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投資家の皆様へ
この度、 2017年スチュワードシップ報告書を発表し、 昨年1年間に当社が実施した取り組
みの一部についてご報告させていただきます。 4年目を迎えた当社のスチュワードシップ ・ プロ
グラムですが、 2017年に内容を若干修正し、 世界中の投資先企業における環境 ・ 社
会 ・ ガバナンス（ESG）慣行が改善された成果を積極的にモニタリング／レポーティングして
いくことにしました。こうした取り組みは全て、 皆様の代理として、 長期的で持続可能なリター
ンを推進することを目的としています。 当社は力強いエンゲージメント、 議決権行使、 ソー
ト ・ リーダーシップを通じて、 取締役会のダイバーシティを高め、 取締役のリーダーシップを強
化し、 持続可能性慣行に関する情報開示を進めるよう企業に要請してきました。 そして企
業側も当社の要請に応えて動き始めています。
中でも、 「恐れを知らぬ少女（Fearless Girl）」 像設置によるジェンダー ・ ダイバーシティ ・
キャンペーンでは、 米国、 英国、 オーストラリアの企業で女性役員が1人もいない700社以
上に対して、1人以上の女性を取締役に起用するようことを求め、 大きな成功を収めました。
わずか1年の間に、 要望書を送付した企業の20％以上で女性役員が就任しました。 この
成功を足掛かりに、 当社は2017年末、 キャンペーンの対象を2018年にカナダと日本の企
業にも拡大することを発表しました。
2017年には他のグローバル機関投資家と共同で、 米国市場におけるコーポレート ・ ガバナ
ンスおよびスチュワードシップに関する一連の原則を策定しました。 業界団体であるインベス
ター ・ スチュワードシップ ・ グループ（ISG）が発表した原則は、 米国企業のコーポレート ・
ガバナンス慣行に対する投資家からの最低限の期待値となります。 この原則に同意署名し
ている当社は、 2018年にS&P500指数構成企業に対して積極的にエンゲージメントおよ
びモニタリングを行い、 同原則の準拠状況を評価していきます。
当社の積極的なスチュワードシップ ・ プログラムについて、 既に多数のお客様から好意的な
意見をいただいており、 お客様の多くは、 当社が同プログラムで得た見識を運用プロセスに
取り入れて欲しいとお考えのようです。 そこで当社は、 スチュワードシップ部門と運用部門の
連携強化に取り組んでいます。 来年には、 運用プロセスにスチュワードシップ活動を取り入
れた新たなESG投資プラットフォームについてご紹介できることと思います。これが実現すれば、
お客様それぞれのESG目標に沿った投資のためのより良い支援ができるようになるはずです。
本レポートや当社の活動について、 皆様からのご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

リック ・ ラカイエ
グローバル ・ チーフ ・ インベストメント ・
オフィサー（CIO）ステート ・ ストリート ・
グローバル ・ アドバイザーズ
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2017年の
年間レビュー

2017年の
議決権行使状況

スチュワードシップ
の概況

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・
アドバイザーズの議決権行使状況

2017年

2016年

議決権を行使した株主総会

17,255

17,377

会社提案件数

154,458

152,598

会社に反対

13.0%

13.2%

株主提案件数

4,188

4,066

会社に反対

8.0%

10.9%

国

82

82

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況
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図1
2017年の議決権行使の
地域別内訳

北米
30%
欧州
（英国を除く）
12%
オーストラリア
3%
英国
5%

日本
10%

その他
40%
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況

図2
2017年のエンゲージメントの
地域別内訳

日本
4%
北米
67%

欧州
（英国を除く）
14%

英国
8%

その他
2%

オーストラリア
5%

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズのエンゲージメント ・ データベース
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議決権行使の
提案別内訳
図3
2017年の会社提案に
対する議決権行使状況
賛成
反対／棄権および保留
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出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況
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図4
2017年の株主提案に
対する議決権行使状況

20
その他の提案
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取締役に関する
提案

0

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況

2017年の
エンゲージメント
状況

当社は2017年に、 610社に対して合計676件の包括的エンゲージメントを実施しました。 エンゲージ
メント件数の85％は当社が主体となって実施したものです。 対象企業の特定は、 ESGに関する独自
のスクリーニングのほか、 当社が年間のスチュワードシップ目標で定めた優先的セクターやテーマなど、
様々な手法によって行います。 包括的エンゲージメントとは別に、 当社はジェンダー ・ ダイバーシティとい
う重要なテーマに関して600社以上に書簡を送り、 さらに世界全体で1,000社以上の企業に対して、
長期戦略に持続可能性を盛り込むよう要望書を送付しました。
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スチュワードシップに則した
議決権行使とエンゲージメント
における2017年の優先事項

重点分野

概要

エンゲージメントを実
施した企業数

主なポイント（詳細は21ページ以降を参照）

中核的キャン
ペーン

ジェンダー ・ ダイバー
シティ：「恐れを知ら
ぬ少女」 キャンペーン

787

「恐れを知らぬ少女」 キャンペーンは、 2017年3月に始まりました。 当社は米国、 英国、 オーストラリアの企業で
女性役員が1人もいない787社を対象に、 直接的なエンゲージメントとレターの送付を通じて取締役会のダイバー
シティに関する当社の要望を伝えました。

重点セクター

保険

34

保険業界にとって、 気候変動は重要なリスクファクターです。 気候変動に対する企業のアプローチ方法は、 欧州
企業と米国企業で大きく異なります。

53

REITセクターの企業は、 ガバナンス構造や報酬体系を長期的視点で改善し続ける必要があります。 REITの取
締役会は様々な対策を講じて、 株主の権利を強化し、 持続可能な建物が高リターンに結び付くよう努めていま
す。 外部運用のREITの場合、 ガバナンス構造、 手数料体系、 利害対立が生じた場合の管理体制について投
資主に詳細な開示が必要になります。

メディア

19

メディア企業は以前から、 デジタル化の課題に加え、 ビッグデータ、 個人情報の保護、 データセキュリティといった
問題に直面しています。 さらに、 最近の規制見直しにより、 M&Aや戦略的成長に中期的に影響が及ぶ可能
性があります。 メディア企業の取締役会はこれまで以上に、 こうしたリスクや事業機会を考慮した長期戦略の見
直し／評価／策定が求められています。 そうした長期戦略に加え、 報酬体系や業績目標についても、 株主へ
の情報開示を改善する必要があります。

取締役会の
リーダーシップ

69

取締役会のリーダーシップ構造に関し、69社に対して72件のエンゲージメントを実施しました。 また、 米国企業で、
独立した取締役会会長を任命すべきとする44件の株主提案について議決権を行使しました（うち30％は提案に
賛成）。

取締役会の構成と
ジェンダー・ ダイバー
シティ

123

取締役会の構成とジェンダー ・ ダイバーシティに関するエンゲージメントの結果、 社内のダイバーシティ慣行について
情報を開示している企業はほとんどないことが明らかになりました。 当社は透明性を高めることによって、 経営陣全
体や取締役会のジェンダー ・ ダイバーシティの促進に繋がる方針や慣行の採用を、 経営陣や取締役会が真剣に
検討するようになると考えています。

報酬体系

6

取締役会は、 経営陣全体の報酬体系について理解する必要があります。 報酬の男女格差について調査し、 格
差があれば、 人材管理の一環として優先的に格差是正に取り組まなければなりません。 それによって、 レピュテー
ションリスクの軽減に繋がります。

気候変動

108

過去数年間に見られた最大の変化は、 大きな影響を受けるセクターでは、 企業の取締役の大半がこれまで以上
に気候変動リスクについて理解を深めたことです。 彼らはリスクについて高いレベルで語れるようになりましたが、 当
該リスクに対する長期的な取り組みを明確に伝えることには、 依然として苦戦しているようです。

水資源管理

49

当社の関心は、 水資源管理の直接的影響にとどまらず、 企業がサプライチェーン全体における水リスクをどのように
捉え、 管理しているかに着目し、 理解することに努めています。 エンゲージメントの結果、 水資源の不適切な管
理が企業価値に及ぼす潜在的悪影響について、 明確に説明できる企業はほとんどないことが明らかになりました。
ESGリスクに対する企業のフレームワークを強化し、 水資源管理リスクを適切に認識する必要があります。

議決権行使により
反対票を投じた企業数

内容

500社以上

米国、 英国、 オーストラリアの企業で、 女性役員が1人もおらず、 また当社のエンゲージメントにもかかわらず取
締役会のダイバーシティの改善への取り組みが見られなかった500社以上の企業に対し、 当社は反対票を投じま
した。

不動産投資信託
（REIT）

重点テーマ

議決権行使

ジェンダー ・ ダイバー
シティ

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズのエンゲージメント ・ データベース
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スチュワード
シップに対する
哲学と目標

State Street Global Advisors

議決権行使と
エンゲージメントに
関するアプローチ

影響力のある
スチュワードシップ

企業への
エンゲージメント

議決権行使

意見、 行使、 投資を積極的
に活用することで、 世界中の企
業に目に見える変革をもたらす

投資先企業に積極的に働きか
けることで、 顧客の投資資金
に長期的価値をもたらす

運用目標や長期的な投資ホ
ライズンに則した独自の行使ガ
イドライン
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運用資産の規模（2017年12月31日現在で2.7兆ドル）、 グロー
バルな投資範囲、 ポートフォリオの性質と運用期間から、 当社は世
界の資本市場におけるスチュワードシップとして、 投資先企業に対す
る議決権行使やエンゲージメントを超えた役割を担っていると自負し
ています。 具体的には、 各国の投資家や規制当局との連携を通じ
た、 グローバル市場における少数株主のための投資家保護の促進、
およびESG慣行への取り組みや情報開示に対する投資先企業への
働きかけなどです。
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影響力のある
スチュワードシップ

世界の主要株価指数の構成企業を半ば恒久的に保有している当社の意見や議決権行使は、 企業
の長期的なガバナンスや持続可能性に影響を及ぼすだけの力を持っています。 当社のスチュワードシッ
プのアプローチは、 この影響力を効果的に用いるべく設計されています。 そのため、 当社はエンゲージメ
ントや議決権行使を行う企業を積極的に特定し、 投資先企業のESGリスクの軽減を目指しています。
当社はリスクベースのアプローチに基づき、 顧客にとって重要と思われる、 テーマ別または企業固有の問
題を特定します。 影響の測定と実証に関しては、 エンゲージメント対象となった企業を効果的にモニタリ
ング／フォローアップし、 当社の意見に対する企業側の対応について評価するため、 多年にわたる長期
的なスチュワードシップが求められます。さらに、 当社の影響を最大化するため、 当社はソート ・ リーダー
シップについての情報を発信することで、 企業への情報提供と市場関係者の教育を図っています。
ESGを取り巻く環境は過去10年間に進化しており、 影響を与える機会は無限にあると思われます。
当社はリスクベースのアプローチと長期的視点に基づき、 優先順位付けの方法を確立しています。 議
決権行使やエンゲージメント活動に加え、 時事問題、 年間の優先テーマ、 顧客への詳細な活動レ
ポートなど、 頻繁に情報を発信し、 影響力を高めています。 こうした活動が、 取締役の任期、 気候リ
スク、 ダイバーシティといった多数の問題の解決に先頭に立っている、 最大の資産運用会社という現在
の当社の地位に繋がっているのです。
スチュワードシップ ・ プログラムの重要性の高まりを反映し、 当社ではこの数年間にアセット ・ スチュワー
ドシップ ・ チーム（スチュワードシップチーム）を増員してきました。 とはいえ、 プログラムの範囲に合わせ
てチームの規模の適正化を図るため、 テクノロジーを有効的に活用すると同時に、 優先順位付けの揺
るぎないアプローチを確立しています（16ページ参照）。 エンゲージメントや重点テーマの優先順位を決
めることで、 当社の包括的エンゲージメントの対象企業は株式ポートフォリオの運用資産の45%を上
回っています。 また、 当社はスチュワードシップ目標の達成に必要な人材が十分に配置されるよう、 リ
ソースニーズを毎年定期的に評価しています。

責任投資原則との整合性

国連責任投資原則（PRI）に署名している当社のスチュワードシップ ・ プログラムは、 以下のような、
様々な影響領域におけるPRIの今後10年間の長期目標を実現するためのPRIの設計プロジェクトと完
全に整合しています。
アセットオーナーに権限を与える

リーダーシップを示し、 説明責任の向上を図る

ESG課題を取り入れる投資家を支援する

責任ある投資家を集め、 教育する

アクティブオーナーのコミュニティを後押しする

さらに、 当社はソート ・ リーダーシップや、 議決権の平等といった規制活動を通じてPRIのミッションを支
持し、 市場の持続可能性の向上に努めています。 そして、 気候変動に関する多年にわたるスチュワー
ドシップ ・ プログラムや、 国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿った重点テーマの優先順位付け
を通じ、 実社会により良い影響をもたらすよう目指しています。
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スチュワードシップ ・
プログラムに対する
哲学と目標

当社のスチュワードシップ目標は、 顧客の投資資産の経済的価値を長期的に促進／保護するというス
チュワードシップに対する基本哲学に基づいており、 国連のPRIといった外部イニシアチブへのコミットメン
トが完全に組み込まれています。
顧客のために行う責任投資へのコミットメントを明示し、 スチュワードシップ活動の影響を報告する。
この目標を達成するため、 当社はスチュワードシップ慣行についての率直な評価、 継続的強化、 透明
性の向上に努めています。
議決権行使およびエンゲージメントについて、 市場に合わせたガイドラインを策定することで、 市場
におけるESG慣行の強化／進化を促進する。 当社はガバナンスや持続可能性の慣行が世界の投資
家の期待値を下回っている市場では、 より高水準の議決権行使基準を採用しています。 また、 セク
ター、 テーマ、 市場固有の問題について、 エンゲージメントの優先順位を明確にしています。 さらに集
団的行動が必要と思われる市場では、 他の投資家との協力を図ります。
投資先企業にとっての長期パートナーであり続け、 ESG慣行の進化に向けて企業を導く。 当社は
投資先企業を業績とESGファクターに基づいてスクリーニングし、 エンゲージメント対象の優先順位を決
めています。 その上で、 経営上層部や取締役会に対し建設的に働きかけ、 変化を促します。 また、
ソート ・ リーダーシップに関する情報発信を通じ、 ESG慣行についての情報提供とESG慣行の改善を
促進します。

議決権行使とエンゲージメント
に関するステート ・ ストリート
のアプローチ

ステート ・
ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズとは

世界的な視点を持つ
長期投資家

当社のプロセス

ESGに特化した専門の
アナリストチームによる、
リスクベースのスクリーニングを
用いた価値重視の哲学

価値創出

一貫したエンゲージメントと
議決権行使によって最大限
の影響を与え、 顧客にとって
の価値を創出する

議決権行使および投資先企業へのエンゲージメントに関する当社のアプローチは、 堅固で漸進的なガ
バナンスの取り組みや持続可能性慣行を実践している企業は、 将来的に長期的価値の創出とリスク
管理が期待できるという考え方を前提としています。 世界の主要株価指数の構成企業を半ば恒久的
に保有している当社は、 確かな情報に基づく議決権行使と、 対象を絞った価値重視のエンゲージメン
トが、 顧客にとっての価値を生み出す上で最も効果的なメカニズムであると考えています。

State Street Global Advisors
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運用戦略や地域にかかわらず、 全ての議決権行使とエンゲージメントは、 スチュワードシップ ・ チームが
一元管理しています。 また、 スチュワードシップ ・ チームは当社の運用能力を最大限に活用し、 十分
な情報に基づいた決定を下しています。 議決権行使とエンゲージメントを組み合わせ、 方向性を一致
させることにより、 機関投資家としての一任勘定持ち分が有する力をフルに発揮し、 経営陣や取締役
会に対してより大きな影響力を行使することができるようになります。
議決権行使やエンゲージメントを実施するにあたり、 当社はマクロ経済状況、 政局、 規制当局の監
督能力、 株主権の行使状況、 司法制度の実効性など、 当該国のコーポレート ・ ガバナンスの枠組
みに関連する様々なファクターについて評価します。 さらに、 エンゲージメント対象企業と個別に対話を
行うほか、 当該市場全体が直面する問題に対処するために規制当局や政府機関と対話の機会を持
ちます。
当社にはESGに特化した専門のアナリストチームがボストン、 ロンドン、 東京に配置されており、 ガイドラ
インに沿った議決権行使とエンゲージメント活動をグローバルに実行しています。 スチュワードシップ ・ チー
ムの活動は、 当社の投資委員会が直接監督しています。 投資委員会は、 スチュワードシップの年間戦
略、 エンゲージメントの優先順位、 議決権行使ガイドラインの承認や、 目標の達成状況の監視を行い
ます。 さらに、 投資委員会の小委員会である議決権検討委員会が、 議決権行使ガイドラインからの逸
脱の承認や利益相反の管理など、 スチュワードシップ ・ チームの業務を日常的に監視しています。
スチュワードシップ ・ チームがスチュワードシップ活動を遂行する際、 社内の様々なスペシャリストがサポー
トします。 例えば、 ファンド立ち上げの管理、 議決権行使の実行、 行使結果の照合、 株式の回収、
集団訴訟を担当する議決権運用チームや、 顧客レポートチーム、 コンプライアンスチームなどです。

企業への
エンゲージメント

スチュワードシップ ・ チームはエンゲージメントの指針と枠組みを策定することで、 エンゲージメントの哲
学、 アプローチ、 プロセスに関する透明性の向上を図っています。 こうしたガイドラインは、 投資先企業
に対して当社のエンゲージメント活動の目標を明示し、 当社が望ましいと考えるエンゲージメント形態に
ついての理解を促進することを目的としています。 ガイドラインは当社のウェブサイトからご覧いただけます。
社内の指針や手続きについては定期的に見直しを行い、 対象企業と効果的で有意義な相互作用が
維持されるよう努めています。 具体的には、 スクリーニングモデルに取り入れられている指標の見直しや、
ESGに関するテーマで新たに浮上した問題やトレンドの検討を行っています。

State Street Global Advisors
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エンゲージメントの議題

エンゲージメントを通じて当社は、 透明性が高く、 責任を果たし、 高い業績を上げる取締役会と企業
の増進を目指しています。 投資先企業と定期的かつ建設的なコミュニケーションを維持することにより、
以下のような様々な議題について取締役会や経営陣との率直な対話が可能になります。
経営戦略

安全衛生

取締役会の構成と有効性

労働基準と人権

取締役会および経営陣の後継者育成計画

ダイバーシティおよび社会的問題

役員報酬

賄賂や汚職

リスク管理

サプライチェーン ・ マネジメント

資本配分

レポーティング

株主権

規制順守

環境戦略と環境管理

エンゲージメントの
優先順位付け

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは世界全体で1万2,000社以上の上場企業の株式
を保有しています。 そのため、 エンゲージメント戦略の成功は、 焦点を当てることで株主リターンに最も
大きな影響が期待される企業や問題の優先順位付けと資源配分にかかっています。 このプロセスを支
えるため、 当社は積極的にエンゲージメントを図る企業を特定する、 様々な財務指標やESG指標に
基づいた独自のスクリーニングツールを開発しています。 対象企業の特定にあたり勘案されるファクターに
は以下のものがあります。
持ち分の絶対規模と相対規模
セクター内で業績が長期的に低迷している企業
ESG問題について市場や業界の基準から遅れていると
みなされている企業

新たに浮上したESGリスクの評価に基づいて重要視される
テーマやセクター
過去のエンゲージメントからの問題が解消していない企業

投資先企業に対するエンゲージメントの度合いや性質は、 当社の持ち分、 市場におけるエンゲージメン
ト文化、 ESG課題の重要度によって異なります。 当社は経済的エクスポージャーがグローバルに広がっ
ていることを反映し、 エンゲージメントを行う地域についても多様化を図っています。

企業別エンゲージメント
プログラムの策定

State Street Global Advisors

スチュワードシップ ・ チームは対象企業の戦略、 長期的業績、 ESG慣行などに基づいて企業別のエン
ゲージメントプログラムを策定します。 当社は包括的プロセスを用いて企業エンゲージメントをレビューし、
企業慣行の改善を継続的にモニタリングしています。 対話で満足した結果が得られない場合、 問題を
取締役会に上申します。

Annual Stewardship Report 2017 Year End
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エンゲージメントの種類
エンゲージメントは大きく2種類
に分類されます。

能動的：当社は独自のスクリーニングツールを用いてガバナンスや持続可能性に関する企業固有の
様々なデータを捉え、 議決権行使やエンゲージメントの対象を決定します。 スクリーニングを通じて特定
された企業に対し、 取締役会や経営陣との直接対話を積極的に求めていきます。 エンゲージメントの
結果、 ガバナンスや持続可能性についての企業慣行が改善するように、 継続的なモニタリングが必要
になる場合もあります。 このようなケースでは、 乏しいガバナンス／持続可能性慣行による過度のリスク
から株主価値を長期的に保護するという点で、 当社によるエンゲージメントプロセスの意義が最も発揮
されます。 平均すると、 年間の企業エンゲージメント件数の85％が能動的に分類されます。
受動的：企業側から、 ガバナンスや持続可能性の問題に関する議決権行使や株主としての意見を
求められるケースもあります。 このような場合、 通常は企業側から議題が提案されます。 平均で、 年
間の企業エンゲージメント件数の15％が受動的に分類されます。

当社のスチュワードシップ活動は、 企業固有のレベルや市場全体のESG慣行に影響を与えることを目
指しています。 そのため、 以下の2つのうちどちらかが実現すれば成功とみなされます。

エンゲージメントの成功を
測定

•

当社のエンゲージメントや議決権行使によるフィードバックに基づいて、 企業がESG関連プログラム、
慣行、 プロセスについて改革を実行する。

•

 SGの重点テーマに関する当社のソート ・ リーダーシップを通じて、 機関投資家、 資産運用会
E
社、 コンサルタント、 規制当局、 議決権行使助言会社といった複数の市場関係者が影響を受
ける。

企業単位での成功：企業別エンゲージメントの有効性を評価するのは簡単ではありません。 成功測
定における主観性を最小限に抑えるため、 対象企業からの意見を積極的に求め、 エンゲージメント後
の企業行動を継続的にモニタリングすることで目に見える変化を捉えます。 そうすることで、 対象企業が
当社の提起した懸念にどのように対応し、 そうした対応が当社の要求をどの程度満たしているかを測定
する指標が確立されます。 また重要なこととして、 成功したエンゲージメント活動について、 状況に応じ
て異なる期間で測定する方法もあります。 エンゲージメントの影響は、 1回のミーティングの間しか続か
ないこともあれば、 数年間持続することもあります。
当社では、 議決権行使の影響についても追跡しており、 コーポレート ・ ガバナンスや持続可能性につい
て、 議決権行使によって期待した方向に市場慣行が変化しているかどうかを検討しています。 エンゲージ
メントや議決権行使の成功事例は、 年間スチュワードシップ報告書の中で顧客にレポートしています。
市場レベルでの成功：当社のソート ・ リーダーシップと同様のスタンスを取っている市場関係者の人数
を測定することで、 当社が支持するESGの重点テーマが市場でどの程度受け入れられているかを追跡
します。 過去数年間にわたり、 揺るぎないソート ・ リーダーシップを通じて情報を発信し、 市場関係者
に影響を及ぼしてきたESGテーマは以下の通りです。
取締役会刷新の必要性（米国）

ジェンダー ・ ダイバーシティ：恐れを知らぬ少女キャンペーン
（グローバル）

効果的な独立性のある取締役会のリーダーシップ
（グローバル）
持続可能性を長期戦略に取り入れる（グローバル）

State Street Global Advisors

影響力の大きいセクターにおける気候変動に関する効果的な
情報開示（グローバル）
取締役会の説明責任の向上（欧州）
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議決権行使

当社は議決権行使のガイドラインを策定しており、 投資委員会が承認と監視を行っています。 グローバ
ルな共通原則と市場ごとの6つのガイドラインは、 米国ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザー
ズのウェブサイトに公開しています。
行使ガイドラインの目的は、 各市場に固有の状況や基準を勘案しつつ、 当社が考える優れたガバナン
スについてのグローバルな原則に基づき、 投資先企業に対してガバナンスと持続可能性のより良い慣行
を促進することです。 企業によっては、 当該地域の市場慣行を上回る基準を適用することもあります。

議案の優先順位付け

当社は年間1万7,000件を超える株主総会で議決権を行使しています。 持ち分の規模、 過去のエン
ゲージメント、 企業業績、 問題が浮上すると予想される議案内容といった様々な要素に基づいて、 検
討する株主総会の優先順位を付けています。 こうした評価により、 株主総会や特定の議案に時間と
資源を適切に配分し、 顧客にとっての価値を最大化します。 全ての行使判断は必ず、 社内のガイドラ
インまたは顧客からの具体的な指示に沿って行います。 当社では管理および監査の体制が確立されて
おり、 全ての票はインスティテューショナル ・ シェアホルダー ・ サービシーズ（ISS）のプラットフォームを通
じて当社の指示通りに投じられます。

議決権行使サービスの利用

当社はISSと契約し、 議決権行使プロセスの管理や株主総会に関するリサーチでサポートを受けていま
す。 活用しているISSのサービスは以下の3つです。 1）議決権行使の代理人（議決権行使の実行
および事務手続き）、 2）当社の議決権行使ガイドラインの適用、 3）一般的なコーポレート ・ ガバナ
ンス問題や特定の議案に関するリサーチおよび分析の提供。

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

15

ステート ・ ストリートの
エンゲージメントおよび
議決権行使の優先順位付け
プロセス

エンゲージメント：1万2,000社を上回る上場企業に投資しているため、 スチュワードシップ活動の有
効性を維持する上で優先順位付けは極めて重要です。
持ち分の絶対規模と
相対規模

