ガバナンスと
サステナビリティ
私たちのアプローチの定義
2021年の原則とガイドライン

Investment managers

リスク要因
本資料に記載されている見解はベイリー・ギフォードの見解であり、特定商品を購入、売
却、保有することを推奨するものではありません。執筆者の個人的な意見であり、事実と
みなしたり投資判断の根拠とすべきではございません。
本資料は2021年5月に作成及び承認され、その後更新は行っていません。本資料の記載内
容は作成基準日時点のものであり、現在の見解とは異なっている可能性がある点にご留意
ください。
潜在的な投資損益
弊社が取り扱う全ての運用戦略において、潜在的に投資損益が発生します。過去の成績は
将来の結果を示唆するものではありません。
銘柄事例
本資料に掲載されている投資情報は推奨や助言を目的としたものではなく、また利益が上
がることを示唆するものでもございません。また例として使用した銘柄が将来のポートフ
ォリオに組み入れられるとは限りません。またそうした事例はポートフォリオの小さな一
部分を構成しているに過ぎず、私たちの運用スタイルを説明するための補足として用いら
れている点にご留意ください。
本資料には、独立したリサーチではない投資情報が含まれています。したがって、投資家
保護の対象になる資料ではなく、Financial Services Act (FinSA)68条で広告に区分され
ます。ベイリー・ギフォード及びその役職員は本資料に掲載されて証券のポジションを有
している場合があります。

全ての情報は別途記載がない限りは、直近かつベイリーギフォード作成のものです。
本資料に使用された写真等のイメージは本文に関連する挿図に過ぎず、投資を推奨する等
の特段の意図はございません。
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序文

序文
本書では、ベイリー・ギフォードのスチュワードシップのアプローチと、私たちの投資プロセス
の一環としてガバナンスとサステナビリティの課題をどのように考慮しているかを解説してい
ます。プライベートパートナーシップである私たちは、自らの経験から、オーナーシップ構造と
企業文化が、企業の成功と長期的な存続にとって如何に重要なものとなり得るかを理解して
います。資産運用におけるアクティブオーナーシップ、つまり「スチュワードシップ」が銘柄選定
より重要でないとされることがあまりにも多く、ガバナンスやサステナビリティに関する問題が
後知恵となってしまいます。真の長期投資家として、これらの課題は私たちがどのように投資
するか、どのように私たちの問題を管理するか、もしくは、どのようにお客様とやりとりするの
かといった点で重要です。
私たちは、長期にわたりお客様の資金を投資及び運用する者として、お客様から信頼して
頂いています。お客様の保有銘柄に対するスチュワードシップは、私たちのコミットメン
トの中核となる部分です。業界平均より低い私たちのポートフォリオの売買回転率は、私
たちが真に長期的な視点を有していることを際立たせています。翌四半期ではなく今後10
年間にわたる企業の事業見通しを分析するには、多様なステークホルダーとやり取りする
方法について深く考える必要があります。金融セクターが社会とどのような関係を築いて
いくのか、そしてその相互作用を下支えするルールや振る舞いについて、全てのステーク
ホルダーの間ではるかにオープンかつ誠実な対話が必要であると考えます。
ベイリー・ギフォードの運用担当者全員がスチュワードシップ業務に関与しており、長期
投資家として、保有銘柄のモニタリング、経営陣とのエンゲージメント、熟考した上での
議決権行使は、投資パフォーマンスに支援的な効果があると考えています。私たちは、企
業に対する思慮深く有益なスチュワードシップにとって逆効果を生じがちな、規定的な方
針や規則を使用することを良しとしていません。次ページから、リサーチ、エンゲージメ
ントと議決権行使を通じて、当社がガバナンスとサステナビリティの課題をどのように考
え、どのように投資プロセスにシームレスに統合していくのかを示したものです。私たち
のスチュワードシップへのアプローチの主体となるのは5つのスチュワードシップ原則で
す。

私たちの
スチュワードシップの原則

私たちの
スチュワードシップの原則
長期的な価値創出の優先
私たちは、会社の経営陣と取締役会が目標を掲げ、長期的な価値創出に投資を集中させる
よう奨励しています。企業は利益を最大化する為、近視眼的な要求に影響されやすいこと
は理解していますが、そのような影響はしばしば長期的な事業運営の最適化を阻むことが
あると私たちは考えています。有害な金融工学を操ることではなく、長期的に真の経済価
値を生み出す活動へと、企業を導く責任が私たちにはあると考えているため、他の株主が
経営陣を支持しないときに、私たちの価値観が経営陣を支えるような場合がしばしば発生
していることを光栄に思っています。

建設的且つ目的意識の高い取締役会
私たちは、取締役会は企業の成功を支え、少数株主の利益を代表する上で重要な役割を果
たすと考えています。決まった処方箋はありませんが、取締役会がこれらの責任を果たす
為に必要なリソース、認知の多様性、情報を備えていることを期待しています。私たち
は、取締役会が最も良く機能するのは、経営陣の思考を補佐、助言、建設的に試すことが
できる優秀な独立した人材がいる場合であると考えています。

高い目標のもと、長期的な視野に立った報酬
私たちは単純で透明性があり、戦略及び運営面で優れた取り組みに報いる報酬方針を求め
ます。私たちは、報奨制度は経営行動を促す上で重要な役割を果たす可能性があると考え
ており、真の長期株主とのアライメントを形成する方針を推奨します。私たちは傑出した
価値創出が長期的に見込める場合には多額の役員報酬を承認していますが、平凡な成果に
報酬を与える制度にすべきではありません。長期的な結果を重視する業績目標を打ち立
て、報酬計画は株主の承認を必要とすべきだと考えています。

ステークホルダーの公正な扱い
私たちは、全てのステークホルダーと強力な関係を維持し、従業員、顧客、サプライヤ
ー、政府、規制当局に公正且つ透明な方法で対応することは、その企業の長期的な利益に
繋がると考えています。私たちは万能のガバナンスは存在しないと考え、事業によって適
切な株主構造が異なることを認識しています。但し、株主構造に関係なく、企業は常に全
てのステークホルダーの権利を尊重する必要があります。

サステナブルな事業慣行
私たちは、責任ある企業市民として行動し、企業を管轄する法律や規制の規定の文言だけ
でなく、その精神も遵守する企業を求めています。社会や環境への長期的な影響を考慮し
ていない企業の成功は、持続可能ではないと私たちは考えています。従って、経営陣及び
取締役会は、企業活動のこのような側面を理解し、定期的に見直し、関連した情報を継続
的な改善計画と共に公開する必要があります。
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ガバナンス＆サステナビ
リティーへの
私たちのアプローチ
ベイリーギフォードのスチュワードシップ原則が投資アプローチにどう反映されているか
を深く理解するためには、コーポレートガバナンスとサステナビリティが私たちにとって
何を意味するのか、これが私たちの投資プロセスに如何に組み込まれているのかを説明す
ることが有益と考えます。

「コーポレートガバナンス」とは何を意味するか？
コーポレートガバナンスは、企業の管理、監督及び経営に関連する様々な要素を組み合わ
せたものです。広範にわたる規制及び国レベルでのコーポレートガバナンスコードの創設
にもかかわらず、企業はどのように会社が設立されるのか、どのように管理されるのか、
またどのように運営されるのかといった点についてなおも幅広い裁量を有しています。長
期投資家として、私たちは企業によって異なる様々な要素に細心の注意を払い、特に以下
の分野に関心を持っています。

