興国の企業の間では

ほぼ同様でした。強固なガバナンス慣行はあらゆる市場に適用できます。 

株主提案でもガバナンス問題が多数を占めました。ガバナンスと報酬に関する株主提案は投票にかけられた株

主提案の 73%を占めました。 

図表 15：ガバナンス問題に関する主な株主提案 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：ラッセル・インベストメント 

最も頻繁に賛成票を投じたガバナンスに関する株主提案は、同意書に基づいて行動する権利、独立的な取締役

会議長／議長職と CEO職の分離、および反主流派の取締役選任の 3種類です。これら 3つのテーマを合わせ

ると、私たちが経営陣に反対する投票を行った株主提案は全体の 41%を占めています。企業の適切なモニタリ

ング方法に関する厳格な方針を維持し、ガバナンス慣行が適切に行われていないことに対する責任を取締役に

求めるように努めています。 
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図表 16：テーマ別ガバナンスに関するエンゲージメント 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：ラッセル・インベストメント 

ガイドライン・サブコミッティは、毎年のガイドライン見直しの結果として、また進化を続ける業界の基準やベスト・

プラクティスに沿うために、議決権行使指示に対して過剰な役員兼任数に関する更新を含むいくつかの変更を

2020年に推奨しました。過剰な役員兼任数とは、上場企業の取締役がそれぞれの責任を適切に果たすことがで

きないほど過度に社外での活動に携わった状況です。議決権行使エンゲージメント委員会はガイドラインで新た

に規定し、3 社を上回る上場企業で取締役を兼務している取締役については投票を「保留」することによって過剰

な役員兼任数の抑制を意図しました。従来のガイドラインでは、取締役を兼務する企業数の基準が 5社に設定さ

れていたものですが、私たちのレビューでは取締役を兼務する企業数の上限を 3 社に設定する方が現在の業界

慣行をより反映していると判断しました。 

サステナリティクス社を通じたエンゲージメント 

発行体に対する直接的なエンゲージメントや外部委託先運用機関との協力に加えて、ラッセル・インベストメント

はサービス・プロバイダー・パートナーであるサステナリティクス社と連携してガバナンス問題に取り組んでいます。

「日本：重要なリスク」テーマに取り組んだことは重要な過程の一つと考えています。ガバナンスは厳密にはこの

テーマの重点項目ではありませんが、日本では重要なリスク・エンゲージメントの多くがガバナンスと関連してい

ます。 
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エンゲージメントのテーマ 日本：重要なリスク・ 

• サステナリティクス社の格付スコアが 32を上回り、ハイリスクまたはより深刻なリスクに分類され、パ

フォーマンスが業界の下半分に位置付けられている企業とエンゲージメントを行う予定だが、2021年に

は合計で 50社の日本企業に拡大する計画である。 

• 協働的で建設的なエンゲージメントは、ハイリスクなポートフォリオ組入企業による ESG リスクの特定、

理解と管理の改善に貢献する。 

• マネージメント・ギャップ改善を要する要素の特定に取り組み、対象企業の ESGパフォーマンスとリスク

管理の向上を目指す。 

出所：サステナリティクス社. https://www.sustainalytics.com/active-ownership/ 

ケーススタディー 

報酬、アカウンタビリティ、取締役会のダイバーシティは、ガバナンスに関連したエンゲージメントで特に強調され

た 3つのテーマです。ラッセル・インベストメントは、2020年に、報酬に関連した提案の 22%について経営陣に反

対する投票を行ったほか、以下のケーススタディーで明らかにされているテーマに関して、企業に対する直接的

なエンゲージメントを数回実施しました。 

ケーススタディー 1：役員報酬に関する米国に拠点を置くデータ管理ソフトウェア

会社に対する直接的なエンゲージメント 

 

