


当レポートでは、インベスコの過去1年間のESG投資における主な成果と
継続的な取り組みを紹介します。
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環境・社会・ガバナンス（ESG）投資への取り組みは「素晴らしい投資体
験を通じて人々の人生をより豊かなものにする」というインベスコのパーパスに
おける重要な要素です。私たちは、ESGがお客様、地域社会、株主にとっ
て極めて重要であると認識しています。

ESGはインベスコにとって重要な取り組み課題です。

１出所: インベスコ 2020年12月31日時点

2 インベスコでは社内のフレームワークにより、運用の意思決定に影響を与えるESG配慮の
レベルを測定しています。現在、インベスコの投資チームの約75％は、「最小限だが体系的
な統合」と定義されるESGの統合レベルを達成しています。
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インベスコのESG理念において、ESG投資は持続可能な未来
への解決策に不可欠な要素です。私たちは、ESG投資は、運
用業界の価値創造における役割を全体的に見直すための重
要な要因であると考えます。私たちのコミットメントは、ファンダメン

タルな視点でのESG要素の提供をはるかに超え、お客様が求
める価値を実現するために共に取り組むことを核心としています。

インベスコのパーパスは、素晴らしい投資体験を通じて人々の人
生をより豊かなものにすることです。それを達成するためには、持続
的な価値の創造と効果的なリスク軽減が基本となります。そのため、

私たちはESGを運用プロセスのコアに統合することに重点を置いて
います。インベスコの運用チームは、どのようにESGを統合するか、
エンゲージメントや議決権行使などをどのように最大活用するのか
日々意思決定を行っています。また、お客様のニーズに合致した
適切なESGソリューションを提供するために、セルフインデックス機
能などを活用しています。インベスコのグローバルESGチームは、
ESG分野における弊社すべての業務を先導・支援し、情報提供

を担う中心的な組織となっています。

どのようにESGが投資環境を変え得るのか、運用会社が率先して
行動することが期待されています。また、次世代の投資家にとって

ESGは必須の取り組みとなるでしょう。私たちはこれまで多くのことを
成し遂げてきましたが、やるべきことは常にあると考えています。

例えるならば、ESG投資は「目的地」ではなく「旅」そのものです。

ESGは常に進化を続けていることから、私たちはアプローチを継
続的に見直し発展させていくことを約束します。

US$34.5 b n

すでに345億ドル以上の規模で
サステイナブルな投資戦略に特

化した運用を行い、その経験を
活かしてます。¹

私たちは、環境、従業員、地域社会に対する正しい行動が、お客様へ

の最高の投資体験の提供につながるという信念を持っています。

現在のESGインテグレーション比率

75%
インベスコは、2023年までに
全ての運用戦略において100％ESG

を統合することを目指しています。²
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インベスコは、ESGを運用プロセスの
中心に組み入れることに重点を置いて
います。 また、お客様のニーズにお応
えするために、弊社の幅広いケイパビリ
ティを活用し、適切なESGソリューショ
ンを提供しています。

Marty Flanagan  

President andChief  
ExecutiveOfficer

全ての資産への

ESGインテグレーション
ESGの多くの要素は、リスク管
理だけでなく、持続可能な価値
創造にもインパクトを与えます。
インベスコでは、すべての運用戦
略およびプロセスにESGを統合
することを目指しています。現在、
弊社の戦略の約75％にESG
を統合していますが¹、2023年
までに100％の統合を目指して
います。

考え方の多様性により

もたらされる恩恵
インベスコでは考え方の多様性を重

視していることから、ESG導入は一

般的な手法とは異なります。インベ

スコのグローバルESGチームでは、リ

サーチ、エンゲージメント、議決権行

使、ESGインテグレーション、ツール、

クライアントサービス、商品ソリュー

ションといった各分野における基準を

設定し、プロフェッショナルな見解を

提供する“センター・オブ・エクセレン

ス”として機能しています。このような

リソースを活用することで、インベスコ

の各運用チームのCIOと運用者は

各資産クラスの運用スタイルに合致

したESGインテグレーションアプローチ

を適用・実施しています。

影響力の活用
私たちの業務の多くが、ファンダメ
ンタル分析と企業との頻繁な対

話に根ざしていることから、インベス
コはESGの専門知識と理念を用

いて企業の変革を促すことが可
能な立場にあります。アクティブ

運用とパッシブ運用、両者の
投資戦略を提供する運用会

社として、インベスコにおける
パッシブ運用部分の議決権

行使はアクティブ運用に従うこ
とで、アクティブな議決権行使

をレバレッジすることができます。
投資先企業の変革に加えて、

私たちは広範囲にわたる業界
の対話に参加し、インベストメ

ントチェーンの体系的な発展
に影響を与えています。

蓄積された実績
インベスコにはESG投資において

確かな実績を有します。弊社の

戦略とガバナンスについて、PRI

（責任投資原則）から4年連

続でA+評価を得ています。プラ

イベート・マーケットの分野では、

過去5年間にわたりインベスコ・リ

アル・エステートが投資物件の持

続可能な管理におけるグローバ

ル・リーダーとしてGRESBから認

定されています。私たちはESG投

資のアプローチを進化させ、運用

業界の水準の底上げに尽力し

ています。インベスコはESGに関

するテーマについて声を上げること

を恐れず、運用業界が有意義

な進歩を早急に遂げるよう呼び

かけていきます。

気候変動への取り組み
気候変動は、お客様と私たちの

両者にとって重要な課題です。イ

ンベスコでは毎年、気候変動に

関する財務開示タスクフォース

（TCFD）に沿って、企業および

運用戦略レベルで気候変動にど

のように取り組んでいるかを報告

しています。弊社のグローバル不

動産投資グループは、2050年ま

でにネット・ゼロを達成することを

約束しており、運用ソリューション

では、脱炭素化またはネット・ゼロ

を目標とした戦略の提供が増え

ています。インベスコでは、気候の

持続可能性と世界のレジリエンス

を目標に資本配分している企業

を支援し、投資することで、ソ

リューションの一翼を担っています。

ソリューションへの取り組み
お客様より、運用戦略を通じてお

客様のESGに対する価値観を明

示的に実現する手段を提供して

ほしいという要望が増えています。

インベスコでは、革新的なソリュー

ションや運用戦略を開発し、お客

様に提供していきます。すでに弊

社グループでは、345億米ドル以

上のサステナブル戦略（ネガティ

ブスクリーニング／インクルージョン

／インパクト投資）を運用してお

り、その経験を活用していきます。

透明性
インベスコでは、ESG投資におい

て透明性が必要であると深く信

じており、企業のESGへのコミット

メント姿勢だけでなく、社会的責

任に対する姿勢を反映する必

要があると考えています。私たち

は、運用戦略および企業レベル

での情報開示内容を継続的に

発展させ、毎年発行するESG

投資スチュワードシップ・レポート

を通じて情報開示レベルの底上

げを図っています。弊社グループ

の企業活動の詳細については、

コーポレート・レスポンシブル・レ

ポートをご覧ください。1 インベスコでは、社内のフレームワークを活用して、
運用の意思決定に影響を与えるESGの考慮

事項のレベルを測定しています。現在、インベス

コの運用チームの約75％が、最小限ではあるも
のの体系的な統合と定義されるESG統合レベ

ルを達成しています。
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責任投資原則（PRI）への

コミットメント

インベスコは2013年にUNPRIへ署名し、責任投資の実践
を強く推進しています。私たちのポリシーやプロセス、会社全
体としての取組みはPRIの理念を重視し、インベスコのスチュ
ワードシップへのコミットメントを示しています。

インベスコは、2020年の評価期間において、責任投
資への全体的なアプローチ（運用戦略およびガバナン
ス）で4年連続のA+評価を獲得しただけでなく、すべ
てのカテゴリーでAまたはA+を達成しました。

PRIは、署名企業の前年比からの進歩および同
業他社との比較に基づいて毎年評価を行ってい
ます。この評価は、ESGインテグレーションやアク
ティブ・オーナーシップ、投資家との協働、透明性
という点におけるインベスコの広範な取り組みを示

すものとなっています。

2018 – 2020 年におけるスコア

Source:2020 AssessmentReport forInvescoLtd., PRI.*DirectandActiveOwnershipModules.

2019年の評価からスコアが改善

し、2020年にはすべてのカテゴ
リーでAまたはA+を達成しました。

インベスコのポリシーやプロセス、会社

全体としての取組みは、PRIの理念
に準拠していると考えます。

インベスコのパーパスは、素晴らしい投資体験を通じて人々の人生をより豊か
なものにすることです。この目標を達成するためには、持続的な価値の創造と
効果的なリスク軽減が基本となります。

2018年

2019年

2020年

2020年 中央値

A* A B C D E
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組織

ガバナンス

インベスコにおけるESGへの取り組みは3つの階層によって構成されています。

第一に、企業の社会的責任（以下、CSR）とESG投資の両方について、経営陣が、企業活
動および運用に対する監督と推進を行っています。この活動は、企業責任委員会（以下、
CRC）とCRCワーキンググループによって支えられています。CRCは、エグゼクティブ・リーダーシップ・
チームのメンバーで構成されています。

当委員会は、気候変動対策を含む社内プログラムの戦略、監督、ガバナンスを推進しており、イ
ンベスコの経営陣による責任投資へのコミットメントを表しています

出所：インベスコ.

ガバナンスおよびコーディネーション

コーポレート
レスポンシブル

コミッティ(CRC)

ESGおよびCRに関する企業

の戦略的ビジョンの定義
CRCでは、世界中の運用者やコー

ポレート・スチュワードシップ・リーダー
による提言や政策、コミュニティへの

取り組みに対するサポートを目的と
しています。

グローバル インベストメント

カウンシル(GIC)

GICでは、インベスコの専門的な運用

チームを監督し、グローバルな専門知
識、サポート、コネクションのバランスを

提供します。その結果、長期的に一
貫性のあるより良い成果をお客様に

提供することが可能となります。

CRCワーキンググループ

(WG)

ESGまたはCSRに関連する政策事

項の特定、追跡、評価、制定

CRCワーキンググループは、インベスコにおけ

るESGおよびCSR活動を特定、追跡、評
価、測定しています。

これらの情報は、定期的にCRC本部に報
告されます。

GIC ESG サブ コミッティ

GICでは、運用チームに幅広いガイダンスや
ディスカッションの機会を提供していますが、

ESGサブコミッティでは、気候変動やソーシャ
ル・エクイティを含むESG投資の課題に重点

的に取り組みます。

各地域のワーキンググループ
地域のESG要件に基づいた活動を実施。

北米ESG

ワーキンググループ

EMEAESG
ワーキンググループ

アジア太平洋ESG  

ワーキンググループ

CRCでは、運用戦略およびコーポレート・スチュワードシップのリー
ダーに対して、ESGやCSRに関する中核的なトピック、業界におけ
る提言や政策、慈善団体やコミュニティ組織への参加について指
示を与え、グローバルでの持続可能な取り組みにおける影響力を
高めています。各地域のマネージング・ディレクターを含むグローバル
およびローカルの経営陣は、ESGとCSRに関連する事項について
CRCに報告しています。

グローバル・インベストメント・カウンシル（以下、GIC）は、イ
ンベスコのグローバルな運用拠点および各資産クラスのチーフ・
インベストメント・オフィサー、マネージング・ディレクターで構成さ
れ、インベスコグループの代表取締役社長兼CEOであるマー
ティ・フラナガンと、インベスコの投資部門責任者シニア・マネー
ジング・ディレクターのグレッグ・マクグリービーが共同議長を務め
ています。

GICは、グローバル規模での専門知識やサポート、コネクション
が行き渡るよう弊社グループの各運用チームを監督することで、
お客様に長期的に一貫性のあるより良い成果とサービスを提
供できるよう支援しています。弊社ESGグローバルヘッドの
CathrineDe Coninck-LopezがGICの議長を務め、GIC 
ESG Sub-Committeeでは気候変動やソーシャル・エクイティ
（社会正義)を含むESG投資における課題に焦点を当てて
います。

グローバルESGチームのメンバーが率いる各地域の「ESGワーキ
ンググループ」は、ポリシー、ディストリビューション、オペレーション
などの取り組みの調整役を担っています。
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インベスコのグローバルなESGの取り組みは、グローバル

ESGチームのヘッドであるCathrine De Coninck-Lopez
の下、実行されています。グローバルESGチームは、運用

戦略におけるESGインテグレーション、議決権行使、エン
ゲージメントを含むインベスコ全体のESGケイパビリティを

最大活用し、お客様に関わる営業チームの支援や、
ESGイノベーションについてプロダクトチームに助言する役

割を担っています。グローバルESGチームは、北米、アジア
太平洋、EMEA （欧州・中東・アフリカ）の3つの地

域に配置されており、ESG分野のすべての業務について
運用チームを指導、サポート、情報提供するセンター・オ

ブ・エクセレンスとして機能しています。さらに、グローバル
ESGチームは、各地域における方針、ディストリビューショ

ン、オペレーションなどの機能を調整するため、地域別
ワーキンググループの議長も務めています。弊社グループ

の地域別のESGワーキンググループは、EMEA、北米、ア
ジア太平洋の3地域で構成されています。また、インドの

ハイデラバードを拠点とする議決権管理チームもインベス
コのESGの取り組みをサポートしています。

インベスコでは、ESGの考慮は各運用チームで実施され

ています。この取り組みをサポートするために、世界各地
の運用拠点にESGの専門家を配置しています。ESG専

門家はグローバルESGチームと密接に連携し、GIC ESG
サブ・コミッティを介して正式に協働しています。

また、GIC ESGサブ・コミッティによって統括されている複
数のESGグループを様々な部門に設置し、インパクトのあ

るアプローチやESGインテグレーションを実施しています。
例としては、不動産サステナビリティ・フォーカス・グループ、

債券ESGフォーカス・グループ、ヘンリーESGフォーカス・グ
ループ、ファクター投資ESGフォーカス・グループなどがありま

す。

研修

研修は、ESGインテグレーションへのコミットメントと急速に
進化する業界の状況を把握するために不可欠なもので
す。弊社のグローバルESGチームは、インベスコの運用プ
ロフェッショナルとミーティングを持ち、ESG研修、フレーム
ワーク、業界情報、専門知識、調査、分析、ESG活
動に関する最新情報を共有しています。

各研修は、地域、資産クラス、既存のESGケイパビリティ
に基づき、各運用チーム・運用センターに適した内容で提
供されています。また、弊社グループのグローバルESGチー
ムは、ESGベンダーとのトレーニングセッションを実施し、エン
ゲージメントのプロトコルや重要な専門知識を取得します。
社内コミュニケーションには、月次のESGニュースレター、
ESG情報ウェブサイト、MyInvesco（イントラネット）への
投稿、ポッドキャスト、ビデオ、電子メールによる情報配信
などを実施しています。
さらに、各社員に継続的して提供されている開発トレーニ
ングプログラムには、ESG研修が含まれています。