1

2

3

資本構成、定款、
会社設立・上場を行う国

少数株主の
取り扱いと保護

経営陣、戦略的な利害
関係者、その他の投資家
の間の利益の整合性

4

5

取締役会の構成と有効性、
経営陣の質と業績、
並びに主要な従業員の報酬

企業文化とサステナビリティへの
アプローチと、顧客、従業員、
サプライヤー、規制当局、
広範なコミュニティとの関係の管理

私たちがコーポレートガバナンスに関心を寄せるのは、単に株主の権利自体に興味があるか
らだけではなく、長期的な投資実績にとってガバナンスが極めて重要であると考えているた
めです。コーポレートガバナンスの課題に関する継続的な評価は、お客様の保有銘柄の購
入、売却、若しくはポジション変更についての私たちの見方を変えるかもしれません。この
評価はまた、企業の株主総会においてどのように投票するのか、経営陣とどのようにエンゲ
ージメントを行うのかといった、２つの主要な手段における私たちの行動を決定します。
継続的な企業のモニタリングと議決権行使及びエンゲージメントを通じた「アクティブオー
ナーシップ」の組み合わせこそ、私たちがスチュワードシップと考えるものです。
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何をコーポレートガバナンスの「ベストプラ サステナビリティとは何を意味するか？
クティス」とみなしているのか？
私たちは、企業の経営姿勢が、社会的な期待に
この質問に対する簡単な答えはありません。株
式市場への投資や年金基金の運用に一般的に「
正しい」方法がないのと同じく、コーポレート
ガバナンスには順を追って必ず従うべき「画一
的な」アプローチはありません。私たちは、会
社を運営、管理する最適な方法についてオープ
ンに捉えており、企業に他する期待や企業にと
っての実際の選択肢が国によって著しく異なる
ことについても実務的です。例えば、取締役会
の構成に関して決まった見解を持っていませ
ん。有効な取締役会は多様な形態を取り得ま
す。また有効性が極めて乏しい取締役会である
にもかかわらず、広く認められているコーポレ
ートガバナンスの「規準」に全面的に準拠して
いる場合もあります。
この理由から、コーポレートガバナンスの課題
について分析、エンゲージメント、議決権行使
を行う際には、過度に規範的な方針やチェック
リストを適用することの有用性については懐疑
的です。私たちは、銘柄のリサーチをボトムア
ップで行っているように、ガバナンスについて
もケースバイケースで考え、実際に機能するか
に焦点を合わせます。私たちにとって重要なの
は以下の３点です。
—

私たちは経営陣から助言を求められている
か。

—

私たちは少数株主として尊重されている
か。

—

投資先企業の 役員報酬は業績に見合ってい
るか。

最終的には、私たちは、長期的な見方を取るた
めに一歩下がって経営陣を信頼することができ
る立場でありたく、また、少数株主としてお客
様の利益に気を配りたいのです。

対して根本的に逸れている場合、長期的に存続
していくことは不可能であると考えます。私た
ちは、「サステナビリティ」とは、企業の目
的、価値観、ビジネスモデル、文化、運営慣行
を網羅する、幅広い概念であると定義します。
監視と開示の要件がますます強化されつつあ
る中で、企業は利害関係者やより広範囲な社
会との関係にこれまで以上に注意を払う必要
があります。環境問題についての課題が増える
中、国連の1987年の「ブルントラント報告書
(Brundtland Report) 」は、サステナブルな開
発を「将来の世代がそのニーズを満たす能力を
損なうことなく現在のニーズを満たすような開
発」と定義しています。ビジネスにとって、こ
れは「企業が将来の利益を生み出す能力を損な
うことのない方法で、足元の利益を生み出す」
と解釈し直すことができます。
期待と規制により要求水準が高まり続ける中
で、私たちは企業においてますます重要になり
つつあるこの分野について、投資先企業におけ
る展開を注視し、分析します。進展を評価する
ための広く認められている基準として、国連の
持続可能な発展目標 （SDGs) が特に有益である
と考えています。
私たちには、責任ある長期目線の資本主義の在
り方を促進する、という広義のスチュワードシ
ップの役割もあると考えています。企業がガバ
ナンスについてどのような取り組み方をするか
は、社会に非常に大きな影響を与える可能性が
あるため、私たちの影響力を引き続き駆使して
持続可能な企業行動を心掛けるよう促していか
ねばなりません。さらに大きな視点から、当社
の事業の基盤は、安定しかつ機能的な公の市
場に投資できることが前提にあります。それゆ
えに、事業者がステークホルダーの支援や、政
治・法規制の面での国際的な後ろ盾を引き続き
享受できるように努めることは、私たちにとっ
ても長期的なメリットをもたらすといえます。
それを可能にするためには、企業が誠実に、広
範な社会への貢献を意識ながら行動している、
と認められなければなりません。
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ESGは、ガバナンス及びサステナビリティと同義なの
か？
ESGとは、「環境、社会、ガバナンス (Environmental,
Social and Governance)」課題を指す略語です。企業の統
治と社会への影響に関連する極めて広範な問題に対する略
称として広く使われるようになったものです。現在では広
く受け入れられている用語ですが、私たちは、環境問題や
社会問題に関する企業の実績も考慮に入れたより広義の相
互に関連した概念として、ガバナンス及びサステナビリテ
ィに焦点を当てることを選好しています。例えば、環境面
の実績が不振である企業はガバナンス状況が拙劣であるた
め、優先してエンゲージメントを行い、必要に応じて議決
権行使の対象とします。

ガバナンスとサステナビリティに関する考察を、どの
ように投資プロセスに組み込んでいるか？
私たちのロングオンリーのアクティブ運用アプローチは、
市場において持続可能な競争優位性を享受する質の高い成
長企業を特定し、保有することに基づいています。その
為に、足元の財務実績だけでなく、個別企業に関する深い
理解と長期的見通しに関する見解を構築する為、独自のリ
サーチを行います。この「ボトムアップ」リサーチの重視
は、ガバナンス及びサステナビリティに関する取り組みに
おいても同じことが言えます。財務上重要なガバナンス及
びサステナビリティの課題は、投資リターンにとってプラ
ス・マイナスどちらの影響要因にもなる可能性があるた
め、投資プロセスを通して日常的に考慮していますが、私
たちのファンドの大部分には、規制が議論されている兵器
産業に対する制限以外、投資可能なセクターに制限はあり
ません。

同様に、本資料でご説明している基本概念は、ベイリー・
ギフォードの全ての資産運用戦略において有効である一
方、ガバナンスとサステナビリティの課題を適切に評価及
びウェイト付けする、という共通の目標を達成する為のア
プローチは、運用戦略それぞれの投資プロセスにおいて異
なる場合があります。この点で、ベイリー・ギフォードの
投資商品の一部は、ネガティブスクリーニング、ポジティ
ブセレクション、又はインパクトを重視することで、ガバ
ナンスとサステナビリティの統合を更に進めています。
EUのサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)は、資産運
用会社に対して、投資プロセスにガバナンスとサステナビ
リティのリスクをどのように組み込み、測定しているかを
開示するよう義務付けています。SFDRのサステナビリティ
関連の開示に関する規則に基づき、投資商品は第６条（ESG
基準を組み込んでいる、若しくは組み込んでいない主流
の商品）、第８条（環境若しくは社会的な特徴を掲げる商
品）、又は第９条（持続可能な商品）に分類する必要があ
ります。私たちは、第６条、第８条、第９条に分類される
投資商品を多数保有しています。

