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　当社は、対象企業、及びその事業環境に関する事
実と将来への深い理解が、投資先企業との建設的
な対話であるエンゲージメントのスタートであると考
えています。そして、エンゲージメントを、スチュワード
シップ責任を果たすための、最も有力な手段の一つ
として位置付けています。
　当社のエンゲージメントの定義は、「会社に対する
深い理解を基礎にしつつ、企業が望ましい経営を行
い、企業価値向上と持続的成長を実現できるよう働

きかけること」です。ESG課題を抱える企業に対して改善を
求めることだけがエンゲージメントではありません。望ましい
経営を進めている企業に対して、投資家として支持や賛同
を直接伝えることもエンゲージメントの重要な役割であると
考えます。当社はエンゲージメントに際して、「4つの基本ス
タンス」を大切にしています（下図を参照）。
　日々のエンゲージメント活動を通じて、企業の価値向上と持
続的な成長をサポートすることは、お客様からお預かりした資
産の中長期的な成長に貢献すると当社は確信しています。

4
基本スタンス

つの

友好的かつ建設的な姿勢で
対話に努めること

資本の効率的利用に関する
投資先企業の考え方を聞くとともに、

当社の考え方を伝えること

ESG課題への対応状況、
更にその背景にある戦略や哲学などを
含めて、非財務情報の理解に努めること

重大な不祥事・事故などが
生じた際には、原因や再発防止策を聞き

健全な経営を促すこと
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　日本株については、当社が株式を保有する日本企
業約2,400社（2018年12月末）がエンゲージメント
対象です。当社の保有比率などの観点からスクリー
ニングを行い、重要対象企業を選定しています。その
数は300社を超え、東証一部の時価総額の7割強、
当社の日本株投資総額の8割強をカバーしています。
この中から、ESG課題や重点テーマなどを踏まえて
優先順位を設定し、対話を実施しています。また、投
資先企業から対話の要望を頂くことも増えています。
　現在、1つのエンゲージメント・テーマに関しての
区切りを3年に設定した、マイルストーン管理を行っ
ています。時間軸を設定したPDCA進捗管理により、
次回以降の対話スケジュールの策定や成果の評価
などが効率的に行えます。成果測定は、ステージアッ
プがあったかどうか、すなわち課題に対する改善プロ
セスが継続しているかなどを確認しています。
　当社のエンゲージメントは、企業との1対1の直接
対話が基本です。対話先は、経営のトップ層（取締
役・執行役）が全体の約5割を占めており、課題に
よっては専門部署の担当者とより深い対話を行いま
す。対象企業に対しては、担当アナリストの意見を基
にメイン・テーマを設定しますが、対話の際には複数
のテーマに関してエンゲージメントを行っています。
対話終了後に、ESGスペシャリストがその内容を記録
し、進捗評価を行います。運用へのインテグレー
ションの参考として活用するほか、次回以降の対話
に役立てています。
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PDCA進捗管理
エンゲージメントによるスパイラル・アップ PLAN

DO

CHECK

ACT

次のテーマ・
課題の発見

テーマ、課題の認識
対象企業の選定

エンゲージメント
ESG評価

マイルストーン管理
（記録・進捗評価）

成果のレビュー
方針の見直し

PLAN

DO

CHECK

ACT

Environment
環　境

気候変動

水資源

森林保全・生物多様性

グリーン技術

製品サービスの安全性

サプライチェーン・マネジメント

サイバーセキュリティ

人材の育成、多様性

Social
社　会

エンゲージメントの課題の例

取締役会の独立性・多様性

指名、報酬、監査

後継者計画

情報開示・投資家との対話

Governance
ガバナンス

1 課題を投資先企業に伝える　 2 企業が課題認識を共有　 3 企業が課題に対応したプランを策定　 4 企業がプランを実行
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対話を通じてESGの取り組みは確認できたもの
の、情報開示が不十分であり、実力が外部に適
切に伝わっていないと指摘しました。同社から
改善に取り組む意思が示されたため、以降、継
続的に対話を重ねたところ、同社から投資家の
視点を取り入れた内容の統合報告書が公表さ
れ、ESG評価会社の評価も向上しました。

 「攻め」のガバナンスへの切り替えが必要であ
り、社外取締役に経営経験者が不在であるこ
とを伝えました。同社からは、社外取締役の比
率を3分の1とすることを検討し、候補者の経
験についても考慮するとの回答を得ました。