インベスコのグローバルESGチーム

は、各運用チームのケイパビリティ
に合致したESGポリシーと実践法

の確立・遂行を目指しています。

グローバルESGチーム
センター・オブ・エクセレンスとしての機能

出所：インベスコ

グローバル運用拠点
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EMEA(London)

Jonny Salv age  

Junior ESGAnalyst  

(Henley)

Shane Keenaghan  

SeniorGovernance  

Analyst(Henley)

Bailey Buckner  

ESG and Impact  

InvestmentAnalyst  

(Atlanta)

• Invesco Chinaand  

InvescoJapan

• InvescoEquities

• Invesco FixedIncome

• InvescoGlobal  

BankLoans

• Invesco’s Henley  

InvestmentCentre

• InvescoSystematic  and

FactorInvesting

• Invesco Unit  

InvestmentTrust

グローバルの運用体制

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
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アシュアランス業務

インベスコの内部監査部門は企業価値向上と業務改善を目的と
し、独立かつ客観的なアシュアランス業務に従事しています。内部
監査部門はリスク管理・コントロール、ガバナンス・プロセスの有効性
を評価・改善するために、体系的で規律ある手法でアシュアランス業
務を実施しています。グローバルなESG投資および議決権行使を担
う全ての部門は、内部監査部門の評価対象となっています。内部
監査部門では2021年の監査計画の一環として、ESG事項に関す
る評価を実施する予定です。

インベスコでは、各地域のコンプライアンスチーム

が主要なリスク管理とポリシーの評価、および年

間の評価計画の策定を実施しています。評価

計画では、グループ内の主要リスク管理における

コンプライアンス体制を評価し、内部監査部門

など他部門における評価も考慮されます。インベ

スコのコンプライアンスチームは各地域の規制当

局の基準に沿った評価を適用し、その結果をコ

ンプライアンス部門と関連ビジネス部門の管理者

に報告します。

ESGに関連する評価の一例として、北米における

議決権行使に関するアドバイザリーレビューを2020

年に実施しました。このレビューでは、議決権行使

のプロセスに関するガイダンスと提言を示し、方針や

手続きが合理的に設計されているかどうかを評価

し、規制を遵守するためのコントロールがどれだけ効

果的に実施されているかを判断することが目的でし

た。

インベスコでは社内プロセスにおいても透明性を重要
視しています。透明性の高い社内評価を実施するこ
とにより、我 は々長期的に進化し続けることができる
と考えます。

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
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インベスコは、グローバルな株式や社債、ソブリン債、不
動産、マルチアセット戦略の投資家として、資産クラスや
地域における特性の違いを認識しています。インベスコ
では、資産クラスや戦略の特性に応じたESG統合を
行っています。

ESGを運用プロセスに組み入れているチームでは、
投資アイデアの評価、企業との対話、ポートフォリオ
のモニタリングにESGを取り入れています。リスクや投
資機会を捉えるため、ESGに関する評価が運用プ
ロセスに広範に組み入れられています。したがって、
投資の魅力を評価する際に、ESGに関する事項を
他の経済的要因と同様に考慮しています。弊社グ
ループのファンドマネージャーは、あらゆるESGリスクや
機会に関する裁量権を有します。

インベスコのESG理念の中核は以下のとおりです。

• マテリアリティ
リスク調整後の経済的効果を踏まえてESG要
素を検討します。EMEA（欧州・中東・アフリカ
地域）における兵器関連企業への非投資方
針といった特定の地域における法的義務による
制限を除いて、インベスコではESGを投資におけ
る制約とは見なしていません。

• ESGモメンタム
長期的なESGパフォーマンスの向上は、特に興
味深いコンセプトであると考えます。インベスコで
は、ESG評価が改善している企業は長期的に
良好な財務パフォーマンスを達成することができ
ると考えています。

• エンゲージメント
私たちは、アクティブオーナーとしての責任を重く受
け止め、エンゲージメントは企業に継続的な改
善を促す機会であると考えています。投資先企
業との対話は、インベスコのリサーチチームにおけ
る投資プロセスの中核となっています。インベスコ
の運用規模を活用し、時には取締役会レベルと
の対話に参加し、経営、企業戦略、透明性、
資本配分だけではなく、より広義なESG関連の
取り組みについて株主の立場から意見を伝えて
います。

グローバルESGチームが集約的にサポートと分析を行
いながら、ポートフォリオ管理においては運用担当者の
決定権が維持されています。

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
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インベスコの企業レベルでのESGリサーチの出発点はアナリス
トやファンドマネージャーであり、様々 な要素が検討されます。
ESGリサーチは、資産クラスやセクター、地域、企業ごとに異
なり、運用見解における一つの要素となります。ファンドマネー
ジャーやアナリストがより詳細なESG情報が必要となる場合
には、弊社グループのグローバルESGチームが分析を提供し
ます。グローバルESGチームの分析は、弊社グループ独自の
ESGintelプラットフォームで管理されています。このプラット
フォームでは、アナリストやファンドマネージャーに内部格付け
や格付けトレンド、GICSセクターにおけるランク等が提供され
ます。このプロセスにおいて重要なポイントは、グローバルESG
チームにESG情報管理が集約されている一方で、その資産
クラスやセクターを最もよく知るインベストメントマネージャーとア
ナリストが最終的な意思決定を行う点です。

ESGインテグレーションは継続的かつ戦略的な取り組みであ
り、運用チームによってインテグレーションのレベルは異なります。
私たちは、すべての運用ケイパビリティおよびプロセスにESGを
組み込むことを目指しています。

ESGフォーカス項目
主要なESGintelのパフォーマンス評価指標l

出所：インベスコ

有害物質の排出

窒素酸化物の年間排出量

窒素酸化物、二酸化硫黄、粒子
状物質の年間排出強度

循環型ビジネスモデル

リサイクル材の投入、廃棄物

のリサイクル率、廃棄物発生

量の単位

エネルギー管理

クリーンエネルギーの使用

とエネルギー使用単位

低炭素社会への移行

科学的根拠に基づく削減目標

の設定、移行イニシアティブの評
価

環境管理システム

ISO認証取得サイトの

割合と売上高あたりの

環境制裁金

気候変動

カーボン・ディスクロージャー・プ

ロジェクト（CDP）のグレード、
カーボン・スコープ1、2、3の排

出強度

健康と安全

休業災害度数率、従業員およ

び請負業者の死亡事故、安全
衛生上の問題点

労働力の維持

社員教育の総時間、社員

の離職率

製品の品質と安全性

製品の安全性と品質に関する

問題、品質管理システム、顧

客クレーム

データプライバシーとセキュリティ

データプライバシーの方針、セキュリティ

に関する問題

報酬とアラインメント

株式報酬の平均権利確定期間、

悪質な給与慣行、相対的な給与

水準に関する懸念、インセンティブプ

ランに関するE&S指標

資本配分

5年間のキャッシュROIC

ビジネス倫理

贈収賄・汚職防止政策、汚職レ

ベルの高い国からの収入割合

ロビー活動と贈収賄に関する問題、

反競争的な問題、税務・会計に
関する問題

監査と株主の権利

監査委員会の独立性

内部統制の脆弱性、

不平等な議決権または
取締役選任権

Environmental Social Governance

水資源の管理

水のリサイクル率、水の消費単位、

水不足の地域での事業活動

サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンにおける社会的問

題

ダイバーシティ

上級層の男女間賃金格差

女性管理職での労働力
の比較

従業員と経営陣の関係

上級社員が組合員となる

14001や団体交渉

労働関連の問題

取締役会の構成

取締役会の独立性、取締役会レベ

ルでの性別の多様性、議長の独立
性の状況

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
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ESGintelは、投資先企業のESGリスクおよび機会に関する独自の見解を提供します。

このツールは、インベスコが保有する投資ユニバースをベースにしていることから高いカバー
率を実現しており、インベスコ独自の洞察力や企業との関係によって、企業のESGパ

フォーマンスの全体像を柔軟に捕捉することができます。外部情報機関の見解を単一に

取り入れるのではなく、インベスコ独自の分析と多様な外部ソースを組み合わせることで、

より優れた洞察を得ることが可能となります。
Stephanie Butcher
Chief InvestmentOfficer,  

Henley-on-Thames, UK

ESGリサーチツール およびリソース

ESGintel

ESGintelは、インベスコのグローバルESGリサーチチームと
テクノロジー戦略イノベーションプランニング（SIP）チーム
の協働により構築した独自のツールであり、ESGに関する
洞察、指標、データポイント、変化の方向性を提供しま
す。全ての運用チームがこのツールを利用可能であり、運
用プロセスへのインプットのため活用されています。

ESGintelは、GICSセクターにおける内部格付け、
格付けトレンド、およびランクに関する情報を提
供します。各セクターの特性に応じて指標を選択
することで、持続可能な価値創造とリスク管理に
関する特有の問題にフォーカスすることが可能と
なります。ESGintelは、様 な々ESG項目に応じ
た指標を利用しています。そのため、各ESG項目
が企業のバリューチェーンにどのような形で影響を
与えているのかを総合的に把握することが可能と
なります。

これらのデータポイントは、セクターまたは地域におけ
る相対的なパフォーマンスによって決まります。さらに、
機械学習アルゴリズムと外挿法を用いて、カバレッ
ジがない場合には代替となる統計的な指標を作
成し、指標に推定ESGスコアを割り当てるプロセス
を用いることで幅広いカバレッジを実現しています。1
～5の評価は、企業全体、項目、指標の各レベル
で計算され、リスクの高い企業固有の問題に焦点
を当てることができます。個別の評価に加えて、モメ
ンタム（トレンド）は、時系列での評価の変化を
表しています。ESGintelはインベスコ独自のプラット
フォームであり、全社員が利用することができます。

プラットフォームの発足以来、インベスコではESGintel
を強化し続け、ファンダメンタルいデータの拡充に努め
ました。その結果、情報量は約8,000社から約
45,000社へと増加し、カバレッジが向上しました。約
45,000社のうち約16,500社は、ESG総合評価を
行うのに十分なESGデータを有しており、今後も強化
を継続する予定です。また、ESG評価のデータが十
分でない企業に対しては、類似企業（GICSセク
ター分類や地域、時価総額が±20％以内）の評
価を参考にして、格付けの付与を実施しています。さ
らに、ESGintelには、継続的な改善を促すためのアク
ティブなフィードバック機能が組み込まれており、情報
源、データ、評価手法に関する利用者からの問題点
や意見、リクエストといったフィードバックを蓄積していま
す。

ESGintel のフレームワーク
最初のステップとして、既存の基準、フレームワーク、調査、アナリストや

ファンドマネージャーからの情報、金融市場の専門家からの洞察、そし

てグローバルESGリサーチチームの専門知識をレビューし、各セクターに

おいて財務的な観点から重要なESG項目を特定しました。

次に、各項目について、様々な情報源からのデータをもとに、持続的に更

新し続けることで関連性と正確性が維持され得る代表的な指標を特定し

ました。さらに、幅広いカバレッジを可能にするために、機械学習アルゴリズム

と外挿法を用いて、欠損データの代わりとなる統計的な代替指標を作成し、

指標の中に推定ESGスコアを割り当てています。

ESG

バリュー

チェーン

ESG

インプット

ESG
アウトプット

ESG
オペレーション

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

オペレーション上のESG
• エネルギー管理

• 環境管理システム
• サーキュラー・ビジネスモデル

• 有害物質排出
• 水管理

• 従業員／経営陣の関係
• データプライバシーとデータ保全

• 健康と安全
• 離職率

• 多様性

ESGインプット
• 事業倫理

• 取締役会構成
• 資本配分

• 報酬設計
• 監査と株主権利

• サプライチェーン管理

ESGアウトプット
• 低炭素への移行／気候変動

• 製品品質と安全性
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UKSIF QCA (UK)

ESGデータプロバイダー

インベスコでは、全ての資産クラスでESGを統合するために、社内リソースだけではなく外部ツールを活
用しています。インベスコの運用チームは、多様なアプローチを用いてESG戦略を管理しており、議決
権行使アドバイザーやリサーチ・プロバイダー、ESG分析ツールなどの外部のデータプロバイダーからの情
報により社内リサーチを補完しています。インベスコは、投資判断の枠組みに取り入れる前に、外部の
データプロバイダーが最新の情報を提供しているかどうかを確認します。外部のデータプロバイダーが
ESGデータ、リサーチ、推奨などを期限内に提供していることを確認するために、デューデリジェンスを
行っています。インベスコでは、運用チームとお客様に最新の情報を提供するために、常に外部ベン
ダーの評価を実施しています。

ESGリサーチプロバイダー・ツール・テクノロジー

出所:インベスコ、2020年12月31日時点。ACGA：AsianCorporate Governance Association（アジア・コーポレート・ガバナンス協会）。CII: Council of Institutional Investors（機関投資家協議会）。GRESB: Global Real Estate Sustainability Benchmark（グローバル不動産サステナビリティ・ベンチ
マーク）。QCA: Quoted Companies Allianceの略。RIA: Responsible Investment Association（責任投資協会）。UKSIF UK Sustainable Investment and Finance Associationの略。RIAA: Responsible Investment Association of Australia（オーストラリア責任投資協会）。ItaSIF: Italian 
Sustainable Investment Forum（イタリアサスティナブル投資フォーラム）。写真はイメージです。www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。

ESG リサーチプロバイダー

ビジネス関与の

スクリーニング

業界団体

テクノロジー

ISS-Ethix Sustainalytics MSCI ESGResearch

クオリティの高いESGデータを運用
プラットフォームに統合することで、
ESGの投資機会とリスクに関する
詳細な分析結果を運用チームに
提供することが可能となります。イ
ンベスコでは、外部データプロバイ
ダーのデューデリジェンス、選定、モ
ニタリングは重要なプロセスである
と考えています。

Ankur Gupta
Manager, ESGAnalytics,  

Hyderabad

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

議決権行使に関する調査

および推奨

Glass Lewis IVIS (UKEquities) ISS

UK Investor Forum GRESB ACGA (Japan)

CII(US) RIA(Canada RIAA(Australia) ItaSIF(Italy)

Sustainalytics MSCI ESGResearch Truvalue labs ISS ClimateSolutions Sell-side Research

VividEconomics VigeoEiris Morningstar NikkoResearch  

Centre

Bloomberg Proxyintel FactSet ESGintel
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私たちは「インテグレーション」と「エンゲージメント」とい