ラッセル・インベストメントは、2019 年に議決権行使アドバイザーの推奨に従って、北米のソフトウェア会社の

役員報酬プランに反対票を投じました。2019年には株主の約 48%が当提案に反対票を投じました。投票後、

エンゲージメント・サブコミッティは同社と接触し、株主の懸念に対して計画されている対応について話し合い

ました。私たちは、同社の経営陣に対し、報酬の支払慣行の完全な見直しの実施、および報酬と業績の連動

性向上を目指す必要性を指摘しました。ラッセル・インベストメントは、2020 年には、外部委託先運用機関の

意見を検討した上で、同社の役員報酬パッケージに対して再び反対票を投じました。私たちのこれまでのエン

ゲージメントでは、同社は、報酬パッケージによってこの分野で適切なレベルの人材を惹きつけるように報酬

委員会が取り組むことを約束しましたが、調査の結果、同社の役員報酬プログラムは同業他社と比べると過

度に高額であることが示唆されました。エンゲージメント・サブコミッティのメンバーとポートフォリオ・マネージメ

ント・チームのメンバーが同社に接触し、これまで話し合われてきた懸念についてフォローアップしました。同

社の説明では一回限りのものとのことでしたが、ラッセル・インベストメントは、同社が報酬と業績を連動させ

るためにより多くのことを行ったことを証明しない限り、今後も反対票を投じると繰り返し表明しました。私たち

の結論は外部委託先運用機関と共有されました。 

 

発行体に対する直接的なエンゲージメントのメリットの一つは、投資家が投票事項について話し合えることです。

これはガバナンス分野では特に有益です。ガバナンスは、環境や社会分野のリスクを含むあらゆる種類のリスク

を軽減するための基本的な要素であるからです。確かに、取締役会のダイバーシティはハイレベルでの効果的な

ガバナンスに貢献していますが、社会問題の一つとしてダイバーシティやインクルージョンとも関係しています。取

締役会のレベルでダイバーシティを受け入れている企業はすべての職階における同様の取り組みを支援する上

で有利な状況にあります。取締役会レベルでのダイバーシティは、性別や人種／民族のアイデンティティの表明

と関係していますが、以下のケーススタディーにあるように、新任の取締役からもたらされる様々な職歴や新しい

視点とも関係する可能性があります。 

https://www.sustainalytics.com/active-ownership/
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ケーススタディー 2：持続可能性の開示、ダイバーシティと役員報酬に関する米

国パッケージング（包装）会社に対する直接的なエンゲージメント 

 

エンゲージメント・サブコミッティとリード・ポートフォリオ・マネージャーは、2020年 10－12月期に、同社の重要

かつ長期的な投資家である外部委託先運用機関から情報を入手し、同社との多面的な話し合いを開始しまし

た。長期間在任している多くの取締役は固定化された考えを持っていると見なされる可能性があるという私た

ちの指摘に対し、同社は今後の株主総会で新たな視点を追加する意向を表明し、前向きな動きが見られまし

た。議決権行使リサーチ担当が報酬と業績との連動性を測定する基準に低いスコアを付けたことを受けて、役

員報酬には要精査対象というフラグを付けました。しかしながら、話し合いを通じて、私たちは報酬プログラム

が同社の業績指標と十分に整合的であると判断するとともに、同社は安全性指標などの非財務的な指標を取

り入れ始めている点をプラスに捉えました。また、同社はシニアレベルの人材評価にダイバーシティの要素を

追加する予定です。同社の持続可能性に関するレポーティングは全体的に優れていると評価しましたが、水利

用に関する重要な指標が欠けていると指摘し、さらにこのデータを今後開示することを奨励しました。私たちは

今後の動向を注視する予定です。議題には外部委託先運用機関のインプットが組み込まれており、同社との

対話の後で外部委託先運用機関とも結果を共有しました。 

 

ラッセル・インベストメントのエンゲージメント活動は、発行体企業をサステナビリティ・プラクティス（持続可能性を

保つための取り組み実践）の改善に導く機会を提供するだけに留まりません。一部のエンゲージメントは、業界最

高水準の発行体企業が実施した戦略やプラクティスの理解を深めることに役立っています。ラッセル・インベスト

メントは、業界のリーダー企業が実行したイノベーションを把握することにより、持続可能性リスクや ESGリスクを

ますます重視する動きに合わせた戦略の採用に向けて、企業に対する影響力を強めることが可能になると考え

ています。 

ダイバーシティは、ラッセル・インベストメントが 2019 年と 2020 年に焦点を当てた分野の一つです。この分野に

おけるエンゲージメントの取り組みは、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

ての認識向上に焦点を当てて実施しています。 

ケーススタディー 3：取締役会のダイバーシティと人的資本管理というテーマに関

するカナダの銀行との対話による直接的なエンゲージメント 

 