低ROEの背景には多額の金融資産・不動産
の保有があると伝達しました。更にROE目標が
同社の実力や資本コストに比べて低過ぎるこ
とを伝えました。同社からは、指摘事項を認識
し、現在の目標を達成できれば、目標の引き上
げを検討する、との回答を得ました。

マイルストーン管理の事例

ESGに関する情報開示が不十分

過去の不祥事の影響から、社外取締役の構成が「守り」に偏り
事業ステージの切り替わりを反映した構成への変更が必要

ROEの目標値が資本コストを下回っている
より高い目線での経営が必要

課 題

課 題

課 題

ESG情報の開示強化

取締役会のメンバー構成

資本コストに見合った
目標値

代表取締役会長兼社長 他

代表取締役社長 他

代表取締役社長 他

統合報告書の公表

「攻め」のガバナンスに適切な
社外取締役（特に経営経験者）の選任

資本コストに見合った
目標の設定と開示

■進捗

■進捗

■進捗

事業戦略

財務戦略

G

ES

開示・対話

事業戦略

財務戦略

G

ES

開示・対話

事業戦略

財務戦略

G

ES

開示・対話

A社
電 気 機 器

B社
食 料 品

C社
繊 維 製 品

「進捗」の詳細　 1 課題の伝達　 2 認識の共有　 3 対応策の策定　 4 対応策の実施　 5 終了
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11ヵ月 面談5回

12ヵ月 面談2回

初対話

期間（3年目途）

期間（3年目途）

期間（3年目途）

直近面談日：2018年10月

直近面談日：2018年9月

直近面談日：2018年10月

反　応

ポジティブ

反　応

ニュートラル

反　応

ポジティブ

日本企業に対する
エンゲージメント実績
期間：2018年1月～12月
345件（250社）

テーマ数

■事業戦略 18% 116

■財務戦略 8% 51

■環　境 15% 101

■社　会 15% 96

■ガバナンス 22% 143

■議決権行使関連 23% 149

テーマ数合計 656件

エンゲージメント
テーマ別構成比

面談者

面談者

面談者

ゴール

ゴール

ゴール
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温室効果ガスを排出する事
業会社に対して、国際的に
投資回避の動きが強まる

輸入された資材の現地製造
企業による人権問題が判明

該当する企業と対話を行い、
同テーマについて考え方を
示すことの重要性を議論

NGOなどからの指摘につ
いて、企業との対話を実施
企業側も問題を認識してい
ることを確認

石炭関連事業の縮小や事業
シフト、事業継続について
長期計画や統合報告書にお
いて自社の考えを開示

現地において問題に取り
組んでいるNGOの動向な
どを注視。また、グローバル
な環境規制などもウォッチ

　23年間の運用者時代には、年間約
150件ペースで企業との1対1のミー
ティングを実施し、調査結果を運用に
反映させてきました。エンゲージメント
担当になってからは、年間250件ペー
スに増加しています。
　数量的な違いだけではありません。
企業との対話の内容も変わりました。
運用者時代は、企業の事業戦略と財
務・資本戦略が主要テーマでした。将
来のキャッシュフローを予想し、最終
的には投資リターンを判断する材料を
「取得する」ことが目的でした。
　現在は、ガバナンスや将来に向けた
環境・社会への対応、更にこれらに関
する情報開示が主要なテーマです。
また、エンゲージメント担当者は、情報
を単に取得するだけではなく、規範と
なる考え方を企業と議論し共有する
重要な役割を担っています。
　当社は、運用調査の強力なグロー
バル・ネットワークを持っており、環境
や社会、あるいはガバナンスに関する

世界的な重要課題（グローバル・イ
シュー）の動向について、国内企業に
比べると先行して認識、検討する機会
に恵まれています。それらを投資先企
業に伝えて、経営者の方々に議論して
いただき、最終的には企業としての考
え方と対応策を情報開示するよう、働
きかけています。
　エンゲージメントの具体例としては、
温室効果ガスを多く排出する石炭事
業を抱える事業会社や持続性のある
原料調達に懸念がある企業のケース
などがあります（下図を参照）。実際の
対話により、企業の対応が進んでいる
ことが確認できます。
　ただ、持続的な成長を目指している
企業であれば、1つの課題が解決しても、
次の解決すべき問題が控えているのが
ノーマルな状態です。ですから、エン
ゲージメント活動は継続的、かつ長期
的に行う必要があると考えています。
　問題解決、証明終了の後も新たな
物語が待っているのです。