う2つの柱に基づいた責任投資アプローチをとっていま

す。私たちは、投資判断にESGリスクと投資機会を

統合し、投資先企業や発行体とのエンゲージメント

を行います。このような手法は、リスクを低減し、リター

ンを向上させ、社会や環境にプラスの影響を与える

強力なメカニズムの一つであると考えています。

債券運用の分野では、国が発行する債券、証券化され

た債券、民間企業のローン、その他多くの資産形態を包

含し多岐にわたっています。また、地理的、構造的、規制

による違いから、データの入手可能性、ESGに対する認識、

マネジメントによるエンゲージメントのレベルは非常に多様で

す。

その結果、ESGに対する基本的なアプローチは変わらな

いものの、各アセットクラスでの制約や課題を考慮すると、

ESGに基づく評価に至るまでの道のりは必然的に異なる

ものとなります。インベスコでは、幅広い市場の状況と透明

性を提供するために、第三者の調査とデータを利用して

います。これらの外部情報源はインベスコの綿密な独自

調査を補完するものです。明確で一貫性のあるアウトプッ

トを提供するために、評価システムには、E、S、Gの3つの

柱のそれぞれに対するサブ評価とトレンド評価が含まれて

います。アナリストはこの調査結果をプラットフォームに保存

し、ポートフォリオマネジャーが簡単にアクセスできるように管

理しています。また、独自のESGスコアリングツールを使用

して、先進国と新興国の相対的なパフォーマンスを比較

できるように、ESGの国別複合スコアを生成しています。

債券のESGインテグレーションプロセスでは、主にプライマ

リーおよびセカンダリー市場における投資機会の分析の一

環としてESG要素を取り入れています。特定されたESG

関連の懸念事項は、最終的な意思決定と相対価値の

評価に反映されます。

独立したリサーチ、ESGインテグレーションへの取り組み、

グローバルなアプローチは、債券アロケーションのための

ESGパートナーを求めるお客様への有益な提案を可能

にします。

インベスコでは、ポートフォリオの継続的モニタリングとリ
スク管理の一環として、ESG評価の最新情報にアク
セスし、その変化を継続的に確認しています。ESG関
連の問題を他のリスクや評価要因と併せて考慮する
ことで、長期的な成功を可能にするために有利なポジ
ショニングを持つ企業を特定することができます。ESG
の評価は、投資リスクと投資機会の検討材料の一部
として、広範に運用プロセスに組み込まれています。

インベスコの株式投資チームは、外部のESGデー
タとESGintelのような独自のESG評価を組み合わ
せて利用することができます。私たちはESG投資は
ESGに悪影響を及ぼす企業を選別するだけでは
ないと認識しており、ESGフラグ、格付けといったボ
トムアップ・リサーチに加えて、企業の経営陣との積
極的なエンゲージメントを組み合わせることで、ポジ
ティブな結果を得ることを目指しています。ESGフラ
グは、さらなる分析や関与が必要な課題を浮き彫
りにし、そのような企業に改善策を向けることを可
能にします。セクターごとの重要なESGに関する見
解によってこのリサーチは支えられており、運用マ
ネージャーは投資機会とリスクを可能な限り多くの
角度から理解することが可能となっています。

インベスコでは、ただ排除するのではなく、エンゲージメ
ントや対話に基づいて取り組むことが、優れた運用パ
フォーマンスとESGパフォーマンスの両方の向上に寄与
すると考えています。私たちは企業との対話にESGの
要素を定期的に取り入れています。積極的なエン
ゲージメントは、経営陣のESGに対する見解や戦略
をよりよく理解するための鍵となります。

私たちは、積極的エンゲージメントやESG評価、綿
密な調査を組み合わせることで、株式投資のための
ESGパートナーを探しているお客様に、価値あるポー
トフォリオ運用案を提供できると考えています。

株式

インベスコでは、企業の財務面での健全性、ブランド／
評判、長期的な収益性・価値創造に影響を与える
ESGリスクの大きさを分析します。基本的な投資調査
では、企業が主要なESG課題にどのように取り組んで
いるかを分析し、変化の度合いを評価します。

債券

インベスコの債券投資アプローチは、独自のリサーチを重視し、ファンダメンタルズ調査に重点を置き、
お客様のポートフォリオでのアクティブ運用をサポートしています。ESGインテグレーションは、この投資
アプローチと強く一致しています。ESGに対するインベスコのアプローチは、ESG基準を評価すること
が長期的なリスク調整後のリターンの向上につながるという信念に根ざしています。この点を考慮し
て、私たちは、現実とモメンタムの組み合わせを実践しています。

私たちは、アクティブオーナーとしての責任を重く受け止め、

エンゲージメントは継続的な改善を促す機会であると考え

ています。
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炭素排出量や気候変動、住宅地・商業施設
の開発や森林破壊による広範な影響など、不
動産運用ではESGリスクを特定し、効果的に
管理することのメリットを実証する絶好の機会と
なります。無機的な「茶色い建物」から「緑の建
物」への継続的な移行は、テナントの生活や不
動産資産の利用方法を変えるために必須とな
ります。

「持続可能な建物」を特定する基準は数多くあり
ますが、インベスコではESGのあらゆる要素がプロセ
スに組み込まれるべきだと考えています。そのため、
資産のクオリティ、持続可能な資金調達、長期的
な企業戦略、建築環境が社会や自然界に与え
る影響への対応が、私たちの投資プロセスにおいて
考慮されます。このような視点は、限定的な環境
データに依存することとは全く対照的であり、様々
なステークホルダーとの関わりを促します。私たちは、
ESGに対して確立された規律あるアプローチをとる
ことで、お客様のニーズを満たし、受託者責任を果
たしながら、社会的責任と環境責任のバランスをと
ることができると考えます。

持続可能な不動産とは、地球規模の脅威だ
けでなく、個人レベルでの問題に対処することに
つながります。テナントや居住者の選択は、資
産の長期的なパフォーマンスに大きく貢献します。
私たちは、効果的なESGインテグレーションが、
グローバルリスクを特定し、管理するための重要
な手段であると考えています。私たちのアプロー
チは、網羅的かつ先見的であり積極的なもので
す。データと対話を最大限に活用し、透明性、
説明責任、所有者としての誇りを育み、投機よ
りもスチュワードシップを重視した長期的な展望
に根ざした、全体的で前向きかつ積極的なアプ
ローチを採用します。

インベスコのESGインテグレーションとリスク軽減に対
するアプローチは、持続可能な実物資産投資にお
けるパートナーを求めているお客様に真の投資機
会をもたらすことができると信じています。

不動産

グローバルなリスクに大きな影響を与える可能性の
ある実物資産の場合、ESG関連の課題は重要
です。インベスコでは、運用マネージャーが、環境と
より広範な社会的繁栄を尊重・保護し、可能な
限り向上させるための重要な役割を担っていると
考えています。インベスコのアプローチでは、私たち
が生活し、働く場所が、地球の未来にとって非常
に重要であることを十分に考慮しています。

インベスコ・リアル・エステート
グローバルESG+Rの目的

ESG+Rは、運用プロセスのすべてのステップに
組み込まれています。インベスコでは、デューデリ
ジェンスの際に実施するESG+Rの取得評価を
開発・実践しており、私たちのアクティブな運用ア
プローチでは、グローバルな戦略において、以下
のESG+Rの目標に焦点を当てています。

環境

回復

ガバナンス

社会

目標

年のベースラインから 年までの年間

のエネルギーと排出量の削減

年までの二酸化炭素排出量

年間の水使用量削減

水転換率の年間増加量

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

14



責任投資の重要性はますます高まり

を見せています。Clive Emeryの
リーダーシップにより、伝統的なマルチ

アセット運用プロセスにおける個別の

ステップとして、レスポンシブル・アセッ

ト・アロケーションを開発し、ESGに
フォーカスしています。

政治的権利 • 異なる政党への移行や大きなイベントなどの政治的変化

• 将来の国民の不安要素や権力闘争（または政治的支配の優位

性）といった不透明感

貿易慣行 • 社会的に無秩序な貿易関税規制やルールのガバナンス

• グローバル市場へのアクセスや私有財産権に関するサポートの欠如

マクロ ソーシャルの構成要素 経済への潜在的影響

人権ガバナンス • 宗教の自由がないことによる衝突や人権問題の発生

• ダイバーシティ意識の欠如による、移民に対する閉鎖的な対応

人口動態の変化 • 高齢化に伴う医療制度への依存度の高まりや、労働人口が

減少による税負担の増加

• ミレニアル世代における、消費、物流、モバイルサービス提供の

ニーズの変化

不平等 • 規制により、最低賃金の引き上げや、格差を埋めるための税制上の

優遇措置を受けることが可能となる

• 格差は社会不安やストライキにつながる

都市化 • 職を求めて農耕地から都市へ移動し、基本的なサービス（水、シェル

ター、医療）へのニーズが高まり、都市中心部にインフラ投資が必要と

なる

• サービス型経済への転換

マクロ 環境の構成要素 経済への潜在的影響

気候変動 • 規制動向、インフラ支出、コモディティに対する需要サイドの影響

• エネルギーミックスの変更

土地利用と生物多様性 • 天然資源開発による土地利用

水資源管理 • 洪水へのリスク管理と水資源確保のためのインフラ投資

大気汚染 • SOX、NOX、粒子状物質などの大気汚染による健康被害や規

制への影響、技術開発

自然災害 • 台風、ハリケーン、火山の噴火は、グローバルな相互作用を混乱させ、コ
モディティ価格に影響を与える

マルチアセット

分散投資と厳重なリスク管理を組み合わせたインベ
スコのマルチアセット戦略は、ボラティリティを低減し、
円滑なリターンを提供することを目的としています。
ボラティリティーを抑え、安定的なリターンを提供する
ことで、投資家の皆様の目標達成をサポートします。
私たちは、マクロ経済レベルで様々なESGフレーム
ワークがあることを認識しています。インベスコのグ
ローバルESGチームとともに、マルチアセット戦略の
運用チームは、グローバルなフレームワークや外部の
ESGリサーチプロバイダーを踏まえながら関連する
ESG要素を特定します。 ESGの問題は、それ自体
が経済分析の決定要因となる場合もあれば、そう
でない場合もありますが、総合的な評価・判断に
影響を与える可能性があると考えています。ESGの
要素は、個々のアイデアの調査、中心となる経済
理論の策定、シナリオの分析など、運用プロセスの
各段階に組み込まれています。

マルチアセット運用におけるESGフレームワーク

マクロ ガバナンスの構成要素 経済への潜在的影響
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当社の議決権行使手法は運用チーム
主導であり、お客様の権利保護や、経
営陣と取締役会の株主に対する説明
責任を強化するためのガバナンス構造と
慣行を推進することにフォーカスしていま
す。インベスコの求めるグッドガバナンスプ
リンシプルは、コーポレート・ガバナンスと
長期的スチュワードシップにおけるベスト
プラクティスに関する当社の見解を概説
しています。

議決権行使の決定はポートフォリオマ
ネージャーとアナリストに属しており、グ
ローバルESGチームと議決権オペレー
ション・チームからのインプットとサポートを
受けながら、企業に影響する様々な事
情や地域のベストプラクティス、第三者
の調査、企業とのこれまでの対話という
多くの要因とインプットを取り入れていま
す。当社独自の議決権行使プラット
フォーム「PROXYintel」により、グローバ
ルな投資チーム全体における意思決定
とその根拠の構築が容易になります。私
たちのグッドガバナンスプリンシプルやガバ
ナンス構造、プロセスは、お客様の最善
の利益のために行使されるよう設計され
てます。

インベスコでは、他の経済的便益また
は他の機会費用がお客様の利益を上
回る特定の状況や、グローバルの議決
権行使ポリシーに記載されるような利
益相反がない場合は、すべての議決
権を行使することを目指しています。
株式を貸し出している場合には、ポー
トフォリオマネジャーは、当社が行使で
きるよう株式をリコールするかどうかを決
定します。アクティブ運用におけるエン
ゲージメントや企業との深い対話によ
る恩恵を受けることを確実にするため、
当社のパッシブ運用戦略や債券運用、
マネーマーケット、ETFを含むインデック
ス戦略などで運用されるアカウントは、
通常、アクティブ運用における大部分
と同じ議決権行使をします。その結果、
私たちの議決権行使の影響は増幅さ
れ、アクティブ運用のマネージャーは投
資先企業に大きな影響力を持つこと
になります。

議決権行使

アプローチ

グローバルなコーポレートガバナンスと議決権行使に関するインベスコのポリ
シー・ステートメントは、世界中での議決権行使に関する幅広い哲学とガイド
ラインの枠組みを定めています。当社のクライアントは、当社の専門知識や受
託者としての責任、および当社の積極的なエンゲージメントと投資先企業との
対話に関するコミットメントに信頼を寄せています。私たちは、アクティブな投資
家としての責任を非常に真剣に受け止めており、議決権行使は投資管理責
任における不可欠な部分と考えています。

地域ごとの行使件数と比率 (%)

North  

America

Latin  

America

UK Japan

AsiaPacific  

(exJapan)

MiddleEast  

andAfrica

Europe  

(ex-UK)

26%

#2,724

10%

#1,049

15%

#1,548

11%

#1,149

4%

#439

28%

#2,948

5%

#542

議決権を行使した総会数

10,399

議決権行使した議案数

247,465

統計

議決権行使した市場の数

74
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グローバル・インベスコ・プロキ

シー・アドバイザリー・コミッ

ティー (IPAC)

運用チームが議決権行使を実践すべきで

あるという哲学を持つ当社では、世界の

様々な運用チームの代表者やESGのグ

ローバルヘッドであるキャサリン・デ-コニク・

ロペスで構成され、当社のグローバル議決

権ガバナンスと議決権行使マネージャーで

あるゾジェ・ヴァタジが議長を務めるグロー

バル・インベスコ・プロキシー・コミッティー

（グローバルIPAC）が設置されています。

グローバルIPAC は、インベスコ内での主

要な議決権問題と行使トレンドを注視・

理解・議論するための運用チーム向けの

フォーラムであり、それによりインベスコが規

制上の義務を果たし、グローバル・プロキ

シー・ポリシーに従って議決権行使プロセ

スにおける利益相反を排除することをサ

ポートしています。

議決権助言機関の利用

インベスコは、議決権助言会社のISSとグ

ラスルイス(GL)の調査を世界的に活用し

ています。ISS とGLは議決権行使の推奨

を含む調査レポートを提供しており、ポート

フォリオマネージャーおよびアナリストがそれを

活用しています。インベスコは、議決権行

使に関して完全かつ独立した裁量を有しま

す。顧客に対する受託者責任の一環とし

て、インベスコでは助言会社に対して広範

なデューデリジェンスを行っています。インベ

スコではまた、委任状の受領や当社独自

の議決権行使プラットフォームである

PROXYintelを通じた議決権の行使と、カ

ナダや英国、欧州での規制当局への報告

義務を果たすためにISSのサービスを利用

しています。ISSとGLに加え、インベスコは

各地域における第三者の調査会社を利用

して地域に特有の調査を活用することもあ

ります。

利益相反
私たちは、お客様の利益を損なう可能性の

ある利益相反を防止・管理するための適切

な措置とするため、効果的で組織的な管理

ルールを保持し、それに基づいて行使をする

よう努めています。当社のグローバルな行動

規範のもと、インベスコおよびその社員は、お

客様のの最善の利益のために行動し、明ら

かな利益相反を引き起こす状況を避けなけ

ればなりません。当社は、すべての取引にお

ける利益相反に関するポリシーとプロセスを

保持しています。議決権行使においては、

運用者としてのインベスコと、お客様やベン

ダーとの間で利益相反またはその可能性が

発生することがあります。当社のスチュワード

シップ活動と議決権行使における利益相反

への対応に関しては、 当社のウェブサイトに

おけるグローバル・プロキシ・ポリシーにおいて

当社のポリシーを確認することができます。

議決権行使結果の開示
私たちは、スチュワードシップ活動と議決

権行使について、お客様や企業に対して

透明性を保つことにコミットしています。当

社のグローバル・プロキシ・ポリシーは、責

任投資や議決権行使に対する当社のコ

ミットメント、加えてエンゲージメントと株主

総会における議決権行使を規定するガ

バナンス方針について、お客様が理解す

ることを助けることを目的としています。そ

して、これはコーポレートガバナンスと長期

的なスチュワードシップ活動におけるベスト

プラクティスに整合的であるよう毎年見直

され、更新されています。

当社は、規制と業界におけるベストプラク

ティスに基づき、世界中で議決権行使結

果を公開しています。議決権行使結果に

関する詳細は、当社のウェブサイトをご覧

いただくか、グローバル・プロキシ・ポリシーを

ご覧ください。

invesco.com/corporate/about-us/esg

インベスコのグローバル・プロキシ・ポリシーは、議決権がお客様の最

善の利益のために行使されることを保証すると同時に、世界におい
てポジティブなスチュワードシップ効果が発揮されるため当社の優れ

たグッドガバナンスプリンシプルを活用するよう設計されています。

Zoje Vataj

GlobalProxy Governance  and 

VotingManager

出所：インベスコ。2020年1月1日から2020年12月31日までの議決権行使結果。
１：経営陣からの提案について反対を表明している総会の％。
２：インベスコのグローバルでの議決権行使に関する統計は、すべての投票について議案レベルで集計されています。