規制が議論されている兵器に関する方針
ベイリーギフォードは地雷、クラスター爆弾、核兵
器、化学兵器、白リン弾、劣化ウラン弾を含む、規
制の必要性が議論されている兵器に投資することを
禁じています。このような兵器を製造する企業や、
兵器の普及や使用に必要で、そのためだけに製造す
る商品やサービスを提供する企業に投資することは
許されません。ベイリーギフォードの全商品と投資
は、Sustainalytics、MSCI、Pax Christiといったデ
ータベースを使い、規制が議論されいている兵器にか
かわっている企業を除外することで当方針に準拠して
います。
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リサーチとエンゲージメント
ガバナンスとサステナビリティは、私たちの投資プロセス
とは別の課題ではなく、投資プロセスの中心的存在です。
運用担当者全員が、既存の保有銘柄と検討中の銘柄の両方
における問題と機会を特定、分析、監視する責任を共有し
ています。運用担当者はかなりの時間をかけて経営陣の
質、誠意、意欲、文化を評価し、その確信に基づいて行動
しています。それを支えるのが私たちのガバナンス及びサ
ステナビリティ専任チームの取り組みです。
アクティブ運用マネジャーである私たちは、経営陣や取締
役と定期的にミーティングを持って、課題を特定、理解し
て、業績をモニターしています。ガバナンス&サステナビリ
ティチームのアナリストは、これらのミーティングに同席
します。また特定の課題については投資先企業と直接ミー
ティングし、議論を行います。ガバナンスの課題について
企業とのエンゲージメントを行うときには、明確な目標を
持ちます。企業のアプローチについて疑念がある場合、速
やかにその企業の株式を売却するよりも、アクティブなオ
ーナーとして変化を促す方を選好します。これには、企業
に直接アプローチして懸念を表明したり、経営陣と直接面
談したり、必要に応じて経営陣に対し反対票を投じる場合
などがあります。重大な課題について、長期に渡りその企
業に影響力を全く行使することができなかった場合は、運
用マネジャーは保有銘柄の削減又は売却を検討します。

議決権行使
お客様の保有銘柄の議決権を慎重に行使することは、スチ
ュワードシップに対する私たちの取り組みの不可欠な部分
です。どのように議決権を行使するかは長期的な投資プロ
セスの重要な部分であるため、議決権行使は運用者主導で
行われるべきだと考え、したがって私たちはお客様からこ
の責任を付与して頂けることを強く希望しています。より
多くのお客様の保有株式で議決権を行使することにより、
投資先企業とのエンゲージメントでも私たちの立場が強化
されます。ガバナンス&サステナビリティチームは、ファン
ドマネジャーと協力して議案の分析と行使を監督します。
同業者の多くとは異なり、私たちは議決権行使に関するい
かなる責任も第三者のサプライヤーにアウトソースするこ
とはありません。議決権行使アドバイザーのリサーチを活
用することはありますが、参考のみとして使用します。ベ
イリー・ギフォードでは全ての総会を社内で分析し、全て
の市場においてお客様の全ての保有銘柄の議決権を行使す
るよう努めています。但し、時にはシェアブロッキングと
呼ばれる市場慣習のために、特定の株式の議決権を行使す
ると一定期間取引が妨げられることもあることから、議決
権行使が不可能な場合もあります。また、お客様の株式が
貸株として貸与されている場合は、お客様の株式の議決権
を行使することはできません。議決権に対して潜在的に影
響を及ぼすために貸株には賛成できませんが、業界で一般
的に利用されている慣習です。総会における議案が重要又
は議論を呼ぶものであると判断した場合は、議決権行使を
可能にするためにお客様に貸株対象の株式を回収するよう
依頼する場合もあります。

枠に嵌ったチェックリストに従うのではなく、常にケース
バイケースで議案を検討します。チェックリストは必然的
に、アウトプットではなくインプットに焦点が逆戻りしま
す。例えば、独立取締役としての実績が有効であるかどう
かを判断するよりも、1人の取締役が他に何社の取締役を
兼任できるかをチェックリストで基準を設ける方が簡単で
す。ガバナンスに対して定型的なアプローチを取ると、運
用者の観点からは到底理解できない行使内容の推奨につな
がる可能性もあります。例えば、成功を収めた創業者CEOが
取締役会議長と兼任であることを理由に取締役会から外す
ように投票することです。
私たちは、一部の議決権行使が他の議決権行使よりも重要
となる場合があること、そして、全ての反対票が必ずしも
重要ではないことを認識しています。重要な議決権行使と
みなされるかどうかは、市場の意見、メディアの注目、社
内の見解を鑑みて評価しています。
以下のリストは潜在的に重要な議決権行使の状況を例示し
たものですが、このほかにも様々なシナリオが考えられま
す。
— ベイリー・ギフォードの議決権が株主総会の結果に重
大な影響を与えた
— 決議案に対して20%以上の反対票が投じられ、ベイリ
ー・ギフォードも反対票を投じた
— 不適切な報酬
— 物議を醸す株式発行
— ベイリー・ギフォードが賛成票を投じ、賛成票が20%以
上を占めた株主決議案
— 重大な監査の不備があった場合
— 私たちが合併・買収に反対票を投じた場合
— 私たちが決算書・年次報告書に反対票を投じた場合
— 私たちが取締役及び役員の選任に反対票を投じた場合

スチュワードシップについての報告
私たちは、スチュワードシップ活動に関する透明性がいか
に重要かを認識しています。お客様には四半期報告書によ
り、議決権行使やエンゲージメントに関する詳細な情報を
お知らせしています。また、スチュワードシップ活動に関
する詳細な情報を特にご希望のお客様には定期的にお伝え
しており、今後とも可能な限り対応して参ります。
更に、議決権行使に関する決定事項及びエンゲージメント
を行った企業については、四半期毎に、弊社ウェブサイト
で全て公開しています。私たちは毎年、世界各地で署名し
ている５つのスチュワードシップコードへの準拠状況を詳
述した「投資スチュワードシップ活動報告書」を発行して
います。この報告書では、私たちの最も重要なエンゲージ
メント活動や議決権行使活動に関するケーススタディを記
載しているため、私たちのアプローチについてさらに詳し
くご理解いただけます。
特に重要な議決権行使の詳細を含む、私たちの議決権行
使及びエンゲージメントに関するガイドラインの実施状
況の詳細については、弊社ウェブサイトの「Governance
and Sustainability」セクションに掲載さ入れている
「Investment Stewardship Activities」レポートをご覧
ください。
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ガバナンス＆サステナビリティーへの
私たちのアプローチ

他のアセットクラスへの投資 － マルチアセットと
債券
私たちはマルチアセットチーム及び債券チームを通じてそ
の他様々なアセットに投資しています。ガバナンス及びサ
ステナビリティに関する要因は全アセットクラスに当ては
まり重要であると考えており、投資プロセスの一環として
考慮に入れています。
マルチアセット －リアルアセット
リアルアセットクラスのアロケーション（商品、インフ
ラ、不動産）では、ガバナンス及びサステナビリティに関
する長期的なトレンドや要因は多くの場合、明確に特定で
きます。例えば、環境面の考察は、不動産投資やインフラ
プロジェクトの長期的な魅力を評価する上で重要な役割を
果たすことがあります。他のアセットクラスと同様に、私
たちはエクスクルージョンよりもエンゲージメントを重視
しています。投資分析の一環として、関連する全ての要因
を考慮に入れており、ガバナンスとサステナビリティに関
する要因を統合することで、関連するリスクをよりよく評
価することができます。これらのアセットクラスへの投資
により、多くの場合、持続可能なプロジェクトを支援した
り、関連する技術開発から恩恵を受けたりする機会が提供
されます。
マルチアセット － 社外のマネジャー
投資したいアセットクラスにアクセスするための手段とし
て社外で運用されているビークルに投資する場合は、私た
ち自身のガバナンス及びサステナビリティの信条及び慣行
との運用上の整合性の追求を含む、徹底したデューデリジ
ェンスプロセスを援用して投資対象の選択及びモニターを
行います。関連するガバナンス及び業績の課題をモニター
し、進展させるために、これらのビークルの経営陣及び取
締役会との定期的かつ積極的なエンゲージメントを行って
います。

