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スチュワードシップ活動レポート 

本レポートでは、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

シップ活動を概観し、当社の取締役選任議案に対する議決権行使の活用方
法や株主提案に対する考え方など、2022 年株主総会シーズンの議決権行使

とエンゲージメントの重要な分野に関する洞察を、テクノロジー・セクターや気候

変動をテーマとする問題を例に説明させていただきます。また、日本における議
決権行使の結果についても説明します。最後に、ロシア・ウクライナ紛争と森林

破壊に関連したエンゲージメント・キャンペーンの最新情報と、注目すべき企業

のエンゲージメントのハイライトをご紹介いたします。 

 

Q2 2022 の議決権行使状況とエンゲージメントの内訳 

議決権を行使  
した株主総会  12,530  2Q 2022 議決権行使の地域別内訳 

 

議案件数 136,129  

  

会社提案件数 133,376  

賛成 113,304 85%  

反対 20,072 15%  

  

株主提案件数 2,753  2Q 2022 エンゲージメントの地域別内訳  

 

会社に賛成  2,457 89%  

会社に反対  296 11%  

  

  E S G  
Q2 2022 
エンゲージメント 357 93 135 281  

H1 2022 
エンゲージメント 605 173 271 429 

 
出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、
2022年9月末時点
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2022年議決権行使シーズン 

当社アセット・スチュワードシップ・チームは、毎年約 2万の株主総会で、経営陣および株主から提

出される20万件近い議案に対して議決権を行使しています。株主総会は、その大半が3月から 6

月にかけての「株主総会シーズン」に開催されます。アセット・スチュワードシップ・チームは 2 0 2 2年

の株主総会シーズンに、間もなく開催される株主総会や関連する環境・社会・ガバナンス（E S G）

上のテーマについて議論するため、 350社を超える企業とエンゲージメント・ミーティングを行いま した。

これらのエンゲージメントは、経営陣が提出する定例議案である取締役の選任や経営幹部報酬

の検討、株主提案によるES G決議を含め、株主総会における議決権行使を主な目的 として実

施したものです。 

2022年の株主総会シーズンは、環境・社会関連の株主提案が歴史的な増加を見せ、上期の

総決議数は約 600件1となり、前年同期比で約100件増加しました。当社は、株主総会議案を

提出する権利は、株主にとって優れたガバナンスであり、こうした提案は重要なES G上の課題に

取り組む際に、財務上の重要なリスクや機会に対する認識を高めるメカニズムとして機能する と考

えています。しかしながら、当社は、実効性のあるスチュワードシップを遂行するうえで最 も効果的

な投資家のツールは、取締役を選任する権利であるという考え方を堅持しています。  

 
 

2022年議決権行使シーズンにおける 

スポットライト：取締役選任 

当社の取締役選任に対するアプローチは時とともに進化し、ガバナンス上の観点だけでなく、特定

の環境・社会的要因の経済的な重要性をも反映するようになりました。従来は、取締役に対す

る反対票はほぼ全てがガバナンス上の懸念によるものでしたが、 2017年にFearl ess Girl（恐れ

を知らぬ少女）キャンペーンを開始し、その一環として、ジェンダー・ダイバーシティを欠く取締役会

に対する支持を見合わせるようになりました。それ以降、当社は「議決権行使およびエン ゲ ージメ

ントのガイドライン」の内容を強化し、取締役選任決議案に対する議決権の行使を従業員のダイ

バーシティに関する情報開示、取締役会の人種・民族上のダイバーシティ、気候関連の情報開

示など、複数の財務上重要な環境・社会上の課題と結び付けています。  

図表1は、取締役会全体としての独立性、取締役の時間的なコミットメント、取締役会各委員

会の独立性、ジェンダー・ダイバーシティ、取締役会の刷新実施状況など、取締役に対する支持

を留保する理由として最も頻度が高いものを示しています2。 
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図表1 

取締役支持を保留した理由   

 

2019年反対の割合% 

2020年反対の割合% 

2021年反対の割合% 

2022年上期反対の割合% 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

 

前述の通り、当社は定時株主総会における取締役選任決議案に対する議決権行使を活用す

る方が、株主提案（特に、拘束力のない決議案）を支持するよりも、取締役会の責任を問うう

えで、より強力な方法であると考えています。以下 2つのセクションで、取締役選任決議案に対す

る議決権行使と株主提案に対する議決権行使へのアプローチに関するバランスの取り方について

説明します。最初のセクションでは、これまでにない件数を記録したテクノロジー・セクター の株主提

案に焦点を当て、続くセクションでは、今年の気候関連提案に対する当社のアプローチと、 取締役

選任決議案に対する、気候関連の情報開示と関連付けた、議決権行使方針の概要を説明し

ます。 

 
 

2022年議決権行使シーズンにおける
スポットライト：テクノロジー・セクター 

最大手テクノロジー企業は、これらの企業が当社のポートフォリオや経済全体に大きな比重 を占

めていることもあり、当社スチュワードシップ・チームにとっての重点分野となっています。また、これら

の企業はユニークな、時として課題含みのガバナンス構造を有し、他のセクターの大企業 と比べて

大量の株主提案が提起されていることから、興味深いケーススタディを提供しています。 

取締役の説明責任  

当社は投資先企業すべてで、ES G関連の情報開示および監督に関する説明責任を追求する

ため、取締役の選任に対する反対票をさらに活用しつつあります。例えば、アマゾンの直近の株主

総会で、当社は人的資本管理の監督に対する同社アプローチへの懸念から、報酬委員会委員

長に対する支持を見合わせました。アマゾンのような総合テクノロジー企業に影響を及ぼす、重要

なESG関連リスクは幅広く存在することから、当社は企業に対して、こうしたリスクや機会について

実効性のある監督を行うためのアプローチを明確にするように求めています。  
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取締役へのアクセス 

当社は、多くの大手テクノロジー企業とのエンゲージメントにおいて、当該企業の取締役にア クセス

できないことにとりわけ大きな懸念を抱いています。例えば、アルファベットでは定時株主総会前の

エンゲージメントで、当社はどの取締役にもアクセスすることを許されず、アクセスができないの であ

れば議決権行使に反映させる旨、当社は明確に伝えました。 

公開市場で資本調達を行う企業は、投資家とのエンゲージメントを行い、投資家の声に耳を傾

けるべきであり、これは内部関係者によって支配されているテクノロジー企業の場合も例外ではあ

りません。当社は、本セクターの企業が、独立取締役との対話の頻度を改善することを含 め、株

主のエンゲージメントに対するスタンスを改善することを期待しています。こうしたエンゲージ メン トが

なければ、投資家自らが選任した取締役会が、どのようにリスク管理を効果的に監督しているのか、

投資家が理解する能力は限定されてしまいます。  

株主提案 

2022年の株主総会シーズンに、これらの企業のうち数社が、これまでで最多となる株主提案の提

出を受けたことは、透明性の向上と重大なE S Gリスクの積極的な管理に対する投資家の関心の

高さを表しています。Alphabet Inc.、Amaz on.com、Apple Inc.、Meta Platforms, Inc .に

対する当社の議決権行使の詳細は、当社ウェブページ「アセット・スチュワードシップ・レポート＆議

決権行使ガイドライン」の「議決権行使」セクションをご覧ください。 

大手テクノロジー企業の多くが採用するデュアルクラス（複数議決権株式）制度と内部関係者

の株式保有比率の高さは、株主が議決権行使プロセスを通じて伝えようとする懸念から、経営

陣と取締役会を遮断してしまう可能性があります。例えば、当社はメタとアマゾンの複数の株主提

案に賛成票を投じましたが、内部関係者が経済的な利害関係と比べて不釣り合いな議決権を

保有していなければ、これらの提案は承認されていたはずです。当社はテクノロジー企業に、外部

株主による株主提案の支持を検討し、投資家の要請に応えることを求めています。当社は、企

業が外部投資家の声に応えるようにするため、引き続き積極的なエンゲージメントを通じて、議決

権行使を補完してまいります。  

社会的リスク 

当社は受託者として、当社ポートフォリオに対する経済的に重要なリスクの管理を重視しています。

そうした観点で、人的資本管理、ダイバーシティ・公平性・インクルージョン、人権などの社会的な

テーマは、テクノロジー・セクターにおける当社エンゲージメントの優先事項です。こうした問題につい

ては、例えば、株主が関連する提案を承認したことを受けてアップルが公民権監査の実施を約束

したように、一定の前進が見られますが、当社は引き続き多くのテクノロジー企業によるE S Gの社

会的な側面へのアプローチについて、懸念を抱いています。当社はこれまでも、テクノロジー企業に

おける社会的な問題に関するソート・リーダーシップ資料を発行しております（例：コンテンツ管理

に関する2019年の資料）が、今後も継続する方針です。 

 

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library#guideline
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library#guideline
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2022年議決権行使シーズンにおける
スポットライト：気候関連の議決権行
使とエンゲージメント 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズでは、気候変動は当社の投資先企業全てにシステ