エンゲージメント活動を通じて感じた
企業の変化

シニアESGスペシャリスト

宮尾 隆

具体的なエンゲージメントへの取り組み

石炭事業
を抱える
事業会社

野村アセットマネジメント問題意識 企業の対応

問題意識 企業の対応野村アセットマネジメント

規範となる考え方を企業と議論し共有することも大切

輸入資材
事業を
抱える事
業会社
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GESとの共同エンゲージメント事例

　野村アセットマネジメントは日本株式のみならず、外国
株式においてもエンゲージメント活動の強化に取り組ん
でいます。現在、6つの国と地域（日本、英国、シンガポー
ル、香港、マレーシア、台湾）でスチュワードシップ・コード
に署名し、それぞれの拠点の運用チームがグローバルに
連携しながら活動を推進しています。企業のESG課題は
グローバルな共通テーマが多く、海外の運用チームとの
連携体制の構築は、外国企業のみならず、日本企業にお
けるエンゲージメント活動においても必要不可欠です。
　一方、国や産業ごとの法律や慣習、状況等により企業
の実務レベルでのESG課題への対応は異なってきます。
また日本株式と異なり、外国株式についてはその対象の
国や企業数が多く、地理的な問題など物理的な障害が
大きいのも特徴です。各運用拠点の専門性を生かしつつ、
外部リソースの活用など、より効率的な体制作りが求め
られます。
　当社は2017年4月に、GES社を外国株式エンゲージ
メントのパートナーとして採用しました。実際に現地調査
を行い、スタッフのクオリティの高さと柔軟な顧客対応の
姿勢を評価しました。特にGESはポーランドにリサーチ拠

点を設け調査に力を入れるとともに、法律や税制など各
分野における専門家を揃えるなど、ファンダメンタルズ調
査を重視する当社の考えと共通する部分が多かったこと
も決め手になりました。エンゲージメントへの参加など、
GESとは適宜、活動を共にし良好な関係を構築してきて
います。現在はSustainalytics（サステナリティクス）社の
エンゲージ部門として更なる機能強化がなされています
が、今後もGESとのパートナーシップを生かし、海外での
エンゲージメント活動を進めていきます。

GES※との共同エンゲージメント体制

■中国で操業する台湾の製造業セクター企業

CDPに参加し、GHGの削減を推進。
2018年にScope2レベルの開示を予定。
30を超える工場において、労働組合と共
に、労働環境の改善に努めている。

管理職が従うべき52の倫理指標を導入。
各生産ラインについて現場で年1回監査を
実施し、リスクレベル（高/中/低）を評価。
中・高リスクの生産ラインには改善を指導。
サプライヤーの年次監査を実施。

前回のミーティングからの改善を評価。
引き続き、重要なESG課題に関する情
報開示や、労働環境に関する情報開示を
積極的に行うことを提案。

会社の取り組み 会社の取り組み提案　2017年11月 提案　2018年11月

労働環境に関する情報開示をより積極
的に行うことを提案。また、特定の労働
指標を管理職のKPIにすることで、労働
環境の改善と労働者の定着を目指す取
り組みを提案。

■ロシアのエネルギーセクター企業

ESG課題 世界的に石炭事業への風当たりが強まる中、GHG（温室
効果ガス）排出量のより少ないエネルギー需要が拡大。

ESG課題 同社の工場における労働者の管理・監督、GHG排出量や
資源管理など。また、部品供給者の管理など。

会社の認識 世界的な石炭から天然ガスへの転換は、大きな“機会”と
捉える。事業における安全性の向上も今後の課題。

会社の認識 中国の30を超える製造工場において労務管理規定を策
定し、それを順守していく必要がある。

GHGの削減を、KPI（キー・パフォーマンス・インディケーター）として内部目標化。
2018年末時点で、2019年までの環境目標6つのうち、5つを達成。
従業員致死率ゼロ達成を目標へ。

会社の取り組み 提案　2018年9月

CDP評価をAレベルに引き上げる目標の設定や、主要な環境目標（KPI）の開示を提案。
労働災害などの情報開示と共に、下請け会社や協力会社への範囲拡大を提案。
第三者通報制度に関する数値情報の開示を提案。