議決権行使した総会比率%

会社提案に反対1

4 3 %

会社提案に賛成

57%

会社提案に反対したカテゴリー2

12% 給与以外の報酬

11% 組織改正と合併

10% 資本

7% 買収防衛策関連

6% 取締役関連

4% 優先株／債券保有者

3% 通常業務

0% その他

株主提案について

賛成した比率

47%

反対した比率

53%

株主提案に賛成した比率%

98% 取締役選任に過半数を求めた

ケース

82% 独立した取締役会議長を

求めたケース

78% 政治献金の開示

56% 温暖化ガス排出

56% 気候変動に関する開示

48% 政治的ロビー活動の開示

29% 取締役会の多様性

22% 人権ポリシーや基準の改善

18% 人権リスクの評価

15% コミュニティ環境へのインパクト
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エンゲージメント

企業経営者とのエンゲージメントや議決権行使は、当社のお客様
の資産を運用し、守り、また価値を拡大させるための取組みにおける
基礎になります。そのため、将来の企業価値に影響を与える可能性
のあるESG課題について、企業に質問したり、対話を提案することが
あります。当社の運用チームの多くが、ESG関連課題を含む多くの
問題に関して経営陣とエンゲージしています。2020年中には企業と
のエンゲージメント・ミーティングを2,000件以上持ちましたが、これは
前年度比で100%以上の増加でした。

プロセス

一元化されたエンゲージメントプロセ
スを通じてインベスコの規模の大きさ
を活用することで、有意義なエンゲー
ジメントを実現する可能性が高まりま
す。私たちは、経営陣から注意を払
われるよう当社の力を一元化し、その
影響力を利用して投資先企業にサ
ステナビリティ関連の行動を促します。

Invescoはまた、ESGに関するエンゲージメントが、グローバルESGリサーチチー

ムとその企業に関わる各運用チームとのコラボレーションであることが確保されるよ

うグローバルのプロセスを確立しています。

• Eメール
投資先企業とのエンゲージメントを強化するため、ポートフォリオ・マネージャーは、グ

ローバルESGチームとの間で一元化されたメール・ボックスを通じて連携しています。

ESGengagements@invesco.com

• 内部アセスメントと協力
グローバルESGチームは、適切な運用チームと協議し、ESGエンゲージメント・

フォーカスリストを見直し、以下の事項を決定します:

a. トピックに関するフィードバックを受けて発行体にそれを提供する,

b. 必要な場合はミーティング／電話会議を設定する,または

c. 直接エンゲージし、他の運用チームと連携する

インベスコのグローバルESGチームは、必要な場合は、発行体と投資家の間のミーティ

ングを設定します。 ESGエンゲージメント・ミーティングは、どの運用チームからもアクセスで

きる一元化されたカレンダーに記録されます。

• リサーチとフォローアップ
グローバルESGチームは事前に深いESG調査を用意し、重要なESGに関するト

ピックについて当社における各運用チームと議論します。グローバルESGチームが

エンゲージメント・レポートを書き、それはBloombergとESGIntelに掲載され、イ

ンベスコの運用チームがアクセスできるようにしています。

当社は、資本に対する利益率を最大化する
こととESG原則を実現するというお客様の二
つの目標を達成するため、非常に積極的な
アプローチを取ります。ESGの重要性に関し
て投資家の視点から経営陣へエンゲージす
ることは、私たちのアプローチの顕著な利点と
なっています。

インベスコでは、日々の運用プロセスの一部と
してのこうした活動に加え、より体系的なESG
エンゲージメント目標が必要な企業を特定し
ています。当社のグローバルESGリサーチ・
チームは、運用チームによるESGエンゲージメ
ント活動を支援しています。これには、ESGエ
ンゲージメントの元になるフォーカスリストの管
理も含まれます。そこでは、ESG格付けや
ESGトレンド、国連グローバル・コンパクト遵
守等が注目されます。当社のフォーカスリスト
は、ポートフォリオ全体について、ESGリスクに
さらされると特定した銘柄を当社がモニターす
るに役立ちます。こうしたリスクを評価するため
に、私達はESGリスクレーティングや企業不祥
事、事業スクリーニング、Climate Action
100+の対象企業、重要なカーボン関連事
業、ガバナンススコア、議決権行使における
反対といった事象を注視しています。重要な
ESGリスクを抱える投資先には、そのリスクを
軽減するための追加的行動を採るよう促しま
す。2020年には120件以上のESGエンゲー
ジメント・ミーティングを実施しました。

インベスコのグローバルESGチームは、運用チームと協力して、投資先

企業との間で、目標を持ち、成果を出すことにフォーカスしたESGエン
ゲージメントを行っており、2020年には2,000件1以上のエンゲージメ

ントを達成しました。

1同一企業に対する複数回のミーティングを含みます。
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エスカレーション手法

私たちは、エンゲージメントの成功は、企業にとって達成が容易ではなく、しかし達成
状況を測定可能で全体の改善状況を監督できるような明確で一貫した目標を設
定することができるかどうかにかかっていると考えます。経営陣との限られた時間を最
大限に活用するため、内外の経営資源に関するESGリスク要因の優先順位付け
を行います。ESGインテグレーションは、企業がESG情報開示を進め、開示内容の
クォリティも改善していることによってより進化していると考えます。

私たちは、経営陣や取締役会レベルと
の積極的なエンゲージメントを通じ、企
業戦略に影響を及ぼすことを目指しま
す。経営陣との継続的なやり取りにおい
ては、私たちが会社のビジョンに同意す
ることが必要です。経営陣がそこから逸
脱していると思われる場合は、私たちは
株主として取締役会や他の取締役と
直接エンゲージすることになります。取
締役会レベルとのエンゲージメントは
ケースによって異なりますが、多くの場合
で議決権行使前に満足のいく結果を
得られます。議決権行使やエンゲージメ
ントが失敗に終わる場合は、当社は、
取締役会や経営陣と更に直接エン
ゲージメントをしたり、他の株主との協
働、サービスプロバイダーによるエンゲー
ジメントの支援、投資減額、最終的に
は売却というようなエスカレーション戦略
を使用する可能性があります。 私たち
は、個別の状況がそれぞれ異なることを
認識しており、様々なアプローチを利用
します。

投資先企業との関係性
を強化しアクティブ投資

家としてのパワーを活用

することによって企業に

変もたらす – そのような
ESGパフォーマンスと運

用パフォーマンス双方を

拡大させるような環境が

全てにメリットをもたらす
と考えます。

Cathrine De Coninck-Lopez
Global Head ofESG

エンゲージメント・テーマ

良いガバナンス

• 独立した取締役会

• ESG慣行の監督とそれに関する専門性

• 取締役会の多様性

• 役員報酬におけるESG指標

• 株主権利

• 環境及び社会に関する取組み

気候変動

• 2050年までのネット・ゼロへのコミットメント

• 気候変動問題の監督

• 気候関連会計（ディスクロージャー）

• バリュー・チェーンのグリーン化（消費者エンゲージ

メント、オペレーション、コミュニティへのインパクト）

• 自然資本（森林伐採、土地利用）

社会正義

• 労働慣行（コロナ危機対応、賃金、福利厚生、

従業員のウェルビーング）

• ダイバーシティとインクルージョン
（性別、人種、民族）

• サプライチェーンに対する責任

• デジタル権利と安全

出所：インベスコ。2020年1月1日から2020年12月31日まで。

1重なりが原因で、合計が100％にならない。

Company region1

Asia  

Europe  

Americas

%(#)

27(613)

38(873)

35(803)

ESG breakdown1

Environmental  

Social  

Governance

%(#)

30(879)

32(910)

38(1,099)

そのトピックが議論された会合

の比率

グローバルESGチームのエンゲー

ジメントの上位10トピック

役員報酬

ESGディスクロージャー

ダイバーシティ

人権

取締役会構成

データ・プライバシー

ガバナンス改革

サーキュラー・エコノミー

ロビーイング

4 4
2 2
14
12
9
7
6
5
5
4
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ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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社会正義

ディスクロージャー／ポリシー

中国のインターネット＆

ソーシャルメディア企業

台湾の

オンライン小売企業

韓国の

化学企業

米国の

建築資材企業

米国の

オンライン小売企業

米国の

金融サービス企業①

米国の

金融サービス企業②

英国の

小売り企業

グローバルな

テクノロジー企業

中国の

化学企業

ソブリン

発行体

21



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

ディスクロージャー／ポリシー

中国の化学企業

アセットクラス

株式

セクター

素材

Background: 
グローバルESGチームがこの中国の化学会社は
ESG評価機関から高リスクと評価されていると指摘
し、当社の運用チームがこの会社にコンタクトしまし
た。同社は、最近ESGレポートを発表していました
が、それにもかかわらず、炭素集約度が高く、ESG
情報の開示が弱いという評価を受けていました。

Summary: 
対話の中で、同社は、人権および環境管理方針
などのESGリスクを軽減するために実施しているいく
つかの方針と手続きについて説明しました。私たち
は、格付会社による同社のESG評価の低さを強
調し、その原因のひとつが情報開示の不足にあるこ
とを指摘しました。また、会社のESGパフォーマンス
を向上させるために、会社が努力すべき他の分野
についても提案しました。これらの対策は同社の
ESGスコアを向上させる効果があり、資本市場で
の同社の見方にプラスの影響を与える可能性があ
ることを指摘しました。

Outcome: 
同社はこれらの提案に前向きに対応し、上級管理
職とさらに話し合うと述べました。私たちは、年内に
フォローアップミーティングを開催し、同社の進展に
ついて確認する予定です。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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ディスクロージャー／ポリシー

中国のインターネット＆
ソーシャルメディア企業

アセットクラス

株式

セクター

コミュニケーション・サービス

Background:
中国で急成長しているインターネットおよびソーシャ
ルメディア企業のESG報告と、コンテンツの完全性や
ユーザーの権利などの社会的課題に関するフォロー
アップ・エンゲージメントの対話を持ちました。

Summary: 
私たちは、新しいESG報告書について議論し、
データ・プライバシーとセキュリティ、コンテンツの監視、
ユーザーの権利保護など、重要なESG課題につい
て新たな質問を投げかけるために同社と対話を継
続しています。私たちは、オンライン・コンテンツ・モニ
タリングにおける同社の実践と、同社のオンラインお
よびメディア・プラットフォームにおけるコンテンツの完
全性をどのように確保しているかについて質問しまし
た。私たちは、ビジネススタンダードの問題を提起し、
中国でのビジネスとグローバルなビジネスを比較して、
同社がどのようにビジネスを行っているのかを尋ねま
した。より厳格な新しいサイバーセキュリティおよび
データセキュリティ規制に準拠することで、オペレー
ションのレジリエンスが高まり、これらがオンラインゲー
ムプラットフォームにおける子供のユーザーの権利保
護に役立つかどうかについて質問しました。

Outcome: 
私たちは、ESGリスクの定期的なレビューとモニタリ
ングを含む、ESG事項に関する取締役会監督の
正式なプロセスを採用することを提案し、同社はそ
れを受け入れました。私たちは、取締役会がESG
問題に正式に取り組むことで、透明性と優良事例
を高めることができると考えています。私たちは、
2021年に同社をフォローアップし、コンテンツの完
全性やユーザーの権利を含むESGリスクについて改
善を確認する予定です。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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ディスクロージャー／ポリシー

台湾のオンライン小売り企業

アセットクラス

株式

セクター

一般消費財・サービス

Background:
当社は、台湾のオンライン小売企業のESG方針と組
織構造について理解を深めるために、この企業にコン
タクトしました。同社のこれまでの開示内容は限定的
で、第三者のESG評価機関からは高リスクという評
価を受けています。主要なESG課題は、カーボンフッ
トプリント、データプライバシー、人的資本です。

Summary: 
対話の中で、同社は、温室効果ガス排出量の削
減、環境に配慮したパッケージ、サイバーセキュリ
ティ、データプライバシーなど、ESGに関する主要な
取り組みについて説明しました。しかし、同社はサス
テナビリティレポートやコーポレートサイトに専用のセ
クションを設けておらず、情報開示も非常に限られ
たものでした。私たちは、格付会社による同社の
ESG評価の低さは情報開示不足が一因であるこ
とを指摘し、改善する努力をすべきであることを伝
えました。さらに、ESGに関する効果的な施策を実
行するために、現在は不足している専門的な組織
体制を構築することを提案しました。
Outcome: 
社内にESG組織を創設し、2021年にサステナビリ
ティレポートを発行する計画を議論するとの回答を
得ました。後日、フォローアップミーティングを開催し、
会社が進展したかどうか確認します。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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ディスクロージャー／ポリシー