ミックリスクをもたらすものであり、当社のお客様の長期的なリスク調整後リターンを最大化する うえ

で、気候変動関連のリスクと投資機会の管理が重要な要素の1つであると考えています。当社は

本テーマに関する意思決定に有用な情報開示の強化に長年にわたりコミットしており、 20 1 7年に

気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD）による枠組みの採用を決定して以降は、そ の

提言に沿って報告を行うように投資先企業に要請してきました。  

今年は、市場における気候関連情報の開示強化を推進するためにターゲットを絞った活動を開

始し、2022年 3月以降は S&P 500指数（米国） 、S& P トロン ト総合指数（ カ ナ ダ） 、

FTSE350種総合株価指数（英国）、ストックス欧州 600指数（欧州）およびASX 1 0 0指数

（豪州）の構成銘柄である企業がTCFDに準拠した十分な情報開示を実施しない場合 、当

該企業の取締役に対して反対票を投じることとしています。当社は 3月から6月にかけて、 1 2 0社

を超える企業の取締役に対して反対票を投じており、これらの議決権行使に関連した成果につい

ては、追加的な洞察を公表する予定です。議決権行使方針の詳細については、当社の 議決権

行使およびエンゲージメントのガイドラインをご覧ください。 

気候関連の提案 

当社は2022年上期に131件の気候関連決議案について、議決権を行使しました。20 2 1年通

年では105件でした。2022年の株主総会シーズンは、これまでにない件数の株主提案が提出さ

れましたが、気候関連の提案に対する投資家の支持率は低下しました。当社は2022年上期の

気候関連提案の42％に、賛成票を投じました。一部の気候関連提案について、全体としての目

標設定や経営に対する規範的な性質に賛同できず、当社が賛成票を投じた割合は、昨年比で

若干減少しました。図表 2の当社議決権行使の記録が示すように、こうした提案に対する当社の

議決権行使へのアプローチはここ数年一貫しています3。 

 

図表2 

気候関連の提案に対する支持   

 

議案数（右軸）  

SSGAが賛成票を投じた  

割合%（左軸）  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

  

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library#guideline
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library#guideline
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気候関連の提案に関するカテゴリー別当社行使結果の内訳は図表3の通りです4。当社はこれま

で、特定の製品や事業を特定のスケジュールで段階的に廃止する、資産を除去する、あるいは再

生可能エネルギーへの転換を求めるといった、特定の事業運営上の変更を要求する提案には賛

成票を投じていません。今年はそうした内容の提案が増加しましたが、当社のアプローチに変更は

ありません。 

 

図表3 

2022年上期における気候関

連の株主提案に対する議決権

行使結果、分類別 

 

賛成 

棄権 

反対 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

 

「気候変動に関する報告」および「気候関連のロビー活動」に分類される提案に対する 、当社の

賛成票の割合は若干減少しましたが、それは以下にあげる 1つまたは複数の状況に該当したため

です。 

• 提案がまだ業界慣行となっておらず、業界のコンセンサス、報告の枠組み、規制の要件が確

立されていない特定の情報開示を要求するものである。  

• 当該企業が、同業他社や市場の一般的な慣行および当社の要請に従った十分な情報開

示をすでに実施している。 

• 要求されている情報開示が経営に対して、過度に規範的な性格である、あるいは投資家

の意思決定に有用とは考えられない。 

• 当該企業が当社の気候変動関連の開示に関する指針および実効性のある気候変動関

連の移行計画に関する情報開示の要請に準拠した情報開示の強化について、過去 1 年

間で明らかな進捗を見せており、引き続き強化に努めることを約束している。  

当社は温室効果ガス（GHG）排出量削減目標を要求する提案の43％に賛成票を投じま した。

これらの企業がGHG排出量の中間および長期削減目標を設定していなかった、あるいは目標設

定について同業他社あるいは市場全般に後れをとっていた、あるいは気候変動関連リスクの開示

および管理に関する当社の要求に適切に対応する姿勢を十分に示してこなかったことが、そ の理

由です。日本市場におけるG HG排出量削減目標に関する提案に対する当社の議決権行使の

内訳については、下記「日本の株主総会シーズン」セクションをご覧ください。  

  

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/guidance-on-climate-related-disclosures-japanese.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
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パリ協定と整合性のある温室効果ガス排出量削減目標の設定に関する提案   

石油・ガス企業では、スコープ 1、2、3の排出量について、世界の平均気温の上昇を 2°Cを大幅

に下回る水準に抑制し、1.5°Cに抑える取り組みを追求するというパリ協定の目標と整合性のあ

る、中期および長期のG HG排出量削減目標の設定を要求する7件の提案が株主総会で決議

されました。当社の最終的な議決権行使判断は、以下の通りです。  

企業 議決権行使結果 

Chevron Corporation 反対 

Phil l ips 66 反対 

BP 反対 

Shell plc 反対 

Occidental Petroleum 反対 

ConocoPhill ips 棄権 

Exxon Mobil Corporation 棄権 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

温室効果ガス排出実質ゼロ（ネットゼロ） 5が最終的な目標であることは明確ですが、 この目標

を達成するためには、膨大な努力と民間・公共両セクターの断固とした行動が必要となります。こ

れらの提案の要求に従いスコープ 1、2、3の排出量と1.5℃のシナリオに整合性を持たせることは、

スコープ3排出量を直接制御する手段がないこと、およびエネルギーの需給、規制、財政政策、

技術革新などの影響を受けるマクロ要因に依存することから、炭素集約型セクターの企業にとって

複雑な課題です。 

さらに、当社は、データの入手可能性や不確実性、二重計上、方法論上の課題など、ス コープ 3

報告に関連する固有の課題も認識しています。現時点では、スコープ3の会計処理について市場

はコンセンサスに達しておらず、石油・ガスセクターの1.5℃シナリオと整合性のある目標設定に関

する共通の基準もまだ策定されていません。こうした複雑さを考慮して、当社はスコープ 3 排出量

の削減を実施可能な範囲で段階的に達成していくための活動を、評価・実施することを投資先

企業に対して奨励しており、そうした方針に従って2021年にシェブロン・コーポレーションとフィリッ

プス66の株主総会で提出されたGHGスコープ3排出量削減目標の設定を要求する提案に賛

成票を投じました。両社はこの 1年間で市場慣行に従い段階的なスコープ3目標を採用 し、株主

の要請に適切に応える姿勢を示しました。 

2050年までにネットゼロを達成するという目標が、お客様のために長期的な価値を追求するという、

当社のコミットメントと一致することは確かです。しかし、ネットゼロへの移行を実効性と秩序 をも っ

て実現することも、それに劣らず重要です。国際エネルギー機関（ IE A）によると、2050年までに

ネットゼロを実現する IE Aのシナリオは、クリーンエネルギー技術の即時かつ大規模な展開、強力

な政策の後押しによる石油・ガス需要削減の推進、および消費者行動の変化が前提とな ってい

ます6。同シナリオでは円滑で秩序立った変化のプロセスが描かれていますが、エネルギーの移行は

実際には不安定で混乱を伴う出来事となる可能性があります7。当社は、移行が成功裏に進ま

ない場合、大きな経済的・社会的混乱を引き起こし、公正な移行の必要性に関連した懸念を

招くとともに、経済的な利益に影響を及ぼす可能性があると考えています。当社は、受託者として

お客様の経済的な利益を最優先し、長期的な価値の保護と創造に努める義務があります。  
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上記の理由に加え、当該企業が当社の要求に準拠した情報開示の強化を行っているこ と、 およ

び本セクターにはパリ協定と整合性のある基準が存在しないことから、当社はこれら202 2年の株

主提案のいずれにも賛成票を投じませんでした。コノコフィリップスとエクソンモービルについては、

両社ともスコープ3削減目標を設定していないこと、および当社の要請事項を充足するとともに同

業他社と同等の水準まで情報開示を強化する機会（例：サプライチェーン・マネジメン ト、 バ

リューチェーン全体での脱炭素化の機会）があることを踏まえ、当社は棄権を選択しました。 シェブ

ロンとエクソンの株主総会における気候変動関連の株主提案に対する当社の議決権行使アプ

ローチの詳細については、議決権行使会報セクションをご覧ください。 

化石燃料向けファイナンスに関する提案 

北米の金融機関数社は、2050年までにネットゼロを実現するIEAのシナリオとの整合性を確保す

るため、化石燃料向けの新規ファ イナン スを支援する融資・引き受け活動を行わな い方針を

2022年末までに採択するように求める株主提案の提出を受けました。これら提案の評価に際し

て、当社はネットゼロへのコミットメントの事業運営への反映方法および化石燃料向けファ イナンス

に関連した気候変動リスクの管理に関する各社の情報開示を評価する枠組みを構築しま した。

当社のアプローチと最終的な議決権行使判断の詳細については、当社の議決権行使会報をご

覧ください。 

Say on Climate（気候関連の株主運動） 

今年の株主総会シーズンは、欧州と豪州を中心に、企業がS ay on Climate（気候関連の株

主運動）関連の提案を株主総会議案に含める動きが見られました。当社は、実効性ある気候

変動関連の移行計画に関する情報開示の要請（Disclos ure Expectations for Effective 

Climate Transitio n Plans）に準拠して各提案の評価を行いました。原則として、当該企業が

当社の要請内容と一般的な市場慣行をほぼ充足している場合は、移行計画に賛成票を投 じま

した。豪州の石油・ガス企業S antos Limited.のように、エネルギー移行戦略や関連する情報

開示を強化する機会があると判断する場合は、棄権票を投じました。詳細については 議決権行

使会報をご覧ください。企業に気候変動に関する勧告的決議の採択を求める株主提案に対し

ては、そうした決議が意図せざる結果を招く可能性があるという観点から、引き続き反対票を投じ

ました。当社の考え方の詳細については、当社の気候変動スチュワードシップ年次レビューを ご覧く

ださい。 

気候変動に関するエンゲージメント  

当社が2022年上期に行った気候変動関連のエンゲージメントは150件を超え、前年同期比で

10％の増加となりました。エンゲージメントには企業の取締役会、経営陣、その他関連分野の専

門家との対話が含まれています。図 4に示すように、この数年間、当社の気候変動関連のエン

ゲージメント件数は着実に増加していますが、これは当社が本テーマをより重視していることの表れ

です8。 

  