ESGファクターに関する
ネガティブスクリーニング

スチュワードシップ計画

ポートフォリオの
エクスポージャー

独自のESGスクリーニング

優先テーマおよび
優先セクター

ターゲットリストには、 7つの
主要地域／市場（オース
トラリア、 カナダ、 新興国
市場、 欧州、 日本、 英
国、 米国）の企業が含ま
れています。

議決権行使：投資先企業全体で、 年間に約1万7,000件の株主総会が開かれ、 約16万件の議
案があります。 そのため、 スチュワードシップ活動においては議決権を行使する議案の優先順位を付け
ることも同じくらい重要です。
投資先企業と
リターンの関係

ESGファクターに関する
ネガティブスクリーニング

スチュワードシップ計画

独自のESGスクリーニング

議決権行使の優先順位

毎年5,000件以上の株
主総会（約38％）につ
いて検討しています

合併 ・ 買収

増資

株主提案

債務方針

リストラクチャリング

取締役の選任

当事者間取引

報酬

投資戦略と価値創出の
一致

重点分野／トピック

債券運用における
スチュワードシップ

従来、 株式投資家は企業の保有者としてESGスチュワードシップを主導してきました。 事業に付随す
るコーポレート ・ ガバナンスや持続可能性に関連するリスクの管理や軽減が順調でなければ、 直接的
に影響を受けるからです。 さらに、 株主総会での議決権行使は株式所有者にとって、 長期戦略や環
境問題に対する企業慣行といった様々な問題について企業に働きかける手段となります。
一方で、 債券投資家には議決権がなく、 経営陣の行動に働きかけたり影響を及ぼしたりする機会が
限られています。 発行体と債券保有者の関係は主に契約上の関係です。 そのため、 発行体である企
業は通常、 エンゲージメントにおいて戦略、 キャッシュフローの創出と活用、 財務レバレッジなど、 自社
の利益に直結する問題に集中的に取り組みます。 しかし、 ESGリスクは債券資産のリターンにも影響を
及ぼす可能性があります1。 資産運用会社としては、 こうしたリスクについてもスチュワードシップ ・ プログ
ラムを通じて管理 ・ 対処する必要があります。
当社は2015年から、 債券運用プロセスにもESGスチュワードシップを正式に取り入れています。 プログラ
ム の 詳 細 はssga.com/investment-topics/environmental-social-governance/2018/05/
fixed-income-stewardship-program.pdfに記載されています。
1

State Street Global Advisors

「Corporate Bonds: Spotlight on ESG Risks, Principles for Responsible Investment（社債：ESGリスク、
責任投資の原則に関する注目点）」 2013年12月、 「Sovereign Bonds: Spotlight on ESG Risks, Principles
for Responsible Investment（国債：ESGリスク、 責任投資の原則に関する注目点）」 2013年9月、 unpri.
org/fixed-income/corporate-bonds-spotlight-on-esg-risks/41.article
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当社の債券運用における
スチュワードシップ

債券という資産クラスは独自の特性があるため、 スチュワードシップにも異なるアプローチが必要になりま
す。 そのため、 当社は債券スチュワードシップ ・ プログラムの開発と実行を段階的に進めています。 株
式と社債のESGスチュワードシップには共通する部分も多いことから、 主に社債に焦点を当てた債券ス
チュワードシップ ・ プログラムの策定に取り組んでいます。 株式スチュワードシップ ・ プログラムで得た知識
を活用し、 債券スチュワードシップ ・ プログラムに応用しています。 また、 当社のスチュワードシップはリス
クベースのアプローチを取っていることから、 最初のスチュワードシップの対象として、 債券運用資産の
65％以上を占める資産クラスに重点を置いています。 ESGエンゲージメントの対象企業を特定するスク
リーニングの結果、 社債の中でも投資適格社債とハイイールド社債が主な対象となっています。

敵対的買収に伴う
債券の評価

半導体大手BroadcomによるQualcomm買収の試みは、 敵対的買収によって債券に対する評価
が長期投資家にどのような影響を及ぼすかを示す絶好のケーススタディと言えるでしょう。
2017年後半、 BroadcomはQualcommに対して現金と株式による一方的な買収案を提示しまし
た。 Qualcommの取締役会は企業価値を著しく過小評価しているとして、 Broadcomの提案を拒
否しました。 直後にBroadcomは、 2018年3月の年次株主総会で選出される取締役候補を擁立
する意向を表明しました。 その後、 トランプ大統領が国家安全保障上の懸念を理由に買収を禁止す
る命令を出したことにより、 Broadcomの試みは2018年3月末頃には事実上立ち消えとなりました。
とはいえ、 買収の可能性が浮上すると、 債券に対して興味深い視点がもたらされます。 M&Aの諸条
件を考慮した評価が求められ、 しかも提案に株式が含まれている場合はなおさらです。
買収資金の調達：買収企業は買収後も投資適格級の格付けを維持できるか。 投資適格級の格付
けは、 株価にとってどの程度重要なのか。 買収企業が債務を返済できない場合、 長期的にどのような
影響が生じるか。
BroadcomはQualcommの全ての債務を引き受ける計画だったため、 買収後に投資適格級の格付
けを維持できるかどうかについては、 投資家の間でも懸念されていました。
買収後の債務状況：買収企業は買収後の債務負担の管理について、 どのような提案をしているのか。
Broadcomは、 買収後に債務削減を迅速に進めることで格付けを維持すると表明していました。 その
ための一つの具体策としてQualcommのライセンス事業の改革を挙げ、 現在の形態では持続可能で
はないとBroadcomは説明しました。
投資家の懸念を和らげるために被買収企業が提案する債務管理：投資家に買収提案を拒否した
いと思わせるためには、 被買収側は独立企業として、 債務負担の管理についてどのような提案をすれ
ばよいのか。
独立企業として投資家に訴えかけるために、 Qualcommは長期戦略と、 株式投資家や債券投資
家を含む全てのステークホルダーにとってのメリットを具体的に示しました。

State Street Global Advisors
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グローバルに
展開する強みと
機関投資家として
の専門知識を活用

当社にはESGに特化した専門のアナリストチームがボストン、 ロンドン、 東京に配置されており、 ガイドラ
インに沿った議決権行使とエンゲージメント活動をグローバルに実行しています。また、 アクティブ運用チー
ムは議決権行使やエンゲージメントの内容に関して様々な意見を提供するだけでなく、 アセット ・ スチュ
ワードシップ ・ チームと一緒にエンゲージメントに加わり、 企業固有のリスクを軽減するための働きかけや、
今後の株主総会に提出が予想される議案についての情報収集を行うこともあります。 さらに、 世界中
で保有する運用資産の規模や市場でのレピュテーションを背景に、 アセット ・ スチュワードシップ ・ チーム
は投資先企業の経営陣や取締役会と対話することができます。 投資先企業に対するエンゲージメント
の度合いや性質は、 当社の持ち分、 市場におけるエンゲージメント文化、 ESG課題の重要度によって
異なります。 当社は経済的エクスポージャーがグローバルに広がっていることを反映し、 エンゲージメント
を行う地域についても多様化を図っています。

運用との融合

先に述べた通り、 スチュワードシップ活動を主導しているのは、 スチュワードシップ ・ チームの監督責任を
持つ投資委員会です。
インデックス運用戦略：パッシブ運用戦略においては、 グローバルおよび地域の最高投資責任者が運
用チームの代表を務め、 企業エンゲージメントや規制当局とのミーティングに参加します。スチュワードシッ
プ ・ チームは運用チームの他のメンバーと連携し、 市場政策や企業固有のイベントに関する問題に取り
組みます。 ベンチマークとなる指数の構成やリバランスに重大な影響を及ぼす可能性のある企業再建や
M&Aを検討する上で、 スチュワードシップ ・ チームと運用チームの融合は極めて重要です。
アクティブ運用戦略：アクティブ運用戦略では、 企業スチュワードシップ ・ チームはアクティブファンダメン
タル運用チームと緊密に協力し、 企業エンゲージメントでの連携や、 企業固有のファンダメンタルズに関
する情報共有を図ります。 これにより、 運用リサーチおよび企業の経営陣や取締役会へのエンゲージメ
ントにおいて融合されたアプローチが可能になります。 アクティブ株式運用チームは、 投資先企業の株
主承認で議題に上った全ての決議についての助言も行います。 スチュワードシップ ・ チームは、 当社の
総意としての議決権行使判断においてこれらの助言を考慮しますが、 行使内容についての最終的な決
定権を持っているのはスチュワードシップ ・ チームです。

顧客の知見

State Street Global Advisors

スチュワードシップ ・ チームはグローバルにおける顧客リレーションシップチームと緊密に協力し、 スチュワー
ドシップ活動の実行について、 顧客とオープンで建設的な対話に努めています。 これにより顧客は当社
のアプローチについての理解が深まり、 当社の目標や優先順位に関する意見を述べつつ、 スチュワード
シップ活動の実行について当社に任せることができるようになります。 また、 グローバルに広がる当社の顧
客ネットワークから、 ローカル市場のトレンドや具体的な企業イベントについての極めて貴重な情報がも
たらされ、 スチュワードシップ ・ チームの理解や分析に役立てられます。各国や地域レベルの視点とグロー
バルな視点を組み合わせることによって、 世界中の多様な顧客の最大の利益のために行動するというス
チュワードシップ ・ チームの力が強化されます。
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協調的
エンゲージメント

世界中で保有する資産の規模や市場でのレピュテーションを背景に、 スチュワードシップ ・ チームは投資
先企業の経営陣や取締役会と対話することができます。 そのため、 相手企業と信頼を深め、 建設的
で長期的な関係を構築する上で不可欠であるという確信に基づき、 ほとんどの企業エンゲージメントは
個別対応で行われ、 話し合いは非公開で進められます。 ただし、 場合によっては、 同じような考えを
持つ投資家と協力することもあります。 協調的行動が良いと判断される場合、 以下の点を考慮します。
主な懸念分野と潜在的解決策についての他の投資家との合意
市場システム全体に関する問題や規制環境
過去の個別エンゲージメントに対する経営陣と取締役会の反応
株主名簿における所有者の集中度
株主エンゲージメントに関する市場文化や受容性

このプロセスを促進するため、 当社はInternational Corporate Governance Network（国際
コーポレートガバナンス ・ ネットワーク）、 Asian Corporate Governance Association（アジアコー
、 United
ポレートガバナンス協会）、 Council of Institutional Investors（機関投資家評議会）
Nations Principles for Responsible Investment（国連責任投資原則）といった世界的な投
資家団体に加盟しています。 また、 UK Corporate Governance Forum（英国コーポレートガバ
ナンスフォーラム）の一員でもあり、2017年3月には英国の主要な資産運用会社各社を招待し、 フォー
ラムを主催しました。
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Annual Stewardship Report 2017 Year End

19

協調的取り組みの事例

インベスター ・ スチュワードシップ ・ グループ（ISG）（米国）：グローバルな資産運用会社として、
そしてアセットオーナーとして、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは業界団体であるISG
の創設を主導し、 ISGは2017年1月に米国市場におけるスチュワードシップ原則およびコーポレート ・
ガバナンス原則を制定しました。 ISG原則は、 世界の大手機関投資家と数年にわたる共同作業の結
晶であり、 米国市場で統一したガバナンス基準を設けると同時に、 スチュワードシップ原則を通じて自ら
も説明責任を担うことを目的としています。 ISG原則は2018年1月1日に発効しました。
ISG原則の公表後、 当社はISGが制定したスチュワードシップ原則の順守に関する具体的な意思表
明を発表しました。 また、 2018年の発効日に先立って進められているISGガバナンス構造の制定にお
いても積極的に関与しています。
ISGガバナンス原則が2018年1月1日に発効するのに合わせ、 ISGが定めた 「順守せよ、 さもなけれ
ば説明せよ（Comply or Explain）」 の基準を満たすよう企業に責任を求めていくことを発表しました。
これまでにISGの6原則を網羅したISG順守評価基準と、 それに基づく13の議決権行使ガイドラインを
策定しており、 今年はISG順守評価基準をS&P500指数構成銘柄に試験的に適用する予定です。
当社は、 複数の原則を順守せず、 またその理由を開示やエンゲージメントによって十分な説明がなされ
ていない企業に対し、 議決権行使を通じて責任を求めていく意向です。 当社のアプローチの詳細はウェ
ブサイトからご覧いただけます。
ISGコーポレート ・ ガバナンス原則
1

取締役会は、 株主に対して説明責任を負う。

2

株主は、 経済的持ち分に比例した議決権を行使する権利が付与されるべきである。

3

取締役会は、 株主に応対し、 株主視点を理解するために積極的であるべきである。

4

取締役会は、 強力で独立したリーダーシップ構造を持つべきである。

5

取締役会は、 その有効性を高めるための体制と慣行を採用すべきである。

6

取締役会は、 企業の長期戦略に沿った経営インセンティブ体制を構築すべきである。

ISGに関する詳細な情報については、 isgframework.orgを参照のこと。

英国コーポレート ・ ガバナンス改革（英国）：当社は、 所属するInvestment Association（投
資協会）のミーティングに参加し、 英国政府が提示したコーポレート ・ ガバナンス改革に関する政策提
案書（グリーンペーパー）について他の投資家と意見交換を行いました。 当社はグローバルな投資家と
して、 米国、 オーストラリア、 欧州といった世界の主要市場での積極的なエンゲージメントおよび議決
権行使プログラムの経験に基づき、 英国のコーポレート ・ ガバナンスの現状について意見を述べた上で、
グリーンペーパーに書かれていた提案に対し、 政府が進める改革を促進する代替ソリューションを提案し
ました。
さらに、 アセット ・ スチュワードシップ ・ チームと運用チームはグリーンペーパーについて議論し、 それぞれ
の考え方について共有しました。 2017年2月、 コーポレート ・ ガバナンス改革に関するグリーンペーパー
に対する当社の意見を提出し、 米国ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズのウェブサイトに
掲載しました。

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

20

ステート ・ ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズの
スチュワードシップ ・
プログラム

State Street Global Advisors

当社の方法：
セクター別、
テーマ別の
優先事項

セクター別の注目点

テーマ別の注目点

議決権行使に
おける注目点

マクロ経済環境の進展、 新た
なESGの ト レ ン ド、 顧 客 の
フィードバックに基づいて、 エン
ゲージメントを推進するための
戦略的な優先事項を毎年策
定する

投資先企業の長期的価値に
最も重大な影響を及ぼすESG
テーマのトピックを特定するリス
クベースのアプローチ

長 期 的 価 値 創 造 の た め に、
当社にとって重要な主な問題
点を特定する
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世界中の何千もの上場企業に投資し、 インデックスファンドを運用す
る資産運用会社にとって重要な課題は、 保有銘柄に対し積極的な
監督を行うことです。 従って、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ ア
ドバイザーズは、 スチュワードシップ活動の質を向上させ、 年間の活
動範囲を決定するために設計された一連の戦略的優先事項に基づ
いて、 毎年スチュワードシップ ・ プログラムを開発しています。 スチュ
ワードシップにおける優先事項を特定することで、 顧客にとって重要
な、 セクター別またはテーマ別のESG問題へのエンゲージメントを計
画し、 積極的に焦点を当てることができます。 当社は、 前年に受け
取った顧客からのフィードバック、 新たなESGのトレンド、 さらにマクロ
経済環境や規制環境の進展など、 複数の要因に基づいて優先順
位付けを行っています。
テーマ別のESGの問題に加えて、 毎年 「深堀り」 セクターとして2、
3のセクターにスポットライトを当てています。 これにより、 長期戦略、
パフォーマンス、 ESG問題などに関して、 積極的に企業をモニタリン
グし、 エンゲージメントを行うことができます。 さらに、 セクター内の世
界的保有状況をレビューすることによって、 当社の保有銘柄に影響
を及ぼす事業やESGのトレンドを特定することができ、 大手機関投
資家からのフィードバックや指示を求める企業の取締役会や経営陣
に対して、 より良いインプットを提供することができるようになります。
セクターに対するエンゲージメントから得られた洞察は、 当社のプレゼ
ンテーションや 「年間スチュワードシップ報告書」 を通じて顧客と共
有します。
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当社の2018年の
スチュワードシップ活動に
おける全般的な
戦略的注目分野
セクター別の注目点
小売（食品、 アパレル、 配送）

変化する消費者の嗜好や台頭するテクノロジーは、 引き続き従来のビジネスモデルにディスラプション（破壊的変化）を引き起
こしており、 消費者ニーズに対応する小売企業にとって機会と課題の両方を生み出しています。2015年のセクターレビューのフォ
ローアップとして、 将来の成功を導くためにセクター内でどのようなポジション取りを行っているかを理解するために、 企業とエン
ゲージメントを行います。

製薬

2014年のセクターレビューを足掛かりに、 オーダーメイド医薬品、 ビッグデータへの依拠、 ジェネリック薬メーカーの成長の影響を
受けて変化している業界環境の下、 取締役会が長期的に事業をどのように舵取りしているかを理解するために、 企業とエン
ゲージメントを行います。

素材

長期的な戦略とESGの問題について議論するために、 アルミニウムや鉄鋼など金属全般に関連した鉱山や鉄鋼企業に加え
て、 化学メーカーや林産品会社に対してエンゲージメントを行います。 その際、 関税、 サプライチェーンに関わる課題、 環境管
理、 気候変動といったセクター固有の重要性がある、 幅広いESGトピックについてエンゲージメントを実施します。

テーマ別の注目点
インベスター ・ スチュワードシップ ・
グループ（ISG）のコーポレート ・
ガバナンス原則

当社はISGの創設メンバーとして、 S&P500指数構成企業における現在のガバナンス慣行がISGコーポレート ・ ガバナンス原
則とどのように整合しているかを理解するために、 企業に対してエンゲージメントを行います。 当社は取締役会のリーダーシップ
構造に関し、 69社に対して72件のエンゲージメントを実施しました。 また、 米国企業で、 独立した取締役会会長を任命す
べきとする44件の株主提案について議決権を行使し、 そのうち30％の提案に賛成しました。

ジェンダー ・ ダイバーシティ

当社は引き続き、 重要な市場における取締役会の質の向上に焦点を当てており、 企業が考え方や背景の多様性をどのよう
に取締役会にもたらすかを理解するためにエンゲージメントを行います。 また、 企業が経営陣全体で多様性をどのように推進し
ているかを理解し、 ジェンダー ・ ダイバーシティの慣行や指標に関する情報開示をレビューするために、 企業とエンゲージメントを
行います。

報酬戦略

当社は、 人材に対する全般的なアプローチに加えて、 報酬戦略が長期的な価値創造に対してどのように支持 ・ 貢献している
かを理解するために、 企業とエンゲージメントを行います。

気候変動報告

当社は4年をかけて精査した結果、 気候リスクを長期戦略に取り入れている手法を投資家に効果的に提示できる企業がほと
んどないことが分かりました。 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に対応するための支援策として、 当社
は企業に対して気候関連報告書の質をレビューし、 気候関連リスクを取締役会が監督する仕組みを理解するため、 エンゲー
ジメントを行います。

持続可能性と長期戦略

当社は持続可能性へのアプローチを理解するために、 企業に対してエンゲージメントを行います。 これには、 企業が重要な
ESGの主要業績評価指標（KPI）をどのように認識し、 どう評価し、 長期戦略に取り入れるか、 また、 そのプロセスを株主に
どのように伝えるかが含まれます。

議決権行使における注目点
ジェンダー ・ ダイバーシティ

「恐れを知らぬ少女」 キャンペーンの成功（詳細については44ページを参照）を足掛かりに、 2018年には、 取締役会におけ
る多様性という点において大きな問題を抱えるカナダと日本の企業に対してエンゲージメントを行います。 日本では、 TOPIX
500構成企業の50％以上で女性役員が1人も取締役会におらず、 カナダでは10社中4社で取締役会における役員の性別
が偏っていました。 そのため、 当社のジェンダーに関する議決権行使ガイドラインの適用を日本とカナダの企業に拡大し、 2018
年は新たに1,700社に対するエンゲージメントを目指します。

米国、 英国、 オーストラリア、
欧州の企業におけるコーポレート ・
ガバナンス原則に対する準拠

ISGガバナンス原則が2018年1月1日に発効するのに合わせ、 当社はISGが定めた 「順守せよ、 さもなければ説明せよ」 の
基準を満たすよう企業に責任を求めていくことを発表しました。 これまでにISGの6原則を網羅したISG順守評価基準と、 それ
に基づく13の議決権行使ガイドラインを策定しており、 今年はISG順守評価基準をS&P500指数構成銘柄に試験的に適用
する予定です。 当社は、 複数の原則を順守せず、 またその理由を開示やエンゲージメントによって十分に説明していない企業
に対し、 議決権行使を通じて責任を求めていく意向です。
ISGが設定したのは米国市場におけるガバナンスの最低限の期待値であり、 同様の基準は他の市場でも以前から設定されて
います。 グローバルに資産運用を行う当社は、 英国、 オーストラリア、 EUのコーポレート ・ ガバナンス ・ コードに沿った原則準
拠基準を策定し、 積極的に評価し、 最低限のガバナンス期待値を満たしていない企業を特定し、 エンゲージメントを行ってい
く意向を持っています。

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

23

セクター別の
注目点

保険
保険会社のビジネス戦略の中で、 低金利、 消費者行動の変化、
デジタル化、 気候変動、 進化するガバナンス構造から生じる課題に
対応して、 取締役会がどのように企業を導いているかを理解するため
に、 当社は保険会社に対してエンゲージメントを行います。
エンゲージメントの際のトピック
経営戦略
気候変動戦略
破壊的なテクノロジー

エンゲージメントを実施した企業数

34

ビッグデータ／デジタル化
取締役会のリーダーシップと監督

保険セクターにおける
ESGリスクに対する
当社の見方

過去数年間、 低金利環境の長期化は保険会社にとって課題となっています。 そのため、 多くの企業
はデジタル化時代への移行を進めつつ、 コスト削減策の実施を強いられています。 デジタル化の進展に
伴い、 取締役会はデータの個人情報の保護やサイバーセキュリティに関わる懸念に焦点を当てました。
さらに、 特に米国における活発なハリケーンシーズンは、 気候パターンの変化による危険性を実証しまし
た。 これは、 損害保険会社や再保険会社だけでなく、 生命保険会社や医療保険会社でも、 気候
変動などの環境要因をリスクモデルに組み込むために、 リスクシステムを改善する必要があることを浮き
彫りにしています。 欧州では、 ソルベンシーⅡは、 特に低金利が続く中で、 欧州の保険業界で引き続
き最も関心のある事項となっています。 資本効率の向上は依然として取締役会にとって優先順位の高
い課題です。 最後に、 ビッグデータの拡大 ・ 普及によって従来の保険モデルにディスラプションが生じる
可能性がありますが、 これは新たなオンライン保険会社の参入や地域協同保険モデルの促進に繋がる
ことになります。
このような市場状況にあって、 保険会社の取締役会は、 複雑な規制環境の中で指導力を発揮するよ
うな規制関連の経歴と同時にデジタル化の知識や経験を持つ取締役を模索していることを当社は見出
しました。 次ページでは、 保険会社の取締役会が直面している長期的なESG関連の課題を特定しまし
た。
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気候変動：一部の取締役会が具体的で意味のある行動（保険商品の価格設定の変更、 収益源
の多様化、 地域分散の多様化）を進めている一方で、 影響を軽減するための重要な行動を起こすこ
ともなく、 ただリスクについて話し合っているだけの取締役会もあります。 例えば、 国レベルでは、 欧州の
保険会社は、 よりクリーンなエネルギーへの移行を促進するために積極的な役割を果たし、 保険引受
業務や投資業務の中で石炭に内在する気候関連リスクを反映させています。 これらの保険会社に対
する当社のエンゲージメントの結果として、 新たな石炭発電所建設プロジェクトに保険を提供しないこと
を選択した保険会社や、 事業の50％以上を石炭に依存している企業への保険提供を中止した保険
会社があったことに注目しています。

取締役会にとっての
長期的な課題

一方、 当社は、 米国の保険会社が、 気候変動に伴う課題への対応に関する情報開示が遅れている
点に注意しています。
今後、 保険会社が自ら公表した目標や戦略にどのように到達したかを深く理解するために、 TCFDなど
のイニシアチブに沿って保険会社が気候リスク関連の開示を改善する方法についても評価します。 また、
これらの目標を達成するために必要な計測 ・ モニタリング機能の強固な体制についても検討します。
ビッグデータ：ビッグデータによって、 保険会社はビジネスモデルを再構築し、 新しいチャネルを通じて新
規顧客を獲得し、 重要な顧客体験を創出する機会がますます増えています。 企業とのエンゲージメン
トの中で、 一部の保険会社は、 保険関連のテクノロジーや人工知能への投資がコストを削減し、 効
率を高め、 顧客体験を向上させるだけでなく、 新規参入の脅威から守る役割も果たしていることを強
調しました。
一方、 当社のエンゲージメントでは、 真に差別化した戦略を持っている保険会社を、 投資家が外部か
ら特定することは依然として困難なことが浮き彫りになりました。 そのため、 保険会社の取締役会は、
デジタルイノベーションやビッグデータからもたらされる潜在的なリスクと戦略的な機会を積極的に評価し、
伝えるべきだと当社は考えているほか、 適宜、 これらが長期戦略や資本配分の決定にどのように取り入
れられているかについても同様にすべきだと考えています。
報酬体系：報酬体系は、 経営者に対するインセンティブが長期の経営戦略とどのように連携している
かを示す重要な指針を提供します。 欧州では、 欧州の株主権利指令（欧州全体で報酬開示基準
を調和させるためにEUが2017年に導入した立法措置）が導入されたことを受けて、 取締役会はマル
ス（malus）やクロウバック（clawback）といった事後的に報酬を減額 ・ 返還できる制度を含む新
たな報酬制度を導入し始めたことがわかりました。
より一般的には、 米国で長期的な報酬の拠り所として1株当たり利益（EPS）に過度に依存している
点は、 金利に対する企業利益の感応度を考慮すると懸念事項であると、 当社は指摘してきました。
欧州では、 長期的なインセンティブ基準として保険料収入目標を使うことがいまだに定着しています。 し
かし、 このアプローチは、 役員報酬と事業戦略との間に強い連動性を常に提供するとは限らないと認識
しています。
従って、 投資先企業に対してエンゲージメントを行う際に、 各社の報酬委員会が経営陣と株主に示し
た長期戦略との整合性を高める指標を使用することを、 当社は推奨してきました。
当社は、 企業が利益成長を追求することを確実にするためには、 自己資本利益率（ROE）や投下
資本利益率（ROCE）などの収益を基準とした指標を活用することの重要性も強調しました。
最後に、 現在の保険業界におけるイノベーションの育成やリスクとコンプライアンスの管理の重要性を踏
まえ、 当社は取締役会に対して、 経営幹部の報酬基準にいくつかの業務遂行および文化面の尺度
（例えば、 訴訟や従業員の離職）を組み込むことを検討するよう求めました。
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セクター別の
注目点