ソブリン発行体

アセットクラス

債券

セクター

ソブリン債

Background:
天然資源が豊富な一方で、多様な地理的条件を
持つこの主権国家は、5,000万人を超える人口を
抱えており、その生産性には長い間課題がありまし
た。都市間の輸送には資金と時間のコストがかかる
だけでなく、環境問題や社会問題がつきまといます。
また、武力紛争の歴史が、この課題をさらに悪化さ
せました。アジアから主要な港湾都市に1トンの貨物
を運ぶと、その港湾都市から首都に運ぶのと同じくら
いのコストがかかることがよくあります。これまでの10
年の初期に、この政府は道路を建設し、移動時間
を30％、輸送コストを20％削減することに着手しま
した。有料道路のコンセッションプログラムが開始され
ました。これは、急速に拡大する経済に対応するた
めに苦労していた交通インフラに約500億ドルを投
資するという、より大きな戦略目標の一部です。さら
に、このインフラ整備は、同じ量の貨物をより少ない
トラックで、より短い時間で移動させることにより、ト
ラック交通がもたらす悪影響を軽減し、環境や地域
社会に明確な効果をもたらすことが期待されていま
す。

Summary: 
デューディリジェンスにおいて同国のさまざまなステー
クホルダーと協力し、同国の工業地帯と主要港を
結ぶ道路インフラプログラムに投資しました。私たち
は、ストラクチャリングに関するガイダンスの提供、投
資家層の拡大と市場の流動性の促進、景気後
退による遅延が発生した場合のアドバイスなど、多
岐にわたる活動を行っています。

Outcome: 
これまでのところ、2つの案件に参加し、1つは利益
を上げて完全に撤退し、3つ目の案件については
協議中であり、ガイダンスを提供しています。これら
の投資は、規模が小さく、複雑なクレジット要素を
持つため、市場での流動性に欠けることが多いので
すが、スプレッドの上昇は、当社のポートフォリオの
長期的な視野に立ったポジションに対する報酬に
なると考えています。このような課題に対処すること
は、同国の成長見通しと通貨の競争力を向上さ
せる上で大きな意味を持ちます。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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気候変動

韓国の化学企業

アセットクラス

株式

セクター

素材

Background: 
この韓国の化学会社にESGへの取り組みについて
ミーティングを依頼しました。化学会社である同社は、
様々なESGリスクにさらされています。当社のグローバ
ルESGチームは運用チームと一緒に、同社のIR責任
者と会いました。

Summary: 
同社との会合の中で私たちは、水不足や気候変
動などの主要な環境問題にどのように対処するか、
特に政府が最近設定した2050年カーボンニュート
ラル目標との関連で、ESGに対する会社のアプロー
チについて質問しました。同社は、これらの課題が
もたらす重大なリスクと機会があることを認識してい
ましたが、これらの課題に対処するための包括的な
計画はまだ策定中でした。例えば、水不足がビジ
ネスに与えるリスクを評価したり、二酸化炭素の排
出量を削減する目標を設定したりしていませんでし
た。

Outcome: 
私たちは、ESG課題の重要性と、多くの投資家が
明確なESG戦略を持たない企業への投資を控え
る可能性があることを指摘しました。特に、役員報
酬にESG課題を含める必要があることを伝え、会
社側は、今後の報酬プランにどのESG課題につい
て業績評価指標（KPI）を設定すべきかを検討
すると回答しました。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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米国の建築資材企業

アセットクラス

株式

セクター

素材

Background:
この建築資材企業は、気候変動への移行に向けて
大きく需要が高まる製品やサービスの環境面でのポ
ジティブな影響により、優れたESG資格を有している
と当社の運用チームは判断しました。しかし、すでに
ESGに関する明確なメッセージを持っているヨーロッ
パの同業他社の多くとは異なり、同社の製品の環
境面でのメリットに関するメッセージは限られており、
明確なESG戦略やビジョンもありませんでした。その
ため、当社のグローバルESGチームは、運用チームと
一緒に同社と面談し、同社がより高い認知度を得
るためにどのような変更が可能か、また明確なESG
の方向性や目的を設定するためのアドバイスを行い
ました。

Summary: 
同社は、ESGに関して語るべき良いストーリーを
持っているにもかかわらず、現在は効果的に伝える
ことができていないというフィードバックを私たちは提
供しました。同社の建築用断熱材は、ほとんどがリ
サイクル素材で作られており、設置後にかなりの量
の二酸化炭素を削減していますが、これは報告書
では定量化されていません。そこで私たちは、同社
が業務上の二酸化炭素排出量と、製品の使用に
よって回避される二酸化炭素排出量の両方につい
て、より多くのデータを収集することを提案しました。
また、これらの炭素排出量の削減など、ESGに関
する目標を設定し、それを役員報酬に連動させる
ことの重要性を明らかにしました。さらに、ESGに関
する全体的な戦略を確保するために、サステナビリ
ティの責任者を設置することが有益であることを提
案しました。

Outcome: 
同社は、私たちのアドバイスを取締役会と経営陣
に伝えると回答しました。また、投資家にとっての
ESGの重要性や、ESG格付機関が企業の株価に
与える影響を十分に認識していることも明らかにし
ました。その結果、同社は2021年に初のサステナ
ビリティレポートを作成し、より多くのESG情報を開
示する意向であることを表明しました。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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社会正義

米国のオンライン小売り企業

アセットクラス

株式

セクター

一般消費財・サービス

Background:
当社はこのグローバルなEコマース企業と2回のエン
ゲージメントを行い、Covid-19への対応と倉庫で働
く従業員の健康と安全への影響、また人的資本管
理その他のESG課題に対する取締役会の独立した
監視について質問しました。

Summary: 
同社とのエンゲージメントミーティングでは、人的資
本の管理や倉庫での低賃金や劣悪な環境などの
労務管理に関する会社の認識、社会における幅
広い責任について議論しました。私たちは、特にコ
ロナ危機の際には、ESG、人的資本、労働問題を
監督するために取締役会がより積極的に関与する
ことを強く提案しました。また、取締役の独立性を
高め、人的資本問題を監督し、株主やステークホ
ルダーとのコミュニケーションをより効果的に行う必
要があることを指摘しました。

Outcome: 
ESG情報開示のさらなる改善と、ESGや人的資
本管理の実践に対する取締役会の監督機能を
強化するために、当社との継続的なエンゲージメン
トを約束しました。私たちの目標は、ESG課題につ
いて独立取締役会の取締役と対話することであり、
2021年にこの目標を達成することを目指していま
す。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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米国の金融サービス企業①

アセットクラス

株式

セクター

金融

Background:
これは、2020年に米国の大手金融サービス企業と
のESGに焦点を当てた2回目のエンゲージメントでし
た。今回は、コーポレート・ガバナンスやESGに関する
戦略的な新展開、特に社会正義や人種的不平等
の問題が同社のビジネスやステークホルダーとのコミュ
ニケーションにどのような影響を与えているかについて
議論したいと考えました。

Summary: 
2020年夏に米国で起きた社会正義運動を受け
て、同社は、社内にInstitute for Inclusionを
設立し、自社のオペレーションや外部のステークホ
ルダーのために、ダイバーシティへの取組みに関する
ソートリーダーシップ活動などを強化しています。取
締役会は、人的資本管理やグローバルオペレー
ションにおけるダイバーシティへの取組みを監督する
ことに積極的に取り組んできました。同社は、初の
ダイバーシティ＆インクルージョンレポートを作成し、
性別、人種、民族の問題に関する広範な人口統
計学的データを提供することで、社会正義に関す
る透明性を大幅に向上させました。

Outcome: 
私たちは、2021年の委任状発行時にダイバーシ
ティ＆インクルージョンに関する新しい報告書の有
効性についてフォローアップする予定です。ダイバー
シティ＆インクルージョンに関する透明性の向上が、
当社の事業活動や世界中の顧客・取引先との協
働において、社会的に公正な活動を促進する上で
どのように役立っているかを確認します。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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英国の小売り企業

アセットクラス

株式

セクター

一般消費財・サービス

Background:
グローバルESGチームが同社と1対1で直接話し合
う、初めての対話を持ちました。当社は、英国のサプ
ライヤー工場における違法労働行為や非倫理的な
ビジネス慣行に関する深刻な疑惑を含む最近のサ
プライチェーン・スキャンダルに関連して、同社の経営
陣に直接質問する機会を求めました。

Summary: 
英国における劣悪な労働環境にあるサプライチェー
ンにおける慣行を改善し、取締役会による監督と
説明責任を強化する必要があるため、取締役会
の独立性と監督を含む、同社の改革に関する新た
なコミットメントを中心に同社と対話をしました。同
社は最近、独立アドバイザーと新しい独立取締役
を任命しました。また、サプライチェーンマネジメント
を監督するリスク委員会を新たに設置し、責任ある
調達活動を強化するためにサステナビリティスタッフ
に投資するとともに、ベンダーや工場の監査を強化
しています。人権方針の導入は、サプライチェーンに
おける労働慣行の強化に向けた同社の継続的な
取り組みに有益であると考え、シニアマネジメントに
推奨しました。

Outcome: 
同社は、私たちとの対話を継続することに合意しま
した。私たちは、同社が改善のためのステップや新
たな変化へのコミットメントの実施について、どのよう
に報告し、株主やステークホルダーとコミュニケーショ
ンするかを引き続き監視しています。私たちが期待
するのは、サプライチェーンマネジメントの改善に向
けた是正措置に取り組み、具体的な指標や目標
の全体的な透明性を向上させ、進捗状況を追跡
するためのサプライチェーン/ESGレポートを作成す
ることです。私たちは、倫理的で責任ある調達にお
ける改善と、サプライチェーン・リスクに関する取締
役会による積極的な独立した監視が図られること
を目指します。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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米国の金融サービス企業②

アセットクラス

株式

セクター

金融

Background:
米国の大手金融サービス企業とのエンゲージメントの
目的は、コーポレート・ガバナンスとESGに関する戦
略的な新展開、特に社会的正義と人種的不平等
の問題が同社のビジネスやステークホルダーとのコミュ
ニケーションにどのような影響を与えているかを議論す
ることでした。

Summary: 
ダイバーシティ＆インクルージョンなどの社会的公平
性の問題は、同社とのエンゲージメントの中核をな
してきました。2020年夏に米国で起きた社会正
義運動は、それらの問題を加速させ、私たちのエン
ゲージメントにおける優先課題になりました。9月、
同社は新たな独立取締役の任命に向けて動き出
し、取締役会の多様性と人種の平等に向けて新
たなコミットメントを行いました。同社は、女性取締
役の数を増やし、顧客や取引先における人種間の
貧富の差に対処するプログラムを発表しました。私
たちは、大規模な金融サービス企業として、社会
的・経済的不平等の問題に取り組む責任について、
また、恵まれないコミュニティ、特に有色人種のコ
ミュニティへの金融アクセスの提供と解決策を見出
すための投資に関する取り組みとプログラムについ
て、同社に問いました。

Outcome: 
不公平な立場に置かれたコミュニティに300億ドル
を投資することで事業活動における性別、人種、
民族などの構造的不平等に対処するという同社の
新たなコミットメントについて私たちは学びました。ま
た、同社は、全社的に従業員のインクルージョンと
ダイバーシティをより促進するためにガバナンスとマネ
ジメントの仕組みを改善しました。2021年には、
事業や社会における社会的不平等に対処するた
めの同社の新たなコミットメントの実施状況につい
て議論する予定です。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。
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グローバルなテクノロジー企業

アセットクラス

株式

セクター

情報技術

Background:
世界的なテクノロジー企業であるこの企業は、最近、
ESG課題に関する新たな方針と取締役会の監督を
発表したばかりでした。当社は、ユーザーのデータ・プ
ライバシーやセキュリティを含む人権や表現の自由、
オンライン・プラットフォームにおけるコンテンツの完全
性、サプライチェーン・リスクの管理など、ビジネス上の
重要な課題を議題として取り上げました。

Summary: 
同社とは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原
則」に基づいて策定された新しい人権方針の発表
について話し合いました。この方針は、サプライ
チェーンにおける人権侵害に関する株主からの継
続的な懸念に応えるために採用されました。同社
は、中国におけるイスラム系少数民族への人権侵
害を疑う最近の報道に反論し、サプライチェーンに
おける強制労働の証拠は見つかっていないと回答
していました。私たちは、デジタルプラットフォームに
おける消費者のプライバシーとデータセキュリティに
対するリスクに関連する問題についても提起しまし
た。特に、中国などの市場で、政府からコンテンツの
監視や検閲を求められた場合に、そのリスクにさらさ
れることになります。私たちは、コンテンツ監視に関
する透明性を高め、デジタル・プライバシーと言論の
自由の尊重をバランスさせることについて主張しまし
た。

Outcome: 
エンゲージメント後のフォローアップ・コミュニケーショ
ンとして、私たちは、顧客の安全を脅かし、人権へ
のリスクをもたらし続けている同社のデジタル製品お
よびサービスに関するいくつかの未解決の問題につ
いて、一連の追加質問および問い合わせを同社に
送りました。同社の取り組みの目的は、物理的な
サプライチェーンとデジタルプラットフォームの両方に
おける人権をより適切に管理・監督するために、同
社が新しい人権方針の実施を強化することにあり
ます。

ケース・スタディー

本セクションでは、2020年における当社と投資先企業とのエンゲージメント
に関する詳細なサマリーを掲載します。ディスクロージャーとポリシー、気候
変動、社会正義というテーマに関する当社の取り組みをご紹介します。

気候変動

社会正義

ディスクロージャー／ポリシー

中国のインターネット＆

ソーシャルメディア企業

台湾の

オンライン小売企業

ソブリン

発行体

韓国の

化学企業

米国の

建築資材企業

米国の

オンライン小売企業

米国の

金融サービス企業①

米国の

金融サービス企業②

英国の

小売り企業

グローバルな

テクノロジー企業

中国の

化学企業
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協働エンゲージメント

インベスコは、集団での対話を進める団体に加盟しており、今後より積極的に関与したいと
思われるその他の協働エンゲージメント機会についても吟味しています。私たちは、当社独
自のエンゲージメントに加えて、協働エンゲージメントに参加することの重要性を理解していま
す。

ClimateAction100+
Climate Action 100+は、世界で最も温室効果ガスを排
出する企業が気候変動に対応することを確実にするための
投資家主導のイニシアチブです。Climate Action 100+を
通じたエンゲージメントは、ネットゼロ経済への移行において大
きな役割を果たす167社にフォーカスしています。当社はそ
れに署名しており、気候変動に関する強力なガバナンス枠
組みの実践やバリューチェーン全体での温室効果ガス排出
量削減、情報開示の強化に関する企業のコミットメントを
求めています。

2020年初にインベスコはClimate Action100＋に署名
しており、 現在は1社について共同リード投資家として活動
し、他に7社についても積極的に活動に参加しています。こ
のイニシアチブを通して、当社のグローバルESGリサーチ・
チームは運用チームと協力して、積極的にエンゲージする適
切な対象銘柄を特定しました。