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library#result
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/vote-bulletin-north-american-banks.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/vote-bulletin-santos-ltd.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/vote-bulletin-santos-ltd.pdf
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図表4 

気候関連のエンゲージメント 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

 

ネットゼロへのコミットメント  

投資先企業とのエンゲージメントは、「ネット・ゼロ・アセット・マネジャーズ（ NZA M）」イニ シアテ ィ

ブの署名企業である当社が長期的なコミットメントを実現するうえで最も重要な手段です。 20 2 2

年4月、当社はエンゲージメント目標を発表し、重要セクターにおける投資先GHG排出量の うち 、

ネットゼロと評価されるか、ネットゼロ移行シナリオとの整合性を有するか、または当社単独で、ある

いは他社と共同で行うエンゲージメントおよびスチュワードシップ活動の対象となる排出量が占める

比率について70％超を達成することを目指すこととしました。引き続き気候変動関連のスチュワー

ドシップへの取り組みを強化し、遅くとも2030年までにこの比率を90％以上に引き上げることを目

指します。 

当社は企業に対してE S G上の課題に関する当社の見解を伝えるとともに、さまざまなテーマに関

するパフォーマンスと情報開示の改善を要請するため、ターゲットを絞ったエンゲージメント ・ キャン

ペーンを行っています。当社は2022年第 3四半期から「公正な移行」のコンセプト、森林破壊関

連リスク、およびメタン排出に焦点を当てたエンゲージメント・キャンペーンを、関連セクターの企業と

の間で開始しました。また、G HGを多く排出する投資先企業との「実効性ある気候変動関連の

移行計画」に関するエンゲージメントも継続しています。こうしたキャンペーンにより、 NZA Mの下で

の当社のコミットメントに沿ったスチュワードシップへの取り組みを推進していきます。  

 



 

 

   スチュ ワード シップ活動レポート  2 Q  2 022  10 

 

日本の議決権行使シーズン 

今年は、株主総会シーズン中に東京証券取引所（東証）の市場区分が変更となるとともに、

取締役会の独立性、ダイバーシティおよびサステナビリティの実践、および情報開示についてよ り厳

格なルールを規定する日本の改訂コーポレートガバナンス・コードが発効しました。 

当社は、実効性ある独立した取締役会によるリーダーシップと取締役会のダイバーシティが、優れ

たコーポレートガバナンスと長期的な価値創造の重要な要素であると考えています。今年はスチュ

ワードシップ優先事項の一環として、日本企業の独立取締役とのエンゲージメントを増やしま した

が、これはコーポレートガバナンス・コード改訂後の市場の要請にも合致することとなりま した。今

シーズンの当社のエンゲージメントの多くは、コーポレートガバナンス、取締役会内部の力学、 ダイ

バーシティ、および気候変動関連のリスクと機会に焦点を当てたものでした。  

さらに、今シーズンは、日本企業に対して提出された株主提案の件数が過去最多となり、これら

の提案に対する投資家の支持も増加しました。  

 
 

気候関連目標と戦略に対するフォーカス
の強化 

2022年は世界の他の市場と同様に日本企業に対しても気候変動対策推進を支持する株主の

間で気候変動関連目標および戦略の強化に関する関心が高まり、短期・中期のG H G排出量

削減目標の設定やパリ協定と整合性のある設備投資計画に関する情報開示を求める株主提

案が提出されました。 

企業 

SSGA Vote on 

Adopting GHG 

Targets 

Overall Shareholder 

Support for Proposal 

(%) 

電源開発株式会社 賛成 26 

三菱商事 反対 20 

三井住友フィナンシャルグル ープ 反対 27 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年9月末時点 

 

当社は三井住友フィナンシャルグループに対する株主提案については反対票を投じました。同社

はTCFDレポートを発表しており、同レポートにはスコープ 3排出量目標、シナリオ分析、融資先

企業の排出ガス脱炭素化戦略を含む中期および長期のG HG排出量削減目標が盛り込まれて

います。同業他社と比較して開示の質が高く、当社の期待に応えていることから、本株主提案は

支持しないこととしました。 

一方、三菱商事と電源開発に対する株主提案については、当社の実効性ある気候変動関連

の移行計画に関する情報開示の要請（ Disclos ure Expectations for Effective Climate 

Transitio n Plans）に準拠してG HG排出量削減目標の開示を強化するよい機会であると考え、

賛成票を投じました。各社とのエンゲージメントでは、当社の考え方を共有し、当社の要請に準

拠した情報開示の強化を求めました。  

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
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ロシアのウクライナ侵攻に対する当社の
スチュワードシップ・アプローチ 

2022年2月 24日にロシアがウクライナへの侵攻を始めたことを受け、当社は断固とした行動を取り、

ロシアによる侵略を非難し、次々に導入される各種規制を遵守し、そして影響を受ける市場への

投資に関する当社の見解をお客様とステークホルダーに提供しました。  

当社はグローバルに展開する長期資金の受託者として、ロシア・ウクライナ戦争がお客様の投資に

もたらす経済的なリスクを懸念しています。そうした観点から、 2022年4月、国際的な紛争の観点

から考える当社のスチュワードシップに対するアプローチとその枠組みのロシア・ウクライナ戦争 への

適用について概要をまとめ、公表しました。  

そうした取り組みの一環として、当社の投資先のうちロシアとウクライナで特に大きな影響を被 り、

侵攻開始数カ月後に現地の事業を継続または停止しており、そして／または戦争への対応に関

する情報開示を行っていない投資先を特定しました。この中には、両市場で大きな収益を上げる

企業や複数のロシア子会社および／またはウクライナ子会社を保有する企業、現地で労働者を

雇用する企業、現地に合弁企業やパートナーシップがある企業、および／またはこの戦争に対し

て大きなエクスポージャーがある企業が含まれています。   

2022年4月、当社のチームは上記基準に該当する企業に対し、以下の目的で取締役会宛ての

書簡を送付しました。 

• ロシアに関連するエクスポージャーがある企業に対し、同国で事業を運営することに伴う規制

リスク、レピュテーションリスク、および人権関連リスクの管理状況を理解することを目的とした

エンゲージメントの実施を要請する。 

• ウクライナに関連するエクスポージャーがある企業に対して、サプライチェーンの混乱や人的資

源管理のリスク管理状況を理解することを目的としたエンゲージメントの実施を要請する。  

2022年第4四半期に、これらのエンゲージメントを通じて判明した事項について、両市場で事業

を展開する投資先企業に共通する課題や、情報開示および取締役会による情報開示の監督

に関するハイレベルのガイダンスを含めて、公表する予定です。  

  

https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/questions-emerging-from-the-russia-ukraine-conflict
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/global/framework-for-stewardship-in-context-of-geopolitical-risk.pdf
https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/stewardship-approach-russian-invasion-ukraine
https://www.ssga.com/library-content/products/esg/our-stewardship-approach-to-the-russia-invasion-of-ukraine.pdf
https://www.ssga.com/library-content/products/esg/our-stewardship-approach-to-the-russia-invasion-of-ukraine.pdf
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土地利用＆生物多様性キャンペーン：
サプライチェーンにおける森林破壊のリ
スク 

土地利用と生物多様性は、アセット・スチュワードシップ・プログラムの新たな重点分野です。当社

は、投資先企業が自社のサプライチェーンに起因する森林破壊リスクをどのように管理しているか

理解するため、ターゲットを絞った一連のエンゲージメントを2021年に開始しました。そして、 20 2 2

年4月、この活動を通じて判明した事項および以下のような重要ポイントを公表しました。   

• 森林破壊は、自社のサプライチェーンや投資先がそうした破壊行為と重要な繋がりが ある企

業にとってリスクであり、当該情報を開示するとともに、他の事業リスクと同様に管理する必

要がある。 

• 高まりつつある規制リスク、レピュテーションリスク、経済的リスクに対し、森林破壊のリス クが

高いコモディティを調達・生産する、あるいはそうした活動にファイナンスを提供する企業の取

締役会と経営陣は、適切な対応を取るべきである。そうした対応には、自社のサプライチェー

ンの森林破壊リスクや土地劣化リスクの管理、およびそうした取り組みに関する情報開示の

強化が含まれる。 

• 森林破壊に関する方針の策定や、関連する監督活動に関する情報開示、リスク管理活動、

目標およびコミットメント、KP I（重要業績指標）などに関する企業間の標準的な枠組み

が存在しないことから、投資家が重要な森林破壊関連リスクに対する自らのエ クス ポ ー

ジャーを評価することは困難である。 

• 現地の政策当局およびステークホルダーとの協力は、サプライチェーンの森林破壊関連リスク

の管理にとって重要な構成要素である。成功を収めているアプローチとしては、現地政策当

局との官民パートナーシップ、よりサステナブルな事業運営に関する現地労働者の教育、人

権保護、現地コミ ュニ テ ィーの「自由意志による、事前の、十分な情報に基づ く 同 意

（FPIC）」の尊重などがある。 

• 当社がエンゲージメントを行った企業の80％近くが情報開示の際に森林の価値を認めてい

るが、森林破壊を事業リスクとして正式に認知している企業はわずか21％にすぎない。 

• エンゲージメントを行った企業のうち58％は、森林破壊問題に取り組むイニシアティブ の署名

企業である。実効性ある森林破壊リスク管理を行うため、各企業はこの第1ステップを踏まえ

て、サステナブルな事業活動、サプライチェーンのリスク軽減、取締役会によるしっかりとした監

督、およびそうした取り組みに関する情報開示を検討すべきである。  

2022年第 3四半期は、森林破壊に関連した活動に資金を提供するグローバルな銀行に焦点を

当てたエンゲージメント活動を行う予定です。こうしたエンゲージメント活動で得られた知見の公表

に加え、2022年末までに森林破壊関連の情報開示活動に関するガイダンスおよび森林破壊関

連の株主提案に対する当社の議決権行使のアプローチを、既に公表済の環境・社会関連の議

決権行使枠組みへの追加として発表する予定です。 

 

https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/risk-in-supply-chains
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/frameworks-voting-social-shareholder-proposals.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/frameworks-voting-social-shareholder-proposals.pdf
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環境関連エンゲージメントのハイライト 