債券 － 社債
企業の長期的な競争上のポジションや資本構造と並び、ガ
バナンス及びサステナビリティに関する要因は、債券発行
体の根本的で経済的な観点での耐性を評価する際の重要な
要因とみなされます。ガバナンス及びサステナビリティに
関する要因は、今後の問題についての警戒信号として役立
つだけでなく、企業の一般的な投資としての魅力の向上を
示すシグナルともなり得ます。そのため、ガバナンスとサ
ステナビリティの分析を追加することで、リスク管理とア
ウトパフォーマンスの機会の両方を特定する上で付加価値
をもたらすことができると考えます。これらの要因の重要
性は、企業のセクター、地域、財務状態の強度によって異
なります。
ガバナンスとサステナビリティの要因が（プラス方向に）
強力であれば、その銘柄に対する私たちの確信度が高まる
ことがあります。逆に、マイナスの場合には投資対象の将
来性にとって負の要因となり、その結果として、投資額を
本来よりも少ないポジションに抑えたり、より高いリスク
プレミアムを要求したり、又は投資を進めることに全くつ
ながらない場合もあります。
債券 － ソブリン債
国債への投資を検討する際には、関連するリスク、その国
の全般的な動向、及び私たちによる資本の提供が役立つ可
能性があるかどうかなどを検討するために、ガバナンスと
サステナビリティに関する主な要因を調査します。もし有
効に統治され、その国民が尊重され、その国の天然資源が
責任を持って管理されていれば、持続可能な成長と発展を
享受し、国債の債務返済にとってより良い状況にある可能
性が高くなると考えます。
これらの要因は、マクロ経済のサステナビリティ、経済管
理、そして成長の見込みという３つの主要分野に基づく分
析の枠組みに組み込まれています。この枠組みにより、一
国の政治的安定性から環境に関するプレッシャーまで、分
析中の投資候補に特有のリスクを特定してそれらに焦点を
絞ることができ、これらのリスクを継続的にモニタリング
することができます。

議決権行使とエンゲージメント
のガイドライン

議決権行使と
エンゲージメントの
ガイドライン
序文
私たちは、お客様の保有銘柄の「アクティブオーナーシップ」は、適切な銘柄の選定と同等に重要
であると考えています。以下に記載するガイドラインは、当社のスチュワードシップの原則と整合
しており、アクティブオーナーシップの主な手段である、いわゆる「スチュワードシップ」として
の議決権代理行使と企業とのエンゲージメントに対する私たちのアプローチについて説明していま
す。
ガイドラインは、私たちがお客様に代わって行う議決権行使及びエンゲージメントについて洞察を
提供することを目的としていますが、私たちは全銘柄を個別に評価していることをご理解くださ
い。議決権行使に関しては、ポリシーを厳密に適用するのではなく、お客様の長期的な利益を最大
限にするとの観点から、ケースバイケースで議案を評価します。
更に、私たちの投資に対するアプローチが、権限委譲された個々の運用チーム毎に確立されている
のと同じく、私たちの議決権行使とエンゲージメントも運用チーム主導です。運用スタッフ全員が
スチュワードシップに関する継続的な取り組みに携わっていますが、私たちの分権的で自律的な企
業文化に沿って、運用チームが同じ総会での決議について異なった投票を行うことも時折ありま
す。この場合には、弊社ウェブサイトにおける議決権行使に関する開示により適切に報告します。
また、議決権行使に関連する潜在的な利益相反を特定、防止、及び管理するための明確なプロセス
も備えています。ベイリー・ギフォードの全社的な利益相反に関する開示は、弊社ウェブサイトで
閲覧可能です。これらのガイドラインは主に上場株式に関するものですが、債券や非上場株式など
の他のアセットクラスにおける議決権行使、リサーチやエンゲージメントについてもガバナンスと
サステナビリティに関する課題を慎重に検討します。
私たちの投資アプローチのコアな部分として、運用スタッフは保有銘柄として組み入れる前後で、
事業戦略を理解し、その進捗について議論、モニターするため、企業の経営陣と面談します。ファ
ンドマネジャーと企業との間で戦略的な課題について継続的に対話することにより、お客様の長期
的な収益を守り、また高めることができると考えます。但し、専門知識や洞察のない分野に関し
て、投資先企業を「マイクロマネージ（細部に亘り管理）」しようとしないことや、経営陣が長期
的に事業を経営するという主要な役割から注意を逸らさせないようにすることの重要性についても
同様に配慮しています。
議決権行使に先立ち、通常、私たちは企業と直接にエンゲージメントを行い、ガバナンス及びサス
テナビリティに関する特定の懸案事項について話し合います。私たちが焦点を当てる課題は、独自
のリサーチに基づいて決定しており、地域間や産業セクター間、個々の企業間で様々ですが、概し
て当ガイドラインで規定されている領域が対象となります。必要に応じて、様々な業界団体や協会
を通じて、他の株主と協働してエンゲージメントを行うこともあります。弊社がサポートしている
業界組織の詳細は、弊社のウェブサイトで閲覧可能です。
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議決権行使とエンゲージメント
のガイドライン

長期的な価値創出の優先
株式発行

利益と配当の配分

新株引受権の有無に拘わらず、企業による追加
資本調達の要請については、具体的な状況や現
地の市場慣行を考慮してケースバイケースで検
討します。私たちは、過剰な株式の発行は長期
的な価値創造を破壊する可能性があると考えて
います。新株引受権は好ましくない株式希薄化
から株主を保護する為に重要であると考えてい
ますが、場合によっては、新株引受権のある既
存株主に優先的に株式を割り当てることなく株
式を発行する柔軟性を持つことが適切である場
合もあることを認識しています。また、通常は
多額の資本発行については、株主に投票機会が
与えられることが望ましいと考えています。い
ずれの場合も、その要請が必要且つ適切な金額
であることを明確に示すことは、取締役会の責
任です。

私たちは株主資本の効率的且つ効果的
な活用を支持しており、通常は配当金
の配分に賛成票を投じています。しか
し、多くの収益性の高い企業（特に
日本）は、十分な説明もなく極めて低
い配当を提案し、バランスシートに現
金を保留するような行動を続けていま
す。そのような場合、私たちは通常、
提案された配当に反対します。

個々の運用チームのこの分野における選好は異
なりますが、企業のリーダーシップ、資本配分
実績、又は提案されている資金の使途について
懸念がある場合を除き、通常の場合、新株引受
権がない場合は授権資本の最大5%、ある場合は
授権資本の最大20%の発行要請を承認していま
す。この範囲を超えた場合は、運用チームの意
見を参考に個別に評価しています。
自己株式の取得
自社株買いは、思慮深く適切な方法で実施され
た場合、長期的な価値を創造する上で重要な役
割を果たすことがあるため、取締役会は、自社
株買いの権限をどのように使うかを明確にする
必要があります。通常、私たちは、自社株買い
を実施する株価に応じて、授権資本の15%を上限
に自社株買いを承認します。この限度を超える
場合は、運用チームの見解を考慮に入れてケー
スバイケースで要請を検討します。

更に、企業の資本配分方針について重
大且つ継続的な懸念がある場合は、方
針の改善を促す為に経営陣とのエンゲ
ージメントを行い、効果が無い場合に
は適切な議決権行使を行います。
合併、買収、事業売却
合併、買収、事業売却などの企業再編
は、明らかに株主価値に大きな影響を
与える可能性があります。成功すれ
ば、合併や買収は企業の成長を加速さ
せ、市場シェアを拡大することができ
ます。しかし、不適切な使い方をすれ
ば、長期的な価値創造を阻害すること
にもなりかねません。特に各々が独特
の企業文化を持っている場合、買収
した企業をうまく統合するのは困難で
す。従って、そのような案件について
は全てケースバイケースで慎重に検討
します。
政治献金
通常、意図的な政治献金の承認を求め
る議案の場合は全て反対し、政治献金
について株主への報告義務を求める株
主議案を支持します。
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議決権行使とエンゲージメント
のガイドライン