不動産投資信託（REIT）
REITが世界産業分類基準（GICS）における大分類として、 新た
に11番目の部門となったことを受けて、 当社は長期的な経営戦略
に加え、 ガバナンスや報酬体系、 ジェンダー ・ ダイバーシティ、 環境
管理などのESG問題について議論するため、 世界のREIT企業とエ
ンゲージメントを行いました。
エンゲージメントの際のトピック
経営戦略
株主権
持続可能ビルディング慣行

エンゲージメントを実施した企業数

53

外部運用か内部運用か
報酬

REITに対する当社の見解

2017年の当社と取締役会との対話では、 REIT構造の進化の広がりと、 それがREITの長期的なガ
バナンス構造や報酬体系に与える影響に焦点を当てました。 2017年にREITを優先的にエンゲージメ
ントを行うセクターとするまでの数年間、 当社は株主権、 ガバナンス構造、 報酬慣行の不備をめぐる
懸念について、 エンゲージメントを行っていました。 数年前まで、 REITの取締役会はこれらの問題につ
いて株主と関わった経験はほとんどありませんでした。 REITセクターのESG問題への関心の高まりは、 イ
ンデックス投資の拡大に沿った動きですが、 インデックス投資の拡大は緩やかながらもREITの株主構成
の変化に繋がりました。 株主構成が変化した結果、 かつては主にアクティブファンドのマネージャーと個人
投資家であった株主が、 ガバナンス構造と長期的な株主権に重点を置く大型インデックスファンドに移
行しました。 こうした変化を受けて、 REITの取締役会は新たな株主のESGに対する期待に応えようと
しています。
米国：REITは外部運用から社内運用に移行しています。 外部運用型REITは、 日々の運用 ・ 管
理業務を外部マネージャーに委託しており、 会社が直接雇用している従業員はいないか、 いてもごくわ
ずかです。 対照的に、 社内運用型REITには、 ポートフォリオの運用に携わる運用チームと専任のスタッ
フがいます。
外部運用型REITの場合、 費用として外部マネージャーに支払われる運用報酬だけが開示されるケー
スが多くありますが、 外部マネージャーは多くの場合上場REITの関係者であり、 運用報酬の配分に関
する詳細情報がないこともあるため、 開示に懸念が残る可能性があります。 この構造は、 多くのREIT
にサービスを提供している外部の運用専門家を活用することでコストを抑えられるため、 小規模のREIT
にとって有益です。 一方、 社内運用型REITの構造は、 社内スタッフを抱える利点が、 別にプールされ
たリソースによるコスト削減効果を上回るため、 大規模のREITに好まれる傾向があります。 株主の立
場からすると、 社内運用型REITは外部運用型REITと比較して、 コスト、 関連当事者取引および報
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酬体系に関してより多くの情報を開示していることになります。 REITの資産が増加するにつれて、 上場
REITの一部で外部運用から社内運用に移行する事例が散見されました。 透明性が向上した結果、
取締役会の質の改善、 報酬の減額、 株主の権利向上を求める投資家からの圧力が生じています。
ただし、 このトレンドは日本とは全く対照的です。 日本では規制当局によって社内運用のREITは法律
上認められた構造ではないため、 外部運用のREITが標準となっています。
欧州：欧州のREITの場合、 特にショッピングモールに特化したREITにとって、 テロのリスクも重大な問
題であることが議論の際に強調されました。 このため、 地方および国の治安当局との緊密な協力、 監
視装置や検査機器の使用の増加、 セキュリティ対策の強化、 情報の共有、 脅威が迫った場合に全
ての現場関係者が効果的に対応して警戒に当たるためのテナントスタッフの訓練を含む、 具体的な方
針の策定に繋がりました。
持続可能性：最後に、 環境要因に関し、 REITはコストを削減し、 潜在的に長期にわたる運営管理
の効率化を図る有効な手段として、 持続可能ビルディング慣行を継続的に取り入れていますが、 第三
者の認証があっても、 必ずしも賃料にプレミアムとして反映されているわけではありません。

取締役会にとっての
長期的課題

変化する投資家層の期待に対応するための株主権の改善：米国REITの取締役会に対するエン
ゲージメントでは、 多くのREITが任期別取締役（classified board）の採用、 株主による内規修
正の制限、 買収防衛策の適用を含め、 株主権を制限する慣行を引き続き採用していることから、 こ
れらの点が議論の俎上に上りました。 例えば、 メリーランド州に登記された大半のREITでは、 条項を
廃止する選択肢があるにもかかわらず、 メリーランド州敵対的買収法（MUTA）に基づいて自らの取
締役を一方的に任期別にできる状態が続いています。 多くの取締役会は、 この慣行に対する投資家
の反対に驚いていたように見受けられましたが、 エンゲージメントの中で、 多くのREITは当社の懸念に
対処することを示唆しており、 来年にかけてこれらの問題の進捗状況をモニタリングしていきます。
持続可能ビルディング慣行（グリーンビルディング認証）のメリットの戦略的な活用：REITはコスト
削減のために環境に配慮した 「グリーン」 なビルディング慣行を推進していますが、LEED（米国のグリー
ンビルディング協会の環境配慮型ビル認証システム）やCASBEE（日本の建築環境省エネルギー機
構（IBEC）が運営する建築環境総合性能評価システム）といった第三者のグリーンビルディング認証
を適切に活用して、 魅力的な賃料プレミアムを生み出す販売戦略をほとんど策定していません。 賃料
プレミアムがない場合、 そのような認証は、 環境への影響に対する意識が高いミレニアム世代が運営す
るテナントや、 ミレニアム世代を狙ったテナントに対して訴求することになります。 さらに各REITは、 取締
役会のガバナンスの開示と持続可能性慣行のモニタリングに関して、 改善する必要があります。
外部運用REITの開示の改善：2017年のREITに対する当社のエンゲージメントの70％は、 世界
最大の市場規模がある米国で行いました。 一方、 日本と欧州で新たに上場したREITに関しては、 外
部運用型REITで、 グローバルなベストプラクティスをよく反映した運用体制と手数料体系のトレンドの
増加が、 最近見られました。
当社は、 欧州の新たな外部運用型REITの一部がより良いガバナンス慣行を採用し、 投資家の期待
に応えるために詳細な情報開示を行っていることを歓迎しています。 一方、 米国の外部運用型REIT
の取締役会に関しては、 ガバナンス構造や報酬体系に加えて、 外部の運用者と株主との間の潜在的
な利害対立を取締役会が管理できることを、 株主に示す必要があると考えています。
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セクター別の
注目点

メディア
当社は、 消費者が選択できるメディアが増えたことと、 それによる既
存ビジネスや長期戦略への影響を議論するために、 企業に対してエ
ンゲージメントを行いました。さらに、 このセクターに特有の所有構造、
取締役会の構成、 報酬の問題についても議論しました。
エンゲージメントの際のトピック
経営戦略
所有構造
経営陣の報酬体系と金額

エンゲージメントを実施した企業数

19

ビッグデータ分析
取締役会のリーダーシップと監督
規制環境

メディアセクターに対する
当社の見方

一般的にメディアセクターに属する企業は、 デジタル経済の中で存在価値を誇れるように、 事業変革に
取り組んでいる最中です。 印刷関連、 新聞社、 ケーブルテレビ事業者を含むこのセクターの企業は、
革新的な技術によって仲介業者が不要となるような、 従来のビジネスモデルが一変するディスラプション
と戦っています。 メディア企業は、 消費者が異なるプラットフォームを通じたコンテンツへのアクセスを選択
していることや、 Netflix、 Hulu、 Amazon Videoといった新規のオンラインプレーヤーとの競争を背景
に、 契約件数の減少や消費者の価格意識と戦っています。 同時に、 企業はコンテンツの制作や新た
なテクノロジーを取り入れるために多額の資本投資が必要です。 こうした圧力から、 市場では大規模な
統合 ・ 再編に繋がっています。
この移行局面を複雑にしているのは、 市場で展開されているビッグデータの活用やデータの個人情報保
護、 セキュリティに関する議論です。M＆Aや戦略的成長に影響を与えうる最近の規制当局の決定が、
中期的にセクターにとって大きな問題を生む可能性があります。
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取締役会にとっての
長期的な課題

ビッグデータ分析が引き起こすディスラプション：ビッグデータおよびデータ分析の継続的な成長によって
メディア企業が効果的にターゲットを設定し、 広告収入を得られるようになる点が、 取締役会との議論
における焦点でした。 当社は、 消費者ニーズを追跡しコンテンツに関するより良い投資決定を促進する
ツールとして、 取締役会がビッグデータの価値を認識していることが分かりました。 しかし、 重要な課題
は、 複数の配信プラットフォーム全体にわたりカスタマイズされた顧客体験をどのように作り出すかという点
です。 ビッグデータに対する取締役会の監督機能の強化は長期戦略にどのように関連するか、 そして将
来の投資判断の潜在的なリスクや事業機会にどのように関係するのかという点で、 株主により多くの情
報を開示する必要があると当社は考えています。
M&Aや成長プランにおける、 価格決定に関する規制リスク：メディア企業は、 技術面でのディスラプ
ションの増加と消費者の視聴習慣の変化に直面する中、 M＆Aを検討する際に規制上の不確実性を
検討することが多くなっています。 メディアセクターの再編では、 コンテンツプロバイダー、 ディストリビュー
ター、 そしてテクノロジー企業が将来の価格決定力に重大な役割を果たすとみられる、 配信とコンテン
ツ（とその制作）の統合について、 ますます重点が置かれています。 多くのメディア企業の合併には国
境を越えた影響があるため、 米国外に波及する追加的な効果をもたらしています。
2017年12月、 米連邦通信委員会（FCC）は、 従来インターネットサービスプロバイダー（ISP）に
対し全てのデータを同等に取り扱うよう求めていた 「ネットの中立性」 を廃止すると決定しました。 この
ことはメディアセクターにおける一部企業の戦略的成長に影響を与える可能性があります。 優先順位の
高いコンテンツパートナーのデータを優先したり、 競合相手と見なされる企業のデータを制限したり、 優
先アクセスのために高い料金を要求したりすることで、 ケーブルTV企業は勝者と敗者を選ぶことができる
ため、 FCCのネット中立性に関する決定は、 ディスラプションを引き起こす可能性があります。 そのため、
取締役会は、 企業の成長とM＆Aに関する経営戦略について規制面の影響をレビュー ・ 評価する必
要が高まっていると当社は考えています。
デュアルクラス株式構造で悪化した高い報酬水準と才能ある人材に対する世界的な獲得競争：合
計報酬額の高さが引き続き当セクター独自の課題となっています。 世界規模での合併やセクター全体
の縮小によって、 全ての国 ・ 地域でメディア企業の報酬水準は高まりました。 米国大手メディア企業の
デュアルクラス株式構造により、 少数株主は議決権行使を通じて報酬の伸びを抑制することができませ
ん。 その結果、 英国、 欧州、 オーストラリアのメディア各社も、 才能ある人材に対する世界的な獲得
競争を経営幹部への高い報酬の理由として挙げています。 多額の報酬に加えて、 業績目標に関する
開示不足や全体的な報酬体系の妥当性について、 当社は懸念しています。
台頭するリスク：政治に関するフェイクニュース、 職場における不祥事、 顧客データの使用：オンラ
イン上で強い影響力を持つメディア企業を中心に、 取締役との最近のエンゲージメントの中で、 企業の
レピュテーションやビジネスに対する新たなリスクとして、 フェイクニュースの脅威を認識し始めている点が強
調されました。 同時に、 フェイクニュースは信頼性の高いニュースにアクセスするプレミアムチャネルを消費
者に提供する機会も作り出しています。 さらに取締役会は、 世間の耳目を集める性的嫌がらせや不祥
事に関連する複雑な状況や課題に対処するための明確なプロセスを整備する必要性に取り組んでいま
す。 さらに、 個人データやブラウザ情報の利用、 さらに個人情報保護の枠組みに関連する欧州の一
般データ保護規制に対する顧客の懸念も、 取締役会が和らげる必要があるリスクです。
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テーマ別の注目点

取締役会のリーダーシップ
2016年に発表した 「独立取締役会のリーダーシップに関するガイド
ライン」2のフォローアップとして、2017年も当社は、 全体のリーダーシッ
プ体制と取締役会の構成が戦略全体とどの程度一致しているかにつ
いて、 引き続き企業に対してエンゲージメントを行いました。 2017
年に、69社と取締役会のリーダーシップ構造に関し、72件のエンゲー
ジメントを実施しました。 また、 米国企業で、 独立した取締役会会
長を任命すべきとする44件の株主提案に議決権を行使し、 10件
の提案を支持し、 3件は棄権し、 31件に対しては反対票を投じま
した。 このような提案があった米国企業数社について、 当社は筆頭
の独立取締役に対しその役割と責任に関して以前エンゲージメントを
行っていました。 これらの企業では、 以前のエンゲージメントに従って
当社の行使判断を伝えました。
エンゲージメントの際のトピック

エンゲージメントを実施した企業数

取締役会と主要委員会に対する独立した監督機能
取締役会の有効性、 スキルおよび経験
取締役会の刷新と継承計画プロセス

69

ジェンダーによるスキルと多様性
ガバナンスのフレームワークと筆頭の独立取締役の
役割

以下の項目は、 当社が議決権行使判断を行う際に検討した要素です。

State Street Global Advisors

•

筆 頭の独立取締役の役割と職務内容に関する株主総会用資料（proxy statement）での
開示

•

筆頭の独立取締役を中心に、 取締役の役割と責任に関する企業に対するエンゲージメントの質

•

 社ガイドラインを踏まえての開示内容の見直しや筆頭の独立取締役の役割の強化に対する企
当
業のコミットメント

•

前年の当社のエンゲージメントと議決権行使に対する各社の反応

2

WSJ.com、 ブルームバーグ、 Pensions & Investments、 CNBC 2018年3月

Annual Stewardship Report 2017 Year End

30

取締役会のリーダーシップに
対する当社の見解

米国：過去2年間で、 多くの企業が当社のガイダンスに沿って筆頭の独立取締役の役割を正式なも
のにしたことが分かりました。 そのため、 取締役会会長と最高経営責任者（CEO）の職務分離を求
める株主提案に対する当社の支持は、 全体としては低下しました。 最も重要な改善点は、 経営戦略
への関与は職務上の責任であると明示的に特定することで、 筆頭の独立取締役の役割を企業が強
化したことでした。
欧州：エンゲージメントを通して、 欧州のほとんどの企業の取締役会は、 会長や筆頭の独立取締役
の職務上の責任を明確に開示していないことが分かりました。 当社の効果的な取締役会のリーダーシッ
プに関するガイダンスは、 欧州企業の取締役会が独立性と株主に対する説明責任を強化するのに役
立つと考えます。 当社は、 2018年版のガイダンスに照らして、 取締役会でのリーダーシップの役割を評
価することを始める予定です。
成 功 例 ：2017 年 に 当 社 は、 筆 頭 の 取 締 役 の 責 任 と 役 割 を 深 く 理 解 す る た め、 Allstate
Corporationに対してエンゲージメントを行いました。 当社はエンゲージメントの一環として、 筆頭取締
役の役割に関する公開情報の拡大を要請しました。 2017年4月にAllstateは、 筆頭取締役の役割
と責務に関する詳細情報を公表しました。 これには、 筆頭取締役が独立取締役会を招集する権限が
含まれており、 これによって筆頭取締役がCEOの業績や継承計画などを議論に取り上げやすくなること
から、 当社は歓迎しています。
また、 当社が多年にわたってエンゲージメントを行った結果、 American Airlinesは筆頭取締役の役
割を制度化することを約束しました。 これを受けて同社は内規やガバナンスのガイドラインを改訂し、 筆
頭取締役の役割と責任を具体的に成文化したほか、 筆頭取締役の任命には独立取締役の賛成を
必要とする特定の条件を導入しました。
取締役会のリーダーシップに関して、Ralph Laurenに対してもエンゲージメントを実施しました。当社は、
会長が独立取締役ではなく、 会社がコントロールされている状況に鑑みて、 筆頭の独立取締役を任
命し、 取締役会の独立したリーダーシップを強化するように求めました。 その結果、 同社はその年に筆
頭取締役を任命し、 その役割と責任について確固とした内容を公表しました。
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テーマ別の注目点

取締役会の構成とジェンダー ・ ダイバーシティ
2017年は前年に引き続き、 当社の投資先企業に対して、 取締
役会の刷新と秩序ある取締役継承の必要性について意識を高める
ように働きかけを行いました。 変化する経済環境において会社を監
督するために必要なスキルと専門知識を、 取締役会の刷新を通じ
てどのように取り入れているかを理解するため、 これらの企業に対して
エンゲージメントを行いました。 また、 取締役や経営陣の円滑な交
代を確実にする、 確固とした取締役評価プロセスや役員の継承慣
行の必要性についても議論しました。 さらに、 当社の 「恐れを知ら
ぬ少女」 キャンペーン（詳細については44ページ参照）の開始に
合わせて、 企業が役員の継承計画プロセスの中でどのようにジェン
ダー ・ ダイバーシティの優先度を高め、 取り入れていくかを把握するこ
とを、 注目ポイントに加えました。 経営陣があらゆるレベルでどのよう
にジェンダー ・ ダイバーシティを推進しているかを理解するためにエン
ゲージメントを行い、 企業の開示がどのくらい多様性の慣行と指標を
促進させたかをレビューしました。
エンゲージメントの際のトピック

エンゲージメントを実施した企業数

取締役会と主要委員会に対する独立した監督
取締役会の有効性、 スキルおよび経験
取締役会の刷新と継承計画プロセス

123

ジェンダーによるスキルと多様性
ガバナンスのフレームワークと筆頭の独立取締役の
役割

取締役会の構成に対する
当社の見解
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取締役会の刷新と取締役会の構成：2014年に採択されて以来、 当社の取締役の在任期間に関
するガイドラインは、 米国企業の取締役会に取締役のスキルと専門知識を刷新し、 秩序だった継承を
計画することを促すのに非常に効果的なものとなっています。過去4年間にわたり、 書簡によるキャンペー
ンや個別のミーティングを通じて、 取締役のスキルや専門知識を思慮深く適切なタイミングで刷新する
必要性について、 当社は1,600件以上のエンゲージメントを行ってきました。 さらに、 当社は1,026社
で議案に反対しましたが、 そのうちの34％（351社）が、 当社のエンゲージメントと議決権行使に対
応して取締役会の刷新を行いました。 刷新が不十分であることを理由に、 2017年には世界で359社
の736人の取締役の再任案に反対しました。
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ジェンダー ・ ダイバーシティと取締役会の構成：企業の取締役会は、 女性を委員長や委員会の委
員に任命することが、 取締役会レベルでのジェンダー ・ ダイバーシティに関する幅広い取り組みを促進す
るのに役立つと評価し始めています。 今では、 より多様な候補者を求めて人材紹介会社に依頼する
企業もあります。
例えば、 ある米国企業に対する最近のエンゲージメントの中で、 同社は取締役会レベルでのジェン
ダー ・ ダイバーシティを促進する手助けとなるように、 指名／ガバナンス委員会の委員長に女性を起用
したと述べました。
別の事例として、 当社は、 経営戦略、 多様性、 取締役会のリーダーシップに関して、 ある素材企業
に対してエンゲージメントを行いました。 同社は、 3人の女性役員の1人を将来の筆頭の独立取締役と
認識していました。 また、 従来の人材紹介会社が十分に多様な候補者リストを提供していないと感じ
たため、 新たに役員の人材紹介会社を使い始めました。
経営陣におけるジェンダー ・ ダイバーシティ：取締役会の構成とジェンダーに関する当社のエンゲージメ
ントでは、 社内のジェンダー ・ ダイバーシティ慣行に関する情報開示を行っている企業がほとんどないこと
が浮き彫りになりました。 この開示不足は、 取締役会レベルで多様性を高めるためのメカニズムとしての
「割り当て」 が、 指導的立場の女性や経営上層部レベルでの女性の増加に有効に繋がっていないこと
を示唆しています。
役員クラスで女性の候補者を増やすことは、 外部の非常勤役員候補者の多様性を高めるための道筋
として役立つため、 重要です。 しかし、 ジェンダー ・ ダイバーシティに前向きの変化を及ぼすために当社
が影響力や議決権を行使する能力は、 企業の開示不足や透明性の欠如によって妨げられています。

データの質による取締役会の
多様性に対する
エンゲージメントの限界

ブルームバーグのデータによると、 ストックス欧州600指数構成企業では、 経営上層部に占める女性の
比率は平均でわずか14％、 取締役会の女性比率の平均は27.5％です。 米国では、 S＆P500指
数構成企業の経営上層部ではやや良好で、 女性比率は平均18％になっています。 しかし、 取締役
会における女性比率は欧州よりも低く、 平均で21％です。
英国のFTSE350指数構成企業でも状況は同じです。 経営上層部に占める女性比率は平均でわず
か13.5％、 取締役会における女性比率の平均は22.5％です。 最後に、 オーストラリアのASX指数
構成企業では、 経営上層部の女性比率は平均16％、 取締役会での女性比率は平均22％で、 そ
れほど良くない数字であることが分かりました。
ジェンダー ・ ダイバーシティに関する質の高いデータは限られており、 一般に公開されているデータセットは
完全ではないと認識しています。 例えば、 ブルームバーグのデータでは、 経営層の異なるレベルでの多
様性について企業が体系的な報告を行っていないため、 多くの指標で多数の企業のデータが欠如して
います。
さらに、 経営上層部の女性比率が低いことのもう一つの説明が、 欧州企業の女性の非常勤取締役と
のエンゲージメントの中で指摘されました。 同氏は、 EUでは多くの女性はあるレベルの年功に達すると
経営から退き、 取締役会における専門役員になると述べました。 このことは、 経営層レベルの女性候
補者や取締役会の女性の質に影響を与えていると当社は考えています。 これは、 「割り当て」 システ
ムの予期せぬ結果であり、 取締役会における女性の数を増やしたものの、 企業や株主にとってコストを
もたらすものとなっています。

2018年に企業に対して
当社が期待すること
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透明性の向上は、 経営陣と取締役会が全ての管理職レベルでジェンダー ・ ダイバーシティを強化するた
めの方針や慣行の採用に焦点を当てるのに役立つと当社は考えています。 そのため、 投資先企業があ
らゆる管理職レベルでのジェンダー ・ ダイバーシティを開示することを期待しています。 さらに、 これらの問
題に関してストックス欧州600指数とFTSE 350指数を構成する企業のスクリーニングとエンゲージメント
を今年始める予定です。 エンゲージメントの中で、 多様性を促進する企業慣行を理解するよう努めてい
きます。
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テーマ別の注目点

気候変動
企業の排出ガス管理プログラム、 規制の変更に伴う予算や資本配
分決定への潜在的な影響、 気候関連の課題や株主決議に対処
する企業の備え、 そして経営戦略への影響を理解します。
エンゲージメントの際のトピック

エンゲージメントを実施した企業数

気候変動に対する戦略
気候変動に関連したリスクに対する取締役会の
ガバナンスと監督

108

シナリオテストとポートフォリオの柔軟性
技術への投資
排出ガス管理戦略
気候変動関連のレポーティングの質
公共政策に対するエンゲージメント
気候変動リスクの開示

2018年に企業に対して
当社が期待すること

気候変動は今後数年間にわたり、 当社にとって引き続き最優先のエンゲージメント課題です。 特に、
昨年6月に発表した 「効果的な気候変動の開示」 に関するガイダンスに照らして、 企業の気候関連
の報告の質に重点を置きます。 このトピックが当社の関心事である理由は、 気候関連の株主提案に
対する過去の議決権行使のほか、 サステナビリティ会計基準審議会（SASB）やTCFDなどが主導し
ている、 気候関連リスクのより良い開示に向けて世界的に継続している取り組みのためです。
企業慣行に関する公開情報をレビューすることに加えて、 当社はエンゲージメントの一環として当社の
議決権行使判断を引き続き企業に伝えます。 2017年に気候変動に関する決議を支持した企業に
対しては、 重大な進展を示したか進展を約束しない限り、 当社の前回の議決権行使に対する対応を
モニタリングし、 これらの決議を引き続き支持します。 さらに、 各企業が直面している気候関連リスクに
ついての見解や監視を深く理解するために、 この問題について独立取締役に対するエンゲージメントを
行う目的で当社の働きかけを強化する予定です。
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気候変動に対する
当社の見解

2017年に当社は、 気候変動をビジネスに対する他の重大リスクと同じ概念で捉えて検討した上で、
企業の取締役会に対して、 企業の資産や長期的な事業戦略が気候変動に対応できることを確実に
するよう、 引き続き要請しました。 しかし、 気候変動リスクを長期戦略にどのように組み入れているかを
投資家に効果的に伝えている企業はほとんどないことが分かりました。 このギャップを埋める手助けとして、
企業の気候関連の情報開示に役立つと思われるガイダンスを公表しました。 このガイダンスは、 企業や
他の投資家から高く評価され、 業界における気候変動に関する継続的な対話に貢献しました。
当社は公表したレポートの中で、 石油、 ガス、 公益事業、 鉱業セクターに属し環境に対する影響が
大きい企業に焦点を当て、 各企業に以下の情報開示を求めています。
1

