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英国のコーポレートガバナンス・コードと                         

スチュワードシップ・コード 

運用会社として、および上場会社としての両方の立場から、

シュローダーではコーポレートガバナンスとスチュワードシップの基

準の強化を全面的に支持しています。特に原則の強化に重点

を置いて、例外規定を減らしたコーポレートガバナンス・コードの

改訂案は歓迎すべきしょう。 
 

我々は、 「遵守するか、遵守しない場合は説明する

（Comply or Explain）」の規範を支持し、優れたコーポ

レートガバナンス・コードは強固な原則、情報開示、企業・株主

間の建設的なエンゲージメントを通して達成されるものであると

考えています。我々の優先事項は、厳格な基準を設けること自

体を目標とするようなコンプライアンスの強化ではなく、企業の戦

略、オーナーシップや環境などのガバナンス構造の適切性にあり

ます。事業の成功という企業にとっての最優先事項に沿う形で

ガバナンス規定を実施する裁量が企業に委ねられていることが

重要です。多くの投資家やアナリストが、ガバナンスに対して形

式的な項目リストにチェックを入れ、その数で判断するようなアプ

ローチをとる傾向が強くなってきており、懸念材料として捉えてい

ます。 
 

企業が事業を営む上で、ステークホルダーの多岐にわたる関心

や社会における広範な役割を考慮すべきであることには賛成で

す。そのためには、企業はこれらステークホルダーとエンゲージメン

トを行う必要がありますが、我々は、その対象を全てのステーク

ホルダーではなく、重要なステークホルダーに焦点を当てたもので

あることをコーポレートガバナンス・コードは明確にすることが必要

であると考えます。取締役会は多くの領域で直接的な管理を

求められることが多くなっており、これらの役割を果たすためには、

重要事項が何かを見極め、ビジネスの目的を果たす一環として

エンゲージメントを行うことが必要となります。 
 

英国とFRCは、世界でスチュワードシップ・コードの先駆けとなる

存在ですが、歩みを止めることなく今後も革新的であり続け、ま

た時には他国のスチュワードシップ・コードの優れた点を取り入れ

ることは重要であると考えます。例えば、日本ではエンゲージメン

トにおいて、アセットマネジャーが適切なリソースを有していること

が求められます。スチュワードシップは我々が顧客に提供する価

値提案の不可欠な要素であり、スチュワードシップ・コードに署

名した機関としての責任を重く捉えています。しかしながら、ス

チュワードシップ・コードの署名機関に対して、そのスチュワード

シップ行動に関する説明責任を果たすよう促すメカニズムが構

築されていないことに我々は懸念を抱いています。インベストメン

ト・チェーンの中でそれぞれの参加者が担うスチュワードシップ以

外の役割におけるガイダンスなどが参考になるかもしれません。 

 

投資に対する欧州委員会の対応 

過去数年間で、欧州の政策決定者によるサステナブル投資へ

の注目度は上昇しています。規制が厳しい金融サービス産業と

政治的に注目を集めているサステナビリティの課題が交わると、

政策措置の焦点となるのも必然といえるでしょう。 

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。 

シュローダーでは、企業とのエンゲージメントや実態調査など、サステナビリティへの取
り組みを掲載したサステナブル・インベストメント・レポートを四半期毎に作成していま
す。本レポートでは、2018年第1四半期のサステナブル・インベストメント・レポートを
構成する内容の一部をご紹介します。今回はサステナブル投資を取り巻く規制の動
向についてです。 

ジェシカ・グランド  スチュワードシップ グローバルヘッド 

現在、運用業界ではサステナブル投資へ関心を持つことはもはや不可欠であるという転換点を迎えようとしています。この勢いを維

持し、金融業界におけるサステナブル投資の重要性をさらに高めようとするのであれば、適切な協調体制と政策的基盤を構築して

いく必要があります。そうすることによって、イノベーションの創出を維持しながらも高い基準を築いていくことが可能となるでしょう。 
 

責任あるファンドマネジャーとして、規制当局や政策決定者とエンゲージメントを行うことも重要な役割のひとつです。英国財務報

告評議会（FRC）および欧州委員会が立ち上げたハイレベル専門家グループ（HLEG）によって、コーポレートガバナンス・コー

ドとスチュワードシップ・コードに対する提言が示されましたが、以下では、それに対するシュローダーの見解を紹介します。 
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上図は、サステナブル投資関連の政策書類の発表件数が近