建設的且つ目的意識の高い取締
役会
取締役会の有効性
実効性のある取締役会は、多くの重要な機能を果たしま
す。何よりもまず、彼らは経営陣を監督し、決められた戦
略に対する業績を定期的にレビューし、成功を支援します
が、方向性やリーダーシップの変更が必要な場合は断固と
した措置を講じます。具体的には、取締役会が以下の幾つ
かの重要な機能を果たすことを期待しています。
—

重要な役割について、現在および将来的な取締役会構
成のダイバーシティを考慮しながら、実効性のある後
継者育成プランを立案する

—

主要な幹部を採用し、勤続してもらい、やる気を起こ
させ、方向付けを行う為の適切且つ効果的な報酬計画
を策定する

—

企業活動に関する必要なリスク管理の枠組み及び管理
体制を整備する

—

重要な資本配分の意思決定をレビューし必要に応じて
異議を唱え、経営陣が事業計画に対して長期的なアプ
ローチをとるように努める

—

適切な資格を有する独立した財務監査人を任命し、モ
ニターし、その報酬を設定する

—

取締役の推薦及び指名に関する正式で透明性のあるプ
ロセスを履行する（その詳細は年次報告書で十分に開
示されるべきである）

—

いかなる優先課題に対処するための適切な措置を講
じ、彼ら自身の業務の有効性を定期的に評価する

—

経営陣が事業を営む国々における法及び規制の範囲内
で事業を行い、事業のステークホルダーが公平に扱わ
れるように努め

—

事業のサステナブルな成長を支える為に、事業が社会
や環境に与える重大な影響を考慮し、必要な改善を行
う

取締役会がこれらの重要な責務の１つ以上を継続的に遂行
できない場合、先ずその企業とのエンゲージメントを目指
し、必要に応じて追加の議決権行使を検討します。こうし
た投票行動には、当該取締役会委員会の委員長又は委員の
選出に反対票を投じることも含まれます。これに関して、
取締役会の全体的な有効性に問題があると思われる場合
や、私たちの以前の行動が何ら進展に結び付いていない場
合は、取締役会長に伝達することもあります。
また、私たちは、社外取締役は定期的に株主とのエンゲー
ジメントを行うべきであると考えています。
取締役会の構成
私たちは、取締役会の構成を検討する際に、一般的に以下
のような特徴が好ましいと考えています。
—

取締役会の社外非常勤取締役を過半数にし、３名以上
で構成される完全に独立した監査委員会及び報酬委員
会を設置する

—

上級又は筆頭独立取締役の選任

—

資格、経験及び多様性の効果的な組み合わせ

—

他のコミットメントや取締役職を考慮して、その企業
における責務に注力する十分な時間のある取締役

各企業は、取締役会のコミットメントが適切な水準であ
り、独立性があることを実証できる必要があります。ダイ
バーシティに関しては、取締役会が性別と人種のダイバー
シティに向けて妥当な進歩を遂げている、又は少なくとも
その達成方法について明確なロードマップを示しているこ
とを私たちは期待しています。取締役会又はその小委員会
の構成がこれらの期待を大きく逸脱している場合は、先ず
は当該企業とのエンゲージメントを目指し、十分な進展が
見られないと判断した場合は、指名委員会の委員長等、該
当する取締役に対する追加の議決権行使を検討することが
あります。

12

議決権行使とエンゲージメント
のガイドライン

取締役会議長、最高経営責任者（CEO）、
上級（又は筆頭）独立取締役の役割
私たちは概して取締役会議長と最高経営責任者の役割の分
離を支持しますが、投資先企業の中には、この役職を兼任
して大きな成功を収めている場合も多々あることを認識し
ています。当該役職が兼任される場合、企業は理想的には
独立取締役が取締役会の過半数を占め、取締役会議長の責
任とは別に明確に定義された責任を有した上級又は筆頭立
取締役を任命することで、役職兼任に伴うリスクを軽減す
べきです。これには、企業の全面的な支持の下で、定期的
に独立取締役による会議を招集する権利を有する上級独立
取締役が含まれるべきです。必要に応じて、権限、監査、
及び開示に関する要件の強化など、コーポレートガバナン
スを強化するための追加的な措置も考慮されるべきです。
私たちは通常、退任したCEOが当該企業の取締役会議長に指
名されないことを選好しますが、例外的に、それが株
主の最大の利益につながることもあると認識しています。
このような状況において、取締役会は、それが適切であ
る理由を説明すべきであり、私たちはその正当性をケース
バイケースで考慮します。

取締役の任期
私たちは、企業は取締役会の構成を定期的に更新すること
の価値に留意すべきであると考えています。長期にわたり
在任する取締役が継続性と経験の点でもたらす価値につい
ては認識していますが、その一方で私たちは、取締役の任
期が９年を超える場合には、英国のコーポレートガバナン
スコードに準じてその時点でその取締役を独立していると
はみなさなくなります。特定の取締役に独立性がないと判
断された場合、それが取締役会及び関連委員会の全般的な
構成に及ぼす影響を考慮した上で、当該取締役に対する反
対投票行動を取ります。取締役会は、在任期間の長い取締
役が取締役会の構成に及ぼす影響を緩和するため、効果的
な後継者育成計画を導入している必要があります。
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高い目標のもと、長期的な視野に立った報酬
効果的な報酬方針は、最高の人材を採
用し、勤続してもらい、意欲を持たせ
る為に役立ち、又、経営陣が事業の適
切な長期的優先事項に注力する為のイ
ンセンティブとしても役立ちます。私
たちは投資先企業に対し、長期株主と
の明確なアラインメント、卓越した業
績に対する報酬の提供を実現し、過剰
なリスクテイクや不適切な目標の重視
から生じる意図せざる結果を軽減す
る、強固で透明性の高い報酬制度の整
備を奨励しています。これに加えて、
企業は役員報酬の実務慣行に対する一
般市民からの関心が高まっていること
も考慮し、過度又は不公平な報酬によ
る評判及び規制上のリスクについても
認識すべきです。役員報酬方針に対す
る重大な変更は、株主投票に付される
べきであると考えます。また、報酬関
連の重大な事項について投資先企業と
エンゲージメントを行う機会も歓迎し
ます。
全体的に適正なバランスを達成する為
に、報酬委員会が必要に応じて第三者
から助言を受けながらこのプロセスに
全責任を負うことを求めます。報酬委
員会は、例外的な状況、特にそれが長
期的な株主利益と明確に一致している
場合には、報酬を上方修正又は下方修
正する裁量権を保持すべきです。企
業の役員報酬を効果的に評価する為
には、タイムリーな情報開示が不可
欠です。従って、制度の設計、業績に
応じた賞与の査定において基礎となる
目標、及び付与可能な報酬の総額につ
いての検討をする際の早い段階におい
て、明確且つ簡潔な情報の提供を求め
ます。
各方針をケースバイケースで検討し、
必ずしも従来の慣行には適合しなくて
も各社の個々の状況に適していれば、
革新的構造を支持します。報酬の提案
を検討する際に私たちが通常選好する
内容は以下の通りです。