気候リスクに対するガバナンスと取締役会の監督

2

温室効果ガス排出に関する長期目標

3

二酸化炭素排出権の平均価格と価格レンジの想定

4

長期的な資本配分の決定に対するシナリオ計画の影響

気候変動報告に関する当社のガイダンスは、 SASBやTCFDなどの組織による従来の開示を補完する
ものです。
図5
2017年における気候関連の
セクター別エンゲージメント

エネルギー
31%

素材
4%
REIT
4%
銀行
4%

保険
8%

公益事業
30%
その他
19%
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズのエンゲージメント ・ データベース
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気候リスクを軽減させている
企業が直面する課題

過去数年間に見られた最大の変化は、 大きな影響を受けるセクターでは、 企業の取締役の大半がこ
れまで以上に気候変動リスクについて理解を深めたことです。 彼らはリスクについて高いレベルで語れるよ
うになりましたが、 当該リスクに対する長期的な取り組みを明確に伝えることには、 依然として苦戦して
いるようです。
また、 企業が戦略に対して重大な影響を及ぼし、 投資家に情報提供できる確固としたシナリオ分析を
いまだ開発中であることも分かりました。 例えば、 2017年に米国の石油ガス企業数社は、 ２℃シナリ
オ（地球温暖化を２℃以下に抑制するシナリオ）に関する提案に対して株主から大きな支持を得まし
たが、 当該企業は、 技術上の改善ペースを見通しにどのように織り込むかはもちろんのこと、 ２℃シナ
リオの結果と整合性を持たせるために、 どのように前提を立てるのかに苦労しました。
取締役会がシナリオ予測を戦略的計画や意思決定に織り込む能力に対して、 問題をさらに複雑にし
ているのは、 以下をめぐる不確実性です。
どんな代替技術に投資するのか

影響をモニタリングするためにどのシステムを使うのか

決定の影響を計測するためにどの指標を使うのが最も適当か

戦略的な決定の効率性を評価するために3～5年の期間で
どの程度のROEが見込めるか

投資決定の金額とタイミング

気候変動に関する企業全般に対するエンゲージメントを通じて、 投資家にとって2つの課題が浮上しま
した。

全セクターにわたって
気候リスクに対処する必要性

1

当社の投資先企業の気候関連の開示や目標には、 設定した目標や戦略に対して、 どのように、 そしてなぜそこに至っ
たかに関する評価が含まれていなければならず、 また、 目標を達成するのに適切な測定 ・ モニタリング機能を確保する
必要があります。

2

石油 ・ ガスや公益事業など影響が大きいセクターの気候関連の開示に焦点を当てることは理解できるものの、 これらの
セクターだけに限定すべきではありません。

そのため、 2018年に当社は農業、 運輸、 保険といったセクターに対する気候関連リスクに焦点を当て
てスチュワードシップを拡大する予定です。 これらのセクターは気候関連の変化に明確に関連しているか
らです。 さらに、 これらの企業の上流および下流事業における二酸化炭素排出原単位を含め、 製品
ライフサイクル全体を見ていく方針です。

気候関連の株主提案に
対する当社の議決権行使

次ページの表1に、 2017年と2016年における２℃シナリオ提案に対する議決権行使の状況を示して
います。 2017年は80％の提案において会社に反対しました（前年は89％）
。 また両年において、 こ
のような提案を受けた7社全ての株主提案を支持しました。 一方、 ある会社については、 前年の当社
のエンゲージメントに対する対応が見られなかったため、 会社提案に対する支持から２℃シナリオ提案
への賛成に変更しました。 2017年に新たに提出された２℃シナリオの株主提案8件のうち、 5件
（68％）を支持しましたが、 Duke Energy、 DTE Energy、 Hess Corporationにおける当該提
案に対しては反対しました。 図6に、 株主議決権行使シーズン中の重要な環境関連の株主提案に対
する当社の行使結果を示しています。
2017年に株主提案が過半数の支持を得たのは、 Exxon Mobil Corporation（62.1％の株主の
支持）、 Occidental Petroleum Corporation（同65.7％）、 PPL Corporation（同56.8％）
だけでした。
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表1
ステート ・ ストリート ・
グローバル ・ アドバイザーズの
２℃シナリオ提案に対する
2016年と2017年の
議決権行使状況

図6
重要な環境関連の
株主提案に対する
ステート ・ ストリート ・
グローバル ・ アドバイザーズ
の議決権行使状況
反対

100

ステート ・ ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズの
行使状況（2016年）

ステート ・ ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズの
再提案に対する
行使状況

ステート ・ ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズの
2017年の新提案に
対する行使状況

会社に賛成

3

1

0

3

会社に反対

12

8

7

5

合計

15

9

7

8

会社への賛成比率（％） 20%

11%

0%

38%

会社への反対比率（％） 80%

89%

100%

62%

％
26

80

47

40

33

36

16

60

棄権
賛成

ステート ・ ストリート ・
グローバル ・
アドバイザーズの
行使状況（2017年）

20
33

58

20

64
47

20

15

*

サステナビリティ・
レポート︵提案 件︶

19

温室効果ガス排出
︵提案 件︶

15

その他の気候関連
︵提案 件︶

２℃シナリオ
︵提案 件︶

0

33

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズのエンゲージメント ・ データベース
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テーマ別の注目点

水資源管理
企業による水資源管理慣行や水資源管理の課題を理解するため
に、 業界リーダーとの意見交換を通じて新たなベストプラクティスを特
定し、 他の投資先企業に対するエンゲージメントの中で洞察を共有
します。
エンゲージメントの際のトピック

エンゲージメントを実施した企業数

水資源管理の戦略
水資源に関するリスク評価とストレステスト
コンプライアンスと規制

49

レポーティングの質
経営陣の専門知識とリソース
公共政策に対するエンゲージメント

水資源管理に対する
当社の見方

2016年以来当社にとって、 水はエンゲージメントの際の主要テーマになっています。 この問題に対する
投資家の意識向上と世界的な関心を反映して、 当社はこの問題に焦点を当てています。 例えば、 世
界の人口の40％が水不足の影響を受けているため、 水資源管理は 「国連持続可能な開発目標
（SDGs）
」 の17の目標の一つとなっています。
2017年には、 企業が事業の中で水資源をどのように管理し、 サプライチェーン全体で水資源管理慣
行を取り入れているかを理解するため、 エンゲージメントの際の焦点の範囲を拡大しました。 当社はベ
ストプラクティスに対する理解を深めるために、 SASBのマテリアリティ ・ マップで水が重大な問題とされた
セクターに属する企業、 ならびにCDP（旧名称カーボン ・ ディスクロージャー ・ プロジェクト）といった定
評のある第三者機関が特定した企業とのエンゲージメントの機会を模索しました3。 その結果、 当社は
CDPの 「Water A List」 に掲載された企業の約4分の1に対してエンゲージメントを行い、 CDPが
2017年11月に 「Water A List」 の拡大版を公表した時も、 エンゲージメントの取り組みを継続しま
した。
2017年の水関連のエンゲージメントの70％は、 エネルギー、 公益事業、 素材、 医薬品、 バイオテク
ノロジー＆ライフサイエンス、 食品 ・ 飲料 ・ タバコの各セクターの企業が占めました。

3

State Street Global Advisors

CDPの 「A List」 は、 ステークホルダーに対し、 水資源の最良の管理者である企業の例を提供しています。 さらに、 CDP
は水に関する世界最大の企業データセットを保有しており、 企業や投資家からも高い評価を受けています。
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水資源管理慣行に対する
規制の影響

当社は、 世界中で上場している水関連の公益事業会社の半数以上に対してエンゲージメントを実施
しました。 公益事業会社は、 商業用水のユーザー需要や課題に関して幅広い知識を持つほか、 地
域社会とステークホルダーが共有資源を適切に管理するために協力するノウハウがあると考えたからです。
例えば、 California Water Service Groupに対するエンゲージメントでは、 州の規制当局が上水
道会社に対して、 今後25年間の上水供給計画をどのように要求しているかの概略が示されました。 そ
のため同社は、 特に新たなインフラプロジェクトに関して取締役会が戦略的な資本配分と投資決定を
行うことが可能になるような、 十分に練られ長期的に柔軟性を備えた計画を策定しています。
もう一つの例として、 ミシガン州フリント市で発生した2014年の水危機は、 多くの州の規制当局に対し
上水道会社の水の安全性問題を改めて突き付ける格好となりました。 American States Water
Companyとのエンゲージメントの中で、 同社は腐食防止システムを検査するために要求基準を超えて
実施し、 システム全体の安全性を確保するために第三者機関を利用したことを強調しました。

水資源管理慣行から
浮上したリスクに対する
理解の深化

2017年の水資源管理に関連したエンゲージメントから得られたもう一つの重要なポイントは、 水資源
の管理に手落ちがあると企業価値にマイナスの影響を与えうるということです。 こうした管理の不手際は、
過剰取水や水源汚染など様々な形で現れる可能性があり、 いずれも企業の長期的価値にマイナスの
結果をもたらす恐れがあります。 例えば、 当社がエンゲージメントを行った発行体は、 水資源に問題が
ある地域で大量の用水を消費する事業を運営し、 そのため地域社会が直面する水問題の状況が悪
化しました。 これにより、 当該企業に対する公開デモが行われたり、 製品のボイコットが引き起こされ、
最終的には地域における企業の社会ライセンスの喪失に追い込まれました。
地域社会が使用している水域を汚染する事業活動のために、 操業の法的ライセンスが危機に瀕した
発行体とも対話の場を持ちました。 多くの場合、 こうした操業リスクはサプライチェーン内で発生し、 必
ずしも自社の操業によるものではありませんでした。 従って当社は、 企業はサプライチェーン全体で環境
および社会に対する影響を評価し、 レビューする必要があると考えています。

取締役会の水資源管理に
関するガイダンス

State Street Global Advisors

•

 くの企業が今では、 サプライチェーンに起因する直接的 ・ 間接的なリスクを検討していますが、
多
長期的にリスクを軽減するために必要な、 サプライヤーに対する水の使用や効率に関する目標を
設定する企業はほとんどありません。

•

 社は、 企業がサプライチェーン全体における水資源管理慣行に関連する指標を追加開示するこ
当
とで、 投資家には、 投資先企業の水関連リスクを十分に理解できるメリットがあると考えています。

•

当社は、 気候変動が上水道会社にとって重要な優先事項であると考えます。 特に、 干ばつによ
り、 用水使用量の制限や水資源の保全のための措置が増える可能性があるためです。 従って、
公益事業会社の取締役会のメンバーに対しては、 地域の事業活動が物理的な気候変動からど
のような影響を受けるかについて、 より多くの情報を提供すべきであると当社は考えています。
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テーマ別の注目点

報酬戦略
報酬や賃金に対する企業戦略を理解し、 それがどのように長期的に
事業活動を支援 ・ 後押しするかを理解します。
エンゲージメントの際のトピック

エンゲージメントを実施した企業数

従業員の採用と定着
従業員の報酬体系におけるインセンティブ
技術と人材との相互関係

6

従業員のレピュテーションリスクと最高幹部の報酬
ジェンダー間の同一報酬

報酬戦略に対する
当社の見方

人材確保とジェンダー間の同一報酬への関心が強まり、 この問題に対する社会的注目度も高まってい
るほか、 2017年に支払われた最高幹部と労働者の賃金について大々的に報道されるリスクが高まって
います。 このトレンドは2018年に米国と英国でペイレシオ開示（役員と従業員の給与格差の開示）
が導入されることから、 継続すると思われます。 当社のエンゲージメントでは、 組織全体でどのように報
酬と賃金について戦略的に考えているかを理解することに焦点を当てました。 その結果、 企業の長期
的価値を保持 ・ 拡大させるために、 人的資本の管理システムの一部として賃金戦略を立てることの重
要性を投資家や企業が検討し始めたことが分かりました。 特に、 ジェンダー間の同一報酬に一段の注
目が集まっていることを背景に、 企業は組織全体の報酬慣行をより詳細に検討することを迫られていま
す。 その場合、 同業他社と比較して特定の水準の賃金を目標とするだけでは不十分で、 賃金戦略に
おける哲学、 目標、 実践が重要であると認識されています。

賃金戦略の有効性評価に
有用な測定基準の特定

最近まで賃金戦略で主に注目されていたのはコスト管理で、 低コストの賃金戦略は収益向上の唯一
実行可能な選択肢と考えられていました。 こうしたことが広く行われていたため、 賃金の伸びは広範な
景気回復から出遅れていました。 しかし、 過去数年間で企業は、 低コスト戦略は従業員の高い離職
率や研修コスト、 一方で顧客満足度の低下といった隠れたコストを伴い、 長期的なリターンに財務上
の影響が及ぶことを認識し始めています。 従って、 賃金戦略の真のコストを定量化するために、 従業
員の離職率、 顧客満足度、 サービスの質といった指標を追跡し、 導入し始める企業が増えています。
さらに、 特に消費者向けの小売セクターでは、 低コスト戦略にはレピュテーションリスクが伴うことから、
多くの企業がこの戦略を公式に採用することには消極的になっています。
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ジェンダー間の同一報酬

過去1年の間、 ジェンダー間の同一報酬に対する関心の高まりによって、 正当化できる賃金戦略を持
つ必要性が増えています。 女性は、 ほとんどの企業で管理職層や経営上層部において男性と同一報
酬を得ておらず、 報酬の構造的な不平等を生み出しています。 多くの企業では、 多様な管理職層と
経営上層チームを組成することでこれに対処しています。 企業に貢献した個人に対する報酬額を調べ
ることも、 格差解消のもう一つの機会となります。 実際、 当社がエンゲージメントを行った一部の企業
では、 定着率の改善、 高い能力を持った人材への訴求力、 ジェンダーによる賃金格差解消のために、
入社時の最低賃金を引き上げました。

透明性の向上が報酬戦略に
おける厳しい精査と
エンゲージメントを推進する

当社は、 透明性の向上が報酬の構造的格差を軽減する優れた機会を提供すると考えています。 例
えば、 従業員250人以上の英国企業は、 2017年に英国政府がジェンダーによる報酬格差の透明化
を図ると決定したことを受けて、 男女間の報酬格差に関する新たなレポーティングを導入します。
こうした従来はセンシティブとされたデータに関するレポーティングは、 投資家、 企業、 広範なステークホ
ルダーに対して、 英国の企業がどのように同一報酬の問題に取り組んでいるかを理解するための新たな
機会や、 より重要な点として、 そうした問題の進展状況を計る基準を提供すると当社は見ています。

取締役会に対する
報酬戦略のガイダンス

取締役会は、 全ての管理職レベルにおける企業の報酬戦略を理解する必要があります。 また、 ジェン
ダー間の同一報酬を評価し、 レピュテーションリスクを軽減するために、 人材管理へのアプローチを通し
てあらゆる欠陥に優先順位を付ける必要があります。
企業は人材管理プログラムで重要なKPIを特定し、 それを測定することによって、 特定の報酬戦略の
真のコストを計算する必要があります。 例えば、 専門職の効率化に重点を置き、 時間外労働や極度
の疲労を抑えようとしたある企業には、 それによって失われる個人の収入を代替する明確な戦略はあり
ませんでした。 収入を失ったことによる高い離職率とそれに関連する費用は、 効率化のメリットを低減さ
せる可能性があります。 企業は、 報酬戦略が長期的な価値創造とどのように整合しているかを積極的
に伝える機会として、 ペイレシオの開示を利用する必要があります。
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議決権行使に
おける注目点

ジェンダー ・ ダイバーシティ
当社は、 優れたガバナンスと良好な投資成果の基盤として、 取締役会の質に重点を置いています。
当社は、 取締役会が効果的で独立したリーダーシップを確保することに関心を持っています。 これには、
取締役会が一連の正しい技能を備えることや、 ジェンダー ・ ダイバーシティを含め考え方の多様性を持
つことなどがあります。 2017年には、 ASX300指数、 FTSE 350指数、 ラッセル3000指数を構成す
る上場企業の取締役会に少なくとも1名の女性役員を登用することを期待する新たな議決権行使ガイ
ドラインを採用しました。
当社の 「恐れを知らぬ少女」 キャンペーン（詳細については44ページを参照）は、 ダイバーシティを推
進することによって取締役会の質を向上させるための行動を起こすよう企業に求める声に後押しされまし
た。 2017年第2四半期には、 当社が女性役員が1人もいないと特定した米国、 英国、 オーストラリ
アの600社以上の企業に書簡を送りました。 書簡の中で、 取締役会の多様性に関する当社の期待
を伝え、 その問題に関してエンゲージメントを行うことを提案しました。
取締役会の一層の多様性を推進するために当社が優先するアプローチは、 積極的な対話と企業に対
するエンゲージメントを通じたものであることを明らかにしました。 しかし、 企業が取締役会の女性の数を
増やす行動に出なかった場合、 変化を確実なものとするために、 必要な場合には、 会長の指名やガ
バナンス委員会に反対することを明確にしました。
2017年3月のガイダンスのフォローアップとして、 2017年の間に、 当社は積極的な対話と企業および
筆頭取締役に対するエンゲージメント通じて、 取締役会のさらなる多様性を追求しました。 また、 変
化を確実なものにするために議決権を行使しました。

2017年3月～2018年3月
のジェンダー ・ ダイバーシティ
に関する議決権行使状況

500社以上 152社
取締役会に女性役員を登用
しなかったため、 議決権行使
で反対票を投じた企業数

当社の働きかけを受けて、 現
在女性役員を登用した企業数

34社

女性役員を登用することを約
束した企業数

ジェンダー間の同一報酬：2017年には、 ジェンダー間の報酬格差を縮小するための方針と目標を報
告するように企業に要請した12件の提案がありました。 しかし、 これらの提案では報酬格差を、「OECD
が定義する男性の収入に対する比率で表される男性と女性の収入の差」 と定義していました。 従って、
これらの提案は視野が狭く、 報酬不平等の根源に直接的に対処していないと当社は考えました。 その
ため、 当社は議決権を行使する際に、 あらゆるレベルでジェンダー ・ ダイバーシティを支持 ・ 促進するた
めの企業の包括的政策やアプローチに焦点を当てました。 また、 企業の報酬慣行を深く理解するため
にこれらの企業の多くとエンゲージメントを行いました。 個別にレビューした後、 実際、 2件の提案を支
持しました。 最終的に、 これらの提案に対する投資家の支持は低く、 7％から37％の範囲で平均は
16.8％でした。
取締役会の多様性に関する提案：北米では、 企業が多様な取締役会メンバーを起用するという課
題について報告することや、 将来の取締役候補全てに多様な個人を含めるよう約束することを求める、
12件の提案を検討し評価しました。 これらの提案に対する当社の評価には、 当該企業における取締
役会の構成の検証、 取締役会に女性役員がいるかどうかの評価、 全体的な多様性に関する方針や
慣行の検討が含まれていました。
合計で、 当社は提案の42％を支持しました。 取締役会に女性役員がいない米国企業4社では、 上
記の取締役会におけるジェンダー ・ ダイバーシティのガイドラインに沿って、 取締役会の改選人事に反対
しました。 ただし、 取締役会に女性役員がいないある企業では、 取締役に対する反対の議決権行使
を行わず、 株主提案に対しては棄権しました。 これは、 エンゲージメントを通じて、 同社が取締役会の
多様性を高めることを約束したからです。
State Street Global Advisors
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ウォール街、
「恐れを知らぬ少女」
と出会う

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは、 企業のリーダーシップにおけるジェンダー ・ ダイバー
シティの重要性の認識を高めるために、 2017年の国際女性デーの前夜にニューヨークの金融街の中心
に 「恐れを知らぬ少女」 像を設置しました。
大胆で自信に満ちた「恐れを知らぬ少女」は、 今日リーダーシップを発揮している女性の精神力を称え、
次世代の女性リーダーを勇気づけるものとして受け入れられました。 少女はすぐに大評判を呼び、 ニュー
ヨークに大群衆を引き寄せ、 ソーシャルメディア、 新聞雑誌、 デジタルメディアを通じて100億回以上
視聴され、 世界中の人々を勇気づけました。
前ページの写真：Federica Valabrega撮影。 像の作者はKristen Visbal。

ジェンダー ・
ダイバーシティに
対する課題

当社は、 多様性の拡大は取締役会の質を向上させ、 より強固なものにすると考えています。 強固な
取締役会とは、 各取締役が関連するスキルに加えて多様な背景や視点を持ち、 経営陣の言いなりに
なっていないことを意味します。 強固な取締役会は、 長期的な戦略を明確にし、 経営陣にその戦略
の実行責任を負わせることに焦点を当てる上で最良のポジションにあります。
調査によると、 女性のリーダーシップが強い企業は、 そうでない企業よりも優れた業績を上げています5。
MSCIの調査によると、 女性のリーダーシップが強い企業の年平均ROEは10.1％で、 経営陣に最小
限の女性幹部すらいない企業の同7.4％と比較するとROEは36.4％高くなっています。 マッキンゼー ・
アンド ・ カンパニーの最新のレポートによると、 女性が男性と同じようにグローバル経済に参加すれば、
2025年には世界のGDPは最大28兆ドル（26％）増加すると予想されています。
さらに、 2017年1月の米コンファレンス ・ ボードの報告書では、 女性のリーダーシップの強い企業はより
堅調な業績を上げているだけでなく、 詐欺、 贈収賄、 汚職、 株主との対立といった問題行為が少な
いことが示されました。 その理由として、 女性を取締役会に起用することによって、 独立した視点が取
締会にもたらされる点を挙げています6。 それでもラッセル3000指数構成企業の中で、 2017年に取締
役会に女性がいなかった企業の比率は4社に1社に上りました4。
取締役会における女性の存在を業績に結びつける研究は、 企業のリーダーシップにおけるジェンダー ・
ダイバーシティを高めることが、 長期にわたって当社の顧客と経済に利益をもたらすという、 当社の確信
を強めています。
現状

機会

4社に1社 36.4％
ラッセル3000指数構成企業
の中で2017年に取締役会に
女性がいない企業の比率
4
5
6
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女性が強いリーダーシップを発
揮している企業のROEの平均
上昇率5

28兆ドル

女性が男性と同様に経済活
動に参加した場合に増加する
グローバルGDP額6

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ アセット ・ スチュワードシップ ・ チーム、 2017年3月
「Women on Boards: Global Trends in Gender Diversity on Corporate Boards（取締役会における女性：
企業の取締役会におけるジェンダー ・ ダイバーシティの世界的トレンド）
」 MSCI、 2015年11月
「The Effect of Gender Diversity on Board Decision-making: Interviews with Board Members and
Stakeholders（ジェンダー ・ ダイバーシティが取締役会の意思決定に与える影響：取締役会メンバーおよびステークホル
ダーへのインタビュー）」 コンファレンス ・ ボード、 2017年1月
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取締役会の多様性
に対する要望書

2017年の
ダイバーシティに
関する当社の行動

当社はジェンダー ・ ダイバーシティに対する投資は、 長期的には当社の顧客と経済に利益をもたらすと
考えています。 そのため、 2017年3月、 取締役会が以下の行動を取る手助けとなるガイダンスを発表
しました。
取締役会および経営陣内にお
ける現時点のジェンダー ・ ダイ
バーシティ水準を評価する

取締役会のジェンダー ・ ダイ
バーシティ水準の向上を目指し
目標を設定する

設定目標を達成するための取
り組みを支持する 「ダイバーシ
ティ ・ チャンピオン（推進者）」
を特定する

役員候補者のピックアップや指
名プロセスにおけるジェンダー ・
バイアスに対処する

女性取締役を指導的地位に
登用することを検討する

ジェンダー ・ ダイバーシティに対
する取締役会の立場に関し
て、 透 明 性 と 投 資 家 と の コ
ミュニケーションを強化する

当社は、 投資先企業の取締
役会に女性が1人もいない場
合、 行動を起こすことを求めま
した。

取締役会に女性を登用する
措置を取らなかった企業には、
反対の議決権行使を行いま
した。

当社はまた、 「恐れを知らぬ少
女」 像をウォール街の近くに設
置し、 この重要な問題への注
意を喚起し、 世界的な議論を
引き起こしました。

700社以上 500社以上 50億以上
米国、 英国、 オーストラリアで
エンゲージメントを実施した企
業数

7
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反対の議決権行使を行った企
業数

12週間にソーシャルメディアで
表示された回数7

スプレッドファスト ・ インテリジェンス、 2017年3月
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「Fearless Girl」
キャンペーンの影響

キャンペーンの結果、 変化が起きています。

当社が声を上げたことに続い
て、 他の資産運用会社やア
セットオーナーが、 当社と同様
に取締役会の多様性を優先
事項にしました。

152社

13兆ドル

現時点で女性の取締役が新
たに就任したと当社が特定した
企業数

これで終わりでは
ない ・ ・ ・

34社

同様の措置を講じると約束し
た企業数

取締役会の多様性向上に賛
同する株主が保有する資産の
合計8

2018年の目標は、 取締役会の多様性の推進を日本とカナダに拡大し、 両国における1,200社以上
の企業に取締役会の多様性に関するガイダンスを提供することです。
ジェンダー ・ ダイバーシティを組織全体で向上させるための方針や慣行を取り入れるよう企業に要求する
ためには、 取締役会以外にも取り組みを拡大していく必要性があると考えています。
そのため、 2018年に当社は以下のことを実行していきます。

State Street Global Advisors

•

投資先企業に対し、 取締役会だけでなく、 経営陣全体におけるジェンダー ・ ダイバーシティのモニ
タリングと公表を呼びかけていく意向です。

•

第一歩として、 ストックス欧州600指数およびFTSE350指数構成銘柄の中からエンゲージメント
対象企業をスクリーニングし、 ダイバーシティの促進に繋がる企業慣行の見極めに取り組んでいき
ます。

8

WSJ.com、 ブルームバーグ、 Pensions & Investments、 CNBC 2018年3月
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スチュワード
シップによる
成果