2018年9月 訪問

2017年11月／2018年11月 訪問

※GES社は、2019年1月にESG調査・格付会社であるサステナリティクス社と経営統合されました

ポーランドのGESリサーチ拠点にて
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GESとの共同エンゲージメント事例

　GESは、1992年にスウェーデンで創
立された責任投資を手掛ける会社です。
欧州を拠点とし、現在は英国、スウェー
デン、デンマーク、ポーランド、スイスに
専門性の高い約20名のエンゲージメン
トのスペシャリストを配置し、日々、世界
中の企業を対象に活動しています。
2019年1月にサステナリティクス社と
経営統合し、同社のエンゲージメント部
門として再出発致しました。今後はサス
テナリティクス社が提供するESG調査
情報を活用しながら、より進化したサー
ビスの提供が可能となりました。
　現在、私たちにエンゲージメントを
委託して頂いている顧客の預かり総資
産は1.8兆ユーロ（2018年12月末時
点）を超えています。私たちは顧客ポー

トフォリオにおける重大なESGリスクを
特定・評価し、企業に対し働きかけを
行っています。財務的インパクトを与え
るような重要項目の特定が重要であり、
企業の非財務的側面を見る際は、問
題解決を通して、その企業のステーク
ホルダーとの関係性や信頼性が高い
レベルで保たれ、最終的に株主価値向
上が伴うかに着目しています。
　設立以来25年以上の長きにわたり、
当社は顧客に対する長期的なコミット
メントを通して、顧客本位の強力な企

GESからのメッセージ

業文化を築いてきました。私たちは
日々の業務で行っているすべてのこと
に、この価値観を一貫して持ち続ける
ことで、当社の顧客や従業員、その他
のステークホルダーとの間で強い信
頼関係を築くことに成功してきていま
す。私たちが長年培ってきたエンゲー
ジメント・プログラムによって、野村ア
セットマネジメントのスチュワードシッ
プ活動や投資戦略にESGがより統合
されるよう、今後とも、良きパートナー
として支援したいと考えています。

■韓国の化学セクター企業

ESG課題
携帯電話や自動車のリチウムイオン電池の需要拡大により
コバルトの使用量が増加し、児童労働問題などの観点から、
サプライチェーン管理の重要性が高まっている。

会社の認識 電池需要の拡大は、コバルト調達の拡大を意味し、調達先
企業の管理や調達先の明確化が必要と認識。

サプライチェーンに関する行動規範
（OECD規範に準拠）を導入。
調達先企業への監査を実施し、その結果
を公表。コバルトの児童労働に関しても
NGOと協力して対応している。

現状では、操業現地のローカル基準や母
国基準での操業を継続。

サプライチェーンに関する問題の調査を
継続してほしいことを伝達。
第三者通報制度に関する運用を充実さ
せ、情報開示を充実させることを提案。

グローバルな環境基準に基づいた操業
への移行を提案。
労働安全指標などの情報開示を提案。
現地コミュニティーとの対話継続を要請。

サプライチェーン監督を継続。コンゴ共
和国への現地監査を実施。児童労働はな
かったが、人権侵害や安全基準違反を確
認。調達先企業へ対応を要請。調達先企
業への年次監査を実施し、監査機関によ
る評価も受領。

社会・コミュニティー、環境・安全に関する
部門から取締役会へ毎月、報告を実施。
労働安全指標の公表などを検討。

サプライチェーンに関する問題の調査を
継続し、透明性の向上に取り組んでほし
いことを伝達。

課題に対応できるスキルを持った取締役
構成ではないため、改善の必要性がある
ことを伝達。
労働安全指標などの情報開示を提案。

会社の取り組み

会社の取り組み

会社の取り組み

会社の取り組み

提案　2017年11月

提案　2017年11月

提案　2018年12月

提案　2018年11月

■香港市場に上場する中国の鉱業セクター企業

ESG課題 海外での操業が拡大しており、グローバルな環境基準で
事業を行っていく必要がある。関連した情報開示が必要。 会社の認識 環境基準は、操業国や中国基準で問題はないと認識。

2017年11月／2018年11月 訪問

2017年12月／2018年12月 訪問

ヘッド・オブ・
エンゲージメント・サービシーズ

ハンナ・ロバーツ
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