上級役員の潜在的な報酬総額の相当部
分が、繰延及びクローバック規定の対
象となる業績連動型の変動報酬から構
成されることを選好します。長期イン
センティブの評価基準となる実績は、
最低３年間にわたり測定すべきです。
但し、一部の企業では、譲渡制限付き
株式報酬制度の方が適している場合が
あることを私たちは認識しています。
私たちは、取締役会が何故このような
体制が適切なのかを明確に説明し、各
々の提案の妥当性を個別に評価するこ
とを期待しています。
—

上級役員の潜在的な報酬総額の相
当部分が、繰延及びクローバック
規定の対象となる変動実績報酬か
ら構成されることを選好します。
長期インセンティブの評価基準と
なる実績は、最低３年間にわたり
測定すべきです。但し、一部の企
業には、制限付き自社株式の付与
制度のような方法が適している場
合があることを認識しています。
私たちは、取締役会に何故このよ
うな体制が適切なのか明確な説明
を求めたうで、各々の提案の妥当
性を個別に評価しています。

—

私たちは通常、可能な報酬総額を
適切な水準に制限するために長期
インセンティブ制度に上限を設定
することを選好します。

—

私たちは、状況が変化する可能性
があることを認識する一方で、投
資先企業の報酬方針は一貫性のあ
る長期的な構造とすることを選好
し、従って通常、定期的な変更や
修正を支持しません。

通常、私たちは以下のような報酬慣行
を支持しません。
—

株式報酬の価格変更

—

パフォーマンス条件の再試行

—

平均以下のパフォーマンスに対す
る報酬の付与

—

非執行取締役に対するインセンテ
ィブ報酬

—

(i) 市場慣習と比較して過剰な、
もしくは (ii) 時間や成果を比例
配分しない可変報酬の権利確定を
促進するような退職条件

企業の報酬方針又は報告が期待を大幅
に下回る場合は、関連する報酬提案に
ついて、又は報酬委員会の議長に対し
対票を投じることを検討したり、適切
な場合には取締役会議長及びその他の
独立取締役に対しても反対票を投じる
ことを検討します。
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ステークホルダーの公正な扱い
年次株主総会

監査法人

全上場企業は年次株主総会の開催を目指すべきであり、そ
の場で重要な事項を株主の承認のために付議すべきです。
全株主は議決権行使の手続き方法について、企業から明確
に通知されるべきです。全ての事務手続き、特に任命され
た監査役によって承認された年次報告書は、関連する規制
及び市場で定められた議決権行使期限までに投資家が十分
に考慮できるように、総会前に余裕を持って入手できるよ
うになっているべきです。上記の特徴が一般的な慣行とな
っていない限られた市場では、変更を促すため発行体及び
関連する第三者とのエンゲージメントを行い、必要に応じ
て議決権行使を通じて意思表明することを検討します。そ
うした行動には、取締役会長、又は年次報告書及び会計報
告に反対する投票が含まれることがあります。

監査法人の任命は、理想的には年次で株主による投票に付
されるべきです。監査法人の独立性、非監査報酬額、また
は監査の品質について懸念がある場合、又は企業が株主に
適切な説明をせずに監査法人を変更する場合には、監査法
人の任命に反対票を投じることを検討します。

取締役の選出
原則として、全ての取締役は年１回、各取締役別に提案さ
れる多数決投票を受けるべきであると考えています。現
在、これとは別の方法が次の通りあります。
—

「多数投票」では、他の全ての投票が保留される場合
でも、無競争の取締役候補が一票の賛成票で選出され
ることを可能とする。

—

「累積投票」では、株主は自分の票の全部又は一部を
一人又は複数の取締役に入れることができる。

—

「一括」取締役投票では、個々の取締役別に賛成もし
くは反対することができず、数人又は全員の取締役を
対象に単一の議案としてまとめて提案される。

—

「組分け（期差選任）」取締役会の仕組みでは、毎年
一部の取締役のみが投票に付される。

私たちは、こうした投票のやり方を支持する企業におい
て、時折、当該企業固有の事情があることを認識していま
すが、これらの投票方法はいずれも個々の取締役の責任を
弱める可能性があると考えます。
当社は、これらの投票手続きを年次でのシンプルな多数決
得票基準に置き換えることを求める経営陣及び株主の議案
を支持します。累積投票を要請された場合は、特に有効性
についての具体的な懸念が無い場合か、特定の取締役の就
任を望んでいる場合以外は、通常、投票用紙にあるそれぞ
れの独立取締役に均等に議決権を割り当てます。

現行の多数の市場ガイドラインに従い、一企業を担当する
監査法人の主任監査担当パートナーを少なくとも５年ごと
に交代させ、監査法人の継続在任期間を20年以内に制限す
るべきであると考えています。
監査法人に支払われる非監査報酬額は、例外的な状況によ
り必要とされる限定的な期間（連続２年間を超えない）以
外は、監査報酬を超えるべきではありません。この場合、
企業は監査法人が行った非監査業務の性質に関する追加的
な開示をすべきです。
監査役の任命（日本）
監査役は日本市場において監査方針を定義すること、企業
の財務諸表の外部監査を監督すること、及び取締役会に助
言することに当たり重要な役割を果たします。監査役の責
任を鑑みれば、社外候補者を選好します。私たちは、社内
候補者については、企業との関係の程度及び他の社外監査
役の有無を考慮し、ケースバイケースで評価します。
プロキシーアクセス
プロキシーアクセスは、株主又は株主のグループが取締役
候補者の推薦を行うことができる仕組みです。私たちは、
長期保有の株主には投票名簿に取締役候補者を推薦する一
定の能力が備わっていると考え、原則としてプロキシーア
クセスに賛成しますが、それぞれの議案についてケースバ
イケースで検討します。また、株主に対する会社の説明責
任や反応を高め、また長期的な保有を行っていない株主に
よる権利乱用を防ぐための適切な方針を策定するために、
投資先企業とエンゲージメントを行う機会を歓迎します。
プロキシー・アクセスに関する株主提案がなされた場合、
私たちはこの提案のメリットを企の従来の慣行に照らして
評価します。
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「ポイズンピル」− 買収防止策

一括決議

私たちは一般的に新たな買収防止策（特に新規株式公開後
に導入された場合）の議案には反対します。また、通常、
株主ライツプランを株主総会議案にすべきとする株主提
案、及びポイズンピルの撤回を求める株主提案を支持しま
す。

一部の市場では、取締役の選任や定款の修正といった案を1
つの決議にまとめるということが依然として一般的です。
このような慣行は、課題ごとの個別投票ができなくなるこ
とにより、株主の裁量を弱めることになる。例えば、株主
がある1人の取締役について懸念を抱いている場合、意に
反するとしても取締役全員に賛成票または反対票を投じる
しかありません。深刻な懸念があり、それが株主にとって
最大の利益であると考える場合、当社は一括決議に反対票
を投じます。また、当該企業に対して私たちの考え方を伝
え、全ての関連事案を別々の決議として投票できるように
促します。

既存の株主ライツプラン又はポイズンピルを修正又は削除
する議案については、ケースバイケースで検討します。多
くの買収防止策は、経営陣の護身であり、株主価値を損な
う可能性がある一方、成長企業やセクターによっては、短
期的な事項を優先させる圧力を遠ざけ、長期的な株主価値
の創造に繋がる場合も考えられます。

関連当事者間取引
定款
私たちは、企業の事業戦略と株主利益の最大化を踏まえ
て、当該企業における定款の改正内容を評価します。した
がって、株主権のはく奪、その他の点で既存の株主利益に
反するいかなる変更案にも反対します。

原則として、大株主が関連当事者間取引に関与している場
合は、その大株主は議決権行使を控えるべきであると考え
ます。ほとんどの市場に、関連当事者間取引に関する特定
の開示規則があり、少数株主の承認を義務づけています。
私たちは、この種の取引が適切であり、顧客にとって最大
の利益になるかどうか慎重に検討します。