State Street Global Advisors

議決権行使と
エンゲージメントの
成功事例

北米

欧州 ・ 中東 ・ アフリカ

アジア太平洋

当社のガイダンスに応じて、 1
社が気候変動の影響を長期
戦略に組み入れるため、 開示
を拡大

エンゲージメントに応じて、 シス
テム上重要な金融機関の1社
がCEOに対する合計報酬額を
減額

エンゲージメントに対応し、 日
本の多国籍企業1社が独立
取締役の国際経験の水準を
強化
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当社のスチュワードシップ活動には影響を最大化する狙いがありま
す。 当社は意見や議決権行使を有効に活用することで、 各国 ・
地域全体にわたり長期的なガバナンスや持続可能性の問題に関
して企業に影響を及ぼしています。本セクションでは、 当社のスチュ
ワードシップ ・ プログラムが議決権行使とエンゲージメントを通じて、
投資先企業のESG慣行を向上させた事例を示します。

State Street Global Advisors
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議決権行使に
よる成果

取締役会の刷新（米国）：取締役会の刷新により、 企業は取締役会のスキルを更新し、 在任中の
取締役のスキルを補完する多様な背景や技能を持つ取締役候補者を探すことができます。 2014年
以降、 当社は1,026社の選任案に反対し、 そのうち351社（34%）が、 当社のエンゲージメントと
議決権行使に対応して、 取締役会の刷新を行いました。 刷新が不十分であることを理由に、 2017
年には世界全体で359社の736人の取締役の再任案に反対しました。
ジェンダー ・ ダイバーシティ（オーストラリア、 英国、 米国）：2017年、 オーストラリア、 英国、 米
国の企業における取締役会のジェンダー ・ ダイバーシティの水準について懸念されたため、 当社は議決
権行使に関するガイドラインを採用しました。 当社は取締役会の女性役員の不在に対する懸念を共
有するため、 787社と協議する機会を設けました。
ジェンダー ・ ダイバーシティに関する当社のエンゲージメントを受けて、 その後、 152社が取締役会に女
性を起用しました。 その内訳は、 129社（84％）が米国企業、 16社（10％）がオーストラリア、 7
社（4%）が英国の企業でした。 一方、 取締役会の多様性に十分な進展が見られないとして、 当
社は511社の取締役選任案に反対しました。

エンゲージメントに
よる成果

当社は複数の投資先企業と協力し、 当該企業のガバナンス、 報酬、 持続可能性慣行の向上 ・ 強
化に成功しました。 数年の単位でエンゲージメント活動の影響をモニタリングし、 追跡しています（詳細
はP14 「エンゲージメントの成功を測定」 を参照）。

取締役会の質とガバナンス

取締役会のスキルと専門知識の向上（日本）：三井物産とのエンゲージメントでは、 戦略および資
本配分の意思決定に関する監督を支援するため、 取締役会の後任人事に関して国際事業に精通
し、 石油 ・ 天然ガスや鉱山セクターでの経験を持つ取締役を検討する必要性を重視しました。 その結
果、 取締役会は2017年6月に、 Rio Tinto Limitedの元CEOを独立取締役に起用し、 独立取
締役の国際的な業界経験の水準を強化しました。
ジェンダー ・ ダイバーシティの向上（英国）：2017年4月、 取締役会に女性役員が不在であること
を理由に、 Metro Bank plcの指名委員会委員長の再選案に反対しました。 当社はこの問題につい
て株主総会前にエンゲージメントを行うよう再三にわたり働きかけましたが、 同社はエンゲージメントの場
を設けませんでした。 それでも、 2017年6月に初の女性取締役を起用しました。 当社はこの問題に
関して、 米国とオーストラリアでも同様の成果を上げました。
取締役会の説明責任と実効性の改善（米国）：取締役会メンバーに対する株主の直接的なアクセ
スを制限する企業方針について改善を求めるため、 当社はExxon Mobilの指名およびガバナンス委
員会委員長の選任案を支持しませんでした。 同社は2017年12月に、 従来は株主とのエンゲージメ
ントを書面に制限していた方針を修正し、 現在では必要に応じて、 取締役が主要株主と直接協議す
る機会を設けることを認めています。
Honeywell International Inc.は当社のエンゲージメントに応じて、 筆頭の独立取締役の任期を2
年以上に延長するとともに、 同取締役の戦略的な役割を高めることで職務内容を明確化するなど、
筆頭の独立取締役の役割を向上させました。 以前は、 筆頭の独立取締役の役割は年功に基づき、
取締役の中から毎年順番に選出されていました。 当社はガイダンスで指摘したように、 合理的な任期
は筆頭取締役が手腕を発揮し、 経営陣やその他のステークホルダーと良好な協力関係を構築するのに
十分な時間が必要と考えます。
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報酬

報酬プランにおける再評価の廃止（オーストラリア）：BlueScope Steel Ltd、 James Hardie
Industries plc、 Woodside Petroleum Ltd.の3社は当社とのエンゲージメントの結果、 報酬プラ
ンにおける再評価を廃止することを約束しました。
報酬額の減額（欧州）：Credit Suisse Group AGの報酬委員会委員長とのエンゲージメントにお
いて、 経営委員会に支払われる業績に連動した変動報酬案に関して、 当社は 「条件付きの支持」
を伝えました。 エンゲージメントの中で、 同社の大幅な損失と減収を踏まえると、 CEOの年間賞与額
は過大と思われることに懸念を示すとともに、 報酬委員会は自社の新戦略やリストラの取り組みとの整
合性の向上を図るため、 短期の報酬プランにより多くの営業成績や収益性指標を取り入れるよう、 当
社は提案しました。 エンゲージメントを受けて、 取締役会はCEOに対する合計報酬額を減額し、 当社
は報酬案を支持しました。
報酬プラン構造の改善（米国）：VeriFone Systems, Inc.とExelon Corporationは当社が過
去数年に提供したフィードバックに対応し、 報酬額の裁量的な増額を廃止し、 株主総利回り（TSR）
がマイナスとなった場合、 長期業績プランに対する報酬に上限を設けることで、 報酬体系を改善しまし
た。 United Technologies Corporationは、 長期報酬プランの構造改善のために、 投下資本利
益率（ROIC）を指標に追加し、 ストックオプションの利用を減らす一方、 在職期間連動型と業績連
動型ユニットからなる株式報酬の割合を増やしました。 AES Corporationは、 長期的な報酬手段を
ストックオプションから、 業績連動型株式ユニットと在職期間連動型株式の組み合わせに移行すること
で、 長期的な報酬プランを構造改善しました。
数年に及ぶ当社のエンゲージメントの取り組みに応じ、 Honeywell International Inc.は2017年
に、CEOの合計報酬額を漸減しました。 さらに、 長期報酬プランでのストックオプションの利用を廃止し、
報酬体系を改善するとともに、 強固な継承計画の一環として、 新たな経営陣と株主の利害の整合性
を図るために、 制限譲渡付株式ユニットと業績連動型株式ユニットを導入しました。
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持続可能性

持続可能性問題に関する取締役会のガバナンス向上（欧州）：当社は取締役会によるESG問題に
対する監督について協議するため、 Air Liquide S.A.に対してエンゲージメントを行い、 欧州ではESG
の面で影響力の大きいセクターの大半の企業が、 気候リスクなど持続可能性関連リスクを監視する専
門の委員会を設置していることを指摘しました。 当社のフィードバック受けて、 同社は持続可能な開発
の観点から戦略とコミットメントを評価し、 関連提言を策定することを目的とした環境 ・ 社会委員会を
新たに設置しました。
持続可能性問題に関する取締役会のガバナンス向上（米国）：PPL Corporationは2017年、 こ
れまでの当社のフィードバックに対応して、 取締役会の指名およびガバナンス委員会の定款にその責任
を明記することによって、 取締役会の環境問題および持続可能性問題に対する監督を強化しました。
気候変動の影響を長期戦略に取り入れる（米国）
：当社はOccidental Petroleum Corporation
の2017年の株主総会で、 世界的な気温上昇を2℃未満に抑える 「パリ協定」 の目標が戦略に及ぼ
す影響を評価することを求める株主決議を支持し（株主の66%の支持で承認）
、 その後、 同社に対
してエンゲージメントを行いました。同社の環境 ・ 健康 ・ 安全委員会メンバーとの協議では、 当社の「効
果的な気候変動の開示」 に関するガイダンスはメンバー間で周知されており、 同社が株主決議に対す
る対応を策定する上で役立ったことが指摘されました。
サイバーセキュリティ（米国）：2017年に、 企業のサイバー攻撃に対する備えと、 サイバー攻撃を迅
速に検知し無効化する能力を把握するため、 サイバーセキュリティとデータの個人情報の保護に関して、
企業とエンゲージメントを行いました。 また、 取締役会がデジタル戦略やサイバーセキュリティ ・ プログラ
ムをどのように策定し監督しているかの理解に努めました。
サイバーセキュリティ（欧州）：当社はRWE AGの監査委員会委員長と協議し、 同社がデジタル変
革戦略を引き続き策定し実行する中で、 取締役会はデジタル関連のスキルを高め、 サイバーセキュリ
ティ関連の訓練を増やすことが有効であると指摘しました。 当社のフィードバックに基づき、 同社は2018
年にサイバーセキュリティ関連の訓練の実施と、 社内専門家による関連レポートを取締役会メンバーに
提供することを約束しました。
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政策提言活動

State Street Global Advisors

規制当局への
提言や意見による
エンゲージメント

北米

EMEA

アジア太平洋

企業の取締役に対して、 株主
との効果的なエンゲージメント
の方法を助言

英国のコーポレート ・ ガバナン
ス改革に関するグリーンペー
パーに意見を提出

香港での不平等な議決権の
導入に反対するよう提言
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スチュワードシップ ・ チームは、 規制当局からのコメント要請を通じて
政策提言を行ったり、 主要ステークホルダーの会合で発言することに
より、 ガバナンス慣行の改善機会のある新興国市場を中心に、 ガ
バナンス改革の多岐にわたる課題について市場の議論に影響を与え
ています。
さらに、 スチュワードシップ ・ チームは当社の議決権行使、 エンゲー
ジメント、 ソート ・ リーダーシップの取り組みを支える同様の主要テー
マや重点分野に沿った政策提言を実行しています。 2017年のこれ
らのテーマには、 不平等な議決権、 ガバナンスのベストプラクティス、
気候関連リスク、 長期志向、 効果的なエンゲージメント、 ジェン
ダー ・ ダイバーシティがありました。

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

53

デュアルクラス／
マルチクラス株式
（議決権種類株式）
の構造をめぐる議論

2017年に、 最も基本的な株主の権利である、 経済的持ち分に比例した議決権を行使する権利が、
複数の市場で議論に上りました。 米国とドイツは、 デュアルクラスまたはマルチクラス株式の上場が認め
られている数少ない先進国市場です。 こうした議決権種類株式により、 企業は証券取引所に上場し
ながら、 1株に対し異なる議決権数を株主に付与することができます。 当社は、 議決権種類株式の
構造は少数株主の権利を奪い、 企業の発起人／創業者や一族による不当な支配の継続を可能に
するガバナンス構造を生み出すと考えています。
アクティビズムの台頭や短期的な株価上昇圧力をめぐる懸念を受けて、 新興のハイテク企業を中心に
複数の企業が、 創業者や初期の投資家が支配権を維持しつつ公開市場を活用する方法として、 議
決権種類株式の発行を選択しています。
そのため、 議決権種類株式が禁止されている新興国市場の企業を中心に、 多くの企業が現在、 自
国市場ではなく米国でのIPOを模索しています。 こうした状況を受けて、 香港とシンガポールの規制当
局や証券取引所が、 上場規則に関して株主のフィードバックを求めました。
米国では、 Snap Inc.による過度な制限付きの株式の上場を受けて、 株主からの猛烈な反発が起こ
り、 投資家の間でデュアルクラス株式の発行という慣行をめぐり自己反省の動きが見られています。
当社は、 株主が取締役会と経営陣に長期業績に対する説明責任を負わせる上で不可欠と考える1
株1議決権の原則の希薄化に強く反対します。 以下に、 この問題に関する様々な市場における規制
当局のガイダンスに対する当社の対応を列記します。
Snapの時代における株主の権利（米国）：無議決権株式のみで上場を行うというSnapの決定は、
全く新しい前例を生み出し、 これを受けて不平等な議決権株式構造とその株主権利への影響をめぐる
議論が直ちに再燃しました。 当社は1株1議決権の原則を支持しており、 インベスター・ スチュワードシッ
プ ・ グループ（ISG）の一員として当社が承認したガバナンスとスチュワードシップの原則にこの考えを正
式に盛り込みました。 同時に、 不平等な議決権という仕組みを解決するには、 単純な解決策はない
ことを認識しています。 当該株式を市場インデックスから除外するよう求めたくなるかもしれませんが、 そ
うしたアプローチは時価総額加重平均指数の構築方法を根本から変えることになります。
結果として、 株主の注目の高まりを受けて、 Facebookも新たなクラス株式である無議決権株（クラ
スC株式）の発行中止を余儀なくされ、 Uberの取締役会は将来のIPOに先駆けて、 1株1議決権の
構造に移行することを決定しました。
2017年4月発行の 「Snapの時代における株主の権利（Shareholder Rights in the Age of
Snap）」 において、 当社は規制当局に対して、 こうした懸念に対応することを要求しました。 公開市
場で資金調達を目指す企業は、 投資家が必要に応じて保有株式の議決権を行使することを通じて
懸念を表明し変化を達成できるよう、 全ての投資家に同等の権利を与える必要がある、 というのが当
社の意見です。 基本的に、 当社は株主として企業を監督するために取締役を任命します。 企業が正
しい方向に進んでいない場合、 取締役に説明責任を負わせる能力が株主になければ、 取れる手段や
説明責任に関わるメカニズムは限られます。 そのため、 当社は米国では議決権種類株式構造の廃止
を求める株主提案に100%賛成しています。
加重議決権の導入（香港）
：香港証券取引所（HKEX）は2017年6月、 ニューエコノミー企業（ハ
イテクなど）の上場誘致を主な目的に、2つの新ボードの設置案に対する投資家のフィードバックを求め、
コンセプトペーパーを発行しました。 この提案は、 加重議決権（WVR）の市場導入が主たる狙いとなっ
ています。 WVRはデュアルクラス／マルチクラス株式（議決権種類株式）と同義で、 株主の経済的
持ち分と議決権持ち分の間で、 議決権の 「濃度」 に濃淡がついたメカニズムとして用いられます。
HKEXは2014年にもWVRの導入を検討しましたが、 当時はWVRの導入は市場にとって最善の利益
とはならないと結論付けました。
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当社は2017年8月にHKEXの新たなボード ・ コンセプトに対する意見を公表しました。 その中で当社
は、 1株1議決権の原則は株主の他の全ての権利の根幹をなす基本原則とみなされるものであり、
WVRの導入はこの原則に対する当社の長期的な支持を弱めるため正しいアプローチではないと指摘し
ました。 さらに、 WVRを一部の株主に付与することは、 特にそれが支配株主である場合、 上場企業
に内在するプリンシパル ・ エージェント問題を改善する株主の能力を弱体化することになります。
最後に、 当社はHKEXが2014年にこの問題を検討した際、 市場参加者の最善の利益にならないと
結論付けたことを認識しており、 今回も同じことが言えると考えます。
株主権利指令（欧州）：欧州議会は2017月5月に、 株主権利指令を採択しました。 新指令は
2007年の既存の株主権利指令を修正するもので、 企業取締役の報酬方針に関して、 株主が決議
を通じて意見を示す 「セイ ・ オン ・ ペイ（Say on Pay）」 の制度を導入することなどが主眼となってい
ます。 これらの新規則の下、 株主は報酬に関して意見表明を行う2つの機会が与えられます。
•

 一に、 報酬方針は最低でも4年毎、 または報酬慣行に重大な変化があった場合、 株主決議
第
にかけなければならず、 この報酬方針が取締役への報酬付与の方法を規定する枠組みとなりま
す。 EU加盟国が株主による決議を拘束力のあるものとするか、 諮問とするかを判断しますが、 当
社はその判断に注目しています。

•

 二に、 過去1年間に支払われた報酬の概要が報酬レポートで提示され、 報酬レポートに対す
第
る決議が年1回実施されますが、 決議自体は諮問にとどまります。 加えて、 EU加盟国はこの決
議を株主総会での議論に置き換えることを企業に認めることも選択できます。

当社は、 報酬に関する新規則は前向きな動きであり、 まず取締役への報酬付与の方法を規定する
枠組みを導入することにより、 基本的にEU諸国間の報酬開示基準の調和を図ると考えています。 第
二に、 新規則は報酬方針に対する最低でも4年に1回の決議と、 過去1年間に支払われた報酬に対
する年1回決議を通じて、 企業の報酬プランの重大な変更に対する発言権を投資家に付与します。
EU加盟国による同指令の導入期限は2019年6月10日です。
英国コーポレート ・ ガバナンス改革に対する協力的対応（英国）
：当社はInvestment Association
（投資協会）との協議で、 ビジネス ・ エネルギー ・ 産業戦略省が発行したコーポレート ・ ガバナンス改革
に関するグリーンペーパーについて議論し、 2017年2月に、 グリーンペーパーに対する意見を提出しました。
意見の主なポイントは以下の4つです。
•

 界第3位の規模の投資家として、 英国はいくつかの面で世界最高水準のコーポレート ・ ガバナ
世
ンスを有しており、 現在の枠組みは株主に投資先企業を監視し、 エンゲージメントを行う権利を
与えています。

•

 社は、 上場企業の規制負担の増加に繋がるような、 現行のガバナンスの枠組みの大幅な変更
当
に警告を発しました。 ただし、 ファンド ・ マネージャーによる株主総会での議決権行使記録の開示
を義務付けることは支持しました。

•

 社は、 エンゲージメントまたは議決権行使を通じて示された株主のフィードバックへの対応を義務
当
付けることにより、 取締役会レベルの報酬委員会の実効性を強化する仕組みを導入する案を支
持しました。 ただし、 グリーンペーパーでの意見とは異なる解決策を提案しました。 当社の提案は、
企業の株主が報酬案に賛成しなかった場合、 報酬委員会委員長は翌年の株主総会で報酬案
が株主の支持を得られなければ、 株主総会またはその直後に報酬委員会を辞任しなければなら
ないとするものです。

•

 社は、 報酬案に対する諮問議案で株主の支持を得られなかった場合の責任を重くすることで、
当
報酬委員会委員長の説明責任を大幅に強化することができると考えます。 これにより、 報酬委員
会には投資家のフィードバックを実行する権限が与えられ、 同委員長はそれを実行できなかった場
合、 状況を変えられなかったことに責任を負うことになります。

追加情報に関してはこちらをご参照ください。
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当社の公的な発言
による取り組み

当社のソート ・ リーダーシップの重要なポイントは、 主に基調講演、 パネルディスカッションやワーキンググ
ループへの参加を通じて、 ESGに関するトピックをめぐる公的な議論に参加することです。 当社はこれを
業界団体、 教育機関など様々なグループとのパートナーシップを通じて行っています。 具体的には、 当
社の公的な発言による情報発信は、 スチュワードシップにおける優先事項に沿って、 ESGの重要問題
に関する見解を提供することを目指しています。
2017年に公的な発言機会で重点を置いたテーマには、 気候リスク、 長期志向、 効果的なエンゲー
ジメント、 ジェンダー ・ ダイバーシティ、 コーポレート ・ ガバナンスのベストプラクティスがありました。 以下、
これらの優先事項をどのように進めたかの事例を示します。
気候リスク：取締役会は、 気候変動をビジネスに対する他の重大リスクと同様に捉え、 企業の資産
や長期的な事業戦略が気候変動に対応できることを確実にするべきと当社は考えます。
•

 米商工会議所の基調講演で、 当社は持続可能性を戦略 ・ 資本配分決定に取り入れる必
全
要性について主張しました。

•

 候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）のワーキンググループの参加者として、 効果的
気
な開示とはどのようなものかに関して、 当社の洞察を共有しました。

•

食品小売業界のコンファレンスにパネリストとして参加し、 持続可能性の取り組みを株主に効果的
に伝える方法について知識を共有しました。

長期志向：当社は恒久的資本に近い存在となるコア ・ インデックス戦略を用いる長期の主要株主とし
て、 資本市場の長期安定の支援に積極的に関与しています。
•

 社は包括的資本主義構築プロジェクト（Embankment Project for Inclusive Capitalism）
当
への参加を通じて、 企業が株主に創出する長期的価値をより正確に測定 ・ 伝達するために、 レ
ポーティング体制の構築に取り組んでいます。

•

「 長期目標優先の資本活用（Focusing Capital on the Long Term）」イニシアチブのメンバー
として、 資本市場に対する長期的視点を提唱しています。

効果的なエンゲージメント：当社のエンゲージメント活動の有効性は、 協議に参加する企業が、 当
社が議論にどのようなアプローチを取っているかを理解すれば改善できると考えます。
•

 任投資原則（PRI）の債券保有者エンゲージメントワーキンググループの一員として、 当社は
責
2018年初めに公表された、 債券投資家のためのエンゲージメント ・ ガイドの策定に貢献しました。

•

 締役と株主の間のエンゲージメントは飛躍的に拡大しており、 当社はフィナンシャル ・ タイムズの
取
アウトスタンディング ・ ディレクターズ ・ エクスチェンジ（Outstanding Directors Exchange）の
教育関連イベントで、 議論を先導し、 企業の取締役会の積極的な参加を促すために、 頻繁に
パネリストを務めています。

ジェンダー ・ ダイバーシティ：当社はジェンダー ・ ダイバーシティを、 業績改善を促すための多様な技
能と専門知識を取締役会に導入できる方法の一つと考えています。
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•

 017年3月の国際女性デーの前夜に、 当時の当社CEOであるロン ・ オハンリーがデラウェア大学
2
のジョン ・ L ・ ワインバーグ ・ コーポレートガバナンス ・ センターで基調講演を行い、 当社の2017
年におけるジェンダー ・ ダイバーシティへのフォーカスを紹介しました。

•

 ストンのフランス総領事館がウェルズリー大学と共催した教育と男女平等に関するイベントにおい
ボ
て、 当社は民間セクターの役割に焦点を当てたパネルディスカッションで、 機関投資家としての見
解を提示しました。
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コーポレート ・ ガバナンスのベストプラクティス：グローバル資本市場における当社のスチュワードシップ
の役割は、 議決権行使と発行体企業とのエンゲージメントを超えて広がっています。 ローカルの投資家
や規制当局との連携を通じて、 グローバルマーケットにおいて少数株主のための投資家保護を推進する
こと、 ESGに関する慣行の導入と開示を促進するため、 投資先企業と共同で取り組むことなどが、 当
社の役割に含まれています。
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•

 証券取引委員会に対するプレゼンテーションで、 当社は企業が不平等な議決権のある議決権
米
種類株式を採用するリスクについて指摘しました。

•

 ンベスター ・ スチュワードシップ ・ グループ（ISG）の活動を積極的に支持しており、 機関投資
イ
家評議会（CII）や国際コーポレート ・ ガバナンス ・ ネットワーク（ICGN）が主催するコンファレ
ンスなど、 多数の会議でISGの活動について講演しました。

•

 017年の欧州責任投資コンファレンス（Responsible Investment Europe Conference）
2
で、 コーポレート ・ ガバナンスの価値に否定的な意見への対応や回避する方法に関するパネルディ
スカッションを先導しました。

•

 017年に、 PRIの 「責任投資のビジョン」 公表時のイベントとニューヨーク市気候週間で、 当社
2
がスチュワードシップの責任をどのように受け入れているかについて講演しました。
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スチュワード
シップの実践
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顧客のために
持続可能な
価値を創出

ガバナンス

報酬

環境および
社会問題

積極的なエンゲージメント、 議
決権行使、 ソート ・ リーダー
シップ活動を通じて、 企業に
対し、 強力で効果的かつ独立
した取締役会を持つように要
求する

投資先企業の報酬案に対す
る議決権行使を分析する枠組
みを構築するとともに、 報酬慣
行に対する当社の懸念を表明
するために、 エンゲージメントと
議決権行使を活用する

長期的価値に影響する環境
および社会問題をますます重
視しており、 企業や業界、 事
業や活動地域によってリスクが
大きく異なることを認識している
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当社のアセット ・ スチュワードシップ ・ プログラムの目的は、 投資先
企業が、 価値創造に長期的な影響を及ぼすESG課題に取り組む
よう導くことです。 議決権行使および投資先企業へのエンゲージメン
トに関する当社のアプローチは、 強固で漸進的なガバナンスの取り組
みや持続可能性慣行を実践している企業は将来的に長期的価値
の創出とリスク管理が期待できるという考え方を前提としています。
世界の主要株価指数の構成企業を半ば恒久的に保有している当
社は、 社内の行使ガイドラインに従った確かな情報に基づく議決権
行使と、 対象を絞った価値重視のエンゲージメントが、 顧客にとっ
ての価値を生み出す上で最も効果的なメカニズムであると考えてい
ます。
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エンゲージメントの
データ概要

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは2017年に合計2,297件のエンゲージメントを実施
しました。 そのうち1,621件は書簡を通じたキャンペーンで、 676件は各種ESG課題に関するミーティン
グ（直接面談あるいは電話会議）でした。 株主総会シーズン前の2017年1月には、 取締役会が持
続可能性を長期戦略に取り入れるためのガイドラインを発表しました。 グローバル ・ キャンペーンの一環
として、 S&P500指数（米国）、 FTSE 350指数（英国）、 ASX 100指数（オーストラリア）、
CAC 40指数（フランス）、 DAX 30指数（ドイツ）の各構成企業の取締役会に書簡を送りました。
当社が実施した676件のエンゲージメントの85％は、 毎年のスチュワードシップ優先事項やESGスク
リーニングで特定した企業を対象に実施したもので、 積極的エンゲージメントに分類されています。 残り
の15％は受動的エンゲージメントで、 主に議決権行使に関連し、 あるいは何らかのイベントを受け、
ESG問題を議論するために実施されたものです。 本セクションでは、 前述のエンゲージメント優先事項
だけでなく、 企業と議論した様々な課題について概観します。
図7は、 2016年と2017年のエンゲージメントの地域別内訳を比較したものです。 この図から分かるよ
うに、 当社のエンゲージメント活動の多くは北米（米国とカナダ）、 英国、 欧州、 オーストラリアの企業
に集中しています。 また、 図8には、 エンゲージメントで重点を置く主要分野の内訳を示しました。
2017年に実施したエンゲージメントのうち、 ガバナンス全般や取締役会関連（戦略、 リスク、 取締役
刷新など）は約40％（2016年は46％）、 報酬関連は約40％（30％）、 環境 ・ 社会問題関連
は約24％（19％）でした。

図7
エンゲージメントの
地域別内訳
2016年度
2017年度

500
453
400

405

300
200
100
0

63

米国＋カナダ

55

英国

64

98

欧州（英国を除く）

33

35

オーストラリア

23

25

日本

23

10

その他

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2016-2017年エンゲージメント ・ データベース

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

60

図8
エンゲージメントの議題
2017年1月1日～
12月31日

ガバナンス
40%
M&A
1%
委任状
争奪戦
4%

環境&社会
24%

報酬
31%
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2016-2017年エンゲージメント ・ データベース

エンゲージメントと
議決権行使に
関する注目点
ガバナンス全般

持続可能性と長期戦略を
重視

過去数年、 当社がエンゲージメント活動で重視していたのは、 企業がコーポレート ・ ガバナンスと報酬
体系を長期戦略とどう一致させ、 その支えとしているのかを理解することでした。 企業は取締役会が策
定した長期戦略を株主に明確に伝え、 取締役会は経営を効果的に監督するための能力と経験を備
えたメンバーで構成されるべきです。 また当社では、 報酬プランをレビューし、 支払いの源泉となる要因
について短期的および長期的な観点から評価します。
しかし、 2016年以降、 当社はエンゲージメント活動において、 持続可能性要因が長期戦略に与える
重大な影響について、 取締役会がどのように特定、 反映し、 株主に説明しているかを理解することを、
より重視するようになりました。 大手投資先企業へ毎年委任状とともに送付する書簡では、 環境や社
会の持続可能性に関する課題が長期業績に与える影響について検討する重要性を強調しました。 ま
た、 これらのリスクや機会が長期戦略にどのような影響を及ぼす可能性があるかを評価し、 発信するた
めの枠組も取り入れました。
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当社の企業評価の枠組みは、 各企業の持続可能性に対するアプローチに基づいており、 当社がこうし
た問題に関してこれまで多くの企業に実施してきたエンゲージメントを踏まえて構築されています。 この枠
組みでは、 企業の持続可能性へのアプローチを3つの基準に基づき検証 ・ 分類しています。

企業の持続可能性への
アプローチを評価する
ための当社の枠組み

ステップ1

ステップ2

ステップ3

事業に関連する、 環境および
社会の持続可能性に関する
重要課題を特定できているか?