企業 Chevron Corporation 

地域・業種 

米国 

SICSセクター：Ex tr ac tiv es & Minerals Processing 

SICS業種：Oi l and Gas — Exploration and Production 

主なトピックス Board time commitmen t and climate change 

資産クラス 株式 

主な議案 
取締役選任 

中期および長期のGH G 排出量削減目標の設定 

背景 

シェブロンの2021年の 定時株主総会にお いて、 ステート ・ストリ ート ・グロ ーバル・アド バイ ザーズは 以下の 通り 議

決権を行使し まし た。  

1.  同社の筆頭独立取締役は、 3社を超える公開企業の 取締役に就任し ており、 取締役の時間的なコ

ミットメントに関する当社の要請を充足していな い ため、 支持を 見合わ せ た。  

2.  スコープ3排出量の削減を求める株主提案に賛成票を投じ た。  

取り組み 

2022年、ステート・スト リ ート・グロ ーバル・アド バイ ザーズは 取締役の時間的なコ ミットメ ント に関する方針を、

「ステート・ストリ ート・グロ ーバル・アド バイ ザーズ2022年議決権行使ガイ ドライ ンおよびエンゲージメント ・ガイド

ラインに対する重要な 変更の概要 （Su m mary of Material Changes to State Street Global Advisors’ 

2022 Proxy Voting and Engagement Guidelines）」に説明さ れているよう に、 明確化し まし た。 時間的

なコミットメントに関する当社の要請内容に変更は ありませ んが、 取締役のコ ミットメ ント に関す る方針を誰で

も入手できる方法（例：会社のガバナンス・ガイドラ イ ン、 委任状説明書、会社の ウェ ブサイト ）で 開示し て

いる企業に対し ては、 より 柔軟な 対応をします。こ の方針または 関連する開示情報には、 以下が 含まれてい

る必要があり ます。  

• 取締役が就任できる公開会社の 取締役席数の数値制限 − この上限が当社の方針を 1席以上上

回ることは認めら れな い。  

• 上場企業取締役会において指導的地位（例：取締役会委員会の 委員長）にある場合、こ れを考

慮すること。  

• 取締役全員について会社方針が 現在遵守さ れてい る旨の言明。  

• 指名委員会が社外取締役の 時間的な コミット メ ントを評価す るために実施する年次方針レビュ ーのプ

ロセスの説明。  

気候変動に関し ては、 シェ ブロ ンの2021年定時株主総会以降、 ステート ・ストリ ート ・グロ ーバル・アド バイ ザー

ズは同社の最高経営責任者（ CEO）を含む経営陣および 筆頭独立取締役を含む 複数の独立取締 役

と、気候変動リ スクに関する情報開示をテーマと する複数のエンゲージメ ント を行いまし た。さら に、 当社は「 実

効性ある気候変動関連の移行計画に関す る情報開示の要請（Disc lo sur e Expectation s for Effective 

Climate Transition Plans）」と題するガイ ダンスを発行し、 対話の多くはこ れを基に行わ れまし た。  

結果 

シェブロンはステート・スト リート・グローバ ル・アド バイ ザーズの議決権行使内容とエンゲージメント 中のフィ ード

バックに対応し、 上記の ガバナンス分野および 環境分野における情報開示を強化し まし た。 同社の2022年

の委任状説明書では 「取締役の適格性および 指名プロ セス」セクションが 強化さ れ、 ガバナンス委員会によ

る取締役の時間的コ ミットメ ント の 定例レ ビューと、 シェ ブロ ンの会長および 筆頭取締役に対するより 厳格な

他社取締役就任制限の内容が 明記さ れるよう になり まし た。こうし た強化が 行わ れたのは 当社のフ ィード バッ

クの直接的な 成果であったこと から、 当社は シェ ブロ ンの取締役全員の 選任を支持し まし た。  

当社は、「スコープ3排出量削減」を求める提案に賛成票を投じ たあと （他の投資家も 61％が支持）、 決

議結果に対する適切な 対応についてシェブロンと のエンゲージメ ント を行いまし た。 2022年10月、 同社は 製

品の使用によるG HG 排出量について、 スコ ープ1、 2だけでは なく スコ ープ3排出量も含む「製品ポ ートフォ リ オ

CO2排出原単位目標」を設定す ること により、 スコ ープ3排出量をG HG 排出量削減目標に組み込むと 発表

しました。シェブロ ンは、中期的な スコ ープ 3排出量削減目標の設定によって、 スコ ープ 3がまだ新し く 野心的な

目標である米国エネ ルギー業界において、 リーダーとし ての地位を確立し ます。 シェブロ ンの、 投資家の要請に

対し適切に対応する姿勢と、 気候変動関連の情報開示の質の 向上を反映し、 2022年の 定時株主総会

における同様な 株主提案（「中期および 長期のG HG 排出量削減目標を設定せ よ」）に対する支持率は

低下しました。2022年定時株主総会における当社の最終的な 議決権行使判断については、 当社ウェブサ

イトに掲載されてい る「 議決権行使会報（ Vo ting Bulletins – Chevron Corporation）」をご 覧く ださ い。  

https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/proxy-voting-and-engagement-summary-of-material-changes.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/proxy-voting-and-engagement-summary-of-material-changes.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/proxy-voting-and-engagement-summary-of-material-changes.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/disclosure-expectations-for-effective-climate-transition-plans.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312522098301/d292137ddef14a.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312522098301/d292137ddef14a.htm
https://www.chevron.com/newsroom/2021/q4/chevron-sets-net-zero-aspiration-and-new-ghg-intensity-target
https://www.chevron.com/newsroom/2021/q4/chevron-sets-net-zero-aspiration-and-new-ghg-intensity-target
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/vote-bulletin-chevron.pdf
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企業 Mitsubishi Corp 

地域・業種 

日本 

SICSセクター：Food & Beverage 

SICS業種：Foo d Retailers and Distributors 

主なトピックス 気候変動 

資産クラス 株式 

主な議案 気候関連の株主提案 

背景 

三菱商事については、 （ 1）パリ 協定の 目標と 整合性のある短期・中期のG HG 排出量削減目標を含む

事業計画の採択および 開示、 および（ 2）新規石油・ガス資産（上流・中流・下流）開発の前提条件、

コスト、見積もり、評価に関する年次報告を含む設備投資に関す る情報開示を求め、 2件の株主提案が

提出されました。  

当社は、気候変動関連の株主提案については、 個別案件ご と に分析を行っています。 定時株主総会に先

立ち、当社は今年の 総会議案に最も関連の深い同社のESG 上の課題に関す る情報開示に ついて検証を

行いました。こ の分析の大部分は 金融セクターにおけるネット ゼロ 戦略 の評価に関する当社の 枠組みによって

補完されており、 同枠組みには 以下の領域における当社の 要請事項が含まれています。  

1.  ポートフォリオの中期目標および 公表済みの気温変化シナリオと の整合性 

2.  ファイナンス提供先のGHG 排出量（スコープ3）に関する情報開示 

3.  気候変動リスク評価の取引デュ ーデリ ジェ ンスへ の組み込み 

4.  シナリオ分析および ポート フォリ オ・スト レ ステスト の 適用 

5.  顧客とのエンゲージメ ント および低炭素ソリュ ーション向けのファ イナンス提供に対するアプロ ーチ  

取り組み 

2022年6月、 当社は 気候変動関連の株主総会議案について三菱商事および 提案株主と のエンゲージメン

トを行いました。 三菱商事と のエンゲージメ ント には 取締役 1名、 経営陣のほ か、 関連分野の専門家など が

参加しました。  

このエンゲージメ ント におい て、当社は、 短期G HG 排出量削減目標の設定、 長期的な 気候変動関連目標

の達成を目的とし た現行および計画中の 設備投資に関する情報開示の強化、 IRR （内部収益率）、 カ ー

ボンプライシング、 定量的シナリ オ分析と いった取引の デューデリ ジェ ンスに組み込まれてい る気候変動リ スク

評価に関するより 詳細な 情報の提供など、 情報開示をグローバ ル市場における同業他社と 同等の水準まで

強化する機会とし て強調し まし た。  

当社は、同社が提案株主の要請内容と おおむ ね一致する中長期目標を最近発表し たこと を認識し ていま

す。さらに、エンゲージメントを通じ て、 同社が2030年および 2050年の 目標達成に向けたロ ードマッ プ策定の

初期段階にあること を確認しまし た。そう し た進捗を踏まえ、 同社は 目標を達成するための 仕組み、定量的

な情報など、戦略関連の情報開示を強化し ていく 方針です。  

結果 

1つ目の株主提案については、 現時点で当社の 情報開示に関する要請事項は 充足さ れておら ず、 同提案

を支持すること が、 引き続き取り 組みの 進捗を図るよう に同社に促すこ と にな ると の考えから、 当社は 最終的

には賛成票を投じ まし た。  

スコープ3排出量に関し ては、 三菱商事には 当社のガイ ダンスに準拠してスコ ープ 3排出量の段階的な 削減を

行う機会に関し て、 情報開示の強化を行う 機会があ ると 考えています。 当社は スコ ープ3排出量の 算出や 削

減に関する課題を認識し ていますが、GH Gスコープ3排出量削減目標を求める投資家の声は 高まっており、

欧州市場および 北米市場の炭素集約型産業では、そう し た目標の設定が 市場慣行と なり つつあり ます。  

設備投資関連の情報開示に関する 2つ目の 株主提案については、企業側が 適切に対応する姿勢を見せ、

提案が経営に 対する規範的な 性質で あったこと から、 当社は 賛成票を投じ ませ んでし た。 当社が推進する

設備投資支出および 投資計画策定に関する要請を含む 脱炭素化戦略に関する情報開示の強化は、 同

社の賛同を得ていると 当社は 楽観し ており、 本テーマに関し、 同社と の エンゲージメ ント を続けていく 方針で

す。  

 

https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/vote-bulletin-north-american-banks.pdf
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社会関連エンゲージメントのハイライト 