エンゲージメント・サブコミッティのメンバーとカナダ拠点に所属するポートフォリオ・マネージメント・チーム

は、取締役会の構成に関する具体的な目標の設定を求める株主提案をもとに、同行と話し合いを行いまし

た。ラッセル・インベストメントは、同行の取締役会の構成に関する現行のポリシーが堅固であるなか、不明

瞭な記載内容を理由に、当該提案に反対票を投じました。同行の女性取締役の比率は最低要件を上回って

いるほか、同業他社と比べても遜色はありません。取締役会のダイバーシティ以外にも、同行はグローバ

ル・レポーティング・イニシアティブの開示と SASB 指標を整備していました。この株主提案を裏付ける証左

は見つかりませんでしたが、この分野に関与する機会は、同行の当該分野の目標だけでなく、業界の慣行

や規制基準に関する委員会の理解を深める機会となりました。同行はダイバーシティと人的資本管理（従業

員とコミュニティとの関わりを含む）のリーダー企業であり続けると予想しています。 
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取り組み：環境 

ラッセル・インベストメントのポリシーは、インベストメント・プラクティス、アクティブ・オーナーシップおよび事業運

営に不可欠な一部として、気候変動リスクと機会を調査、測定、報告し、そして検討することも挙げられます。気

候指標と気候変動リスクや機会の考慮は、外部委託先運用機関の調査と選定、ポートフォリオ・マネージメント、

助言、議決権行使と株主エンゲージメントのほか、日常業務にも必要に応じた統合がなされています。 

2020 年末に議決権行使結果を検証した結果、委員会に個別に委ねられた環境問題に関する議案を支持した比

率は、ガイドラインに沿って投票することができた中で支持した比率より高いことが分かりました。委員会は、環境

問題に関する議案全体に対する 20%という賛成率とは対照的に、環境問題に関して個別に議論・検討された議

案の 35%に賛成票を投じました。議決権行使エンゲージメント委員会は、私たちの支持を受けるであろう環境問

題と社会問題に関する多くの提案について十分な検討が行われていない可能性を認識しました。これらの提案

の多くは僅少なポジションと関連していたため、議決権行使アドバイザーの推奨に沿って投票されていました。こ

のため、私たちは関連するガイドラインを修正し、委員会の注意がこれらの提案の多くに向けられるようにしまし

た。 

温室効果ガス（GHG）の排出量を削減する取り組み、気候変動リスク管理、およびその他の持続可能性対策に

関する報告の要請を含む環境問題に焦点を当てた提案は、ラッセル・インベストメントが 2020 年に投票した株主

提案の 9%を占めました。このうちの約 18%は、個別分析と投票のため、議決権行使エンゲージメント委員会に

委ねられました。 

図表 17：環境問題に関する主な株主提案 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

29%

16%
15%

12%
11%

4%
3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

% of Environmental SHPs

Report/Action on Climate Change

Misc. Environmental Issue

Reporting and Reducing Greenhouse Gas Emissions

Phase out of Nuclear Power

Environmental Report

Misc. Energy/Environmental Issues

Formation of Environmental Committee of the Board

Adoption of Comprehensive Recycling Strategies

気候変動に関する報告／行動 

その他の環境に関する問題 

温室効果ガス排出量の報告と削減 

原子力発電の段階的廃止 

環境に関する報告 

その他のエネルギー／環境に関する問題 

取締役会環境委員会の設置 

総合的なリサイクル戦略の採用 

環境に関する株主提案の内訳% 



 

Russell Investments / 2020年 議決権行使とエンゲージメント・レポート / 25 

ラッセル・インベストメントは 2020 年に環境問題に関する提案の約 20%を支持しました。私たちが賛成票を投じ

たこれらの提案の大部分は、気候変動リスク、パリ協定との整合性、または温室効果ガス削減計画に関する報

告の開始や改善に関するものでした。 

図表 18：テーマ別環境に関するエンゲージメント 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：ラッセル・インベストメント 

サステナリティクス社を通じたエンゲージメント 

気候変動リスクと環境リスクには、従来からラッセル・インベストメントのエンゲージメント・プログラムの焦点が当

てられてきました。私たちは 2020年にサステナリティクス社との提携を通じて環境をテーマにした 2つのエンゲー

ジメント・イニシアティブ（具体的には、「クライメート・トランジション」と「地域的な水管理」）を承認しました。 

エンゲージメントのテーマ：クライメート・トランジション 

• 鉄鋼業界とセメント業界の約 20社 

• 投資先の企業は、気温上昇を 2℃以下に抑えるトランジション・シナリオに沿うように気候変動に関連し

た活動をどのように管理しているか証明する必要がある 

• ESGと気候に関連した要因を、レポーティング、戦略立案およびリスク管理に統合することを促進する 

出所：サステナリティクス社. https://www.sustainalytics.com/active-ownership/  
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エンゲージメントのテーマ：地域的な水管理に関する 