これらの課題を分析し、 必要
に応じて、 長期戦略に組み込
んでいるか?

持続可能性課題に対する自
社のアプローチとこれらの要因
が戦略に及ぼす影響について
株主に情報発信しているか?

持続可能性要因が戦略に及ぼす影響について企業は理解し始めたばかりです。
当社は過去2年間に、 企業が持続可能性を戦略にどの程度効果的に取り入れているかを評価し、 ラ
ンク付けをしてきました。 ランクは以下の通りで、 上述した当社の枠組みに基づいています。
•

 ィア1：持続可能性に対する自社のアプローチと持続可能性要因がどの程度まで戦略に反映さ
テ
れているか、 または影響を与えているかの情報発信が十分にできている企業。

•

 ィア2：当社の持続可能性枠組みの基準を通常1、 2項目満たしているが、 持続可能性に関
テ
する情報発信が十分でない企業。

•

 ィア3：持続可能性の課題について全く考慮しておらず、 ESGのKPIに関する関連情報が投資
テ
家向けプレゼンテーションに記載されていない企業。

当社の積極的なエンゲージメントプログラムの対象企業でない限り、 当社は毎年継続的に再評価を行
うことはありません。 従って、 翌年に当該企業に再びエンゲージメントを実施しない限り、 進展状況を
体系的に比較することはできません。 2016年と2017年にエンゲージメントを実施した32社のうち、 17
社のランクが引き上げられ、 これらの企業が当社のフィードバックを取り入れ、 持続可能性を長期戦略
に反映させたことが示されました。 企業が持続可能性の慣行／要因を長期戦略にどのように組み込ん
だかについて、 より効果的に情報発信できたことがランク向上の主因です。 全体としては、 2017年の
評価対象企業269社のうち、 約10％がティア1、 63％がティア2、 27％がティア3と評価されました。
セクター別では、 保険、 食品 ・ 生活必需品、 素材の3セクターはティア1と2の割合が他のセクターより
高くなっています。 保険セクターの割合が高いのは、 ハリケーンの発生増加など、 主に自然災害によっ
て気候変動のパターンと損失が直接連動しているためです。 食品 ・ 生活必需品セクターでは、 食品の
安全性や生活賃金など持続可能性への取り組みが十分でない場合の風評被害に配慮し、 長期戦
略に持続可能性が盛り込まれています。 最後に、 素材セクターに高評価の企業が多いのは、 これらの
企業が天然資源、 ならびにグローバル投資家が長年注目してきたESG課題に影響を受けやすいからで
す。 そのため、 これらの企業の多くは競争で優位に立つため、 あるいは競合他社に追い付くために、 戦
略に持続可能性要因を取り入れてきました。 例えば、 林産品会社はこのセクターに属していますが、
当社はエンゲージメント中に数社の紙パルプメーカーから、 林産品が気候変動の影響を受けにくくするた
めには持続可能な植林慣行が重要であるとの説明を受けました。 将来の利益を犠牲にして短期的な
利益に走るよりも、 将来の収入源を優先するために、 多くの場合、 全域を皆伐するのではなく、 持続
可能な伐採方法が採用されています。
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素材セクターではその他、 鉱山会社に対してもエンゲージメントを実施しています。 労働者の安全への
懸念、 ならびに不適切な事業慣行が環境に悪影響を与えて巨額の費用負担や重大な風評被害に
繋がる可能性があるため、 このセクターの企業は長期業績に影響する重要なESG要因を長年にわたり
特定してきました。 その結果、 報告義務のある災害発生率、 排水の質、 消費などの要因が経営上
層部に対する短期的な報酬額に反映され、 持続可能性と戦略が直接連動するようになっています。
当社の持続可能性の枠組みの適用：2017年の当初分析期間中に、 7％の企業が持続可能性を
長期戦略に取り入れることを決め（ティア1）、 年末時点で当社が評価した企業の10％がティア1に分
類されました。 しかし、 当社が長期持続可能性ガイドラインを導入して以降、 61社が数回にわたりラ
ンク見直しの対象となりました。
さらに、 17社のランクが向上しました。 その主な要因は、 情報開示が強化されたことや持続可能性に
対する思慮深い対応が示されことが挙げられ、 後者については、 特に当社が重視している質問、 「持
続可能性課題に対する御社のアプローチとそれが戦略に与える影響について十分に情報発信しました
か?」 に対する回答に反映されています。
また企業の持続可能性に対するアプローチを分析した結果、 企業規模（時価総額に基づく）がランク
によって異なることも明らかとなりました。 ティア1企業の規模が平均640億ドルであるのに対し、 ティア2
には最大手企業が含まれ平均時価総額は2,230億ドルでした。 ティア3は中小企業が多く、 時価総
額は平均290億ドルでした。 エンゲージメント活動を通じて、 多くのティア3企業が、 持続可能性の追
求や情報発信の改善のための経営資源は足りないと述べていることが分かりました。
日本企業の持続可能性を分析：当社は日本企業10社（当社のランク付けユニバース全企業の4％
に相当）の持続可能性に関する情報開示を分析しました。
分析およびランク付けの対象企業は、 第一生命ホールディングス、 ファナック、 JFEホールディングス、 三
菱商事、 三井物産、 日本郵船、 オムロン、 サッポロ ・ ホールディングス、 ソニー、 ヤマハの各社です。
上記企業はいずれもティア2に分類されましたが、 平均すると、 日本企業は環境 ・ 社会の持続可能
性課題をどのように評価し、 長期戦略に取り入れているかについて十分に開示していません。 特に気づ
いた点は以下の通りです。
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•

多くの日本企業は環境 ・ 社会問題への取り組みにおいて戦略的視点が欠けています。

•

 査対象の日本企業は、 自社の環境 ・ 社会課題へ取り組みついて 「正しい行為をしている」 と
調
評価しています。 そこには、 効率性の実現、 コスト削減、 浮上しつつあるリスクの早期特定、 地
域社会との友好関係の構築、 罰金回避、 規制に先駆けた対応といった行動を通じて戦略的メ
リットを捉えようという考え方はありません。
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アクティビズムの台頭と
長期株主の利益に対する
潜在的な影響

資本の半恒久的な保有者である当社の主な目標は、 アクティビストが長期価値の創出を推進できるよ
うにすることであり、 それはどのようなエンゲージメント方法が選択されようと変わりはありません。 しかし同
時に、 アクティビストがどのような要求をしようと、 取締役会は長期株主の利益を守り、 和解した合意
内容を慎重に評価しなければなりません。 アクティビストから取締役を受け入れて早急な和解に持ち込
む方法に当社は引き続き懸念を抱いており、 交渉で和解する際に取締役会が長期的な視点を持つよ
うにとの考えから、2016年10月に企業に対するガイドラインを発行しました。 また、 長期オーナーとして、
取締役会とアクティビストは和解合意の際、 意見を交換しながら長期株主の利益を守る原則を共に策
定すべきだと考えています。
投資家の影響力の増大が、 アクティビスト ・ キャンペーンに対する企業の抵抗力に寄与したのは明らか
で、 2017年にアクティビストが送り込んだ取締役100人のうち、 委任状争奪戦に発展することなく決
まったケースは86人にとどまりました。 2016年にアクティビストの要求を受け入れる形で決まったのは145
人中127人でした。 こうした傾向は、 2017年にアクティビスト投資家のターゲットとなった24社の経営
陣と物言う株主に対して当社が実施したエンゲージメントに反映されています。 この24社には、
Edgewater Technology, Inc.、CSX Corporation、Immunomedics, Inc.が含まれています。
委任状争奪戦に発展する可能性があった22社のうち、 6社の取締役会は物言う株主側と和解合意
し、 アクティビストの要求に沿って24人の取締役を受け入れました。 7社の委任状争奪戦では物言う
株主が敗北しました。
欧州市場でもアクティビストの台頭が続いており、 2017年のキャンペーン全体の30％近くを占めました。
しかし、 欧州企業ではアクティビストに対する投資家からの支持は弱いようです。 欧州で大きな注目を
集めた、 Credit Suisse、 Ericsson、 Safranなどに対するアクティビストのキャンペーンは投資家から
の賛同があまり得られませんでした。 その主な理由として、 特に国内株主からの支持や複雑な株主構
成（従業員株主／代表者）に関して、 欧州と米国の市場にかなりの違いがあることが挙げられます。
欧州では対象がより広範なステークホルダーの利益が重視されるため、 アクティビストがキャンペーンを成
功させるには、 米国の投資家に効果的だったリターン重視を前面に押し出す戦略から、 持続可能なリ
ターンの重視を訴える戦略に切り替える必要があると思われます。 これまで欧州でアクティビストのキャン
ペーンが最も大きな影響を及ぼしたのは、 取締役会が業績を押し上げて株主に利益を還元する必要
性を訴えた時でした。 以下、 昨年注目を集めたいくつかの委任状争奪戦について取り上げます。
アクティビストによる会長解任案（英国）
：2017年12月、Children’ s Investment Fund（TCI）
は、 ロンドン証券取引所（LSE）のガバナンスに混乱が見られることや前CEOの退任の経緯が不透明
な点を理由に、 取締役会会長の即時解任を求め、 臨時総会の開催を要請しました。 当社はLSEの
筆頭の独立取締役とTCIの代表者の双方に対しエンゲージメントを実施しました。
LSEは新CEOの人選を進めている最中であり、 ドナルド ・ ブライドン会長が任期の2019年4月まで続
投することで経営の安定性が確保され、 継承計画も円滑に進むと当社は考えました。 このため、 当社
は会長の即時解任を求めたTCIの提案に反対しました。 臨時総会でこの株主提案は79％の株主から
反対され否決されました。
代理行使制度の問題点が浮き彫りに（米国）
：2017年第4四半期には、 規模と費用の両面で過
去最大となった委任状争奪戦も繰り広げられました（一部の試算では、 費用は1億2,500万米ドル超
と推定されました）
。 Trian PartnersとProcter & Gamble Company（P&G）による取締役会の
役員人事をめぐる争いは異例な展開となり、 株主総会から3カ月を経てようやく和解合意に至りました。
物言う株主は、 業績不振や取締役会の顔ぶれが変わらないことを指摘し、 経営陣が持続可能な事
業戦略を採用していないとして、 組織のスリム化を要求しました。 しかし、 経営陣は新CEO就任後の
業績や戦略見直しについて、 同社が正しい方向に進んでいる証拠だと反論しました。

State Street Global Advisors

Annual Stewardship Report 2017 Year End

64

両者ともに主張を譲らず、 行使結果は僅差となり、 これが米国における現在の代理行使制度の弱点
を露呈する結果に繋がりました。 2017年10月10日の株主総会後、 取締役会は現職の取締役全
員が再任されたと発表しました。 しかし、 物言う株主はこれに異議を唱え、 数週間後に発表された暫
定結果では、 20億近い行使総数のうち株主側が4万3,000票の僅差で勝利したことが示されました。
この発表後、 経営陣と株主側は10万票分の行使用紙の有効性について判断するために独立監査官
と会合を持ちました。
再集計の結果、 経営陣が50万票の差で勝利したとの結果が改めて示されました。それでもTrianには、
監査官のこの判断について法廷で争う選択肢が残っていました。 これに対して、 経営陣は争いに終止
符を打つため、 最終的に取締役会を拡大し、 物言う株主が提案する候補者を取締役に受け入れる
ことを決めました。 両者が友好的な解決策を見出せなければ、 行使結果をめぐる透明性の欠如から、
同社は2018年に入っても明確な方向性を打ち出せずにいた可能性があります。

取締役会による効果的な
リーダーシップ

当社は、 強力で効果的に機能する独立した取締役会の選出を重視しています。 スキル、 経験、 独
立性の観点からバランスの取れた取締役会は、 優れたコーポレート ・ ガバナンスの基礎となります。 当
社は取締役会の質によって、 取締役の独立性、 継承計画、 取締役会のダイバーシティ、 取締役の
評価と刷新、 コーポレート ・ ガバナンス慣行は左右されると考えています。 2017年に、 当社は69社
に対して取締役会のリーダーシップ構造に関するエンゲージメントを行いました。 以下、 これらの課題に
関する当社のエンゲージメントを地域別に提示します。
日本：日本の上位投資先企業数社（本田技研、 三菱商事、 トヨタ自動車など）にエンゲージメン
トを実施しました。 様々な議題について議論しましたが、 特に強調したのは、 戦略策定プロセスを監督
し、 経営陣をしっかり監視する独立取締役の重要性でした。 議論を通じて、 当社は各企業がより強く
多様性に富んだ取締役会を構築するために慣行をどのように変更しているかを理解しました。 例えば、
グローバルに事業を展開するある企業は、 外国人取締役の登用を進めるため、 取締役会議の頻度を
減らし、 開催場所を主要都市に変更しました。 こうした措置は、 強力で独立性のある効果的な取締
役会へのコミットメントを示すものです。
欧州：フランスのRexel SAの取締役会のリーダーシップ移行に向けた継承計画（特にルディ ・ プロブー
スト会長兼CEOの退任および会長職とCEO職の分離を踏まえ）について把握するため、 同社に対し
てエンゲージメントを行いました。 同社はエンゲージメント中に、 前会長／CEOの退任について、 新た
なガバナンス構造の導入とデジタル化への移行戦略をめぐって取締役会と対立したことが原因だと説明
しました。 Rexelは現在、 実店舗中心の小売業から、 デジタル技術を駆使した完全に顧客中心のマ
ルチチャネル事業モデルへと戦略的な転換を進めています。 当社はRexelが新しい戦略を採用し、 取
締役会がコーポレート ・ ガバナンスの向上と事業のデジタル化の加速に取り組むことを歓迎しました。
英国：当社は、 市場担当取締役の任期（9年）が迫る非業務執行取締役（NED）の後任人事
問題に直面していたBritish Landに対して、 エンゲージメントを実施しました。 取締役会は今後数年
にわたりリーダーシップを発揮するのに相応しい技能と経験を備えた新しいNEDの人選を開始しました。
当社は継承計画についてエンゲージメントを行い、 後任に適した社外候補者をリストアップできているか
尋ねました。 さらに、 現在の取締役会の評価プロセスが取締役会の長期的な変化をどのように支えて
いるかについても協議しました。 同社からはエンゲージメント中に、 不動産業界の経験を持つ人材は非
常に限られており、 候補者探しが難航しているとの説明を受けました。 さらに取締役会は、 英国企業
として国内中心に事業展開している同社のNEDを英国以外から起用するのは適切ではないと考えてい
ました。 当社はBritish Landの継承プロセスは透明性や確実性に欠けているとして、 懸念を表明しま
した。 加えて、 より多くの候補者をリストアップするためには、 英国やREITセクター以外にも対象を拡大
するべきとの意見を示しました。
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米国：昨年1年間に、 米国企業63社において取締役会のリーダーシップ構造に関するエンゲージメン
トを実施しました。 加えて、 独立した取締役会会長の就任を求めた44件の株主提案について議決権
を行使しました。 当社は株主提案があった数社について、 筆頭の独立取締役に対してその役割と責
任に関して以前エンゲージメントを行っていました。 これらの企業では、 以前のエンゲージメントに従って
当社の行使判断を伝えました。 当社は提案の23％に賛成し、 7％で棄権し、 70％に反対しました。

エンゲージメントと
議決権行使状況に
関する注目点
報酬関連

2017年に、 世界中の当社投資先企業で報酬の慣行や方針に関する提案が5,214件提出されまし
た。 当社は2017年の報酬案のうち約89％を支持しました（2016年の91％からやや低下）。 反対
が増えた主な理由として、 業績不振にもかかわらず報酬が過度に高額であることへの懸念や前年の報
酬が増額されたことが挙げられます。 当社は、 各国 ・ 地域別の報酬に関する独自スクリーニング基準
に基づき、 5,214件の中から追加レビューすべき報酬案を特定し、 優先順位を付けました。
その結果、 報酬案を提出した企業の31％に相当する1,642社についてレビューしました。 図9は、
2017年にレビューした報酬案の地域別内訳です。 平均すると、 当社はスクリーニングで選出した企業
の報酬慣行／方針に対して、 36％に賛成し、 38％に反対し、 また報酬方針／体系に対して何らか
の懸念があるため26％の提案には、 条件付きで支持しました。 報酬案に関する当社の議決権行使
状況の地域別内訳を図10に示しました。
図11は、 報酬案に関する当社の議決権行使判断の根拠の内訳を示しました。報酬体系への懸念と、
企業業績に連動する報酬額が大半を占めています。
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図9
スクリーニングされた
報酬案の地域別内訳
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図11
報酬案に対する行使判断の
理由
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出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年エンゲージメント ・ データベース

報酬に関する
エンゲージメント

当社はアセット ・ スチュワードシップ ・ プログラムの一環として、 報酬に関する様々な懸念事項に対する
エンゲージメントを通じて企業に働きかけ、 変化を促したいと考えています。 しかし、 エンゲージメントが
変化をもたらす手段として有効でないことが判明した場合には、 議決権行使を通じて報酬慣行への懸
念を表明します。 当社は投資先企業の報酬案に対する議決権行使を分析する枠組みを構築しまし
た（以下を参照）。 エンゲージメントにおいては役員報酬に関する懸念を明確に伝え、 エンゲージメント
中に表明した懸念に対する企業の対応をモニタリングします。
図12は、 当社が実際に企業と議論した、 報酬関連のエンゲージメント議題の内訳です。 2017年に
は400社以上と報酬関連の課題について議論しました。 そのうち234社と報酬プログラム全般について
協議し、 67社に対しては、 役員の報酬体系が不適切との懸念を示しました。 また57社では過大な
報酬額を懸念材料として指摘しました。
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当社の報酬案分析の枠組み

•

報酬額をピアグループおよび長期業績と比較分析

•

報酬全体の構造を分析 — 短期報酬と長期報酬のバランスを追求

•

長期戦略と報酬を決定する指標の関係を理解

•

短期的報酬
— 収入、 利益率、 安全性といった、 投資家向けレポートで頻繁に取り上げられ、 株式アナリス
トが追跡している経営指標を選好

•

長期的報酬
— 業績目標に連動するパフォーマンス ・ シェア ・ ユニット（PSU）と、 在職期間に基づき権利が
確定する制限付き株式ユニット（RSU）のバランスを追求
— PSUは最低3年間の業績を基に、 ピアグループ、 ROE、 ROIC、 その他の長期経営指標に
対する相対的TSRに連動して算出
— RSUは人材の定着に寄与

•

その他の検討要因
— 業績に連動していない高額の臨時報酬
— 業績達成度の再評価またはオプションの価格変更
— 上級経営陣のヘッジ活動および担保差し入れ活動
— 任命された取締役（NEO）全員の報酬額および会長／CEOと他のNEOの報酬格差

報酬体系の大幅な改善は将来の報酬に影響を及ぼすでしょう。

オーストラリア、 英国、 米国
の2017年の報酬トレンドに
ついての洞察

報酬プログラムはある程度改善したものの、 インセンティブ計画に再評価条項が組み込まれている
点が懸念要因（オーストラリア）：2017年に、 当社はスクリーニングを通じて285社以上のオースト
ラリア企業の報酬案を検討対象とし、 その慣行についてより理解を深めるために数社に対しエンゲージ
メ ン ト を 実 施 し ま し た（AGL Energy Ltd.、 Amcor Limited、 Ardent Leisure Group、
Commonwealth Bank of Australia、 Fairfax Media Ltd.、 Industrial REIT、
Healthscope Ltd.、 REA Group Limited、 Tabcorp Holdings Ltd.など）。
オーストラリア企業で報酬慣行や情報開示が改善し始めて数年が経ちますが、 依然として米英の状況
に遅れています。 注目すべき変化は、 報酬の基準に使用される指標の多様化が進んだことで、 長期
報酬の算出基準はこれまでのように株主総利回り（TSR）一辺倒ではなくなりつつあります。 以下に、
当社の見解をさらに詳しく説明します。
インセンティブ計画の再評価条項の継続：驚いたことに、 当社が懸念している再評価条項を、 報酬
体系に取り入れる企業が増えています。 再評価条項は、 一定の期間に業績目標を達成できなかった
役員にも報酬が得られる複数の機会を事実上与えるものです。 こうした慣行によって、 報酬が業績に
比べて過大となる余地が生まれ、 短期間で大胆な目標を達成しようと、 高収益を生む高リスクの事業
判断を行うインセンティブを経営陣に付与する恐れがあります。 当社は2017年に、 再評価条項が盛り
込まれていることを理由に38件の報酬案に反対しました（2016年の33件から増加）。 中には、 長期
業績指標の多様化など、 前向きな変更と組み合わせることで、 再評価条項の導入を投資家に認めて
もらおうとした企業もありました。 しかし、 長期インセンティブ計画に業績連動部分を追加または増加し
ても、 再評価条項に対する当社の懸念は軽減されません。 当社の 「反対」 行使数は増えましたが、
エ ン ゲ ー ジ メ ン ト は 引 き 続 き あ る 程 度 の 成 果 を 上 げ て い ま す。 BlueScope SteelとWoodside
Petroleumは、 将来の計画から再評価条項を削除し、 さらに2社がエンゲージメント中に報酬プラン
からの再評価条項撤廃を約束しました。
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短期インセンティブ計画の情報開示は英米市場に依然として及ばす：ごく一部の企業は、 短期イン
センティブ（STI）計画で使用される特定の指標（加重付け、 閾値、 目標値、 最大目標など）に
関する株主への情報開示を拡大し始めました。 こうした建設的な動きにもかかわらず、 オーストラリア市
場全体のSTI開示状況は、 英国や米国など他の市場に依然として出遅れています。 情報開示の検
証に際して当社が最低限期待するのは、 指標と業績が、 報酬判断に使用された目標値と対比する
形で開示されていることです。 さらに、 年次プログラムがかなり主観的である場合、 取締役会がその評
価の一部と考えた成果について詳細に説明されていることも重要です。
オーストラリアの報酬案を評価した結果、 さらにいくつかの懸念要因が散見されました。
•

業績基準を伴わない、 あるいは非財務指標の達成のみに基づく、 新たな株式付与

•

 期インセンティブと長期インセンティブで構成される報酬プランが崩れ、 短期インセンティブのみに
短
基づく単一構造の報酬プランにシフト

•

 模がはるかに大きい米国企業を十分な根拠もなく基準にして構築した報酬制度が増え、 それに
規
伴い報酬全体が上昇

報酬指標の整合性：これまでのようにTSRのみを長期業績の指標とするのではなく、 各企業や業界に
適した指標が採用され始めています。 長期業績に合わせて様々な指標を使用すれば、 会社の経営
成績と一致しない報酬プランを調整するために取締役会が介入する必要性は低下します。 長期業績
の目標設定に際して、 当社は取締役会に対して、 企業の長期戦略に関連する重要指標を特定し、
長期報酬プログラムに組み入れることを期待します。