株主提案
株主提案は、多くの市場で株主が企業の事業のあらゆる状
況に関する議案を総会で提示することができるメカニズム
です。これらの提案では、多くの場合、企業が環境・社
会問題へのアプローチを改善することを要請しています。
株主提案は、企業が広範囲のステークホルダーに与える影
響について、説明責任を果たすよう促すうえで有用なメカ
ニズムです。私たちは各決議案をケースバイケースで検討
し、ガバナンス及びサステナビリティに関する重要な懸念
事項に対処するか、又は改善が必要と思われるガバナンス
及びサステナビリティに関する重要な課題の進展を促すよ
うな決議を支持します。私たちは、これらの提案が、反復
的なものであったり、規定的なものであったり、或いは企
業を細かく管理しすぎるものであるべきではないと考えて
います。議決権を行使する前に、その課題に対する企業の
アプローチ、議案への対応、及び決議が実行可能であり全
ステークホルダーにとって最善の利益となるか否かを考慮
します。

複数種類株式構造
二重及び複数種類株式構造の活用は、上場規則で認められ
ている多くの地域で一般的です。1株・1投票の原則が投票
権と経済的な権利の整合性を明確にもたらす一方で、異な
った投票権を有する複数の株式を発行する構造は、長期志
向を促し、企業文化を守る可能性があるものとして、評価
しています。従って、新たな株式種類の導入や既存の投票
権を修正する全ての提案について、企業文化や長期投資家
である株主にとっての最大利益を特に考慮し、ケースバイ
ケースで評価します。
開示
開示の程度はセクターや国によって大きく異なります。重
要な課題は全て年次報告書に簡潔に記載されるべきであ
り、ガバナンス及びサステナビリティの問題へのアプロー
チについては、会社が直面するリスクや機会に関する全体
的な状況を踏まえて報告されるべきであると考えます。
財務、ガバナンス、及びサステナビリティに関する重要な
情報の開示が期待を大幅に下回り、顧客に対する私たちの
スチュワードシップ責任を果たすことの妨げとなる場合
は、必ず最初に企業とのエンゲージメントに務め、必要に
応じて適切な議決権行使を検討します。そうした行動に
は、取締役会長、又は年次報告書及び会計報告反対する投
票が含まれることがあります。
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サステナブルな事業慣行
私たちは、企業のビジネスへのアプローチが、変化する社
会的な期待に対して根本的に逸れている場合、長期的には
経済的な持続性を保つことは不可能であると考えます。長
期的な投資実績に焦点を当てるという全体的な観点から、
次のようなサステナビリティに関する各リスク及び各機会
について検討します。
最低限、全ての投資先企業が国連グローバルコンパクトに
定められた原則と基準に従って運営されることを期待しま
す。以下のいずれかの課題に対する企業の業績が期待を大
きく下回り、その結果として企業の事業の長期的業績に対
する重大なリスクがある場合はいつでも、まず経営陣との
エンゲージメントを行い、その後に適切な議決権行使を検
討します。

私たちは、全ての投資先企業において、関連する法的及び
規制上の指針を考慮し、利害関係者との良好な関係を支持
する方法で事業が運営されることを期待します。関連する
実務分野には、責任あるマーケティング、データプライバ
シーとセキュリティの管理、税務への道義的なアプローチ
といったことや、製品の品質や品位、苦情対応、安全な回
収や補償などの製品やサービスに関する企業経営といった
点が含まれます。これらの分野のいずれかで企業の慣行に
懸念がある場合、私たちは改善を求めて企業とエンゲージ
メントし、関連する株主提案を支持し、継続的な進展に関
する説明責任を求めて取締役に対する反対投票を検討しま
す。懸念事項が重大で、引き続き解決しない場合、私たち
は保有株式の売却を検討します。
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多様性／ダイバーシティ
私たちは、従業員の多様性は全ての事業にとっ
て益々重要な課題になってきていると考えてお
り、投資先企業があらゆる形態の点で従業員の
多様性を理解し、必要に応じて改善するための
手段を講じることを期待します。更に、職場で
全ての従業員が敬意を持って扱われるようにす
るために、企業がその組織内において当該企業
の文化を注意深くモニター及び管理することも
期待します。不適切な挙動が特定、対処される
ようにふさわしい方針とプロセスが整備される
べきです。企業は、必要に応じて、職場のダイ
バーシティを向上させるための取り組みの詳細
も含め、ダイバーシティ及びインクルージョン
に関する方針を開示すべきです。組織全体に渡
る従業員のダイバーシティは、将来の上級職を
担う多様な人材パイプラインを確保し、広く社
会における平等性を改善する上で重要です。
また、従業員のダイバーシティに関する報告を
行い、そこには、性別、人種、文化、国籍に関
する詳細も含む必要があります。報告が義務付
けられている市場において、性別による賃金格
差が存在する場合は、それを解決するための明
確な対策に関する明解で曖昧さのない報告を行
う必要があります。
更に、職場で全ての従業員が平等に、敬意を持
って処遇されていることを確認するために、企
業が組織内の文化を入念に監視及び管理するこ
とを私たちは期待しています。不適切な行為や
差別を判別し、且つそれに応じて対処するた
め、適切な方針及びプロセスが導入されている
必要があります。
贈収賄や汚職との戦い
私たちは、全ての投資先企業が恐喝や贈収賄
を含む、あらゆる形態の点で汚職行為に立
ち向かうことを期待します。石油・ガス・
鉱物資源等の開発に関わる採取産業の企業
については、採取産業透明性イニシアティ
ブ (ExtractiveIndustries Transparency
Initiative) に積極的に参加することを支持し

ます。私たちは、リーダーシップ、諸方針や研
修、そして極秘扱いの内部通報連絡網といった
適切な報告手続きによって強化された適切な行
動やコンプライアンスに関するプログラムがあ
ることを期待します。また、投資先企業が政治
献金を行うことや、「政治的影響力を持つ」慈
善団体に寄付することは通常控えるべきである
と考えています。
人権及び労働上の権利
私たちは、全ての投資先企業が事業運営やバリ
ューチェーンの至るところで、国連のビジネ
スと人権に関する指導原則（United Nations
Guiding Principles for Business and Human
Rights）に沿った、国際的に認められた人権や
労働上の権利を尊重することを期待します。こ
れには最低限、特に高リスクのセクターにおけ
る健康、安全や福祉に関する管理体制、また、
特に人身売買・現代の奴隷制に関するバリュー
チェーンを通じた労働上の権利及び人権に対す
るリスクの管理、及び地域コミュニティとの積
極的な関係の促進といった諸事項が含まれるべ
きです。
国連グローバル・コンパクトの署名企業とし
て、私たちは、人権と労働に関して以下の原則
を守るべきであると考えています。
原則１：企業は、世界的宣言による人権の保護
を支持し、尊重すべきである
原則２：企業は人権侵害に加担してはならない
原則３：企業は、結社の自由と団体交渉権の実
効性ある承認を支持すべきである
原則４：あらゆる形態の強制労働及び義務的労
働の排除
原則５：児童労働の実効性ある廃止
原則６：雇用と職業に関する差別の廃絶

18

気候変動対策に向けた投資の
一例：Tesla Inc.
© Getty Images.