• ティエテ川（ブラジル）とバール川（南アフリカ）流域の約 20社 

• 水資源の共有という課題に関する企業の理解の向上と拠点毎の目標策定を奨励する 

• 水管理とスチュワードシップに対するマクロレベルのアプローチに取り組む 

出所：サステナリティクス社. https://www.sustainalytics.com/active-ownership/  

これらのテーマはラッセル・インベストメントの環境問題に対するこれまでの取り組みを補完するもので、後掲の

ケーススタディーで明らかにされているように、これらのテーマに関する働きかけの範囲を拡大することを可能に

しました。 

ケーススタディー 

ラッセル・インベストメントは環境リスクの重要性を認識していますが、環境問題に関する投票に対して一律的な

方針を採っていません。私たちが支持しない議案には、不必要な開示、費用がかかり過ぎる開示または重要でな

い開示が含まれる傾向があります。特定の環境問題に関する議案を支持できないケースで、企業側に改善の余

地があると判断した場合には、エンゲージメントの潜在的な対象と見做します。企業がエンゲージメントの優良な

候補であることが確認された場合には、以下のケーススタディーにあるように、直接または協働して進める場合

があります。 

 

ケーススタディー 1：日本に拠点を置く加工食品会社との気候変動リスクに関して

話し合うための外部委託先運用機関との協働的エンゲージメント 
 

2020 年 8 月、ポートフォリオ・マネージメント・チームのメンバーは外部委託先運用機関が主導する協働的な

エンゲージメントに参加しました。このエンゲージメントは 2019 年の気候変動リスクに関するエンゲージメント

についての対話のフォローアップで、同社は 2020年 6月に気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の

賛同表明企業になりました。同社は TCFD の提言に基づいて必要な情報（気候変動の影響に関するシナリオ

分析を含む）の開示を計画しています。ポートフォリオ・マネージメント・チームがこれらの対話に参加し、外部

委託先運用機関のメッセージを支持するとともに、このテーマに対する関心を同社に伝えました。2020年の会

合では、そのほかにも、資本効率、環境リスクと原材料のサプライチェーン・リスクといった議題が取り上げら

れました。 

 

https://www.sustainalytics.com/active-ownership/
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ケーススタディー2：水リスク管理に関する南アフリカの鉱山会社との集中的なエ

ンゲージメント 

 

ラッセル・インベストメントは、水管理を現在利用できるデータから評価することが困難な持続可能性リスクとみ

なしているため、この分野での働きかけ（アウトリーチ）活動を優先してきました。このエンゲージメントは、南ア

フリカとブラジルの深刻な水不足に陥っている２つの流域で事業を運営している企業に焦点を当てながら、地

域的な水管理をテーマにしたプログラムの一部としてサステナリティクス社が主導したものです。水不足になっ

ている流域の環境で、大量の水を消費する事業を運営している企業による水利用に関連した課題について話

し合いました。同社は、水管理のような問題を「ソフト」として認識することが、生産に関わる社内のスタッフはも

とより、同業他社も巻き込む上で障害になっていると指摘しました。こうした課題はあるものの、同社は、水管

理が水に関するセキュリティを強化する上で不可欠であることを認識し、賛同者を増やす対策を講じてきまし

た。同社は、水に関連していくつかの指標が測定されていることを指摘するとともに、特に CEO レベルの報酬

との連動性などハイレベルのアカウンタビリティ（説明責任）に裏付けられた目標を設定しています。同社に関

しては、この問題は比較的しっかりと管理されていますが、フォローアップの必要がある分野もいくつか認識さ

れているため、私たちはプログラムが続く限り、他企業との流域全体での協力を奨励する機会を模索しなが

ら、経営陣のモニタリングを続けていきます。 

 

 

ケーススタディー 3：クライメート・トランジション・マネジメントに関するオーストラリ

アの建築資材会社との提携エンゲージメント 

 