私たちが共同リード投資家となっている企業の会長に
対し、グローバルESGリサーチ・チームとインベスコで最
大のアクティブ運用チームが気候変動について1対1の
対話を持ちました。同社の取組みが進展していることは
知っていましたが、気候変動問題に対するアプローチに
ついてまだ大きく進展する余地があると私たちは考えま
した。リード投資家として、私たちは2020年9月に立ち
上げられた新しいClimate Action100+のフレーム
ワークとベンチマークについて説明するため、同社の
CEOと会長に書簡を送付しました。このベンチマークは
投資家の期待を明確に反映するよう設計されており、
気候変動に取り組む上での会社の行動と野心の度合
いを評価する上で役立つものです。本年、同社は最初
のロビー活動報告書を発行し、スコープ1と2の排出量
についてネットゼロ目標を設定し、スコープ3の短期的
目標を更新し、役員の長期インセンティブ報酬に排出
量を含めるよう進歩しました。私たちは、最初のロビー
活動レポートについて同社に詳細なフィードバックを提
供し、今後の期待を伝える機会となった2つの建設的
エンゲージメントミーティングを持ちました。こうしたミー
ティングが同社が戦略を策定する際に有益だったと述べ
ている同社に、引き続き当社は積極的に関与します。

InvestorMining and TailingsSafety
Initiative
私たちは、鉱滓ダムの崩壊という大事故後の2019年に設
立された、イングランド教会コミッショナーが率いる
InvestorMining andTailingsSafetyInitiativeに
参加しました。この投資家協働イニシアチブは、次の壊滅
的な鉱滓ダムの崩壊が起こるのを防ぐことを目的として創
設されました。PRIやInternational Council on  Mining&
Metals(ICMM)という組織と協力して、オンライン鉱滓デー
タベースの構築や鉱滓管理に関するグローバルな産業規
格の策定など、短い時間で多くの成果を上げました。イン
ベスコは、このイニシアチブの強力な支持者であり、 726の
関連企業に対し、鉱滓施設に関する更なる情報開示を
要求する書簡の共同署名者にもなりました。私たちが企
業や政府と積極的に会合を持つことで、企業や政府がよ
り高い基準を開発する後押しとなり、この分野における企
業評価ツールが発展することになります。今後、関連企業
がグローバル鉱滓規格に加入しているかどうかをESG評価
項目の一つとして吟味し、企業がそれに賛同するようエン
ゲージメントの場で強く奨励します。

世界の金鉱会社CEOと取締役会に
対するShareholders’Gold
Councilの公開書簡
インベスコは、世界の金鉱会社のCEOと取締役会に対
するShareholders’GoldCouncilの公開書簡に署
名しました。インベスコは、カナダの非営利法人で金産業
に投資する投資家向けに調査研究を行うために設立さ
れたShareholders’GoldCouncilのメンバーです。こ
の公開書簡は2020年9月にリリースされており、インベス
コのシニア・ポートフォリオマネージャーや23の投資家が署
名しています。この書簡の目的は、経営陣と取締役、株
主との間でそれぞれの利益の整合性を図ることです。署
名者は、書簡により取締役会が効果的に企業の最善
の利益を管理することで、本セクターの評判を改善するこ
とになると考えています。書簡では16の提案がなされてお
り、コーポレート・ガバナンスや株主利益との整合、報酬、
戦略・実行というトピックがカバーされています。
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私たちのシナリオ分析により、お客様が気候

変動リスクと機会に対処することに関して明
確な方向性とデータが集まりました

Maria Lombardo  

HeadofESGClimate  

Strategies,EMEA

私たちとお客様にとって、社会正義と気候変動は大き

なフォーカス・エリアです。インベスコはTCFDにコミットして
おり、移行に向けて資本配分することで企業をサポート

し、私たち自身がソリューションの一部を担っています
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社会正義

インベスコでは、コミュニティのために正しいこと
を行うことは株主にポジティブな成果をもたらす
ことにつながるという信念を持っています。一企
業として、私たちは女性ネットワークやLGBT
ネットワーク、黒人プロフェッショナルネットワーク、
その他多くのグローバルなイニシアチブを持って
います。多様性は国や文化に固有のものです
が、ジェンダーの多様性を高める必要性は世
界中で絶えず指摘されており、企業レベルで
は当社はジェンダーの多様性にフォーカスして
います。今日、私たちはグローバル企業全体
で多様で才能のある女性の人材プールを持っ
ており、私たちはシニアレベル及び社内のすべ
てのあらゆる部署にわたってより多くの女性が
活躍することを熱望しています。

私たちにはまだまだ改善余地があることが分
かっていますし、私たちのこれまでの旅路は社
会における進展を反映したものです。私たち
は、非営利団体や新興企業等と積極的に
連携して金融教育を改善し、業界や当社に
おけるダイバーシティとインクルージョンを促進
し、私たちの都市の生活の質を向上させるた
めに、地元住民やコミュニティ団体と協力して
います。これらの取組みには、次世代のリー
ダー育成にフォーカスしたプログラムやインク
ルーシブな文化の強化を目的とした研修、
会社に多様な人材を引き付けるための採用
慣行などが含まれます。パンデミックとその広
範な影響により、21世紀においても社会的、
経済的不平等に関する重要性が残っている
ことが強調されました。

パンデミックにより、私たちは地元や地方自治
体、国におけるシステムの脆弱性を厳しく見
ることを余儀なくされました。投資家の責任あ
る資本配分を行う能力とアクティブ・オーナー
シップの力を考えると、金銭的利益よりもはる
かに大きな成果を追求する望ましい変革をも
たらす上で投資家は潜在的に大きな役割を
持っています。

当社は、この状況に対する具体的な対応に
ついて企業と議論することが重要だと考えま
す。長期投資家として、圧力を維持し、実
際の構造改革、特に医療や社会支援構造、
男女平等に関する制度的変化を推し進め
るために重要な時期です。平等のために努
力することは正しいことをする以上のもので、
企業と株主を含むその利害関係者の最善
の利益のために行動することです。資産運用
会社としての当社の責任ある投資は、顧客
の富を保護・成長させる義務と完全に一致
します。

パンデミックは、運用チームがESGの「S」にフォーカス
する動機となりました。従業員福祉、医療へのアクセ
ス、企業文化の配慮、サプライチェーンの持続可能
性といった社会面の中核的な課題は、すべてパンデ
ミックに直接関係しています。当社は、グローバル・イ
ンベストメント・カウンシル（GIC）におけるESGサブ
コミッティを通じて、こうした要因に関する啓発を強化
しています。パンデミックによるリモートワークに適応す
る世界企業の多くにとって、柔軟な労働とメンタルヘ
ルスのサポートがますます重要になります。今後の労
働パターンは大きく変化する可能性が高く、企業の
対応が重要になります。アクティブ・オーナーシップは、
必要な組織的対応が機械的なものでなく、純粋に
大きな利益に向かうためにも重要になります。投資家
として、ポートフォリオ企業の多様性、公平性、公正
な待遇を支援する政策を奨励する機会があります。
適切に考案され、実施された場合、社会的責任あ
るソリューションは、ESGのパフォーマンスと財務パ
フォーマンスの両方を潜在的に向上させることになり、
道徳的価値と受託者責任の両方を果たすことにつ
ながります。

Interfaith Center on Corporate  
Responsibility(ICCR)によるコロナ危
機後の投資家ステートメント
当社は、コロナウイルス対応に関するICCRの
投資家声明に署名することを通じて、企業への
支援を行いました。ICCRの声明を支持する最
大の投資家の一社として、インベスコは世界
9.5兆米ドル以上の運用資産を持つ330以上
の機関投資家と共同声明に参加しました。この
声明は、経済界に対し、以下に焦点を当てて
可能な限りあらゆる措置を講じるよう求めました。

1. 有給休暇の提供
2. 健康と安全の最優先
3. 雇用の維持
4. サプライヤーと顧客とのリレーションの維持
5. 財務的慎重さ

インベスコは投資先企業に対し、世界的パン
デミックによって引き起こされた影響を軽減す
るため、様々な措置を講じることを奨励して
います。 私たちは、継続的な一対一での
ESGエンゲージメントの一環として、これらの
トピックに取り組みました。
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気候変動

気候変動がビジネスや事業戦略、財務パ
フォーマンスに与える影響について企業の理
解を得ることは非常に重要です。低炭素経
済への移行に関する様々な努力や政策導
入の時期や範囲が明確でないため、それ自
体が大きな不確実性を生み出しています。パ
ンデミックにより、不確実性は更に増加しまし
た。気候変動が減速しない中、パンデミック
対応の財政的決断は下されており、それが世
界経済に永続的な影響を与えることになりま
す。これに加えて、気候変動を抑制するため
に取られる経済の変革自体が更にリスクをも
たらします。

当社のお客様は、投資決定においてますます
気候問題を重視しています。彼らは気候変動
リスクから資産を守りたいと思っており、またレジ
リエントで持続可能なビジネスに投資したいと
考えています。当社は、お客様と連携し、ESG
および気候変動関連のソリューションを開発し、
彼らのニーズに対応しています。低炭素経済へ
の移行には、革新的な形の投資が必要になり
ます。そのことにより、様々な分野で新たな製
品やサービスを開発し、市場に投入する機会
が生まれています。

私たちは、ESGおよび気候変動関連の商品
提供を増やし、お客様と共にポートフォリオを
脱炭素化し、業界におけるパートナーと協力
して気候変動にフォーカスした商品やソリュー
ションを定義していく予定です。私たちは投資
家として、適応や移行を促したり、地球の将
来を守るために投資を行う企業を支援し、そ
の行動に影響を与えることを通じて私たちも
気候変動の解決策の一部でなければならな
いと考えています。 我々は、気候関連議題
に関する議決権行使において企業行動に影
響を及ぼす機会を認識しており、そのメリット
について慎重に検討しています。

インベスコはPRI署名機関となってから様々な
委員会やグループに対し、日々の活動から生
まれる知見と専門性を提供してきました。
2019年後半、PRIは、今後の欧州規制を
見越して自発的にEUタクソノミーを実践する
ために、インベスコを含む40以上の機関投資
家を集め、タクソノミー実務家グループを組織
しました。

インベスコは、投資先企業とEUタクソノミーを使
用する方法に関するケーススタディを発表し、タ
クソノミーの継続的な改良に関して政策当局や
監督者にケーススタディを提供しました。インベ
スコのEUタクソノミー・ケーススタディは、PRIの
ウェブサイトに掲載されています。「環境サステナ
ブル」なファンドを欧州で提供する投資家は、ど
のように又どの程度タクソノミーを使用しているか
を 2021年末までに説明する必要があります。
タクソノミーに関する詳細な基準の修正やデー
タの不在などに留まらず、多くの課題が残されて
います。しかし、このグループが進めてきたことは
前向きな動きです。

ケーススタディは、タクソノミーのフレームワークが
実践可能であり、投資家の実践において重要
な洞察を提供できることを示しています。また、
この報告書はタクソノミーに関する政策当局お
よび監督者に対し、グループからの勧告をまと
めています。インベスコは、このような知見を公
開することでタクソノミーに関する信頼を促し、
その実践を促進するというPRIの期待を支持し
ています。

インベスコは、2019年3月から気候関連財
務情報開示タスクフォース(TCFD)を支持して
おり、2020年7月に初の気候変動に関する
報告書を発表しました。私たちの目的は2段
階になっています。まず、TCFDフレームワーク
を活用してエンゲージメントを行い、また自社
の気候変動リスク管理と報告を実施していま
す。TCFDは、気候変動が長期的な金融パ
フォーマンスに影響を与える可能性があり、戦
略的事業課題であるという我々の信念と一
致しています。この信念は、私たちの一企業と
しての行動を導いており、投資先企業の気候
戦略に関する問題について対話する際の貴
重な枠組みとなっています。
世界の二酸化炭素排出量に対する私たちの
投資の貢献に対する理解を深めるために、
Vivid Economicsと協力して、上場株式と
社債の大部分についてカーボンインテンシティ
や気温整合性、気候シナリオ分析を行いまし
た。その詳細については、インベスコのウェブサ
イトを参照してください。私たちは、政策によっ
て推進される移行リスク及び気候変動自体が
もたらす物理的リスクの両方について詳細に
分析しています。

EUタクソノミー適合性ケーススタディー
企業エンゲージメント・ケーススタディー

ノルウェー再生可能エ

ネルギー製造業 =
売上げの90– 100%がタ

クソノミーに合致し、新興国で
のプレゼンスが高い–

タクソノミーの観点から重要
だとは考慮しない

グリーンな製造に移行中のド

イツ製造業 – タクソノミー
合致の売上はないが、タ

クソノミーに整合的な投
資やフローから利益を得

る可能性がある

移行プラン実行中の南欧の

公益事業会社– タクソノミー
に合致する売上は30%未満

だが、長期的なコミットメント
がある

グローバルな製鉄会社

で、情報開示の透明
性やグリーンファンドなど

のスキームに直接関わ
る設備投資を行う

2020年、私たちは

55%
気候変動による財務的・物理的リスクや、メタンガスを含む
温暖化ガスの削減目標や管理手法、監督体制に関する透明

性の改善を求めるに関する開示するよう求める株主提案に
賛同しました。

ケーススタディーの全体像についてはPRIのウェブサイトでご参照いただけます。
https://www.unpri.org/eu-taxonomy-alignment-case-studies/eu-taxonomy-alignment-case-study-invesco-ltd/6389.article
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幅広いESG戦略と基準を用いて、様々な資産クラ

スと投資ビークルにESG商品を提供しています
インベスコでは、30年以上にわたりESG戦略を実践しており、現在では株式や
債券、マルチアセット、オルタナティブ／不動産、ETF、オーダーメイドソリューショ
ンを通じてESG商品を提供しています。当社の各運用センターは、それぞれの資
産クラスにおける投資プロセスで定義される独自のアプローチを持ち、お客様の
多様なニーズを反映したESG戦略の実装手法を幅広く提供しています。当社
は、以下のESG投資のスペクトラムに示されているようなESG戦略と基準を適
用した商品を運用しています。

プロセス プロダクト

ESGインテグレーション

運用プロセスを通して広範か

つシステマチックにESGを統合
する

除外フォーカス

リスク排除のため、または

価値観との整合性のため、
特定の産業や銘柄を除

外する

サステナビリティ・フォーカス・ソリューション
以下の手法のうちのいずれかが用いられる

インパクト投資
環境や社会へ

のインパクトを
目的とする「意

図的」で「測定
可能」な投資

ポジティブ・フォーカス
ESGパフォーマンスに優れた

産業や銘柄をターゲットとする

テーマ・フォーカス

ESGテーマ（例：ク

リーンテクノロジー・ジェ
ンダーバランス・低炭

素等）をターゲットと
する

インクルージョン・

フォーカス

ESG特性に応じて特
定の産業や銘柄を意

図的に選定する

私たちの目的は、2023年までに、

全ての運用資産においてESGを
統合することです。現在は、約

75%の水準でESG統合をしてい
ます。

インベスコは、世界中で40以上の

ESG特化型商品を運用しています。

国によっては、インベスコのESG能力をすべての商品やソリューションに適用できるとは限りません。

インベスコでは、投資意思決定に影響するESG考慮のレベルを測るために内部フレームワークを使用してい
ます。現在、インベスコの運用チームのおよそ75%が「minimalbutsystematicintegration」というESG
統合を達成しています