企業 Union Pacific Corporation 

地域・業種 

米国 

SICSセクター：Tr anspor tation 

SICS業種：Rail Transportation 

主なトピックス 人種平等と労働力の 多様性に関する情報開示 

資産クラス 株式 

主な議案 
EE0-1に関す る報告をす ること 

ダイバーシティ およびインクルージョンに関する取り 組みの 評価報告を年次で 公表すること  

背景 

2020年8月、 ステート・スト リート・グローバ ル・アド バイ ザーズは 労働力のダイ バーシティ に関し、 より 優れた情報

を求める投資家のニーズを特定し、 米国の投資先企業に対し て雇用機会均等（ EEO-1）データの公開を

正式に要請し 始めまし た。さら に、 インクルージョンおよびダイ バーシティ 上の課題に関す る実効性のある報告

について当社の要請事項をより 幅広い観点から 説明する「 ダイ バーシティ の情報開示と 実践に関す るガイ ダ

ンス」を発行し まし た。  

ユニオン・パシフィッ ク・コーポレ ーションの2021年定時株主総会では、 ダイ バーシティ 情報の開示の ベスト プラ

クティスに関する当社の見解に関連し た以下 2件の 株主提案が提出さ れまし た：（ 1）EEO-1に関す る報

告をすること（2）ダイ バーシティ およびイ ンクルージョンに関する取り 組みの 評価報告を年次で 公表すること。  

取り組み 

定時株主総会に先立ち、 当社は ユニオン・パ シフィッ クの経営陣および 取締役と の エンゲージメ ント を行い、

ダイバーシティ およびインクルージョンについて議論し まし た。 会議で 当社は EEO-1データの 必要性と、 近く 発行

され、2022年の 株主総会シーズン中に発効す る予定である当社の議決権行使方針を先取り し、株主提案

を支持する見込みであるこ とを説明しまし た。こ の方針によれば、 S&P 500指数の構成企業がEEO-1データ

を開示しない場合、 当社は 報酬委員会の委員長に対し 反対票を投じ るこ と になり ます。 EEO-1データが 欠

けているため、 そし て当社が 取締役に対し て行動を起こし 始め る前に情報開示を行うこ と がとりわ け 重要であ

ることを強調するため、 当社は EEO-1データの報告を求める株主提案に「賛成」票を投じ まし た。  

当社のダイ バーシティ に関するガイ ダンスにつ いては ほと んど の 要請事項が充足さ れている一方で、 取締役会

のインクルージョンと ダイ バーシティ の監督上の 役割も当社が情報開示を求める領域の 1つで あること について

も議論を行いまし た。 同社が ダイ バーシティ に関する情報開示の 強化について確実なコミッ トメ ント を与えたた

め、「ダイバーシティ およびインクルージョンに関する取り 組みの評価報告を年次で公表せ よ」と いう 株主提案

については 反対票を投じ まし た。  

結果 

当社のエンゲージメ ント および 議決権行使の結果、 ユニオン・パ シフィッ クは ダイ バーシティ に関す る情報開示

に多くの変更を加えまし たが、 その全てが当社の 推奨事項に対処するものでし た。  

1.  ユニオン・パシフィッ クは2021年8月に同社にと って初めてと な るEEO-1報告を公表し まし た。  

2.  同社は、現在自社の公開ウェ ブサイ ト 上で四半期労働力報告を公表し ています。  

3.  今や同社の2022年委任状説明書 には ダイ バ ーシティ に加え、 報酬・福利厚生委員会が「人的資本

管理活動とダイ バーシティ およびイ ンクルージョンに関す る取り 組みを検証し、 経営陣と 議論する」と いう

取締役会レ ベルの 明示的な 監督に関する新たな 文言が 盛り 込まれています。  

また、当社の熟慮に基づく エンゲージメ ントと 慎重な 議決権行使は 同社の共感を得まし た。 2021年第3四

半期スチュワード シッ プ活動レ ポート に説明さ れているよう に、 当社は ユニオン・パシフ ィック取締役会の 四半期

会合の一部に出席するよう 招待さ れ、 それまでのエンゲージメ ント の 有意義な 議論を踏まえたプレ ゼンテーショ

ンを行いまし た。  

複数年にわ たるエンゲージメント 活動の結果、 2022年の 定時株主総会では 経営陣の 提案が当社の 考え方

と完全に一致し、 当社のEEO-1取締役議決権行使方針を適用する必要は あり ませ んでし た。また、同社の

ダイバーシティ 強化策が幅広い 投資家コミュ ニティ ーに評価さ れた結果、 今年は 株主提案による株主総会議

案はありませ んでし た。  

  

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/guidance-on-diversity-disclosures-practices-japanese.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/guidance-on-diversity-disclosures-practices-japanese.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/asset-stewardship/guidance-on-diversity-disclosures-practices-japanese.pdf
https://www.up.com/media/releases/210810-eeo-1-reports.htm
https://www.up.com/cs/groups/public/@uprr/@employee/@hr/documents/up_pdf_nativedocs/pdf_e_wr_workf_demo_q2_scoreca.pdf
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000100885/000114036122011575/ny20001752x1_def14a.htm
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/asset-stewardship-report-q3-2021-jp.pdf
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/library-content/pdfs/asset-stewardship/asset-stewardship-report-q3-2021-jp.pdf
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ガバナンス関連エンゲージメントのハイ
ライト 

企業 Nomura Holdings 

地域・業種 

日本 

SICSセクター：Finan cia ls 

SICS業種：Inv estmen t Banking and Brokerage 

主なトピックス 取締役会による監督、 取締役会の独立性、 およびガ バナンス 

資産クラス 株式 

主な議案 取締役の選任 

背景 

当社は野村ホールディングスと2022年2月に対話の機会を持ち、 多額の損失を計上する結果と な った 2021

年の米国の事件を受けた 同社のリ スク管理強化プロ グラ ムを議論し まし た。 経営陣と のエンゲージメ ント を通

じて、同社の取締役会の 重要な ガ バナンス上の 課題およびリ スク文化の監督の あり 方について理解に努めま

した。  

2022年6月、こ れに続く 対話とし て、 新設さ れた取締役会リ スク委員会の委員長および 独立取締役 1名と

のエンゲージメ ント を行いまし た。  

取り組み 

取締役会による重要な ガ バナンス上の課題の 監督に関し て、 独立取締役は、 ガ バナンス、 透明性、 および

説明責任に関する議論が 取締役会レ ベ ルで活発に行わ れていると 強調し まし た。  

米国における事件の後、 取締役会は （ 1）リ スク選好性の監視、 （ 2）戦略リ スク、 （ 3）リ スク軽減計

画、（4）リスク文化な ど に関する取締役会の監督機能をさ ら に強化するため、 取締役会リ スク委員会を

設置しました。  

さらに、同社がリ スク文化の強化を含むリスク管理の強化を図るな か、リ スク委員会はその 監督責任の一

環として、リスク管理を担当する幹部チームと の会合および 独立し た幹部会議を開催し、 助言を行っていま

す。  

結果 

同社の適切な 対応姿勢および 新たな 懸念の 発生がな いこと を踏まえ、 当社は 独立取締役全員の選任を

支持しました。こうし た対話を継続し、 来年もエンゲージメ ント を実施し、 同社のリ スク管理強化へのコ ミット メ

ントの進捗状況をモニタリ ングし ていきます。  

今回のエンゲージメ ント で 重要なこと は、 同社の独立取締役が 初めて投資家と 1対1でエンゲージメ ント を行っ

たことです。これを受け、当社は 日本企業に対し て、 野村ホール ディ ングスのリ ーダーシッ プになら い、 要請が あ

る場合は独立取締役へのアクセスを提供すること を要請し ていきます。 それ が、 投資家に対す る透明性およ

び取締役会の説明責任の観点で、 ガ バナンスの 実践であると 考えるから です。こうし たアクセ スの拡大は、 投

資家にとって取締役会の監督の状況および 独立取締役の見解を理解するう えでメリット とな ります。  
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企業 Skyworks Solutions, Inc. 