ラッセル・インベストメントは直接的かつ協働的なエンゲージメントにおいて、一貫して気候変動リスクと持続可

能性に関する働きかけに優先して取り組んできました。私たちはサステナリティクス社のクライメート・トランジ

ション・テーマに参加した際にこの分野でのエンゲージメントの範囲を拡大しました。サステナリティクス社は

2018 年に同社とのエンゲージメントを開始し、情報開示、温室効果ガス排出量削減のほか、クライメート・トラ

ンジション・リスクに関連した投資家の視点からの期待の重要性を強調してきました。このテーマに参加以降、

ラッセル・インベストメントはミーティングを重ねた結果、特に科学に基づく目標策定を通じた追加開示の取り組

みや TCFD 報告基準への準拠などこれまでサステナリティクス社に対して約束された事項について同社の大

きな進展が明らかになりました。長期的な目標との整合性に関する中間目標の重要性が特に強調されまし

た。同社はサステナリティクス社からこのガイダンスを受けて、自社の取り組みに統合しました。ラッセル・イン

ベストメントとサステナリティクス社は引き続き同社にエンゲージする予定であり、気候変動リスクを軽減するた

めの戦略の実行が続くことを期待しています。 
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取り組み：社会 

社会的リスクは企業に重大な影響をもたらす可能性があります。企業の労働慣行、人材管理、製品の安全性と

データ・セキュリティは、いずれも企業の風評リスクやブランド資産に寄与する重要な要因です。誤った経営は、

訴訟を通じて、あるいは最も優秀な人材を惹きつけられなくなることなどから、企業の最終的な収益にとって重大

な脅威となる可能性があります。簡潔に言うと、人的資本管理に優れた企業は長期的な株主価値の創造と保護

に貢献する経営を行っています。 

ラッセル・インベストメントが 2020年に行った社会問題に関連した議決権行使のうち、最も頻繁に賛成票を投じた

分野は、国際人権基準の遵守状況に関する報告、人的資本管理問題および雇用機会均等の遵守状況に関する

報告についてでした。しかし、社会問題に関して投票した提案で最大の比率（35%）を占めたものは政治的支出と

ロビー活動の見直しに関するものでした。議決権行使ガイドラインに記載されているように、ラッセル・インベストメ

ントは、企業が政治的支出を制限する提案を支持していないため、こうした提案には反対票を投じました。 

図表 19：社会問題に関する主な株主提案 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：グラス・ルイス社およびラッセル・インベストメント 

私たちは、優秀で多様なメンバーで構成されている取締役会が株主の利益を最大限に実現することができると考

えるとともに、企業は取締役会での役職の割当や取締役候補者の選定で平等な機会を提供する必要があると考

えています。前述のガバナンスと環境の項における行動と同じく、委員会は 2020 年に取締役会メンバーのダイ

バーシティに関するガイドラインの修正を行いました。現在は、取締役会における性的マイノリティと人種的マイノ

リティの代表者の増員を企業に要求する提案には賛成票を投じています。今後は議決権行使アドバイザーが反

対投票を推奨した場合には、個別検討の上で投票を行う予定です。このテーマに関する提案の多くが委員会に

よる個別レビューに委ねられることとなりますが、このことによりこの項目に関してより強固で組織的なメッセージ

を出すことができると考えています。 

社会に関連した問題の管理とプラクティスはかなり複雑な場合があります。ラッセル・インベストメントは、企業が

この問題に対して画一的なアプローチを採用することはないと予想しています。環境問題に関する提案と同様に、
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私たちは包括的な概念や社会的利益を支持していますが、提案そのものが過剰な場合や過度に規範的な場合

もあります。このような場合、ラッセル・インベストメントは対処する主要な手段としてエンゲージメントを活用してい

ます。 

図表 20：社会問題に関する主な株主提案 

 