年上昇していることを示しています。サステナブル投資関連の政

策の導入は不可避であるように思われ、また検証結果に裏付

けされた分析や明確な投資戦略を示すことを後回しにして、過

度のマーケティングが行われていたこの分野において、厳格な基

準を設けることは有効であるといえます。 
 

欧州や世界経済が直面する課題に取り組む上で金融業界は

重要な役割を担っており、政策や規制を設けることは、その経

済的課題による影響を和らげるためにも重要であると考えてい

ます。しかしながら、広範な産業にわたる政策や金融市場が実

際どのように機能しているのかが考慮されずに規制が導入され

ると、本来サステナブル投資が有するプラスの可能性が損なわ

れかねません。コンプライアンスの強化を主目的としてサステナブ

ル投資に取り組むことは、本来持つ可能性を十分に生かせず

に利益を限定的なものにする可能性があります。 
 

1月末にHLEGは最終報告書を公表し、サステナブル・ファイナ

ンスにおける政策措置について提言を行いました1。HLEGは

2016年にEUにおけるサステナブル・ファイナンス・ストラテジーに

ついて欧州委員会に対して提言を行うことを目的に設置された

諮問機関です2。 
 

我々は、サステナブル投資の分野において個別具体的な規制

の土台となるべき広範な原則が必要であると考えており、政策

決定者と継続的に議論を進めています。 

 

 

 

 

金融は孤立した業界と捉えられてはいけない 

異なる経済分野の間にわたって資本を再配分しようと考える場

合、金融市場は非常に有効なツールです。そのような動機は、

通常は我々の顧客が持つ優先事項(そのなかでも特にリターン

の獲得が最優先となる)に左右されます。従って金融業界への

規制は、政策決定者が目指す経済的変化が投資リターンをも

たらすものでない限り、有効ではないといえます。政策決定者が

これらの投資リターンが魅力的であると自信があるならば、政策

によって投資を強制するのではなく、投資を行うにあたり存在す

る障壁を取り除くことに焦点が当てられるべきでしょう。 

 

透明性が鍵：規制は逆効果となる可能性が 

サステナブル投資は発展途上な分野であり、過去10年間で国

連投資責任原則（PRI）に署名した機関は100以下から

2000近くまで増加し3、サステナビリティに関するレポートを公表

する欧州の大企業の数は、同期間で約230社から1500社を

超える4までになりました。この背景にはESGの課題に対する認

知が急速に広がっていることや、分析・投資決定を行うための

データセットの拡大などがあります。一方でこれらの統計結果は、

この分野がサステナブル投資や商品の特性を定義するのに十

分といえる程、まだ成熟した分野ではないことも示唆しています。

更なる成熟化に向けて、イノベーションが止まってしまうリスクに

立ち向かい、サステナブル投資の発展に向けた投資家の努力

に対する理解が得られるよう行動する必要があります。 
 

同様に、アセットマネジャーに対して、投資判断にESGファクター

を用いたことの裏付けを要求することは、コンプライアンスのチェッ

ク項目に単にチェックを入れるような作業になってしまうと考えら

れ、実際の分析やスチュワードシップ活動の強化に対するコミッ

トメントが疎かになる可能性もあります。 
 

投資戦略にはさらなる透明性の確保が不可欠であると考えま

すが、投資家が自身の戦略や投資対象を明確にする必要が

あることと、彼らに型に嵌った基準に従うよう要求することは別物

です。全ての投資対象についてそれぞれ狭義的な制約を満た

すことを求めるよりも、さらなる透明性を担保した上で投資家に

様々な情報に基づいた投資判断を可能にした方が、経済や社

会にも本物の変化をもたらし、投資家の選択肢を確保すること

につながるとみています。 

 

 

 

 

 

1  ハイレベル専門家グループ（HLEG）による最終報告書2018年 
   「Financing a Sustainable European Economy」 
2  欧州委員会ウェブサイト 「Sustainable Finance」 
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欧州でサステナブル投資関連の政策書類が発表された件数 

出所：EUR-Lex、サステナブル・ファイナンスに関連する用語を用いた書類の数 
※2018年については、3月中旬までの件数から推測される年間の件数を示す 
 

3  国連 PRIウェブサイト 
4  Sustainability Disclosure Database   
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投資を持続可能にすることによる恩恵はさらに大きい 