地域・業種 

米国 

SICSセクター：Technology & Communication s 

SICS業種：Semicon duc tor s 

主なトピックス 経営幹部報酬 

資産クラス 株式 

主な議案 経営幹部報酬に関する年次の勧告的決議（ Say on Pay） 

背景 

スカイワークスの2021年定時株主総会では、 同社の 経営幹部報酬制度に対し 支持票を投じ た株主は わ ず

か22％でし た。 株主の懸念事項は、 報酬と 業績の不一致、 純粋に時間の みに基づく 多額の 経営幹部業

績連動報酬、 大部分が複数年度では なく 単年度の 業績に基づく 長期イ ンセンティブの 付与な ど でし た。  

取り組み 

2021年の経営幹部報酬決議の結果判明後、 当社チームは スカイ ワークスの報酬委員会委員長と の複数

回にわたるエンゲージメントを行い、 当社の懸念を伝えると ともに、 経営幹部報酬制度を変更する際に重点

的に改善すべき分野に関す る提 案を行いまし た。 2021年定時株主総会のSay on Pay決議案に対す る株

主の反対が極めて大きかったこと から、 当社は 報酬委員会がこ れを深刻にとら え、 同社の 経営幹部報酬の

慣行および制度そのもの に重要な 変更が加えら れるものと 期待し まし た。  

結果 

報酬委員会が幅広い 投資家と の 接触に努め、 そうし た対話に基づいて制度の 構造に変更が加えら れたこと

から、2022年定時株主総会では、 当社を含め、 発行済株式の86％に相当する株主が 新たな 報酬制度の

構造を支持し まし た。こ の支持率の 大幅な 改善に貢献し た要因とし ては、 比較対象と する同業者グル ープ

の規模の適正化、 長期イ ンセンティブに対す る権利確定期間の長期化、 今後長期イ ンセンティ ブの一部を

一時的な褒賞とし て乱用し な い旨の 書面による確約な ど があります。  
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企業 Toshiba Corp. 

地域・業種 

日本 

SICSセクター：Resou rce Transformation 

SICS業種：Elec tri cal and Electronic Equipment 

主なトピックス 取締役の説明責任および 監督責任、 株主の声 

資産クラス 株式 

主な議案 取締役の選任 

背景 

東芝は、近年注目度の高い重大な ガバナンス上の機能不全が 続き、 取締役と 経営幹部が次々と 交代し

ており、これを受けて2022年定時株主総会でアクティビ スト （物言う 株主） 2社がそれぞれ1名を同社の取

締役候補として指名しまし た。  

取り組み 

2021年、2022年の両年、 当社チームは 東芝の 経営陣および取締役と の複数のエンゲージメ ント を行い、 利

益相反や株主に対する透明性に関する懸念など、さ まざまな 課題を克服し、 会社を運営し ていく 能力を評

価しました。こうしたエンゲージメント の 結果、 当社は 2021年に前任の取締役会議長およ び 監査委員会委

員に対する支持を見合わせ まし た。  

2022年の定時株主総会に先立ち、 当社は 東芝の現取締役および 経営陣、 そし て同社と 合意書の締結を

行ったアクティ ビ スト の株主 2社が 指名し た2名の取締役候補者と の エンゲージメ ント を行いまし た。こうし た議

論を通じて、当社は 各取締役候補者のビ ジョンと 以下の課題を遂行する能力を評価し まし た。  

• 強固な戦略的レビュ ープロ セ スを促進す ること 

• リスクマネジメントを強化す る文化を根付かせ るこ と  

• 主の長期的な 利益の反映を確保するこ と 

結果 

2022年定時株主総会で、 当社は 過半数の 株主とと もに株主指名による候補者の取締役選任に賛成票

を投じました。  

当社は新任取締役を含む 東芝の取締役会および 経営チームと 緊密な 対話を続けていく 方針です。 当社

は、あらゆる選択肢を考慮に入れた厳密な 戦略的評価プロ セスが実施さ れるとと もに、 最近のガ バナンス上

の課題を是正するため の短中期計画の実行について、 取締役会による実効性のあ る監督が行わ れること を

期待しています。  
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エンゲージメントした企業 

企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

3M Company North  America   ● 

Abbott Laborato ries North  America   ● 

AbbVie Inc. North  America ● ● ● 

Acad ia Healthcare Company, Inc. North  America   ● 

Acad ia Realty Trust North  America   ● 

Activision  Blizzard , Inc. North  America ● ● ● 

Activision  Blizzard , Inc. (Dissiden t 

shareho lder: SOC Investment Group) 

North  America  ● ● 

AEON Co., Ltd . Asia & Pacific   ● 

Aero jet Rocketdyne Ho ld ings, Inc. North  America   ● 

AGL Energy Limited  (ESG issue 

advocate: ACCR) 

Asia & Pacific ●  ● 

AGL Energy Limited  (ESG issue 

advocate: Climate Energy Finance) 

Asia & Pacific ●  ● 

AGL Energy Limited  (Sign ifican t 

shareho lder: Grok Ven tures) 

Asia & Pacific ●  ● 

Akebia Therapeutics, Inc. North  America   ● 

Akzo  Nobel NV Europe   ● 

Alphabet Inc. North  America ● ● ● 

Alphabet Inc. (Shareho lder p roposal 

p roponen t: ICCR) 

North  America ● ● ● 

Alphabet Inc. (Shareho lder p roposal 

p roponen t: Trillium Asset Management) 

North  America  ●  

Alstom SA Europe   ● 

Altria Group , Inc. North  America  ●  

Amazon.com, Inc. North  America ● ● ● 

Amazon.com, Inc. (ESG issue 

advocate: Green  Century Cap ital 

Management ) 

North  America ●   

Amazon.com, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: CalSTRS) 

North  America  ●  

Amazon.com, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: NYC Comptro ller) 

North  America  ● ● 

Amazon.com, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: Un ited  For 

Respect) 

North  America  ●  

AMC Entertainment Ho ld ings, Inc. North  America   ● 

American  Express Company North  America   ● 

American  Vanguard  Corporation  North  America   ● 

American  Vanguard  Corporation  
(Dissiden t shareho lder: Cruiser Cap ital) 

North  America   ● 

American  Water Works Company, Inc. North  America ● ●  

AMP Ltd . Asia & Pacific   ● 

Ampheno l Corporation  North  America   ● 

Annaly Cap ital Management, Inc. North  America   ● 

Anthem, Inc. North  America  ●  

 

http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

Aon p lc North  America   ● 

Archer-Dan iels-Mid land  Company North  America ● ● ● 

Archer-Dan iels-Mid land  Company (ESG 

issue advocate: Friends o f the Earth , 

Majo rity Action , Climate Finance Action ) 

North  America ●   

Arista Networks, Inc. North  America   ● 

Assicurazion i Generali SpA Europe   ● 

AT&T Inc. North  America  ● ● 

Atlan tia SpA (Sign ifican t shareho lder: 

Ed izione S.p .A.) 

Europe   ● 

AXA SA Europe   ● 

Badger Meter, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: NorthStar Asset 

Management) 

North  America  ●  

Baker Hughes Company North  America   ● 

Banco  San tander SA Europe   ● 

Bank o f America Corporation  North  America ● ● ● 

Bayer AG Europe   ● 

Bayerische Moto ren  Werke AG Europe   ● 

BlackRock, Inc. North  America   ● 

Booking  Ho ld ings Inc. North  America   ● 

BP Plc Europe ●  ● 

Brookings Institution  North  America   ● 

BT Group  Plc Europe   ● 

Bunge Limited  (ESG issue advocate: 

Friends o f the Earth , Majo rity Action ) 

North  America ●   

Cadence Bank North  America   ● 

Cadence Design  Systems, Inc. North  America  ● ● 

Callaway Go lf Company North  America   ● 

Carriage Services, Inc. North  America  ● ● 

Cars.com Inc. North  America   ● 

Caterp illar Inc. North  America ● ●  

CBRE Group , Inc. North  America  ● ● 

Celanese Corporation  North  America   ● 

CenterPo in t Energy, Inc. North  America ●  ● 

Charter Commun ications, Inc. North  America ● ● ● 

Chevron  Corporation  North  America ● ● ● 

Chipo tle Mexican  Grill, Inc. North  America  ● ● 

Chubb Limited  North  America ●   

Chubu Electric Power Co ., Inc. 

(Shareho lder p roposal p roponen t: 

ACCR) 

Asia & Pacific ●   

Church  & Dwigh t Co ., Inc. North  America ●   

Cigna Corporation  North  America  ●  

Cincinnati Financial Corporation  North  America   ● 

Cinemark Ho ld ings, Inc. North  America   ● 

Citig roup  Inc. North  America ● ● ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

CME Group  Inc. North  America ● ● ● 

CNH Industrial NV Europe   ● 

Comcast Corporation  North  America ● ●  

Commerzbank AG Europe   ● 

Compagn ie de Sain t-Gobain  SA Europe   ● 

ConocoPh illips North  America ●  ● 

Continen tal AG Europe   ● 

Coterra Energy Inc. North  America ● ●  

Covestro  AG Europe   ● 

Cred it Suisse Group  AG Europe  ● ● 

CRH Plc Europe  ● ● 

CSX Corporation  North  America  ● ● 

CVS Health  Corporation  North  America  ●  

CVS Health  Corporation  (Shareho lder 

p roposal p roponen t: Trillium Asset 

Management) 