2020年 12月 31日時点 

出所：ラッセル・インベストメント 

サステナリティクス社を通じたエンゲージメント 

社会的リスクを評価する際には、外部委託先運用機関との関係を活用するだけでなく、ラッセル・インベストメント

は「人的資本および未来の働き方（Human Capital and the Future of Work）」テーマを通じたサステナリティクス

社とのパートナーシップも利用して社会的問題にエンゲージしています。 

エンゲージメントのテーマ：人的資本および未来の働き方 

• 資本財サービス・セクターと金融セクターの約 20社 

• 技術革新の影響とそのために必要とされるスキルに関する企業の認識を向上する 

• 労働力の再教育と将来必要になるスキルを獲得するための従業員の異動を支援する戦略にエンゲー

ジする 

• 人口動態の変化、平等性の問題とグローバル化を考慮した多様でインクルーシブな労働力の開発を促

進する 

出所：サステナリティクス社. https://www.sustainalytics.com/active-ownership/ 

非常に広範な分類のリスクとなる可能性のある測定可能な構造を提供することに加え、時価総額が大きい企業

の注目を得る上では、協働的な取り組みも有益と考えられます。これらの企業は進化を続けている分野で業界の

トレンドを形成する立場にあるため、これらのポリシーを策定する際にそうした企業と協働する機会は非常に貴重

です。このエンゲージメント・テーマはまだ初期段階にあることで、エンゲージメントの方向性に対する影響力を高

めることができたと考えています。 
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ケーススタディー 

これまでと同じく、社会的なテーマに関するエンゲージメント活動の半分近くはダイバーシティやインクルージョン

に関するものでした。2020 年には、人種や性別の不平等に関する世界的な認識の向上によって、雇用や人材開

発の偏りや定着率の低さというネガティブな結果が浮き彫りになったため、これらのテーマは緊急性を帯びました。 

 

ケーススタディー 1：技術革新、人口動態の変化とグローバリゼーションによって

もたらされる人的資本リスクとその影響に関する欧州の産業コングロマリットとの

対話 
 

ラッセル・インベストメントは、2020年に、「人的資本と未来の働き方」 というテーマの下、サステナリティクス社

と協働して 3 カ年計画のエンゲージメントを開始しました。このプログラムの目標は、技術革新に適応するとと

もに、イノベーションや事業目標の実現を支援する労働力の育成を促進する経営戦略の策定に向けて企業を

導くことです。このエンゲージメントのもう一つの目標は、これらのプラクティスの中でダイバーシティ戦略とイ

ンクルージョン戦略を支援する努力を企業に促すことです。同社は、サステナリティクス社や関係する投資家

と対話する機会を尊重する意向を表明しました。こうした初期段階のエンゲージメントの次のステップは、企業

における人的資本に関する現在のガバナンスおよび人的資本管理全体について話し合うことです。 

 

 

ケーススタディー 2：管理職レベルでの職場のダイバーシティに関する日本の小

売業界企業との協働的エンゲージメント 
 

ダイバーシティは、外部委託先運用機関が主導し、ポートフォリオ・マネジメント・チームのメンバーが参加した

複数のテーマを掲げたエンゲージメントの一部でした。同チームは、同社の管理職におけるジェンダー・ダイ

バーシティの現在の目標が非常に低いことに懸念を表明しました。同社は、女性が指導的立場を目指す機会

を増やすことを目標に、ワーク・ライフ・バランス政策を導入することによって、ダイバーシティの強化に取り組

んできました。同社は、女性が新卒採用者の少なくとも 50%を占めるようにする計画も立てています。この戦

略は、同社で女性が管理職まで昇進する機会を増やすことにつながる進化の道筋を作ったという点で有望で

す。ラッセル・インベストメントと外部委託先運用機関は、戦略の進展に合わせて今後も同社のモニタリングを

続ける予定です。 

 

企業が実際の行動や計画立案を通じて相応の進展を見せなかった場合には、株主提案に関して経営陣に反対

票を投じるか、または取締役の再選に関して反対票を投じることを検討する可能性があります。以下のケースス

タディーは、エンゲージメント後に議決権行使を通じて段階的に企業への働きかけが強化された事例の一つです。 
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ケーススタディー 3：人権報告書を求める株主提案を受けた米国に拠点を置く食