気候変動、その他の環境への影響とリスク
長期投資を志向する投資家としての私
たちの主要な役割は、気候変動に関す
る世界的な課題に対処する上で役立つ
新たな技術、ビジネスモデル、及び社
会的変化を後押しすることです。こう
した後押しが効果的に行われた場合、
お客様の資金運用における成果は自ず
と明らかになります。そのために、わ
たしたちは気候変動そのものの物理的
な影響と、世界的な炭素排出量ネット
ゼロへの移行に伴う無数の技術的及び
政策的変化や市場の変化から生じるリ
スクを認識する必要があります。
独立系で非上場のパートナーシップ企
業として、気候変動のリスク及び機会
に関する私たちのガバナンスの裁量の
大きな部分は、お客様が投資しほと
んどのコミュニケーションの対象と
なる、個々の投資戦略に任されてい
ます。私たちの主な投資戦略（計25種
類）は運用目標に大きな差異があるた
め、気候関連のリスク及び機会を監視
し管理する主要な責任は、各ポートフ
ォリオを運用する運用マネジャーに委
ねられています。

気候変動は、投資先企業やそれを支え
る社会及びエコシステムに与える影響
を通じて、弊社の全社的な戦略に影響
を及ぼすこともあります。現時点にお
ける私たちの見解では、中長期的（５
～10年超）に深刻化が予想される物理
的リスクよりも、短・中期的（０～５
年及び５～10年）な「移行」リスクと
機会の方が全体的な投資パフォーマン
スにとって重要です。気候変動の解決
に向けた投資が十分に行われなけれ
ば、一般の預金者や年金受給者を含め
た、金融システム及び経済全体の全て
の関係者に悪影響が及ぶと考えます。
一般的に、移行関連のリスクと機会
は、エネルギー、輸送、農業、建設・
不動産の各セクターに関連する企業や
資産にとって、特に切実であると考え
ます。これらのセクターは一般に（直
接的又は間接的に）炭素排出量が特に
多く、排出削減策に伴う政策や技術、
市場の変化に最も影響を受けやすいセ
クターです。こうしたセクターへの私
たちのエクスポージャーは、輸送を除
き、平均に比べて比較的低く抑えられ
ています。

私たちは、幾つかの投資戦
略でTeslaに投資しており、
数年間に亘り同社の社外株主
として最も大きな株主の一つ
でした。最初の投資は2013年
に行いました。当時、Tesla
の技術的な成果は既に世界の
先端を行く水準にありました
が、多くの投資家は、それが
世界の自動車産業のあり方を
根本的に変える可能性を持つ
ことを、あまり理解していま
せんでした。資金の調達が難
しく、一部の市場参加者が同
社の破綻を見越した動きを取
るといった極めて困難な数年
間、私たちは同社を支援しま
した。エネルギー転換の先見
的なリーダーとしての役割を
同社が果たせるかどうかは予
断を許さない状況でした。そ
の間、同社の可能性を長期的
な視点から捉えてきたこと
で、私たちの中核的な信念の
一つの正しさが証明されまし
た。それは、投資家としての
私たちの目的は、有益な変革
をもたらす手助けをすること
である、というものです。
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私たちのリスク管理のアプローチは、個々の投資戦略における銘柄レベルのリサーチと分
析に重点を置き、専任のサステナビリティ、ガバナンス、及びリスクの専門家が全社的に
これを支援します。主な考慮事項としては、企業又は資産のカーボンインテンシティ、中
核商品及びサービスが気候に及ぼす影響、お客様、規制当局、非政府組織(NGO)等のステ
ークホルダーとの関係等が挙げられます。私たちは、独立したプロバイダーからのデータ
にアクセスして各保有銘柄に関する理解を更に深めるとともに、外部専門家や研究者の見
通しや洞察を取り入れて私たちのアプローチに反映させることに重きを置いています。
こうした情報は主として、企業がどのようにリスクの軽減と機会の最大化を図っているか
を確認するために企業とのエンゲージメントを行う際の助けとなります。また、銘柄に関
する議論や投資の意思決定にも反映させます。企業のリスク軽減が十分に進んでいないと
判断された場合は、株主総会での議決権の行使、そして最終的には保有株式の売却という
選択肢があります。
スコープ１及びスコープ２の排出量については、企業レベルのカーボンフットプリントと
加重平均温室効果ガス(GHG)強度の指標を利用しています。また、企業の上流及び下流バ
リューチェーンにおけるリスクをより深く理解するため、スコープ３の排出量データも活
用しています。物理的な気候リスクを理解するため、私たちは様々な温暖化シナリオの下
での企業レベルの影響度を推定できるデータも利用することがあります。全体的には、今
後、気候変動シナリオを更に発展させ、企業レベルとポートフォリオレベルの両方で、
より高度な分析が行えるようにしたいと考えています。また、気候変動のバリュー・アッ
ト・リスク、温暖化抑制との整合性、ネットゼロへの移行との整合性に関する様々な定義
等、他の気候関連指標の使用も検討しています。
ベイリーギフォードが保有する組入比率の大きい銘柄全体を見ると、加重平均ベースのカ
ーボンインテンシティは平均を大幅に下回っていることが分かります。例えば、上位250
銘柄（金額ベースで全保有銘柄の約90％）の加重平均カーボンインテンシティで見た場
合、売上高100万ポンド当たりのスコープ１及びスコープ２温室効果ガス排出量は66.5ト
ン（データが存在する場合）であるのに対し、私たちの戦略の多くがベンチマークとして
いるMSCI ACWIでは224.8トンとなっています。気候変動に対するアプローチの詳細につい
ては、弊社ウェブサイトに掲載されている「 Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD)」報告書をご覧ください。

保有銘柄のカーボンインテンシティ（売上高100万ポンド当たりのスコープ１及びスコープ２温室効果ガス排出量）
CO2e intensity of holdings (Scope 1&2 GHG emissions per £m of revenue)
250
200
150
100
50
0

ベイリーギフォード保有上位２５０銘柄
BG Top 250 Holdings

MSCI
MSCIACWI
ACWI

出所：ベイリーギフォードおよびMSCI。
MSCIは明示的・黙示的を問わず保証又は表明を一切行わず、本書に含まれるMSCIデータについて一切責任を負い
ません。MSCIデータを再配布したり、他の指数、証券や金融商品の基盤として使用したりしてはなりません。本
報告書は、MSCIが承認、保証、検討、作成したものではありません。一切のMSCIデータは、投資アドバイスや投
資についての意志決定（又は無決定）の推奨を意図しているものではないため、依拠すべきではありません。
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生物多様性
生物多様性の喪失（森林破壊を含む）
は、今日の社会が直面する最大のリス
クの一つと考えられています。関連す
るリスクとしては、原材料又は資源の
コスト増、規制や税制、資源の入手可
能性、サプライチェーンの混乱等があ
ります。
生物多様性の保護は、全ての企業が優
先事項と考えるべきであり、企業は
可能な限り自然環境の破壊を抑制する
ための手段を講じるべきです。私たち
は、生物多様性リスクをどう評価し、
どう投資やエンゲージメントプロセス
に組み込むのが最善であるかを検討し
ながら、私たちの重要なセクターに対
するエクスポージャーに関連する方針
の策定に取り組んでいます。生物多様
性に関する方針の下で対象とする予定
の重要なセクターは以下の通りです。
—

農産品

—

アパレル、アクセサリー、高級品

—

醸造業

—

流通

—

電力事業

—

家具・インテリア

—

独立系発電事業者及びエネルギー
取引業者

—

鉱業

—

石油・ガスの探査及び生産

—

石油・ガスの貯蔵及び輸送

—

タイヤ製造業

私たちは機関投資家の畜産業関連イニ
シアチブであるFAIRRに2020年に参加
しましたが、こうした業界イニシアチ
ブから学ぶことで、このプロセスの前
進を図る一助となります。FAIRRイニ
シアチブは、集約的な畜産業がもたら
すESGリスクと機会に対する認識を高
める投資家の協業ネットワークです。
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