North  America  ●  

Danaher Corporation  North  America   ● 

Delivery Hero  SE Asia & Pacific   ● 

Dine Brands Global, Inc. North  America ● ● ● 

Discover Financial Services North  America  ●  

Dollar Tree, Inc. North  America ● ● ● 

Domin ion  Energy, Inc. North  America ●   

Doug las Emmett, Inc. North  America   ● 

DTE Energy Company North  America ● ●  

Edison  In ternational North  America  ●  

Elanco  An imal Health  Incorporated  North  America   ● 

Electric Power Development Co ., Ltd . Asia & Pacific ●  ● 

Eli Lilly and  Company North  America  ● ● 

Enel SpA Europe   ● 

Eni SpA Europe   ● 

Enphase Energy, Inc. North  America   ● 

Essilo rLuxo ttica SA Europe   ● 

Evon ik Industries AG Europe   ● 

Exelon  Corporation  North  America ● ●  

Exped ia Group , Inc. North  America ● ● ● 

Expro  Group  Ho ld ings N.V. North  America   ● 

Exxon  Mobil Corporation  North  America ●  ● 

Ferrari NV Europe   ● 

FibroGen, Inc. North  America   ● 

FMC Corporation  North  America  ●  

Fortum Oyj Europe   ● 

Gartner, Inc. North  America ● ● ● 

General Dynamics Corporation  North  America   ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

General Electric Company North  America  ● ● 

General Moto rs Company North  America ● ● ● 

Genworth  Financial, Inc. North  America   ● 

Gilead  Sciences, Inc. North  America  ● ● 

Glencore Plc Asia & Pacific ●   

Groupon, Inc. North  America   ● 

Guardan t Health , Inc. North  America   ● 

Guess?, Inc. North  America  ● ● 

Guess?, Inc. (Dissiden t shareho lder: 

Leg ion  Partners) 

North  America  ● ● 

Halliburton  Company North  America   ● 

Harley-Davidson , Inc. North  America   ● 

Hasbro , Inc. North  America   ● 

Hasbro , Inc. (Dissiden t shareho lder: 

Alta Fox Cap ital) 

North  America   ● 

HCA Healthcare , Inc. North  America ● ●  

HCI Group , Inc. North  America   ● 

Health  Catalyst, Inc. North  America   ● 

Heineken  NV Europe   ● 

Henry Schein , Inc. North  America   ● 

HIROSE Electric Co ., LTD. Asia & Pacific  ● ● 

Honeywell In ternational Inc. North  America ● ● ● 

Howmet Aerospace Inc. North  America   ● 

Hunting ton  Ingalls Industries, Inc. North  America ● ●  

Iberd ro la SA Europe   ● 

Industrial & Commercial Bank o f Ch ina 

Limited  

Asia & Pacific   ● 

In tel Corporation  North  America   ● 

In tel Corporation  (Shareho lder p roposal 

p roponen t: NorthStar Asset 

Management) 

North  America  ●  

In terContinen tal Ho tels Group  Plc  Europe   ● 

In ternational Business Mach ines 

Corporation  

North  America  ● ● 

In tuitive Surg ical, Inc. North  America ● ● ● 

J Sainsbury Plc Europe  ●  

J Sainsbury Plc (Shareho lder p roposal 

p roponen t: ShareAction ) 

Europe  ●  

Jazz Pharmaceutic als p lc  Europe   ● 

JBG SMITH Properties North  America   ● 

JetBlue Airways Corporation  North  America   ● 

Johnson  & Johnson  North  America  ● ● 

Johnson  & Johnson  (Shareho lder 

p roposal p roponen t: Tulipshare) 

North  America  ●  

JP Morgan  Chase & Co. North  America ●  ● 

Kennedy-Wilson  Ho ld ings, Inc. North  America   ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

Kingspan  Group  Plc Europe ●  ● 

Koh l’s Corporation  North  America  ● ● 

Koh l’s Corporation  (Dissiden t 

shareho lder: Macellum) 

North  America  ● ● 

Kon inklijke Ph ilips NV Europe   ● 

Laborato ry Corporation  o f America 

Ho ld ings 

North  America   ● 

Ladder Cap ital Corp  North  America   ● 

Lennar Corporation  North  America ● ● ● 

Linco ln  National Corporation  North  America   ● 

Lipocine Inc. North  America   ● 

Live Nation  En tertainment, Inc. North  America ●  ● 

LivePerson , Inc. North  America   ● 

Lockheed  Martin  Corporation  North  America  ●  

Loews Corporation  North  America   ● 

Lowe’s Compan ies, Inc. North  America  ● ● 

Lucid  Group , Inc. North  America   ● 

M&T Bank Corporation  North  America ●  ● 

M.D.C. Ho ld ings, Inc. North  America   ● 

Marathon  Petro leum Corporation  North  America ● ●  

Marks & Spencer Group  Plc  Europe   ● 

Marrio tt In ternational, Inc. North  America   ● 

Masimo Corporation  North  America   ● 

Mastercard  Incorporated  North  America  ●  

McDonald ’s Corporation  North  America ● ● ● 

McDonald ’s Corporation  (Dissiden t 

shareho lder: Icahn  En terp rises L.P.) 

North  America ● ● ● 

McDonald ’s Corporation  (Shareho lder 

proposal p roponen t: SOC Investment 

Group) 

North  America  ●  

Merck & Co., Inc. North  America  ● ● 

Merck KGaA Europe   ● 

Meta Platfo rms , Inc. North  America  ● ● 

Meta Platfo rms , Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: Arjuna Cap ital) 

North  America  ●  

Meta Platfo rms , Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: ICCR) 

North  America  ● ● 

MetLife , Inc. North  America  ●  

MGE Energy, Inc. North  America ●   

Mitsubish i Corp . Asia & Pacific ●  ● 

Mitsubish i Corp . (Shareho lder p roposal 

p roponen t: ACCR) 

Asia & Pacific ●   

Mitsubish i Electric Corp . Asia & Pacific  ● ● 

Mizuho  Financial Group , Inc. Asia & Pacific   ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

Moderna, Inc. North  America ● ● ● 

Molson  Coors Beverage Company North  America  ● ● 

Moncler SpA Europe   ● 

Mondelez In ternational, Inc. North  America  ● ● 

Mono lith ic Power Systems, Inc. North  America   ● 

Morgan  Stan ley North  America ●  ● 

Motoro la So lutions, Inc. North  America   ● 

Nabors Industries Ltd . North  America   ● 

National CineMed ia, Inc. North  America   ● 

Navien t Corporation  North  America   ● 

Nestle SA North  America   ● 

Netflix, Inc. North  America  ● ● 

Newell Brands Inc. North  America  ● ● 

NexTier Oilfield  So lutions Inc. North  America   ● 

Nomura Ho ld ings, Inc. Asia & Pacific   ● 

Occiden tal Petro leum Corporation  North  America ●   

Okta, Inc. North  America   ● 

Omeros Corporation  North  America  ● ● 

OmnicomGroup  Inc. North  America   ● 

Organon & Co. North  America   ● 

PacWest Bancorp  North  America   ● 

Palatin  Techno log ies, Inc. North  America   ● 

Pebblebrook Hotel Trust North  America   ● 

PepsiCo , Inc. North  America  ● ● 

PerkinElmer , Inc. North  America ● ● ● 

Pfizer Inc. North  America  ● ● 

Philip  Morris In ternational Inc  North  America  ● ● 

Phillips 66 North  America ● ● ● 

Pruden tial Financial, Inc. North  America   ● 

Publicis Groupe SA Europe   ● 

PulteGroup , Inc. North  America   ● 

R1 RCM Inc. North  America   ● 

Rayon ier Advanced  Materials Inc. North  America   ● 

Realogy Ho ld ings Corp . North  America ● ● ● 

Redwood Trust, Inc. North  America   ● 

Reinsurance Group  o f America, 

Incorporated  

North  America   ● 

Renault SA Europe   ● 

Repso l SA Europe ●  ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

Rio  Tin to  Plc Asia & Pacific  ●  

Robert Half In ternational Inc. North  America  ●  

Romeo Power, Inc. North  America   ● 

Royal Caribbean  Cruises Ltd . North  America  ● ● 

RPT Realty North  America   ● 

Russel Metals Inc. North  America ●   

RWE AG Europe ●   

Safran  SA Europe ●  ● 

Salesfo rce, Inc. North  America  ●  

Santos Limited  Asia & Pacific ●  ● 

Santos Limited  (Shareho lder p roposal 

p roponen t: ACCR) 

Asia & Pacific ●  ● 

Sch lumberger N.V. North  America   ● 

Schneider Electric SE North  America   ● 

Sealed  Air Corporation  North  America   ● 

Sekisui House, Ltd . Asia & Pacific  ● ● 

ServiceNow, Inc. North  America   ● 

Shop ify Inc. North  America   ● 

Six Flags En tertainment Corporation  North  America   ● 

Skyworks So lutions, Inc. North  America ●  ● 

SL Green  Realty Corp . North  America   ● 

Societe Generale SA Europe   ● 

Southwest Gas Ho ld ings, Inc. North  America   ● 

SpartanNash  Company North  America   ● 

Spirit Airlines, Inc. North  America   ● 

Standard  Chartered  Plc Europe ●  ● 

Starbucks Corporation  North  America   ● 

Stericycle, Inc. North  America  ●  

Sturm, Ruger & Company, Inc. North  America  ●  

Sumitomo Electric Industries Ltd . Asia & Pacific ● ● ● 

Sumitomo Mitsui Financial Group , Inc. Asia & Pacific ●  ● 

Sumitomo Mitsui Financial Group , Inc. 

(Shareho lder p roposal p roponen t: 

ACCR) 

Asia & Pacific ●   

Summit Ho tel Properties, Inc. North  America   ● 

Sunstone Hotel Investo rs, Inc. 

(Shareho lder advocate: UNITE HERE) 

North  America  ● ● 

SVB Financial Group  North  America  ●  

Takeda Pharmaceutic al Co ., Ltd . Asia & Pacific  ● ● 

Tanger Facto ry Outlet Cen ters, Inc. North  America   ● 

The AES Corporation  North  America  ● ● 

The Bank o f New York Mellon  

Corporation  

North  America  ● ● 

The Boeing  Company North  America ●  ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

The Charles Schwab Corporation  North  America   ● 

The Conference Board  North  America   ● 

The GEO Group , Inc. North  America   ● 

The Go ldman Sachs Group , Inc. North  America   ● 

The Goodyear Tire & Rubber Company  North  America  ● ● 

The Hartfo rd  Financial Services Group , 

Inc. 