品会社との直接的なエンゲージメント 
 

この業界とその契約生産者の人権に関連したリスクは文書で十分に裏付けされている重大なリスクです。

2020 年前半には、人権に対する実際の影響や潜在的な影響を評価し、影響を軽減するために、同社の人権

に関するデューデリジェンス・プロセスの報告を求める株主提案を支持するか否かを委員会で議論しました。

最終的に、委員会は懸念を伝えるためにはエンゲージメントがより有効な手段になることを前提に、経営陣とと

もに提案を拒否する投票を行いました。2020年 8月、エンゲージメント・サブコミッティのメンバーは同社と面会

し、株主提案に対する同社の対応について話し合いました。同社は安全違反に対する罰金を課されたほか、

労働安全衛生庁（OSHA）の負傷率の引き下げを目標にしていましたが、2017 年から 2019 年までの期間に

労災事故が減少したことは同社の取り組みの成果であると述べました。また、2019 年に SASB の開示フレー

ムワークを採用したことなど同社の持続可能性に向けた取り組みの詳細についても同業他社と比較しながら

共有しました。一方、2020 年は新型コロナウイルス感染症によって労働現場における安全性に関する前例の

ない課題が明らかになった一年となりましたが、同社は新しい情報が利用可能になるとともにダイナミックに対

応していることを確認しました。自社工場内での経営陣の取り組みについては全体的に前向きな評価を行いま

したが、同社は契約生産者のスクリーニングに関する計画をまとめることはできませんでした。この分野での

同社の進捗状況のモニタリングと外部委託先運用機関との協議を受けて、ラッセル・インベストメントの議決権

行使エンゲージメント委員会は同社が透明性を高める必要があると判断し、2021 年前半には人権に関する

デューデリジェンス報告を求める株主提案に賛成票を投じました。 
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規制に関するアップデートと業界へのコミットメント 

PRI最新情報 

責任投資を提案する世界的に認識された組織として、PRI は ESG 要因を投資や株主としての意思決定に組み

込んでいる投資家に対してリソースおよびベスト・プラクティスを提供しています。PRI の署名機関として、ラッセ

ル・インベストメントは、2009 年以来同組織と長年に亘る関係を維持しており、2013 年以降は毎年、PRI 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についての情報

を提供しています。当原則は、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が提供する一連のグローバル・ベスト・プラクティスです。ラッセル・インベストメントは、PRI

に積極的に関与し、年次カンファレンスやグローバルのセミナー、共通の関心事項に関する議論にもエンゲージ

してきました。 

PRIの責任投資 6原則 

1. 原則 1：投資分析と意志決定のプロセスに ESG問題を組み込む。 

2. 原則 2：アクティブ・オーナーとなり、株主としてのポリシーや履行に ESG問題を組み入れる。 

3. 原則 3：投資対象の主体に対し ESG問題に関する適切な開示を求める。 

4. 原則 4：資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行へと移されるよう働きかける。 

5. 原則 5：本原則を実行する際の効果を高めるために、協働する。 

6. 原則 6：本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告する。 

2020 年の PRI アセスメントでは、ラッセル・インベストメントはすべてのモジュールで A または A+の評価を獲得

し、回答したすべての企業の平均を一貫して上回りました。当レポートの発行時点では、2021 年の PRI アセスメ

ントは利用可能ではありませんでした。 

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 2012に署名しており、7原則を維持しています。これはPRI同様、良好なスチュワー

ドシップの基準に関する指針を提供するものです。ラッセル・インベストメントは、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。 

• 外部委託先（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、運用機関に対するスチュワードシップ・コード・ステートメントの評価

手法を変更し、3段階で評価をするようになりました。この 3段階のシステムは、運用機関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）を示しており、ラッセル・

インベストメントは 2017 年に第 1 段階に分類されました。つまり、同コードが求めるクオリティと透明性の要件を

私たちが満たしていることが証明されたことを意味します。英国のスチュワードシップ・コードの第 1 段階に分類さ

れたことは、PRI の高評価獲得とともに、私たちが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

いていることを示していると考えています。 
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ラッセル・インベストメントは新たな英国スチュワードシップ・コード 2020への署名を予定しており、2021年には新

コードに対応するスチュワードシップ・レポート初版を FRCに提出しました。 

1. 原則 1：署名機関の目的、投資哲学、戦略、及び文化によって、経済、環境、社会への持続可能な利益をも
たらすような顧客と最終受益者に対する長期的な価値を生むスチュワードシップを可能とする。 

2. 原則 2：署名機関のガバナンス、リソース、及びインセンティブはスチュワードシップをサポートする。 

3. 原則 3：署名機関は、顧客と最終受益者の最善の利益を優先するために、利益相反管理を行う。 

4. 原則 4：署名機関は、十分に機能する金融システムを促進するために、市場規模のリスク及びシステミックリ
スクを認識し、それに対応する。 

5. 原則 5：署名機関は、自身の方針を見直し、自身のプロセスを確実なものとし、自身の活動の効果を評価す
る。 

6. 原則 6：署名機関は、顧客と最終受益者のニーズを考慮し、スチュワードシップと投資に係る活動とその結果
を彼らに伝達する。 

7. 原則 7：署名機関は、スチュワードシップと投資を、重要な環境、社会、ガバナンスの課題、そして気候変動も
含めて、自身の責任を果たすために体系的に統合する。 

8. 原則 8：署名機関は、アセット・マネージャー及び／又はサービス・プロバイダーをモニタリングし、責任を問う。 

9. 原則 9：署名機関は、資産価値の維持又は向上のため、発行体企業とのエンゲージメントを行う。 

10. 原則 10：署名機関は、必要に応じて、発行体企業に影響を与えるために、協働的なエンゲージメントに参加
する。 

11. 原則 11：署名機関は、必要に応じて、発行体企業に影響を与えるために、スチュワードシップ活動のエスカ
レーションを実施する。 

12. 原則 12：署名機関は、積極的に権利を行使し、責任を果たす。 

ラ ッ セ ル ・ イ ン ベ ス ト メ ン ト の 英国版 ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ ・ コ ー ド の 写 し を ご 希 望の方 は 、

Russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing をご覧いただくか、ラッセ

ル・インベストメントの担当者までご連絡ください。 

Climate Action 100+ 

Climate Action 100+は、温室効果ガスを排出している世界の大手企業が、気候変動に関して必要な行動を取っ

ていることを確認する投資家イニシアティブで、2017年に立ち上げられました。私たちは 2020年前半に Climate 

Action 100+イニシアティブに参加し、地域の機関を通じてクライメート・トランジションに関して厳選された数の企

業と直接的なエンゲージメントを行いました。 

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、国連による PRI 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 ESG（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。250

以上に及ぶ機関投資家がスチュワードシップ・コードの受け入れを行い金融庁に報告しました。 

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しました。最も重要な変更点のひとつとして、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

たことが挙げられます。これに続き、FSAは 2020年 3月に再び修正を行い、日本版スチュワードシップ・コードの

有効性を高めました。具体的には、投資戦略に対応する ESG 要因、エンゲージメント活動の促進、開示情報の

充実、および機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすための適切なサービスを提供するサービス・プロバ

イダーの努力など、持続可能性に関する考慮を義務付けています。 

  

https://russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing


 

Russell Investments / 2020年 議決権行使とエンゲージメント・レポート / 34 

ラッセル・インベストメントは、こうした変化が、日本企業が投資家との間においてなされる企業価値と持続可能な

成長を向上育成させるための建設的な対話への取組意欲の向上につながることを期待しています。 

私たちは、日本版スチュワードシップ・コードの再改定内容に対応した公表項目の更新を 2020年に行いました。 

基準設定者との連携 

業界の方向性を決定付ける基準や業界のフレームワークの策定に関与することは、私たちが活用しているもう一

つのチャネルです。過去 1 年間、私たちは気候変動に関する機関投資家団体（Institutional Investor Group 

Climate Change）の温室効果ガス排出ゼロという投資のフレームワークについて協議してきましたが、これは

2050 年までにポートフォリオで温室効果ガス排出量をゼロにする課題に取組む投資家を支援することを目的に

しています。上述のとおり、私たちはエンゲージメント活動を通じて、重要な ESG問題に関する一貫性があって比

較可能な企業による情報開示の促進を目指しています。そのため、今年は、国際財務報告基準（IFRS）のサステ

ナビリティ報告協議文書にも対応しました。これは、IFRSがすでに監督している世界的な企業の報告基準と併存

する国際的なサステナビリティ報告基準の初期段階の動きに関するフィードバックを求めるものです。特に興味

深いこうした 2 件の協議に加え、ラッセル・インベストメントは、気候変動リスクに関する英国の労働・年金省

（Department for Work and Pensions、DWP）の協議や米国での規制動向といったテーマに関して基準設定者

とのエンゲージメントを行いました。 

その他コミットしている業界団体には以下先が含まれます： 

• 気候変動に関する機関投資家団体（IIGCC） 

• オーストラリア責任投資協会（RIAA） 

• カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP） 

• 英投資運用業界団体（IA） 

• 米国投資信託協会（ICI） 

• 米国証券業金融市場協会（SIFMA） 

• 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 
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ご注意 

> Copyright© 2021. 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相当の少数持分所有者のレバレンス・

キャピタル・パートナーズから構成されています。ラッセル・インベストメントの従業員およびハミルトン・レーン・アドバイザー

ズ・エル・エル・シーもまた、少数非支配持分所有者です。 

> 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、以下をご参照ください（英語のみ）。 

https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/reporting-and-assessment-archive/6567.article#downloads 

> 詳細は次のウェブサイトをご参照ください。 

https://russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing 
 

 

 

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顧問業協会 

 

 

https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/reporting-and-assessment-archive/6567.article#downloads
https://russellinvestments.com/us/corporate-responsibility/responsible-investing