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

37



2020年12月末現在

億ドル

インベスコのESG運用資産額

Type AUM($bn)

Type AUM($bn)

Location AUM($bn)

ESG商品タイプ AUM($bn)

この資産運用額は、ESG専用商品のみを表しています。ESGによって運用プロセスが主導されているもの
だけが反映されており、ポートフォリオ・マネージャーが明確にESG特性を追求し、運用目的や目論見書に
おいてスクリーニングやサステナビリティへのフォーカスを行うものなどが含まれています。インベスコは様々な地
域にわたり伝統的資産からオルタナティブやETFまで広範にわたりESG運用に注力しています

ESG
インテグレーション

除外フォーカス サステナビリティ・

フォーカス戦略

インパクト

投資

株式

債券

不動産

クォンツ運用

オルタナティブ

上場投資信託（ETF）

当社のESG商品力

インベスコのESG商品は、一部の地域・国においては提供されていない場合があります

北米

欧州中東

アジア太平洋

21.95

11.53

1.03
個人

機関投資家

18.55

15.96
アクティブ

パッシブ

24.00

10.51サステナビリティ・フォーカス戦略

除外フォーカス

19.23

15.18
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1つの商品がすべてのニーズに適合するわけではないことが
私たちは分かっていますので、私たちのESG ETFシリーズに
は幅広いETFの種類が含まれています。私たちは、すべての
投資家がそれぞれ独自の目標を持っていることが分かってお
り、低コストや柔軟性、透明性、税効率などのETFのメリッ
トを投資家が享受しながら独自の投資目標を追求する一
助となることができます。

インベスコのESG ETFシリーズは、脱炭素化や環境汚染の
緩和という二つの目的が主導するグローバルな変革におけ
る経済成長トレンドという投資機会を捉えています。洪水や
干ばつ、極端な気象イベント、山火事の深刻化という脅威
を受け、持続可能性に関する議論と再生可能エネルギー
の開発は加速し続けています。最近の気候変動対策への
取組みは、内燃車の販売禁止から住宅へのソーラーパネル
の設置まで多岐に及んでいます。また、世界の政府は、農
業と人間の消費のために浄水へのアクセスに関する規制と
投資の両方を増やしています。こうした変化は、再生可能
エネルギーや水に対する幅広いエクスポージャーを獲得しよ
うとする動きの初期段階に過ぎず、インベスコでは関連する
地域やサブセクターを捉えることにフォーカスしています。

米国における プロバイダー

全米第 位

ETFにおけるESGの実践

インベスコは、15年にわたってETFを運用しており、業界のパイオニアとして投資家に
多くの革新をもたらしてきました。今日、当社のETFラインアップには債券や株式、オ
ルタナティブ資産などがあり、投資家がさまざまな資産クラスに分散投資することを可
能にする資産配分のためのツールとなっています。当社のETFは、市場を代表する指
数にフォーカスし、その構成銘柄を再現することで投資家に完全な透明性を提供し
ます。

インベスコ・インデクシング（InvescoIndexing）

インベスコのグローバルESGチームは、株式や債券、オルタナティブ資産について
カスタマイズされた独自のESG指数を開発するためにインベスコ・インデクシング
LLC.と協働しています

InvescoIndexingは、先進国や新興国の株や債券における
様々な指数を多数算出しており、顧客独自のニーズに応えるため
に継続的に新しく革新的な指数デザインを構築しています。

Invesco Indexing LLCは、Invesco Ltdの間接的な完全所有子会社です。このグループは、さまざまなグローバルに展
開する各運用拠点を含むInvescoの他のビジネスユニットから、法的に、テクノロジー的に、そして物理的に分離されて
います。
InvescoIndexingLimitedLiabilityCorporation（IILLC）は、英国ベンチマーク規制およびEUベンチマーク規制の下で
第三国のベンチマーク管理者として認められています。 InvescoAssetManagementLimitedは、英国のIILLCの法定
代理人です。インベスコ・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、EUにおけるIILLCの法定代理人です。

出所：Bloomberg、2020年12月末現在
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昨年1年間で、当社の中核となるバリュー戦略と整
合的なESG戦略を開発しており、またESGファク
ターやそれを活用した戦略、ESGテーマにフォーカス
したカスタマイズされたソリューションを提供しました。

当社の運用チームは、戦略的に顧客中心の商品
開発を行っており、ESG機会を捉えるソリューション
や既存戦略のESG戦略への転換、新たな戦略開
発、インベスコのリソースやケイパビリティに基づく革
新的なESG投資戦略の導入などに戦略的に取り
組んでいます。 このセクションでは、新たにローンチさ

れた戦略などの実例を紹介します。

例
当社のマルチアセット運用チームは、資産の100%を
ESG投資に整合しようとする、複数のリスクをターゲット
とする新しいグローバルマルチアセット責任投資戦略を
開発しました。そこで使用される投資戦略は、広範な
リスク・リターン選好を満たすために異なるボラティリティ
目標の下で管理されています。そのベースとなる投資
手法は、通常は以下の手法の全てまたは一部を使用
します。
• 武器やオイルサンド、タバコ関連産業を除外するESGネ
ガティブ・スクリーニング

• 良好なESG特性および/またはそれが改善している企業
へのエクスポージャーを増すポジティブ・スクリーニングまた
はティルト

• 特定のセクターや産業など、環境や社会の持続可能性
に積極的に貢献する事業に関連する企業にフォーカスす
るサステナビリティ・フォーカス

ESGプロダクト・ローンチ

インベスコでは、ポートフォリオ管理プロセス全般
に加え、一部の商品にESGを組み込んでいます。
インベスコは、 投資ソリューションの定義・設計・
販売に際してお客様ニーズにフォーカスしており、
カスタマイズされたポートフォリオや商品を通じてお
客様にESGソリューションを提供しています。当
社は、世界中のお客様のニーズに合わせた独自
の投資能力を提供することで、お客様の成功に
貢献します。

例

インベスコのバンクローン・チームは、発行体に関するリスクデューデ
リジェンスにESG格付けを取り入れた戦略を運用しています。当

社のポートフォリオ・マネジメント・チームは、2015年からESG課題
を投資プロセスに組み込んでいます。ESG要素は、投資チームの
クレジット引受プロセスにおいて重要な役割を果たしており、潜在
的な投資機会の評価における重要な論点になっています。当社
の投資チームは発行体のESG評価の独自フレームワークを開発
しており、バンクローン・アナリストはESGデューデリジェンスを実施し、

750以上のグローバル発行体を独自に評価しています。

インベスコの地方債運用チームでは、発行体の環境特性や環境
関連政策、その計画や実施成果において良好なパフォーマンスを
発揮している自治体やプロジェクトにおける投資機会を見極める
基準として、独自の環境評価とスクリーニングを統合した新たな戦

略を開発しました。これらの評価は、チームの基本的なクレジット
調査プロセスに既に組み込まれているESGリスクに加えて行われま
す。運用チームは、土地や水、省エネルギーなどのテーマで独自の
評価システムを使用することで、発行体が発行する地方債を分析
しています。
このようなテーマには、エネルギー効率性や大量輸送、炭素回収

に関するものなど、気候に対する人為的影響を最小限に抑えるこ
とを目的としたプロジェクトや技術への投資が含まれますが、チーム
が決定した指標に基づいて、技術と再生可能エネルギー（太陽
光、風力、地熱、水力等）および良好な環境特性を持つ発行
体にフォーカスします。さらに、運用チームでは、発行体からの税金
やその他の関連収益が化石燃料埋蔵量などの採掘権のリース等

から派生する場合は除外します。

当社のバンクローン・アナリストが独自

に デューデリジェンスを行い評価を
したグローバルの発行体の数

インベスコが 年に新たにローンチま
たは戦略変更したファンド数

以上
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インベスコのグローバルなESGに関するケイパビリティのすべてが、さまざまな国で提供される
すべてのプロダクト、あるいは、投資ソリューションで利用できるわけではありません。
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気候変動と金融安定性の間の明確なリンクに関するホワイトペーパーで、規制に気候

変動リスクを考慮すべきかどうかではなく、いつ考慮すべきかを問います。また、企業が気

候変動に対処することが必要になることや、それに備えるためのツールについて説明して

います。

世界のファクター投資家が今、何を考えているかを第5回グローバ
ルファクター投資調査で発見できます。約240の年金基金運用者
や保険会社、ソブリン投資家、運用コンサルタント、ウェルスマネー
ジャーをカバーし、5つのテーマのうちテーマ3でESG とファクター投資
の交わりにフォーカスしています。ESGはファクター投資戦略をサ
ポートする可能性があり、最近はそのような傾向が勢いを増してお
り、ESGを考慮するファクター投資家は良好な成績を挙げる可能
性が高いと考えられます。

本ペーパーでは、様々 な地域や資産クラス、投資戦略にわたるインベスコの多
様なESG能力に関するフレームワークや用語などを紹介します。これが、将来
提供される各運用センターにおける特定のESG戦略にフォーカスしたレポートの
基盤となります。

ESG投資には一般的に2つの神話があります。第一に、責任投資は
パフォーマンスを犠牲にしてのみ可能であると主張されることがよくありま
す。第二に、ESG戦略を実施するには、ポートフォリオの大幅な変更と
売却が必要であるとされることがあります。我々は、両方の主張が必
ずしも正しいとは限らないことを示しました。

2020年に私たちは多数のESG関連リサーチをリリースしました
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欧州におけるサステナブル金融が成功するためには、高品質で有意義
なESG情報開示が必要になります。ESGデータの品質と信頼性は大
幅に向上しましたが、投資家の高度化に伴いESG情報開示の更なる
改善に対するニーズも高まっています。開示基準の統一化を進めること
で、投資家がESGスクリーニングやESG評価手法を開発するために必
須となる中核的ESG指標における情報ギャップを埋める可能性があり
ます。ESG情報開示と現実世界における結果、そして投資機会を結
びつける必要があります。人類や地球、繁栄の3つの柱に基づく総合
的なアプローチは、すべての利害関係者にとって真の長期的価値を生
み出す鍵となります。

水産養殖セクターを評価する際に投資家が考慮すべき可能性のある
機会とリスクを検討しています。養殖は比較的新しい産業であるため、
陸上での農業慣行と比較して知識や研究が限られており、投資家が
慎重に判断すべき財務的に重要なリスクが数多くあります。本稿では、
インベスコのESGチームがノルウェーを訪れ、ある養殖会社を訪問した
ことを詳述しています。企業は、水産養殖におけるリスク管理と海洋生
態系への影響の軽減に向けた取組みを強化しています。

キャスリン・デコニク―ロペスとニッキー・グィリアム―ビーハリー、コーリン・メドゥズ、
ヘニング・スタイン博士が共同で、社会的および経済的不平等の悪影響
に対処するために投資するESGの重要な役割を探りました。警官によ
る黒人暴行死事件後のパンデミックや社会不安という出来事がもたら
す影響に関し、ESG投資の社会（「S」）要素と社会的責任投資ソ
リューションが不平等に対処できるのかを考察しています。アクティブ・
オーナーシップは、責任ある資本配分を行い、単に機械的な対応を超
えることで、長期的な持続可能性とより大きな社会善の実現に向けて
重要な役割を果たします。適切に考案され実践される社会的責任投
資ソリューションは、ESGと財務実績の両方を強化し、受託者責任と
道徳の両立につながります。この強力な例として、インベスコと米国の
Amalgamated Bankとのパートナーシップがあります。非営利団体
や労働組合、政治団体、ソーシャル・インパクト企業などの、社会・経
済・人種・環境面における社会正義を促進するために活動する事業
体を支援するという同行の使命に沿ったオーダーメイドの投資プラット
フォームを設計するために、私たちは同行と緊密に協力しました。

ESGに関するソート・リーダーシップを通じて、私たちはお客様との

間でのESGに関する議論を拡張し、新たな視点を提供すること
を目指しています

Henning Stein

GlobalHeadofThought  

Leadership,Zurich
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1987
– 1990

私たちの歩み

は続きます

2 0 0 3 2016 2018 2 0 2 0
– 2007

2013
– 2015 2017 2019

インベスコ初のESG商品は1987年にローンチされ、その後、今日に至るまで私たちの歩みは続いています
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– インベスコ・リアル・エステートが、
軍事関連投資を除外する戦略
を開始

– インベスコ・ファンダメンタル・エク
イティは、アルコール、タバコおよび
賭博に関連する銘柄を除外する
ファンドを提供

1990
– インベスコ・クオンツ・ストラテ
ジーが、ポジティブ/ベスト・イン・ク
ラスのスクリーニングを採用した
ESG戦略のファンドを組成

2003

– インベスコ・クオンツ・ストラテジー
とインベスコ・フィックスト・インカムが、
ベスト・イン・クラス、ポジティブ・スク
リーニング、ネガティブ・スクリーニン
グ、除外基準を組み合わせた
ESG戦略の合同運用ファンドを組
成

2005

– インベスコETFがESGをテーマ
とした2本のETFを組成

2006

– インベスコ・アセット・マネジメン
ト株式会社（東京）がウーマノ
ミクス・スコアを取り入れたファンド
を組成

– 国連がニューヨーク証券
取引所で責任投資原則
（PRI）を公表

2007

– インベスコ・リアル・エステートが
直接不動産の運用プロセスに
ESGの組み入れを開始

2010

– 英国版スチュワードシップ・コー
ドの第1版が公表

2013

– インベスコがUNPRIに署名。
– インベスコが英国版スチュワード
シップ・コードに署名。

2014

– PRIがインベスコ第1回評価レ
ポート（2014年度）を提出
–米国インベスコが、インベスコ独
自のファンドマネジャー（FM）
ポータルにおいて議決権行使を開
始。

– 日本版スチュワードシップ・
コードに関する有識者検討会
が責任ある機関投資家の諸
原則（日本版スチュワード
シップ・コード）を公表
–インベスコが日本版スチュ
ワードシップ・コードに署名。
–インベスコETFの議決権行使が
インベスコに移管

–ESGウォッチリストの世界配信
開始

–インベスコがグローバル・プロキ
シー・
ポリシーを採用
–インベスコUSプロキシー・ア
ドバイザリー・コミッティー
（IUPAC）を設立

–インベスコ・プロキシー・アドバイ
ザリー・
コミッティー（IPAC）をグローバ
ルに展開
–世界的なESG調査ベンダーを
採用
–グローバルで責任投資研修を
開始。

2016
– FRC（英国財務報告評議
会）が署名機関に対するTier
格付けを開始。インベスコが、
強固なプロセスとスチュワード
シップ・コード諸原則の遵守によ
り、Tier 1を取得

–債券、直接投資、議決権行
使においてPRIから「A」評価。

–amLeagueのグローバル・
ロー・カーボン・マンデートでイン
ベスコが1位を獲得（2016年
4月、7月および9月）

–インベスコ・リアル・エステートの
3戦略が、 2016年グローバル・
リアル・エステート・サステナビリ
ティ・ベンチマーク（GRESB）
評価で同種戦略中1位に選出