報酬とパフォーマンスに引き続き注目（米国）
：2017年の株主総会シーズンに、 当社はスクリーニング
でさらなる検討対象に選出した551件の報酬案のうち、 34％に反対し、 役員報酬に関するエンゲージ
メントを180社以上の米国企業で実施しました。 2017年には、 CEOのペイレシオに関する新規制への
対応について企業と協議しました（同規制はCEOの報酬と従業員の平均報酬を比較開示するよう義
務付けています）
。 この新たな要求は、 ペイレシオが同業他社に比べて大幅に高い企業のレピュテーショ
ンに影響する可能性があります。 ペイレシオを議決権行使の枠組みに取り入れる前にデータを評価する
必要があるため、 当社は2018年の議決権行使をペイレシオに基づいて実行する考えはありません。
2017年には役員報酬案（MSOP）が否決されるケースは減少し、 賛成率90％以上の企業の割合
は2016年の75％に対して78％と、 2011年以来の高水準となりました。 しかし、 当社が昨年1年間
に米国企業の報酬案に反対した割合は全体の6％で変わりませんでした。 当社はまた、 議決権行使
プロセスを強化するために、 報酬金額によるスクリーニング基準を導入し、 追加の検討対象とする高額
報酬の企業を特定し、 その間、 業績によって報酬プログラムの問題点が隠れないようにしました。 さら
に、 当社はスクリーニング ・ プロセスにおいて、 報酬と業績の連動性を評価する際に、 マクロ経済の影
響を排除するため、 相対的TSRを使用しています。
当社が報酬関連でエンゲージメントを実施した米国企業には、 Alphabet Inc., Allegiant Travel
Company, Ambac Financial Group, Inc., MSCI Inc., American Express Company,
VeriFone Systems, Inc., FMC Corporation, Nuance Communications, Inc., Calix,
Inc.などが含まれています。
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株主総会の議題の中心は引き続き報酬（英国）：英国では2017年にブレグジットや一部企業のガ
バナンス問題の発生を受けて、 国内企業のコーポレート ・ ガバナンスの枠組みの妥当性と有効性をめ
ぐる議論が再び高まりました。 役員報酬に対して世間が厳しい目を向ける中、 多くの企業が、 プロセス
の早い段階で報酬方針を修正して株主の承認を得ようと積極的に動いています。 そのため大半の企業
は、 引き続き高水準の支持を得られるよう、 十分な時間をかけて当社のフィードバックに対応しました。
2017年に当社は報酬方針に関する提案の6.5％に反対しました（2016年の9.8％から低下）。
英国企業に対する当社のエンゲージメントおよび報酬関連の提案の分析の注目点を以下に列挙します。
•

 国企業は報酬額の増加に対し慎重姿勢を強めており、 株主からのフィードバックに総じてより敏
英
感に反応しているように思われます。 また、 英国では報酬関連の決議は、 対立の表面化を避け
るために、 水面下の交渉で取り下げられることが多くなっているようです。

•

 国企業は長期インセンティブに関する保有期間が引き続き長期化しており、 現在、 FTSE100
英
指数構成企業の大部分の保有期間が3年以上となっています。

•

 ンセンティブの設計に関しては、 特に英国では伝統的なパフォーマンス ・ シェア ・ プランにTSRと
イ
EPSの目標を組み合わせる手法がかなり定着している点を踏まえると、 依然として改善の必要があ
ります。 しかし、 このアプローチは、 役員報酬と事業戦略との間に強い連動性を常に提供するとは
限らないと認識しています。

•

 社は英国企業に対するエンゲージメントにおいて、 長期戦略に沿って柔軟に調整できる目標を
当
報酬委員会が設定することが望ましいと明確に伝えました。 また使用資本利益率（ROCE）など
の追加の収益指標を活用する重要性についても強調しました。

2017年、 当社はQinetiQ Group plcの役員報酬委員会委員長とのエンゲージメントで、 短期変
動報酬への移行や、 新たなインセンティブ計画の2つの要素で業績目標（基調的な営業利益）に類
似した手法が使用されている点に懸念を表明しました。 また、 ROCEといった利益指標を追加する重
要性についても強調しました。しかし、 こうした懸念に対して報酬委員会は何ら措置を講じなかったため、
当社は7月の株主総会で同社の報酬方針に関する拘束的議決案に反対しました。 報酬方針は可決
されたものの、 株主の3分の1以上が反対しました。
Pearson plcの役員報酬員会委員長ともエンゲージメントを実施し、 年間賞与で使用される目標に
十分な柔軟性がないと指摘し、 賞与額と財務パフォーマンスの連動性が弱いことに懸念を表明しまし
た。 この懸念に対してPearsonから対策は打ち出されなかったため、 当社は株主総会で同社の報酬
に関する報告に反対しました。 PearsonはFTSE 100指数構成企業で2017年に報酬報告に関する
決議案が否決された唯一の企業です。
制限付き株式スキーム：2017年には、 多くの英国企業が長期計画の再編のために、 業績目標の
達成度に応じて権利が付与される業績連動型株式から、 在職期間に応じて権利を付与する制限付
き株式に移行しました。 この種の報酬構造に対する投資家の見方は変化しており、 制限付き株式ス
キーム導入の提案の中には、 反対意見が高水準になったケースや、 総会前に取り下げられたケースも
ありました。
2017年に提案された制限付き株式プランの大多数は株主の利益と一致していなかったというのが当社
の見解です。 当社は新たな制限付き株式プランの妥当性を評価する際には、 確実性の高まり、 保有
期間の長期化、 目標未達時の報酬への対抗措置（強力な財務的支えの組み入れなど）を勘案し
て報酬額が減額されることを期待します。
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エンゲージメントと
議決権行使に
関する注目点
環境 ・ 社会関連

環境 ・ 社会（E&S）関連の株主提案数は2017年も増加を続け、 2016年の402件から528件に
31％増となりました。 2016年と同様、 増加の中心は米国でした。 米国の投資家は企業の持続可
能性慣行を重視しており、 投資家グループによる気候関連をテーマにした議決権行使キャンペーンが増
えています。 平均すると、 当社はE&G関連の提案の12.5％を支持し（2016年の21％から低下）、
82％に反対し（2016年の69％から上昇）、 6％で棄権しました（2016年の10％から低下）（図
14）。 当社の行使判断は、 キャンペーンによって持続可能性に関する報告の改善が進んでいる米国
市場の全般的な傾向を反映しています（「ガバナンス全般」 の 「持続可能性と長期戦略を重視」 の
セクションもご参照下さい）。

図13
環境 ・ 社会関連の
株主決議案（地域別）、
2017年1月1日～
12月31日

日本
21%

欧州
（英国を除く）
19%

オーストラリア
4%
英国
2%

米国
54%
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況
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図14
E&G関連の株主提案に
対する当社の行使判断

棄権
6%

反対
82%
賛成
12%

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2016年議決権行使状況

環境 ・ 社会関連の
エンゲージメント

当社は投資先企業のE&G関連決議案を分析する枠組みを構築しました。

投資先企業の環境 ・ 社会
関連の方針および慣行を
分析する枠組み

•

ESG関連情報開示（重要な持続可能性課題に関するKPIの詳細など）の質

•

同業他社の持続可能性プログラムとの相対パフォーマンス

•

持続可能性イニシアチブを支える経済性

•

会社の持続可能性慣行の監督に対する取締役の関与の水準

•

エンゲージメントでの指摘内容や議決権行使を通じたフィードバックに対する企業の対応

当社はエンゲージメント中に、 企業の長期戦略に影響する主要E&Sリスクに関する情報開示について
当社が期待することを明確に伝えます。 その後、 当社は企業がそれにどう対応するかをモニタリングしま
す。 当社の最終的な行使判断の根拠を以下に示します。
•

State Street Global Advisors

 成（提案を支持）：企業が市場の基準を満たさない、 あるいはエンゲージメントや前回の議決
賛
権行使を通じたフィードバックに対応していない場合、 株主提案を支持します。
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•

棄権（条件付き支持）：E&S方針／慣行はやや改善したが市場の標準を依然下回っている場
合、 あるいは当社のフィードバックに一部しか対応していない場合、 当社はE&S関連の株主提
案に棄権票を投じる可能性があります。

•

 対（提案を不支持）：企業の方針や慣行が市場の標準を満たしておらず、 分析に基づき不
反
十分と判断される場合、 あるいはエンゲージメント中に改革への強いコミットメントを示さなかった場
合、 当社はE&S関連の株主提案を支持しません。

図15に、 企業と議論したE&S課題に関連する具体的なエンゲージメント議題の内訳を示します。 当
社は2017年に、 世界196社において様々なE&S課題に関するエンゲージメントを実施しました。 実
施したエンゲージメントの内容は、 気候変動に関するものが108件、 環境管理は109件、 ダイバーシ
ティは123件、 水資源管理は49件となっています。 気候変動、 取締役会の構成、 ダイバーシティ、
水資源管理、 報酬戦略に関するエンゲージメントによる当社の見解は当レポートの 「スチュワードシッ
プ ・ プログラム」 のセクションに記載しています。 当社の2017年のエンゲージメント活動の参考として、
各種E&S課題について当社が実施したエンゲージメントの事例を以下に列挙します。

図15
環境 ・ 社会関連の
エンゲージメントの議題

30

％

25
20
15
10
5
賃金保証

人権&人的資本

サイバーセキュリティ

サプライチェーン

安全

政治／ロビー活動

水資源管理

気候変動

環境管理

ダイバーシティ

0

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズの2017年議決権行使状況
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環境管理

環境管理慣行に関して23セクターの109社とエンゲージメントを実施しました。 当社が企業との協議で
重視したのは、 自社製品がライフサイクルに与える影響について考えているかどうかやその考え方、 そし
て商品設計や持続可能性戦略をどう伝えているかです。 例えば、 カーペットや事務用品を製造する
Interface Inc.は、 同社のカーボン ・ ネガティブ戦略の仕組みについて、 すなわち、 同社製品はなぜ
二酸化炭素排出量の長期的な相殺に寄与するかについて説明しました。 同社は使用済み漁網をリサ
イクルし、 カーペットとして商品化することで、 自社製品の質を維持しサプライチェーンの多様化を進めつ
つ、 廃棄物の量の削減に成功しています。
また、 環境関連の慣行（特に米国企業における）に関する環境規制の変化による影響についても議
論しました。 現政権が環境規制を緩和する可能性があることから、 一部企業の間には、 持続可能性
慣行の改善に対して様子見姿勢を取る動きや、 そうした取り組みを後退させる動きがあります。 当該
企業に対して当社は、 規制リスクはESGリスクの一つの側面に過ぎないとの考えを明確に示し、 規制に
よって影響を受けたり弱まることのない物理的および経済的リスク／移行リスクを考慮するよう勧めまし
た。 より重要な点として当社は、 企業が成長し、 消費者の行動や嗜好の変化に戦略を一致させる機
会が失われる可能性があると指摘しました。

気候変動
（「アセット ・ スチュワードシップ」
のセクションもご参照下さい）

当社は2014年以降、 気候変動関連のエンゲージメントを実施し、 これまで様々な業界や市場に属
する191社で278件のエンゲージメントを主導してきました。 昨年は気候変動を重視したエンゲージメン
トが特に活発で、 108件のエンゲージメントを実施しました。 そのうち約30％はエネルギーおよび公益
事業セクターの企業とのエンゲージメントでした。
2017年の米国のハリケーンシーズンは特に活発で、 命名された熱帯暴風雨は17個あり9、 特に 「ハー
ビー」、 「イルマ」、 「マリア」 は甚大な被害をもたらしました。 その結果、 2017年のハリケーンの被害総
額は過去最高の2,000億米ドル超となりました10。
当社はSwiss REやCincinnati Financial Corporationといった損害保険会社との気候関連リスク
に関するエンゲージメントを通じて、 多くの企業がリスクモデルを改善することで気候リスクのより適切な評
価を目指していることが分かりました。 また一部の企業では、 気候変動の物理的影響に耐えられる不
動産にするための補強策を消費者に適切に促すための取り組みについて説明を受けました。
再保険会社数社とは、 インフラ向上の資金調達のための高利回りキャットボンドなどの新たな金融商品の
提供について協議しました。 2017年に当社が対話した保険会社の大半は、 気候変動が事業戦略にも
たらす影響について、 取締役会メンバーがより積極的に学習し議論するようになったと報告しています。
保険会社と同様に、 Duke Energy CorporationやXcel Energy Inc.などの公益事業会社の多
くも、 気候リスクの影響を長期戦略や資本配分に反映させようとしています。 潜在的な気候リスクのシ
ナリオ分析を実施し、 公表している企業が増えているのはその証左です。 公益事業会社は、 規制に
基づき統合資源計画の提出を義務付けられているため、 シナリオ計画の情報開示の点で、 石油 ・ ガ
ス業界（特にそうした取り組みに関して、 有意義な方法での開示がまだ行われていない米国企業）に
やや先行しているようです。
当社は92社の取締役会メンバーに対して気候変動に関するエンゲージメントを実施しました。 その中に
は、 Allstate Corporation、 Assurant Inc.、 Insurance Australia Group Ltd.、 American
International Group, Inc.、 Oil Search Ltd.、 Santos Ltd.、 Exxon Mobil Corporation、
PPL Corporation、 Eni S.p.A、 Repsol SA、 Idemitsu Kosan Co., Ltd.、 PetroChinaなどが
含まれています。
9
https://edition.cnn.com/2017/05/15/us/2017-atlantic-hurricane-season-fast-facts/index.html
10 https://news.nationalgeographic.com/2017/11/2017-hurricane-season-most-expensive-ushistory-spd/
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ダイバーシティ
（「スチュワードシップ ・
プログラム」 もご参照ください）

2017年に123社で取締役会のダイバーシティに関するエンゲージメントを実施しました。 当社はエンゲー
ジメントを通じて、 大半の企業が、 エントリーレベルの従業員から上級経営陣や取締役会に至るまで、
組織全体でダイバーシティを強化する必要があると認識していることが分かりました。 ただし、 取締役候
補に相応しい女性候補者不足を指摘する声がまだ一部にあるとはいえ、 実際には多くの企業が組織
のあらゆるレベルや取締役会でダイバーシティを強化する慣行を順調に取り入れています。
ダイバーシティ強化の慣行を導入した企業の中にClorox Companyがあります。 同社は、 ダイバーシ
ティを事業に不可欠な要素とみなし、 「トップの姿勢」 を確立することの重要性を信じており、 取締役
会と経営チームともに女性が占める割合は30％以上となっています。 Accenture plcは2025年まで
に全従業員の50％を女性にすることを公約しました。 またリーダーシップを発揮するポジションの女性の
数や新規採用数の目標も設定しました。 United Rentals Inc.は取締役候補探しの一環として、
特に幅広い人材をリストアップするために社外の人材紹介会社を使用しました。 さらに、 Bendigo
and Adelaide Bank Ltd.は多様な人材を採用するために柔軟性のある就労形態を提供していま
す。 同社には中間管理職の女性を対象とするリーダーシップ育成プログラムもあります。

サプライチェーン管理

State Street Global Advisors

サプライチェーン内の水資源管理：水資源管理の課題に関して企業は通常、 社内のオペレーション
に注目します。 しかし、 生産を外部に委託している場合、 用水の利用と管理の慣行を改善するにはサ
プライヤーの水資源管理についても検討する必要があります。 例えば、 GlaxoSmithKlineはこれまで、
自社のオペレーションと工場の水資源管理プログラムだけに焦点を当ててきましたが、 包括的分析およ
び重要性評価を実施した結果、 水環境への影響の大半をもたらしているのはサプライヤーであり、 生
産プロセスで使用される水の84％をサプライヤーが使用していることが明らかになりました。 そのため、 同
社は製品の用水使用状況をサプライチェーン全体で把握する仕組みを開発するため、 外部コンサルタ
ントに依頼しました。 その後、 同社は、 地域社会が水資源を確保し、 必要に応じて帯水層に再貯留
するインフラを整備しました。
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付録

エンゲージメント
実施企業
（議題別）
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会社名

市場

3D Systems Corp.

USA

3i Group plc

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

l

l

l

UK

l

l

3M Company

USA

l

Abbott Laboratories

USA

l

AbbVie Inc.

USA

l

Abengoa

EU-Others

l

Accenture plc

UK

ACI Worldwide, Inc.

USA

Activision Blizzard, Inc.

USA

Aditya Birla Group

EM-India

Adobe Systems
Incorporated

USA

Advanced Micro
Devices Inc

USA

l

AECOM

USA

l

Affiliated Managers
Group, Inc.

USA

Aflac Incorporated

USA

l

AGCO Corp.

USA

l

AGL Energy Ltd.

Australia

AGNC Investment
Corporation

USA

Air Lease Corporation

USA

l

Air Liquide S.A.

EU-France

l

Airbus

EU-France

l

l

Albioma

EU-France

l

l

Alexander & Baldwin, Inc. USA

l

l

Alexandria Real Estate
Equities Inc.

USA

l

Alkermes plc

EU-Ireland

l

l

Allegheny
Technologies Inc.

USA

l

l

Allegiant Travel Company

USA

l

l

Alliance Trust

UK

l

Alliant Energy
Corporation

USA

l

Allianz SE

EU-France

Alpha Bank A.E.

EU-Others

Alphabet Inc.

USA

Amazon.com, Inc.

USA

l

l
l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

Ambac Financial
Group, Inc.

USA

l

l

l

AMC Entertainment
Holdings, Inc.

USA

l

Amcor Limited

Australia

l

l

Ameren Corporation

USA

American Axle &
Manufacturing
Holdings Inc.

USA

l

American Campus
Communities, Inc.

USA

l

l

American Electric Power
Company, Inc.

USA

l

l

American Express
Company

USA

American International
Group, Inc.

USA

American States Water
Company

USA

American Water Works
Company, Inc.

USA

l

Ameriprise Financial, Inc.

USA

l

AMN Healthcare, Inc.

USA

l

Anadarko Petroleum
Corporation

USA

l

l

l

Anika Therapeutics Inc.

USA

l

l

l

Apple Inc.

USA

Aqua America, Inc.

USA

l

Aramark Corporation

USA

l

l

Arch Capital Group Ltd.

USA

l

l

Arconic Inc.

USA

l

Arconic Inc. (Dissident:
Elliott Management)

USA

Ardent Leisure Group

Australia

l

Ares Commercial Real
Estate Corporation

USA

l

Arkema S.A.

EU-France

l

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l

l

l
l
l

l

Asahi Group Holdings Ltd Japan

State Street Global Advisors

l

l

Ashford Hospitality
Prime Inc.

USA

l

Ashford Hospitality
Trust, Inc.

USA

l

Ashland Global Holdings

USA

l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

Assicurazioni
Generali SpA

EU-Italy

Assurant, Inc.

USA

ASX Limited

Australia

l

Atlantia spa

EU-Italy

l

l

Atlantic Power
Corporation

Canada

l

l

Atos

EU-France

l

l

Atwood Oceanics, Inc.

USA

l

l

AusNet Services

Australia

l

l

Automatic Data
Processing, Inc.

USA

l

Automatic Data
Processing, Inc.
(Dissident: Pershing
Square Capital)

USA

l

AvalonBay
Communities, Inc.

USA

l

Avnet, Inc.

USA

l

l

l

Axa S.A.

EU-France

l

l

l

BAE Systems plc

UK

Ball Corporation

USA

Banco Popular
Espanol S.A.

EU-Others

Banco Santander S.A.

EU-Others

l

Bank of America

USA

l

Bank of Ireland plc

EU-Ireland

l

Barclays plc

UK

l

Barnes & Noble Inc.

USA

l

l

Barratt Developments

UK

l

l

BASF SE

EU-Germany

BBVA

EU-Others

Becton, Dickinson and
Company

USA

l

Bed Bath & Beyond

USA

l

Bendigo and Adelaide
Bank Ltd.

Australia

l

Berkeley Group

UK

l

BHP Billiton

UK

l

BlackRock, Inc.

USA

l

Bluerock Residential
Growth REIT, Inc.

USA

l

l

報酬

環境・
社会

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l

l
l

l

l
l
l
l

l
l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

BlueScope Steel Ltd.

Australia

Boingo Wireless, Inc.

USA

BorgWarner Inc.

USA

BP plc

UK

British Land

UK

Buffalo Wild Wings

USA

l

Buffalo Wild Wings
(Dissident Marcato)

USA

l

Calavo Growers, Inc.

USA

l

l

California First National
Bancorp

USA

l

l

California Resources
Corporation

USA

l

California Water
Service Group

USA

Calix, Inc.

USA

l

環境・
社会

l

l

l
l

l
l

l

l

l
l

l

Campbell Soup Company USA

State Street Global Advisors

報酬

l

l

l

l

Canadian Imperial Bank
Of Commerce

Canada

l

Canfor Corporation

Canada

l

Cap Gemini

EU-France

l

Cardinal Health, Inc.

USA

l

Care Capital
Properties Inc.

USA

Carpenter Technology
Corporation

USA

Carrefour

EU-France

Casey's General
Stores, Inc.

USA

l

l

Casino Guichard
Perrachon

EU-France

l

l

Caterpillar Inc.

USA

l

Caterpillar Inc. (Dissident: USA
CtW Investments)

l

Celgene Corporation

USA

l

Centrica plc

UK

Charles River
Laboratories
International Inc.

USA

Chesapeake Energy
Corporation

USA

Chevron Corporation

USA

l

l
l
l
l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l
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会社名

市場

Chevron Corporation
(Dissident: CalPERS)

USA

Chicago Bridge & Iron
Company N.V.

USA

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

l
l

Chipotle Mexican Grill,
USA
Inc. (Dissident: Clean
Yield Asset Management)

State Street Global Advisors

環境・
社会

l

Chubb Limited

Switzerland

Cigna Corporation

USA

l

Cincinnati Financial
Corporation

USA

l

Cisco Systems, Inc.

USA

l

Citi Trends, Inc.

USA

Citi Trends, Inc.
(Dissident: Macellum
Capital Management,
LLC)

USA

Citigroup Inc.

USA

Cliffs Natural Resources

USA

Close Brothers

UK

Cloud Peak Energy Inc.

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l
l
l

l

l

USA

l

l

Cognizant Technology
Solutions Corporation

USA

l

Comcast Corporation

USA

Commonwealth Bank of
Australia

Australia

Connecticut Water
Service, Inc.

USA

ConocoPhillips

USA

Contango Oil & Gas
Company

USA

l

l

Convatec

UK

l

l

CorEnergy Infrastructure
Trust Inc

USA

l

Corning Incorporated

USA

l

Coronation Fund
Managers

EM-South
Africa

l

Costco Wholesale
Corporation

USA

l

Credit Suisse Group AG

Switzerland

Cree Inc.

USA

CRH plc

UK

l

Croda

UK

l

CSRA Inc.

USA

l

l
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

CSW Industrials, Inc.

USA

l

CSX Corporation

USA

l

l

l

CSX Corporation
(Dissident: Mantle
Ridge LP)

USA

l

l

l

Culp, Inc.

USA

l

CVS Health Corporation

USA

l

Cypress Semiconductor
Corporation

USA

l

l

l

Cypress Semiconductor
Corporation (Dissident:
T.J. Rodgers)

USA

l

l

l

CyrusOne Inc.

USA

報酬

環境・
社会

CytRx Corporation

USA

Danaher Corporation

USA

l

Danone

EU-France

l

DARDEN
RESTAURANTS INC.

USA

l

DARDEN RESTAURANTS, USA
INC. (Dissident: Green
Century Capital
Management, Inc.)

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

Darling Ingredients Inc.

USA

Deckers Outdoor
Corporation

USA

Deere & Company

USA

l

DENTSPLY SIRONA Inc.

USA

l

l

Dentsu Inc.

Japan

l

l

Deutsche Bank

EU-Germany

l

l
l

l

Devon Energy Corporation USA
DeVry Education
Group Inc

State Street Global Advisors

委任状争奪戦／
M&A

l
l

l
l

l
l

USA

l

Diamondback Energy Inc. USA

l

l
l

l

DMC Global Inc.

USA

Dominion Resources Inc.

USA

Domino's Pizza
Enterprises Ltd.

Australia

Domino's Pizza, Inc.

USA

DTE Energy Company

USA

l

Duke Energy Corporation

USA

l

DXC Technology
Company

USA

l

Dynegy Inc.

USA

l

l

l
l

l
l
l
l
l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

E. I. du Pont de Nemours
and Company

USA

l

l

E.ON

EU-Germany

l

Eagle Materials Inc.

USA

l

l

Eagle
Pharmaceuticals Inc.

USA

l

l

Ecolab Inc.

USA

Edenred SA

EU-France

Edison International

USA

Edwards Lifesciences
Corporation

USA

l

Electro Scientific
Industries Inc.

USA

l

Eli Lilly and Company

USA

l

EMCOR Group, Inc.

USA

l

l

Emerson Electric Co.

USA

l

l

Energen Corporation

USA

l

l

Eni S.p.A.

EU-Italy

Entegris

USA

Entergy Corporation

USA

EQT Corporation

USA

Equifax Inc.

USA

Equity LifeStyle
Properties, Inc.

USA

Equity Residential

USA

Ericsson

EU-Sweden

l

Essilor International

EU-France

l

Evercore Partners Inc.

USA

Eversource Energy

USA

l

Exact Sciences
Corporation

USA

l

Exelixis Inc.

USA

l

Exelon Corporation

USA

Expeditors International
of Washington, Inc.

USA

Expeditors International
of Washington, Inc.
(Dissident: Clean Yield
Asset Management)

USA

Exxon Mobil Corporation

USA

Fabrinet

USA

l
l

l
l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l
l
l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
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会社名

市場

Facebook, Inc.

USA

l

Fairfax Media Ltd.

Australia

l

Fanuc Corporation

Japan

l

FCB Financial
Holdings Inc.

USA

l

l

Fidelity National
Financial, Inc.

USA

l

l

Fiesta Restaurant
Group, Inc.

USA

l

First Republic Bank

USA

FirstEnergy Corp.

USA

l

Fiserv, Inc.

USA

l

Fluor Corporation

USA

FMC Corporation

USA

l

l

Fonciere des Regions

EU-France

l

l

Foot Locker, Inc.

USA

l

Ford Motor Company

USA

l

l

Forest City Realty
Trust, Inc.

USA

l

l

Fred's, Inc.