North  America   ● 

The Hershey Company North  America  ● ● 

The Home Depot, Inc. North  America ● ● ● 

The Home Depot, Inc. 

(ESG issue advocate: Green  Century 

Cap ital Management ) 

North  America ●   

The Home Depot, Inc. (ESG issue 

advocate: NRDC) 

North  America ●   

The Home Depot, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: NorthStar Asset 

Management) 

North  America  ●  

The Kraft Heinz Company North  America   ● 

The Kroger Co . North  America ● ●  

The Kroger Co . (Shareho lder p roposal 

p roponen t: Domin i Impact Investments 

LLC) 

North  America  ●  

The Progressive Corporation  North  America   ● 

The TJX Compan ies, Inc. North  America  ● ● 

The TJX Compan ies, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: NorthStar 

Asset Management) 

North  America  ●  

The Toron to -Domin ion  Bank North  America ● ● ● 

The Wendy’s Company  North  America  ● ● 

The Wendy’s Company (Shareho lder 

advocate: IASJ & Majo rity Action ) 

North  America  ● ● 

Tokyo  Electric Power Co . Ho ld ings, Inc. Asia & Pacific ●  ● 

Tokyo  Electric Power Co . Ho ld ings, Inc. 

(Shareho lder p roposal p roponen t: 

ACCR) 

Asia & Pacific ●   

Tosh iba Corp . Asia & Pacific  ● ● 

Tosh iba Corp . (Sign ifican t shareho lder: 

Ellio tt Management Corporation ) 

Asia & Pacific   ● 

Tosh iba Corp . (Sign ifican t shareho lder: 

Farallon  Cap ital Management) 

Asia & Pacific   ● 

TotalEnerg ies SE Europe ●  ● 

Tracto r Supp ly Company North  America  ● ● 

Trane Techno log ies Plc North  America   ● 

TransDigm Group  Incorporated  North  America   ● 

Twitter, Inc. North  America  ● ● 

Uber Techno log ies, Inc. North  America  ● ● 

Unibail-Rodamco-W es tfield  SE Europe   ● 

Union  Pacific Corporation  North  America   ● 

United  Airlines Ho ld ings, Inc. North  America  ● ● 
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企業名 地域 環境 社会 ガバナンス 

United  Parcel Service, Inc. North  America ● ●  

United  Parcel Service, Inc. (Shareho lder 

p roposal p roponen t: Trillium Asset 

Management) 

North  America ●   

UnitedHeal th  Group  Incorporated  North  America  ●  

Universal Disp lay Corporation  North  America   ● 

US Foods Ho ld ing  Corp . (Shareho lder 

advocate: Teamsters) 

North  America  ● ● 

Valero  Energy Corporation  North  America ● ●  

Vecto r Group  Ltd . North  America   ● 

Ventas Inc. North  America   ● 

Ventas Inc. (Dissiden t shareho lder: 

Land  & Build ings) 

North  America   ● 

VeriSign , Inc. North  America ● ●  

Visa Inc. North  America  ●  

Vivend i SE Europe  ● ● 

W. R. Berkley Corporation  North  America   ● 

Walmart Inc. North  America  ●  

Walmart Inc. (Shareho lder p roposal 

p roponen t: Un ited  For Respect) 

North  America  ●  

Wells Fargo  & Company North  America ● ● ● 

Willis Towers Watson  Public Limited  

Company 

North  America ●  ● 

Woodside Petro leum Ltd . Asia & Pacific ●  ● 

Woodside Petro leum Ltd . (Shareho lder 

p roposal p roponen t: ACCR) 

Asia & Pacific ●  ● 

World line SA Europe   ● 

Wynn Resorts, Limited  North  America ● ● ● 

Xerox Ho ld ings Corporation  North  America   ● 

Xperi Corp . North  America   ● 

XPO Log istics, Inc. North  America  ● ● 

Xylem Inc. North  America   ● 

YUM! Brands, Inc. North  America  ● ● 

YUM! Brands, Inc. (Shareho lder 

advocate: SOC Investment Group) 

North  America   ● 

出所：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、 2022年9月  

 
 

脚注 

 

 

1.  Fortune、 「C limate shareholde r resolutions flood into proxy season for a record year」、2022年6月
6日。https:// fo rtune . com/ 2022/06/06/c lima te -sha re ho lde r-re solutions-flood-into -proxy -se a son-
for-a -re co rd -ye a r/ 

2.  出所：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  

3.  出所：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  

4.  出所：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  

5.  ネットゼロとは、排出される温室効果ガス（ GHG）の総量が除去または吸収される GHGの総量以下である（すなわち、
排出量が増加しない）状態を意味します。地球の大気中の GHG排出量がネットベースで増加してはなりませ ん。ネットゼ
ロ戦略は、特定の時点（例：2050年）までにネットゼロの目標に沿った投資を行うことを目指す投資戦略です。  

6.  https:// ie a.org/re po rts/ ne t -ze ro -by -2050 

7.  https:// ie a.org/re po rts/ wo rld -e nergy -outlook -2021/ energy-se curi ty -and-the -risk -o f-d iso rde rly -
change 

8.  出所：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 

 

https://fortune.com/2022/06/06/climate-shareholder-resolutions-flood-into-proxy-season-for-a-record-year/
https://fortune.com/2022/06/06/climate-shareholder-resolutions-flood-into-proxy-season-for-a-record-year/
https://iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/%20energy-security-and-the-risk-of-disorderly-change
https://iea.org/reports/world-energy-outlook-2021/%20energy-security-and-the-risk-of-disorderly-change
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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E TF、E S G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3.26兆ドル2を運用する世界第4位 1の資産運用会社へと成長 してい
ます。 
 

1. Pensions & Investmen ts Research Center、202 1年1 2月末時点。  

2 . 2022年9月末時点、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（ 「 SSG A 
FD」）が営業を行っているSPD Rの残高約551 .2億ドルを含みます。 SSG A FDはSSG Aの関連会社です。すべての運用
資産残高は監査前の数値です。  
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本書はステート・ス トリート・グロ ーバル・ア ドバイ ザ ー ズ 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。本書は、 情報 提 供

を目的として作成したものであり、金融商品取 引法 に 基

づく開示資料ではありませ ん。本書は、弊社の 運用 手 法

等をご紹介す るために作成・提供される ものであ り、 特 定

の金融商品への投資を勧誘する目的のものでは ご ざい ま

せん。弊社グループの運用戦略をもとに弊社が 運 用を 再

委託することにより提供可能 となる運用戦略も含 まれ ま

す。本書は、特定の金融商品の勧誘を目的とす る も ので

はないため、運用に係る手数料・報酬等の金額 お よび 計

算方法等を予め示すことができま せん。なお、 投 資 信 託

の場合は投資信託毎に設定された販売手数 料 、 信 託

報酬やその他費用が、投資一任契約や投資 顧問 契 約

の場合は個別契約毎に運用報酬、信託報酬 や そ の 他

費用がかかりま す。各金融商品に関す る運用リ ス ク や 手

数料等諸費用の詳細につきましては、契約締 結 前交 付

書面やお客様向け資料等をご覧下さい。提供 さ れ た 情

報は、投資助言に該当す るものではなく、そのよ う な もの

として依拠 されるべきではありません。本情報は、 有 価 証

券の購入の勧誘または売却の申出 とみなされる べ き もの

ではありません。本情報は、投資家の特定の投資 目的 、

戦略、税務上の地位または投資期間を考慮し た もの で

はありません。ご自身の税務・財務アドバイザー に ご相 談

ください。すべての情報は、 別段の 記載がな い 限 り 、 ス

テート・ス トリート・グ ローバル・アドバ イザーズによ る もの で

あり、信頼できる と考 えられる情報源から入手し た もの で

すが、その正確性を保証するものではありません。こ れ ら の

情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性 、 ま たは

これらの情報に基づいた意思決定に対する責任 につ い て

の表明や保証はなく、これらの情報はそのようなもの と し て

依拠されるべきではありません。ス テート・ストリート ・ グ ロ ー

バル・アドバ イザーズの書面によ る明示的な 同意 な し に、

本著作物の全部または一部を複製、複写もしく は 送信 、

またはその内容を第三者に開示しては なり ませ ん 。 投 資

には、元本割れリスクを含むリスクが伴います。 本 書 で 述

べられている見解は、202 2年9月3 0日に終了 し た 期 間

における アセット・スチュワ ードシップ・チームの見解 で あ り、

市場およびその他の状況によって変更となる可 能 性が あ

ります。本書には、将来予想に関す る記述 とみ な さ れ る

可能性がある特定の記述が含まれます。このよ う な 記 述

は、将来のパフォーマンス を保証するものではなく、 実 際の

結果または展開は、予測 されたもの と は大 き く異 な る 可

能性があることに留意して ください。ポートフォ リオ にお け る

特定のESG 基準を満たさない企業を除外した有 価証 券

ポートフォ リオのリターンは、そのよう な企業を含む 有 価 証

券ポートフォ リオ のリタ ーン を下回る可能性 があ り ま す 。

ポートフォ リオ における ES G基準によって 、市場 全 体 を ア

ンダーパフォームする産業セクターまたは有価証券 へ の 投

資が行われる可能性がありま す。  
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