–インベスコ・クオンツ・ストラテ
ジーが、世界の社会および環境
関連投資に注目したファンドを
組成

–2016年ニューズウィーク・グ
リーンランキングで米国資本市
場第1位。

2017

–2017年PRIから戦略・ガバナン
スと債券SSAについて「A+」評価

–北米のAsset managers 
and BrokersでESG leaderと
して認定

–PRI持続可能な開発目
標（SDG）のアクティブ・
オーナーシップに関するワー
キング・グループのメンバーに
就任

–Deep Data Delivery 

Standardで表彰

–UKSIFの理事会メンバー
に就任

–2017年第一回CIO’s 

Industry Innovation Award 

for ESGの最終候補に選定

–PRIのESG Engagement 

Advisory Committeeに指名

–初のInvestmentStewardship  
and Proxy Voting Annual
Reportを発表

–初のCorporate Social 

Responsibil ity CSR Reportを
発表

2018

– PRI債券アドバイザリー・コミッ
ティーのメンバーに就任

–PRIマクロ経済リスク・アド
バイザリー・グループのメン
バーに就任

–デンマークのダンスケ銀行と共
同でホワイトペーパーを執筆

–ICIグローバルESGタスクフォー
スのメンバーに選出

–カナダのResponsible 

Investment Associationに参
加

–2018年「CIO's Industry 

Innovation Award for ESG」
受賞

–2018年、PRIから戦略・ガバ
ナンスと債券SSAについて「A+」
評価。

–PRIプラスチック諮問委員会メ
ンバーに就任

2019－2020

– SASB スタンダードアドバイザ
リーグループのメンバーに就任

– NASSCOM（インド）の
2019年GCC (Global 
Capability Centers) イノベー
ションアワードを受賞

– 2019年、PRIからストラテジー&

ガバナンスおよび上場株式につい
て「A+」評価。

– TCFD（気候関連財務情報
開示タスクフォース）に賛同

– CII（Council of Institutional 

Investors）加盟

– SASB加盟

– 2020年、Climate Action 

100+に参加

– 2020年、気候変動に関する機
関投資家グループ（IIGCC）に
参加

– 2020年、世界経済フォーラムの
Coalition for Climate Resilient 

Investment（CCRI）に参加

– 2019年にFarm Animal 

Investment Risk and 

Return(FAIRR)にも参加。

ー 年に から戦略&ガバ
ナンスなどで「 」評価

1987 - 1990 2003 - 2010 2013 - 2015 2016 2017 2018 2019-2020
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Glen Yelton
Head of ESG Client  

Strategy, NA(Atlanta)

私たちは、多数の外部団体に積極

的にメンバーまたはサポーターとして
加入しており、また業界における多く

のアドボカシー・グループに参加して

います

インベスコは、気候変動にレジリエントな低炭素経済への

急速な移行を実現するために債券市場を活用する世界

的な運動であるClimate Bond Initiativeのパートナー

となりました。CBIは、気候変動に対する行動と低炭素投

資ソリューション開発に貢献する堅牢で持続可能なグリー

ンボンド市場を育成するため、広報と教育活動を通じて、

グリーンボンド市場を発展させるために設立されました。

パートナーは、気候変動関連ソリューションへの投資を拡

大するためのイニシアチブの開発を支援し、様々な市場開

発委員会に参加し、国やセクターレベルでグリーンボンド開

発計画のための政策アジェンダ設定に助言を行います。

インベスコは、世界のアセットオーナーが主導する、低炭

素経済への移行に対する企業の取組み状況を評価す

るイニシアチブであるTransition Pathway Initiative

（TPI）の正式なサポーターになりました。2017年に始

まったTPIによるツールは、急速に、企業の気候行動に

関するベンチマークになりつつあります。TPIは、投資家の

ポートフォリオとパリ協定の目標との整合性を評価し、私

たちの行動を通じて現実世界での排出量削減を推進す

ることを可能にするために堅牢で独立した調査を提供し

ます。2021年1月現在、23.6兆ドル以上の運用・助

言資産額を持つ世界の94の投資家がTPIを支援してい

ます。

TPIのサポーターは、投資に関するリサーチや企業とのエン

ゲージメント、保有銘柄の管理のためなど、多くの目的のた

めにTPIのツールやデータを使用することにコミットしています。

2019年7月、One Planet Sovereign Wealth

Fund (OPSWF)のメンバーを支援するために、8つの

グローバル資産運用会社が、One Planet Asset

Manager（OPAM）イニチアチブを立ち上げました。

インベスコは、2020年に新たに加盟した他の5つの資

産運用会社と共にOPAMイニシアチブを支援しており、

グローバルな報告基準としてのTCFD勧告の実施を支

持しています。 TCFDは、インベスコとお客様が投資を

通じて気候変動のリスクと機会に対処し、最終的には

将来世代のためにより良い地球を残すために役立つ不

可欠な枠組みです。このサポートの一環として、インベ

スコはOPSWFフレームワークと積極的に協働しており、

基準や規制に関する当局やその他の業界関係者と共

にTCFDフレームワークを推進しています。そこでは

OPSWFのメンバーと実践手法や経験・知見を共有し

たり、調査研究を発表することを通じて、長期の投資

ポートフォリオにおける気候関連のリスクと機会に関する

理解と統合を促進することを目標とします。

インベスコは、Confluence Philanthropy  Belonging

Pledge toAdvance RacialEquityに署名しました。その署
名者は、業界全体における障壁や人種公平な観点を持

つ投資の実践を行うための必要な技術的リソースを特定す
るための取組みに賛同しています。価値観を共有する投資

慈善団体と運用アドバイザーのグローバルネットワークであ
るConfluence Philanthropyは、150以上の機関投資家

や公的・私的財団、ファミリーオフィスに加え、合計1.83兆
ドルの運用資産を持つ個人らがBelonging Pledgeに署名

したと発表しました。様々な資産クラスにおいて人種的公
平性を高めることに関し、参加者は、資本配分における構

造的な障壁を取り除く上で果たすべき重要な役割がありま
す。 Belonging  Pledgeには、持続可能性や公平性、正

義という価値感と資本を一致させることによって投資の実
践を変革するというConfluence Philanthropyの使命を反

映しています。

新たに参加したイニチアチブ

インベスコは、ESG投資は持続可能な未

来を創り出す上で不可欠なソリューションで
あると考えており、TPIやOPAMその他の取

り組みに参加することで、長期的にESG投

資への取組みを強化しています。
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インベスコでは、様々な運用チームが以下のような外部機関の

メンバーやサポーターとして参加することを通じてアクティブな活
動を行っています

• PRI InvestorSignatory

• TaskForceforClimateRelatedDisclosure  (TCFD) 

(Supporter andDiscloser)

• Carbon DisclosureProject(CDP)  

(Investor Member andDiscloser)

• Sustainability Accounting Standards Board(SASB)

• Global Real Estate SustainabilityBenchmark  (GRESB)

• Climate Bonds Initiative(Partner)

• Confluence PhilanthropyAssociate  Advisor

Member

• Farm Animal Investment Risk & Return  Initiative

(FAIRR)

• UK Stewardship Code (Tier1)

• Japanese Stewardship Code(Signatory)

• Quoted Companies Alliance(QCA)

• UK Sustainable Investment andFinance  

Association (UKSIF)

• Investment Association(UK)

• AsianCorporateGovernance Association(ACGA)

• Italian Sustainable Forum(ItaSIF)

• Council of InstitutionalInvestors(CII)(US)

• Responsible InvestmentAssociation  (RIA)

(Canada)

• Responsible Investment AssociationAustralia  (RIAA)

(Australia)

インベスコは、以下のグループに属することで、業界における

アドボカシーとしての役割を果たしています

• Climate Action 100+ (Leader& Participant)

• Coalition forClimate ResilientInvestment(CCRI)  (Founding

Member)

• World EconomicForumFinancing theTransition  toaNet-Zero

Future Working Group

• Sustainability Accounting Standards Board(SASB)  Standards 

AdvisoryGroup

• OnePlanet Asset Managers Initiative (OPAM)

• Transition Pathway Initiative(TPI)

• UKSIF Board ofDirectors

• ICI Global ESG TaskForce

• Climate Financial Risk Forum(CRRF) (UK)

• Climate Financial Risk Forum(CRRF)  Risk 

Working Group(UK)

• Quoted CompaniesAlliance(QCA)Financial  Reporting 

Expert Group(UK)

• Investor Forum(UK)

• Asia InvestorGroup on Climate Change(AIGCC)

• InstitutionalInvestorsGroup on ClimateChange  (IIGCC)

• IIGCCNetZero FrameworkWorking Groups

• Active participationinPRIadvisorycommittees  and working

groups(pastand current):

• PRI Taxonomy ConsultationGroup

• PRI Fixed Income AdvisoryCommittee

• PRI Global Policy ReferenceGroup

• PRI Macroeconomic Risk AdvisoryGroup

• PRI Plastics Investor WorkingGroup

GRESBとインベスコ・リアル・エステート (IRE)

• GRESBは、IREのESG管理やポリシーについてレポート、スコ

アリング、同業他社比較するベースとなります

• IRE2012年からGRESBにデータ提供しており、2014年から
GRESBのメンバーです

• 2020年、IREは、IREの運用資産の60%を占める13のファンドを
GRESBに申請しました

• IREが運用する4ファンドが、5つ星Green Starsの5つ星を受け、それ
は2020年に申請された全ファンドの上位20％にランクしたということで

す。、また6ファンドは4つ星を受けました。
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インベスコのESGに関する情報をさらにお求めの場合は、下記リンク先をご参照ください。

https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/capabilities/esg.html

ご注意事項
本書は、情報提供目的として、インベスコ・アセット・マネジメン
ト株式会社（以下、「弊社」と言います）が海外の拠点で発
行されたものを翻訳して作成したものであり、法令に基づく開示
書類でも特定ファンド等の勧誘資料でもありません。本書にて
記載された運用戦略名は、インベスコの責任投資アプローチを
説明するために例示目的として掲示するものであり、これらの戦
略を推薦、勧誘をする意図はありません。本書は、信頼できる
情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性ある
いは完結性を表明するものではありません。本書で記載された
ランキング並びにレーティング等は、あくまで参考情報であり、将
来の運用成果を保証するものでもなく、今後も同等のものを確
保することを保証するものでもありません。本文で詳述した本書
の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性
を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更される
こともあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じ
る可能性もあります。また、本書は、エンゲージメントを説明す
るために、過去の一時点における投資先企業との対話事例、
または評価事例を掲示いたしますが、あくまで過去の一時点に
おける事例に過ぎず、将来も同様の事例を継続する保証はご
ざいません。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、
転送を行うことを禁じます。

この文書は、特に断りのない限り、インベスコの専門家によって
書かれています。本資料に記載されている意見は、現在の市
場情勢に基づいており、他の投資家の意見とは異なる可能性
があり、変更される可能性があります。本書は目論見書の一
部を構成するものではありません。ランキング、格付け、または
賞に対するいかなる言及も、将来のパフォーマンス結果に対す
る保証を提供せず、時間とともに一定ではありません。データは
すべて作成時点あるいは明示した時点のもので、特に断りのな
い限りインベスコ社が提供しています。すべての画像は、特に断
りのない限り、インベスコから入手したものです。

投資リスク、費用について
運用にはリスクが伴い、場合によっては元本に損失が生じる可
能性があります。当資料は特定の銘柄の運用助言あるいは売
買推奨のために用意されたものではありません。当社運用商品
へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（投資信託に
ご投資される場合には投資信託毎に設定された購入時手数
料および運用管理費用等の諸経費、投資一任契約の場合
は契約毎に設定される運用報酬、等）をご負担いただく場合
があります。

当社運用商品へのご投資には、各商品等に所定の手数料等
（投資信託にご投資される場合には投資信託毎に設定され
た購入時手数料および運用管理費用等の諸経費、投資一
任契約の場合は契約毎に設定される運用報酬、等）をご負
担いただく場合があります。

当社の投資信託の購入時手数料は最大3.85％（税抜3.5%）、運用管
理費用は最大年率2.123％（税込）、信託財産留保額は最大0.3％とな
り、この他にも、保有期間などに応じてご負担いただく費用が発生する場合が
あります。ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりま
すので、表示することができません。各商品へご投資された場合、各商品は価
格変動を伴う有価証券に投資するため、投資リスク（株価の変動リスク、株
価指数先物の価格変動リスク、公社債にかかるリスク、債券先物の価格変動
リスク、コモディティにかかるリスク、信用リスク、デフォルト・リスク、流動性リスク、
カントリー・リスク、為替変動リスク、中小型株式への投資リスク、デリバティブ｟
金融派生商品｠に関するリスク等）による損失が生じるおそれがあります。ご
投資の際には、当該商品等の契約締結前書面、信託約款、商品説明書、
目論見書等を必ずご確認下さい。投資一任契約に関しては、次の事項にご
留意ください。【投資一任契約に係る報酬】投資一任契約に係る報酬などの
総計は、現時点で、当戦略の報酬料率を決定していないため、表示すること
ができません。【特定(金銭)信託の管理報酬】 当該信託口座の受託銀行で
ある信託銀行に管理報酬をお支払いいただく必要があります。具体的料率に
ついては信託銀行にご確認下さい。【組入有価証券の売買時に発生する売
買委託手数料等】 当該費用については、運用状況や取引量等により変動
するものであり、事前に具体的な料率、金額、上限または計算方法等を示す
ことができません。【費用合計額】上記の費用の合計額については、運用状況
などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することがで
きません。

インベスコ・インデックスィング
本書は情報提供のみを目的としており、有価証券やファンドなどの金融商品の
売買を推奨するものではなく、また、それによる利益を保証するものではありま
せん。 Invesco Indexing LLCは投資顧問または受託者ではなく、有価証
券または戦略への投資の妥当性に関して何らの表明も行いません。インベス
コ・インデックスに基づく投資戦略が成功するという保証はありません。

インデックスは管理されておらず、インデックスに直接投資することはできません。
インデックスで表される資産クラスまたはトレーディング戦略へのエクスポージャー
は、そのインデックスに基づく投資可能な商品（存在する場合）を通じてのみ
利用可能です。 Invesco Indexing LLCは、ファンド、デリバティブ、その他
の証券、金融商品、または取引戦略に基づいて、Invesco IndexingLLCイ
ンデックスのパフォーマンスを追跡しようとするものについて、発行、後援、承認、
マーケティング、提供、レビュー、またはその他の方法で意見を表明することはあ
りません。

Invesco Indexing LLCは、Invesco Ltdの間接的な完全所有子会社で
す。このグループは、さまざまなグローバルに展開する各運用拠点を含む
Invescoの他のビジネスユニットから、法的に、テクノロジー的に、そして物理的
に分離されています。
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