USA

l

Freeport-McMoRan Inc.

USA

Fresenius Medical Care

EU-Germany

Fresnillo plc

UK

l

FTI Consulting, Inc.

USA

l

FuelCell Energy, Inc.

USA

l

Galena Biopharma, Inc.

USA

l

Gemalto

EU-Others

l

General Electric Company USA
General Mills, Inc.

State Street Global Advisors

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会
l

l
l

l
l
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

USA

l

General Motors Company USA

l

l

General Motors Company USA
(Dissident: Greenlight
Capital Inc.)

l

l

Gilead Sciences, Inc.

USA

l

GlaxoSmithKline plc

UK

Goodman Group Ltd.

Australia

l

Granite Real Estate
Investment Trust
(Dissident: FrontFour
Capital Group LLC)

Canada

l

Greencore Group plc

UK

l

l
l
l
l

l

l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

Greenhill & Co., Inc.

USA

l

H&R Block Inc.

USA

l

Hasbro, Inc.

USA

l

HealthEquity, Inc.

USA

l

Healthscope Ltd

Australia

l

Heritage Insurance
Holdings Inc.

USA

l

l

Hess Corporation

USA

l

l

Hilltop Holdings, Inc.

USA

Hiscox Ltd.

UK

HMS Holdings Corp.

USA

l

l

Hologic, Inc.

USA

l

l

Honda Motor Co., Ltd.

Japan

l

Honeywell
International Inc.

USA

l

l

l

HSBC Holdings plc

UK

l

l

l

Hudson Pacific
Properties Inc.

USA

l

l

Hudson Pacific Properties USA
Inc. (Dissident: CalSTRS)

l

l

l

l
l

l
l

l

l
l

l

l

l

Hunting plc

UK

Huntington Bancshares
Incorporated

USA

Iberdrola

EU-Others

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

Japan

l

l

IHI Corporation

Japan

l

l

Immunomedics, Inc.

USA

l

l

Immunomedics, Inc.
(Dissident: venBio)

USA

l

l

Imperial Brands plc

UK

Industria REIT

Australia

l

Inmobiliaria Colonial

EU-Others

l

Innoviva, Inc.

USA

l

Innoviva, Inc. (Dissident:
Sarissa Capital)

USA

l

Insurance Australia
Group Ltd.

Australia

Intel Corporation

USA

l

Intercontinental
Exchange, Inc.

USA

l

l

l

Interface, Inc.

USA

l

l

l

l
l
l

l

l

l

l

l
l
l
l

l

l

l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

International Business
Machines Corporation

USA

l

International Paper
Company

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

l

l

l

USA

l

l

Invesco Office
J−REIT, Inc.

Japan

l

Investa Office Fund

Australia

l

Investment Technology
Group, Inc.

USA

Ionis
Pharmaceuticals, Inc.

USA

l

Irish Continental Group

EU-Ireland

l

iStar Inc.

USA

l

ITT Inc.

USA

l

ITV plc

UK

l

Jacobs Engineering
Group Inc.

USA

l

James Hardie
Industries plc

Australia

l

JFE Holdings

Japan

l

Johnson & Johnson

USA

l

Johnson Controls
International plc

EU-Ireland

l

Jones Lang LaSalle
Incorporated

USA

l

JPMorgan Chase & Co.

USA

Julius Baer Gruppe

Switzerland

l

l

Juniper Networks Inc.

USA

l

l

Kaiser Aluminum

USA

l

l

Kansas City Southern

USA

Kellogg Company

USA

Kforce Inc.

USA

Kinder Morgan, Inc.

USA

KMG Chemicals, Inc.

USA

l

Knowles Corporation

USA

l

Koninklijke DSM NV

EU-Others

l

L Air Liquide S.A.

EU-France

Laboratory Corporation
of America Holdings

USA

l

l

LafargeHolcim

EU-France

l

l

Lagardere SCA

EU-France

L'Air Liquide

EU-France

l

l

l

l
l

l
l

l

l

l
l
l
l

l

l

l

l

l

l
l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

Lam Research
Corporation

USA

l

Lar Espana

EU-Others

l

Laredo Petroleum Inc.

USA

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

LaSalle Hotel Properties

USA

l

LaSalle LOGIPORT REIT

Japan

l

l

Legg Mason, Inc.

USA

l

l

Leggett & Platt,
Incorporated

USA

l

l

Lennar Corporation

USA

l

l

Liberty Property Trust

USA

l

l

Linde AG

EU-Germany

Lithia Motors

USA

Lockheed Martin
Corporation

USA

London Stock Exchange
Group plc

UK

l

London Stock Exchange UK
Group plc (Dissident: TCI)

l

l
l

l

l

l

l
l
l

l

Lonza

EU-Germany

l

LSC
Communications, Inc.

USA

l

Lumos Networks Corp.

USA

l

Luxottica

EU-Italy

M.D.C. Holdings, Inc.

USA

l

Mack-Cali Realty
Corporation

USA

l

l
l
l

Macquarie Group Limited Australia

State Street Global Advisors

ガバナンス

l

l

l

l

l

l

Man Group

UK

Manhattan
Associates Inc.

USA

l

l

l

Marathon Oil Corporation USA

l

l

l

l

Marathon Petroleum
Corporation

USA

Mastercard Incorporated

USA

McKesson Corporation

USA

McKesson Corporation
(Dissident: International
Brotherhood of
Teamsters)

USA

MCUBS MidCity
Investment Corporation

Japan

l

Mediaset SpA

EU-Italy

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l
l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

Mediobanca SpA

EU-Italy

Mercialys

EU-France

Merck & Co., Inc.

USA

Merck KGAA

EU-Germany

Merlin Properties

EU-Others

l

MetLife, Inc.

USA

l

MGE Energy, Inc.

USA

Microsoft

USA

l

Mitsubishi Corp.

Japan

l

Mitsubishi Estate Co., Ltd. Japan

l

Mitsubishi Heavy
Industries

Japan

l

l

Mitsubishi UFJ
Financial Group

Japan

l

l

Mitsui & Co., Ltd

Japan

l

Mizuho FG

Japan

l

MOL Group plc

EU-Others

l

Mondelez
International, Inc.

USA

Monmouth Real Estate
Investment Corporation

USA

l

Mothercare plc

UK

l

MSCI Inc.

USA

Nabors Industries Ltd.

USA

NCR Corporation

USA

Nestle SA

Switzerland

NetApp, Inc.

USA

l

Netflix, Inc.

USA

l

New York Community
Bancorp Inc.

USA

l

Newcrest Mining Limited

Australia

Newell Brands Inc.

USA

Newmont Mining
Corporation

USA

News Corporation

USA

Nexity

EU-France

Nintendo Co. Ltd.

Japan

l

Nippon Yusen K.K.

Japan

l

NN Group

EU-Others

l

Noble Energy, Inc.

USA

l

l

報酬

環境・
社会

l
l

l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l
l

l
l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

環境・
社会

Norfolk Southern
Corporation

USA

l

l

Novagold Resources Inc.

Canada

l

l

Novartis

Switzerland

l

NRG Energy, Inc.

USA

l

l

NRG Energy, Inc.
(Dissident: New York City
Pension Funds)

USA

l

l

Nuance
Communications, Inc.

USA

l

NuVasive Inc.

USA

NVIDIA Corporation

USA

l

Oasis Petroleum Inc.

USA

l

l

Occidental Petroleum
Corporation

USA

l

l

Oil Search Ltd.

Australia

Old Mutual plc

UK

l

l
l

l

l
l

Old Republic International USA
Corporation

l

Omeros Corporation

USA

l

Omnicom Group Inc

USA

l

OMRON Corporation

Japan

Ophthotech Corporation

USA

Opus Bank

USA

Oracle Corporation

USA

Orange

EU-France

Orbital ATK, Inc.

USA

l

O'Reilly Automotive, Inc.

USA

l

Orica Ltd.

Australia

Origin Energy Ltd.

Australia

Owens Realty
Mortgage Inc.

USA

P. H. Glatfelter Company

USA

PACCAR Inc

USA

Pacific Premier
Bancorp, Inc.

USA

Paddy Power

UK

Palo Alto Networks, Inc.

USA

Paycom Software, Inc.

USA

l

PBF Energy Inc.

USA

l

Pearson

UK

l

l

l

l

l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l
l

l

l
l

l

l
l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

Pebblebrook Hotel Trust

USA

l

Pentair plc

USA

l

l

Persimmon plc

UK

l

l

PetroChina

EM-China

l

環境・
社会

l

Petropavlosk (M&G /
UK
Sothic Capital Dissidents)

l

PHH Corporation

USA

l

Philip Morris
International Inc.

USA

l

l

PICO Holdings, Inc.

USA

l

l

Pinnacle West Capital
Corporation

USA

l

Pioneer Natural
Resources Company

USA

Plexus Corp.

USA

PNM Resources, Inc.

USA

l

l

l

Post Holdings, Inc.

USA

l

l

l

PPL Corporation

USA

l

l

Praxair, Inc.

USA

l

l

l

Primary Health Care Ltd.

Australia

l

l

Primerica, Inc.

USA

l

Primo Water Corporation

USA

l

PrivateBancorp, Inc.

USA

l

Progress Software
Corporation

USA

l

Prosperity
Bancshares, Inc.

USA

l

Prothena Corp PLC

USA

l

l

Prudential Financial, Inc.

USA

l

l

Prudential plc

UK

l

Public Storage

USA

l

Publicis Groupe

EU-France

QEP Resources, Inc.

USA

QinetiQ Group plc

UK

QUALCOMM
Incorporated

USA

l

Quality Care
Properties Inc.

USA

l

Quest Diagnostics
Incorporated

USA

l

l
l

l
l
l

l

l
l

l

l

l
l
l

l

l
l

l
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会社名

市場

Quintiles IMS
Holdings, Inc.

USA

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

l

環境・
社会

l

Ralph Lauren Corporation USA

State Street Global Advisors

報酬

l

Rambus

USA

Ramsay Health Care Ltd.

Australia

l

RandGold

UK

l

Range Resources
Corporation

USA

l

l

Rayonier Advanced
Materials Inc.

USA

l

l

REA Group Limited

Australia

Reckitt Benckiser

UK

l

l

l

Regeneron
Pharmaceuticals Inc.

USA

l

l

Regions Financial
Corporation

USA

l

Reinsurance Group of
America Incorporated

USA

Reis, Inc.

USA

l

Renault

EU-France

l

Rent-A-Center, Inc.

USA

l

Rent-A-Center, Inc.
(Dissident Engaged
Capital

USA

l

Repsol SA

EU-Others

Republic Services, Inc.

l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

USA

l

l

l

Rexel

EU-France

l

l

Ricoh Co., Ltd.

Japan

l

RLJ Lodging Trust

USA

l

l

Rockwell Medical, Inc.

USA

l

l

Rockwell Medical, Inc.
(Dissident: Richmond
Brothers)

USA

l

l

Rohm Co., Ltd.

Japan

l

Rolls Royce plc

UK

Ross Stores, Inc.

USA

Royal Bafokeng
Platinum Ltd.

EM-South
Africa

Royal Bank of Canada

Canada

Royal Dutch Shell

UK

RSA Insurance
RWE AG

l

l

l

l
l

l
l
l
l

l

l

l

UK

l

l

EU-Germany

l
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State Street Global Advisors

会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

Ryder System, Inc.

USA

Sabra Health Care
REIT Inc.

USA

Safestore plc

UK

l

l

Safran

EU-France

l

l

Salesforce.com, Inc.

USA

Samsung
Electronics Co. Ltd.

EM- Korea

Sanderson Farms, Inc.

USA

Sanofi

EU-France

Santos Ltd.

Australia

Sapporo Holdings
Limited

Japan

l

SBA Communications
Corporation

USA

l

SCA Property Group

Australia

l

Schneider Electric

EU-France

l

Scor Se

EU-France

SeaWorld
Entertainment Inc

USA

l

l

SeaWorld Entertainment
Inc. (large shareholder:
Hill Path Capital)

USA

l

l

Sempra Energy

USA

l

l

Severn Trent

UK

l

l

Shire plc

UK

l

l

Shutterfly Inc

USA

Siemens AG

EU-Germany

l

Signature Bank

USA

l

Simpson Manufacturing
Co., Inc.

USA

l

SINA Corporation

EM-China

l

SINA Corporation
(Dissident: Aristeia
Capital)

EM-China

l

SJW Group

USA

Sky plc

UK

SL Green Realty Corp.

USA

Snam SpA

EU-Italy

Solvay S.A.

EU-France

l

Sonus Networks, Inc.

USA

l

Sony Corporation

Japan

l

報酬

環境・
社会

l
l

l

l

l
l
l

l
l
l

l
l

l

l

l

l
l
l

l
l

l
l

l

l

l

l
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会社名

市場

South32 Limited

Australia

Southwestern
Energy Company

USA

Spire Inc.

USA

Splunk Inc.

USA

l

Sprouts Farmers
Market Inc.

USA

l

Standard Chartered

UK

l

Starbucks Corporation

USA

Suncorp

Australia

l

Superior Energy
Services, Inc.

USA

l

Superior Industries
International, Inc.

USA

Swiss RE

Switzerland

Sysco Corporation

USA

l

T. Rowe Price Group, Inc. USA

l

Tabcorp Holdings Ltd.

Australia

l

Taishin FHC

EM-Taiwan

l

Tapestry, Inc.

USA

Target Corporation

USA

l

Taubman Centers, Inc.

USA

l

l

Taubman Centers, Inc.
(Dissident: Land &
Buildings)

USA

l

l

Telefonica S.A.

EU-Others

l

l

Teleperformance S.A.

EU-France

l

l

Tenet Healthcare
Corporation

USA

Teradata Corporation

USA

l

l

Terna SpA

EU-Italy

l

l

Tesco

UK

l

Tesla, Inc.

USA

l

The AES Corporation

USA

The Allstate Corporation

USA

l

The Bank of New York
Mellon Corporation

USA

l

l

l

The Boeing Company

USA

l

l

l

The Boston Beer
Company Inc.

USA

l

l

The Children's Place, Inc. USA

State Street Global Advisors

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

l

報酬

環境・
社会

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
l

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l
l
l

l
l

l
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会社名

市場

The Clorox Company

USA

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

報酬

環境・
社会

l

l

l

The Coca-Cola Company USA

l

l

l

The Goldman Sachs
Group, Inc.

USA

l

l

l

The Hartford Financial
Services Group, Inc.

USA

l

l

The Home Depot, Inc.

USA

l

l

The Kroger Co.

USA

l

l

The Mosaic Company

USA

l

l

The Procter & Gamble
Company

USA

The Procter & Gamble
Company (Dissident:
Trian)

USA

The Southern Company

USA

The TJX Companies, Inc.

USA

The Ultimate Software
Group, Inc.

USA

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

The Walt Disney Company USA

State Street Global Advisors

委任状争奪戦／
M&A

TIER REIT, Inc.

USA

l

Time Inc.

USA

l

Toll Brothers, Inc.

USA

l

Total

EU-France

l

l

l

l
l

l

l

Toyota Motor Corporation Japan

l

Tractor Supply Company

USA

l

Tredegar Corporation

USA

Tribune Media Company

USA

Trinseo S.A.

USA

Tronc, Inc.

USA

Trustco Bank Corp NY

USA

l

l

Twenty-First
Century Fox, Inc.

USA

l

l

Tyson Foods, Inc.

USA

U.S. Bancorp

USA

Ubisoft Entertainment

EU-France

UBS Group AG

l

l
l
l
l

l
l

l
l

l

l

EU-Others

l

l

UDG Healthcare plc

UK

l

l

Unibail-Rodamco SE

EU-France

Unicredit

EU-Italy

l
l

l

l
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会社名

市場

United Natural
Foods, Inc.

USA

l

l

United Parcel
Service, Inc.

USA

l

l

l

United Rentals, Inc.

USA

l

United Technologies
Corporation

USA

l

l

l

Universal Insurance
Holdings Inc.

USA

l

l

Unum Group

USA

l

US Bancorp

USA

US Foods Holding Corp.

USA

Vale S.A.

EM-Brazil

Valeo

EU-France

Valley National Bancorp

USA

Vallourec

EU-France

Vectren Corporation

USA

l

Veolia

EU-France

l

VeriFone Systems, Inc.

USA

l

Verint Systems, Inc.

USA

l

Vertex Pharmaceuticals
Incorporated

USA

l

Vicinity Centres

Australia

l

l

Vinci

EU-France

l

l

Visa Inc

USA

l

l

Vitamin Shoppe, Inc.

USA

l

l

Vivendi SA

EU-France

l

l

Vornado Realty Trust

USA

Voya Financial, Inc.

USA

l

l

Vulcan Materials
Company

USA

l

l

l

l

l

l

l

l

W. R. Berkley Corporation USA
Walgreens Boots
Alliance, Inc.

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

l

l

l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

USA

Walgreens Boots Alliance, USA
Inc. (Dissident: Clean
Yield Asset Management)

State Street Global Advisors

環境・
社会

l

Waters Corporation

USA

l

Watsco, Inc.

USA

l

Weis Markets Inc.

USA

l

Wells Fargo & Company

USA

l

l
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会社名

市場

複数回の
エンゲージメント

ガバナンス

委任状争奪戦／
M&A

報酬

Western Digital
Corporation

USA

l

l

Westfield Corp

Australia

l

l

l

Whitestone REIT

USA

l

l

l

l

Whole Foods Market, Inc. USA
(Dissident: Janus)

l

Wolters Kluwer NV

EU-Others

l

Woodside Petroleum Ltd.

Australia

Woolworths Ltd.

Australia

Wyndham Worldwide
Corporation

USA

l

Wynn Resorts, Limited

USA

l

XL Catlin

USA

l

Xperi Corporation

USA

l

Yamaha Motor Co. Ltd.

Japan

l

Yit Corporation

EU-Finland

l

YUM! Brands, Inc.

USA

Zodiac Aerospace

EU-France

ZTE Corporation

EM-China

環境・
社会

l

l

l
l
l

l
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ssga.com

State Street
Global Advisors
Worldwide
Entities

Australia
State Street Global Advisors,
Australia, Limited (ABN 42 003
914 225) is the holder of an
Australian Financial Services
Licence (AFSL Number 238276).
Registered office: Level 17, 420
George Street, Sydney, NSW
2000, Australia.
T: +612 9240-7600

Germany
State Street Global Advisors
GmbH, Brienner Strasse 59,
D-80333 Munich. Authorised and
regulated by the Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
(“BaFin”). Registered with the
Register of Commerce Munich
HRB 121381.
T: +49 (0)89-55878-400

Belgium
State Street Global Advisors
Belgium, Chaussée de La Hulpe
120, 1000 Brussels, Belgium.
T: 32 2 663 2036, SSGA Belgium
is a branch office of State Street
Global Advisors Limited. State
Street Global Advisors Limited is
authorised and regulated by the
Financial Conduct Authority in the
United Kingdom.

Hong Kong
State Street Global Advisors Asia
Limited, 68/F, Two International
Finance Centre, 8 Finance Street,
Central, Hong Kong.
T: +852 2103-0288

Canada
State Street Global Advisors, Ltd.,
770 Sherbrooke Street West,
Suite 1200 Montreal, Quebec,
H3A 1G1, T: +514 282 2400 and
30 Adelaide Street East Suite 500,
Toronto, Ontario M5C 3G6.
T: +647 775 5900
Dubai
State Street Bank and Trust
Company (Representative Office),
Boulevard Plaza 1, 17th Floor,
Office 1703 Near Dubai Mall &
Burj Khalifa, P.O Box 26838,
Dubai, United Arab Emirates.
T: +971 (0)4-4372800
France
State Street Global Advisors
Ireland Limited, Paris branch is a
branch of State Street Global
Advisors Ireland Limited,
registered in Ireland with company
number 145221, authorised and
regulated by the Central Bank of
Ireland, and whose registered
office is at 78 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2. State Street
Global Advisors Ireland Limited,
Paris Branch, is registered in
France with company number
RCS Nanterre 832 734 602 and
whose office is at Immeuble
Défense Plaza, 23-25 rue
Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris
La Défense Cedex, France.
T: (+33) 1 44 45 40 00

State Street Global Advisors

Japan
State Street Global Advisors
(Japan) Co., Ltd., Toranomon Hills
Mori Tower 25F 1-23-1
Toranomon, Minato-ku, Tokyo
105-6325 Japan,
T: +81-3-4530-7380 Financial
Instruments Business Operator,
Kanto Local Financial Bureau
(Kinsho #345), Membership:
Japan Investment Advisers
Association, The Investment Trust
Association, Japan, Japan
Securities Dealers' Association.
Ireland
State Street Global Advisors
Ireland Limited is regulated by the
Central Bank of Ireland.
Registered office address 78 Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2.
Registered number 145221.
T: +353 (0)1 776 3000
Italy
State Street Global Advisors
Limited, Milan Branch (Sede
Secondaria di Milano) is a branch
of State Street Global Advisors
Limited, a company registered in
the UK, authorised and regulated
by the Financial Conduct
Authority (FCA), with a capital of
GBP 62,350,000, and whose
registered office is at 20 Churchill
Place, London E14 5HJ. State
Street Global Advisors Limited,
Milan Branch (Sede Secondaria di
Milano), is registered in Italy with
company number 06353340968
- R.E.A. 1887090 and VAT number
06353340968 and whose office is
at Via dei Bossi, 4 - 20121 Milano,
Italy T: 39 02 32066 100

Netherlands
State Street Global Advisors
Netherlands, Apollo Building, 7th
floor Herikerbergweg 29 1101 CN
Amsterdam, Netherlands.
T: 31 20 7181701. SSGA
Netherlands is a branch office of
State Street Global Advisors
Limited. State Street Global
Advisors Limited is authorised
and regulated by the Financial
Conduct Authority in the United
Kingdom.
Singapore
State Street Global Advisors
Singapore Limited, 168, Robinson
Road, #33-01 Capital Tower,
Singapore 068912 (Company
Reg. No: 200002719D, regulated
by the Monetary Authority of
Singapore)
T: +65 6826-7555
Switzerland
State Street Global Advisors AG,
Beethovenstr. 19, CH-8027
Zurich. Authorised and regulated
by the Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht (“FINMA”).
Registered with the Register of
Commerce Zurich CHE105.078.458.
T: +41 (0)44 245 70 00
United Kingdom
State Street Global Advisors
Limited. Authorised and regulated
by the Financial Conduct
Authority. Registered in England.
Registered No. 2509928. VAT No.
5776591 81. Registered office: 20
Churchill Place, Canary Wharf,
London, E14 5HJ.
T: 020 3395 6000
United States
State Street Global Advisors,
1 Iron Street, Boston, MA 02210
T: +617 786 3000
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留意事項

投資にはリスクがあり、 元本を失うこともあります。
本資料に含まれている情報は投資助言ではなく、 そのような
取り扱いにおいて信頼できるものではありません。 また、 これら
を、 特定の証券を購入する勧誘とも売却する提案ともみな
すべきではありません。 これらはいかなる特定の投資家の投
資目的、 投資戦略、 課税状況や投資期間も考慮していま
せん。 税理士および財務アドバイザーにご相談ください。 すべ
ての資料は信頼できると考えられる情報源から入手しておりま
すが、 情報の正確性に関しいかなる保証もしておらず、 ス
テート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは係る情報に
基づく判断に関していかなる責任も負いません。
当資料全体および一部を利用し、 当社への事前の書面での
許諾なしに複製、 加工、 再配布することは禁じられています。
本資料に示されている内容は2018年7月10日時点の筆者
の見解であり、 将来の運用成果を保証するものではなく、 実
際の結果や展開は市場及び他の条件によって見通しとは大
きく異なる可能性があります。 当資料には将来の見通しが含
まれています。
本資料で参照している商標やサービスロゴは、 それぞれの所
有者の知的財産です。 第三者のデータ提供者は、 データの
正確性、 完全性や適時性に関するいかなる種類の保証を
表明しておらず、 そうしたデータの利用に関連して発生したい
かなる種類の損害についても責任を負いません。

State Street Global Advisors
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ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズについて

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは、 過去40年にわ
たり、 各国政府や機関投資家、 金融プロフェッショナルの皆様に資産
運用サービスをご提供しています。 厳密なリサーチや分析、 厳しいマー
ケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、 ア
クティブからインデックス戦略まで幅広く、 コスト効率に優れたソリュー
ションを提案いたします。 そしてスチュワード（受託者）として、 社会、
環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、 お客様に理解
を深めていただくよう努めています。 インデックス運用とETF、 ESG投資
の先駆者として、 投資における新しい世界を常に切り拓き、 約2.51
兆ドルを運用する世界第3位の資産運用会社へと成長しました。
ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは、 ステート ・ スト
リート ・ コーポレーションの資産運用部門です。
*1）運 用資産残高には、 約324億ドル（2018年12月末時点）
のステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ ファンズ ・
ディストリビューターズ ・ エルエルシー（以下 「SSGA FD」）が
営 業 を 行 な っ て い るSPDRの 残 高 を 含 み ま す。 SSGA FDは
SSGAの関連会社です。
本稿はState Street Global Advisors が作成したものをステー
ト ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社が抜粋および和
訳したものです。内容については原文が優先されることをご了承下さい。

•

本 資料に表示している各種シミュレーション ・ データは、
過去のデータに基づき当社モデルを利用したバックテスト
結果であり、 将来の運用収益を保証するものではありま
せん。 実際の運用収益はバックテスト結果から大きく異な
る可能性があります。

•

本資料に記載の各インデックスの著作権 ・ 知的所有権
その他一切の権利は各インデックスを算出 ・ 公表してい
る機関 ・ 会社に帰属します。
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ssga.com
ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは、 世界有数の機
関投資家向け金融サービス企業のステート ・ ストリート ・ コーポレーショ
ン（ニューヨーク証券取引所上場。 ティッカー：STT）の資産運用部
門です。
ステート‧ストリート‧グローバル‧アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、 一般社団法人
投資信託協会、 日本証券業協会

著作権© 2019年 State Street Corporation.不許複製
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