投資について「サステナブル」と「そうでない分野」に線引きするこ

とは、本来サステナブル投資が持つプラスの可能性を損ないか

ねません。欧州や世界経済が直面している課題の解決には、

このような画一的な線引きを行うことではなく、全ての投資家が

それぞれ違う異なる考え方をすることが必要です。投資業界は、

ESGファクターを投資判断に取り入れることにおいて、大きな進

展を遂げてきましたが、サステナブル投資の周りに境界の壁を築

き上げるようなことをすると、せっかくの進展が失われる可能性も

あります。 

 

適切な方向性でサステナブル投資の進展を 

我々の投資判断や証券資産のオーナーシップにおいてESGファ

クターを考慮することに長年にわたってコミットしている、長期的

視野を持つファンダメンタル投資家として、シュローダーは長期的

に堅固な経済や金融システムを構築することに関して、投資業

界の役割を強化することを目指して取り組みを促進したいと考

えています。しかし、同時に不適切な政策・規制はむしろこれら

の目標達成を遠ざける危険性があることも認識しています。サ

ステナブル投資を進展させる大きなチャンスが存在していますが、

我々は適切な方向に導くことが重要であると考えます。 
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グループ電話 1% 共同エンゲージメント 4% 

1対1の電話 2% グループミーティング 2% 

1対1のミーティング 3% その他（レター等） 63% 

Eメール 25% 

21% 

9% 
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3% 
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一般消費財・サービス 21% 生活必需品 9% 

エネルギー 2% 金融 15% 

ヘルスケア 6% 資本財・サービス 17% 

情報技術 11% 素材 12% 

不動産 3% 電気通信サービス 3% 

公益事業 1% 

2018年第1四半期 
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エンゲージメントの方法 

国・地域別エンゲージメント 

英国 20 

北アメリカ 36 

アジア・パシフィック 191 

欧州（除く英国） 18 

中東およびアフリカ 10 

ラテンアメリカ 8 
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出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

セクター別エンゲージメント 

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 
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10% 

4% 
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1% 1% 

取締役関係 37% 事業内容 29% 

報酬 16% 株主の提案 10% 

資産配分 4% 再編成 & 合併 2% 

その他 1% 買収反対 1% 

85% 

14% 

1% 

賛成 85% 反対 14% 棄権 1% 

2018年第1四半期 

株主の議決権行使 
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議決権の行使状況 

国・地域別議決権行使 

英国 15% 

北アメリカ 12% 

アジア・パシフィック 27% 

欧州（除く英国） 36% 

中東およびアフリカ 5% 

ラテンアメリカ 5% 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

反対票を投じた理由 

当チームは、我々には株主の議決権を行使する義務があると考えています。従って、議案を評
価した上で、株主に対する受託者責任のもと、議決権を行使します。シェアブロッキング等の理
由により制限が設けられていない限り、全ての決議において投票しています。 
今四半期は保有する企業が開催したうち93％にあたる735回の株主総会において議決権を
行使しました。 
 

15% 
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27% 

36% 
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5% 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 
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2018年第1四半期 

エンゲージメントの進捗状況 

このセクションでは、1年前（今回の場合、2017年第1四半期）に企業へ行った提案に対しての進捗状況を 「達成」、「ほぼ達成」、

「ある程度の変化」、「変化なし」に分類することにより評価します。提案を行った全67社中、21社が「達成」、4社が「ほぼ達成」、12社

が「ある程度の変化」、30社が「変化なし」に分類される結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図は、過去5年間における我々のエンゲージメントの有効性を示しています。我々の提案が実施されるまでには、時間を要す

ことが伺えます。従って通常、提案を行った１２ヵ月後に評価を行い、その後に渡っても進捗を評価する形をとっています。 
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出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

過去5年間における提案の有効性 

企業とのエンゲージメントの成功水準（％） 
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以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 
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【本資料に関するご留意事項】  
 

• 本資料は、情報提供を目的として、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド（以下、「作成者」といます。）が作成した資料を、シュローダー・インベストメン
ト・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が和訳および編集したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありま
せん。英語原文と本資料の内容に相違がある場合には、原文が優先します。 

 

• 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされ
る収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。 
 

• 本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するも
のではありません。 
 

• 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証する
ものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。 
 

• 本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。
また当該銘柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。 

  
• 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動

し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変
化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場
状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。 
 

• 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供デー
タはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。 

 

• シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。 
 

• 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 
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