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はじめに
マニュライフ・アセット・マネジメント（以下、弊社）では、ESGエンゲージメントを企業に
好ましい変化を促すための建設的な活動で、長期的な投資リターンを向上させる効果的な
手段と捉えています。何かが起きた時にすぐに当該銘柄を売却するのではなく、お客様に
代わって弊社がアクティブ・オーナーとして企業への働きかけを行うことが、長期的な企業
価値と投資リターンの向上につながると考えています。

昨年、弊社はESG エンゲージメント方針を採択しましたが、その目的は、こうした考え方を
表明することで、エンゲージメントのアプローチを明確に示し、それを投資プロセスにどう
組み入れるかを示すことでした。ESGインテグレーション専任チームは運用チームと連携し、
ESG エンゲージメント活動を主導しています。

私は、弊社運用チームがエンゲージメント方針を積極的に取り入れていることや、同方針
が運用の改善に役立つ可能性があることを強く実感しています。ESG 課題への注目は、
マニュライフ・アセット・マネジメントの資産運用プロセスにおける基本的な要素となって
います。

弊社はアクティブ運用に注力しており、アクティブ運用にはESGが不可欠です。アクティブ
運用では、ESG要素の分析を基本的な運用プロセスに組み込んでいます。こうしたアプローチ
をとることで、投資機会を発掘する能力やウィーク・ポイントを見極める能力が向上し、最終
的にお客様にとっての資産価値向上という目標達成が可能になると考えます。

マニュライフ・アセット・マネジメント

伝統資産部門 社長兼CEO
最高投資責任者  
クリストファー・コンキー

* 本稿では、上場株式および債券に関するマニュライフ・アセット・マネジメントのエンゲージメント活動に
ついて述べています。

本資料は、Manulife Asset Management (US) LLC が作成した ”Engagement Report FY2017” (2018年5月発行) を、マニュライフ・
アセット・マネジメント株式会社が翻訳したものです。
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エンゲージメント
弊社は、投資家として影響力を行使することにより、長期的に安定した成長と、重大な ESG リスクの継続的な削減を可能とするサスティ
ナブルなビジネス・プラクティスの採用を企業に対して促すことを目指しています。

エンゲージメント活動においては、企業の経営戦略やバリュエーションの基盤となる ESG の課題への理解を深めるため、投資先企業との
率直な対話の機会を設けています。弊社では、エンゲージメント活動を通じて、投資先企業のバリュエーションやファンダメンタルズ
または経営戦略に影響を及ぼす ESGリスクを低減させることにより、長期的なリスク調整後リターンを向上させることを目指しています。

エンゲージメント活動の中では、企業行動を長期的により好ましい方向へ変化させることを目指し、必要に応じて企業に対してビジネス
慣行についての説明や、ESG に関する情報開示の改善を求める一方で、企業の ESG 戦略をモニタリングの上、フィードバックを提供
する活動などを行っています。

弊社では他の投資家との協働エンゲージメント活動も行っています。協働エンゲージメントのメリットは、他の投資家や業界専門家と
協力することで、ESG の課題やマクロ経済問題およびシステミックな問題への影響力を高めることが可能となる点です。2017 年には
メタンガス排出、サイバーセキュリティ、気候変動リスクに関する業界エンゲージメント 3 件を含む、10 件の協働エンゲージメントを
行いました。

詳細については、弊社ウェブサイトの 「エンゲージメント方針」をご覧ください。

マニュライフ・アセット・マネジメントのグローバル・エンゲージメント活動

60 社 件の協業的
エンゲージメント10

エンゲージメントの地域別内訳

図1：エンゲージメントの地域別内訳 図2：エンゲージメントの業種別内訳
弊社は14カ国でエンゲージメント活動を実施しており、その大半（83%）
がアジアと北米です。

エンゲージメント活動は9業種にわたり、最大の割合を占めるのは金融
（35%）で、次が一般消費財（11%）です。これらセクターは主要ベンチ
マークで大きな割合を占めており、社会およびガバナンスに関する問題
発生率も高い傾向にあります。

欧州 14%

北米 47%

オーストラリアおよびニュージーランド 3%
アジア 36%

金融 35%
資本財 5%
電気通信サービス 5%
エネルギー 7%
素材 10%

生活必需品 7%
情報技術（IT）10%
ヘルスケア 10%
一般消費財 11%

出所：マニュライフ・アセット・マネジメント、2017年12月31日現在 出所：マニュライフ・アセット・マネジメント、2017年12月31日現在

http://www.manulifeam.com/jp/About-Us/21474850440/1041/
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図3.1：エンゲージメントのテーマ（ESG要素）別内訳 図3.2：エンゲージメントのテーマ（重点トピック）別内訳
 ■ 環境、社会、コーポレート・ガバナンスという3 つの分野にわたって

140 項目以上の ESG 課題に取り組みました。1 社に対する 1 回の
エンゲージメント対話で複数の ESG 要素を取り上げるケースもあり
ます。

 ■ エンゲージメント活動は 14 の主要テーマを網羅  

 ■ 取締役会の構成、従業員の能力開発関連、役員報酬が上位 3 つの
テーマです。

ガバナンス（G）33%

環境（E）38%
社会（S）29%

取締役会の構成 23%
従業員の能力開発 15%
役員報酬 10%
サイバーセキュリティ 9%
排出関連 7%
製品の品質および安全性 7%
サプライ・チェーン 6%
土地活用 5%

水 3%
エネルギー消費 3%
株主の権利 3%
気候変動 3%
汚染 2%
贈収賄 2%
その他 2 %

出所：マニュライフ・アセット・マネジメント、2017年12月31日現在 出所：マニュライフ・アセット・マネジメント、2017年12月31日現在

マニュライフ・アセット・マネジメントは ESG への取り組み方針に明記しているように、長期的に成功を収める企業は健全なガバナンスを
実践すると考えています。この考え方は、上位 3 つのテーマのうち 2 つがガバナンス関連であることに表れています。もう 1 つの 
テーマは従業員の能力開発です。有能な人材の採用、トレーニングおよび人材の定着化を重視する企業は長期的に持続可能なビジネス・
モデルを有する傾向が同業他社と比較して高いと弊社は考えています。
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環　境  （E） ケース 1
運用チームは、豚肉生産の企業グループと面談し、ビジネス上の基本的な問題に加え、二酸化炭素
排出に関する開示が不十分である点など、ESG に関する課題について話し合いを行いました。
結果的に、提起した疑問点に関して同社から明確な説明はありませんでした。エンゲージメント
活動を通じて得た情報と弊社独自の分析により、同社のリスク／リターン特性は相対的に魅力的で
はなく、ESG に関する情報開示が透明性に欠ける点が明らかになったため、運用チームは同社への
投資を中止することを決定しました。

ケース 2 
ある金属・採鉱企業は、テーリング・ダム（鉱山の選鉱・製錬等で発生する不用な鉱物を無害化
処理した後に水分と固形分に分離し、その固形分を堆積させる施設）の崩壊に関連した賠償請求に
備えて多額の引当金を計上していました。弊社では、リスク管理の改善と将来の訴訟回避のために
何らかの措置を講じているか、引当金が係争中の民事および刑事訴訟に対して充分な水準である
か、そして ESG 調査機関に対して適時かつ能動的な情報伝達を行ったかどうかといった観点から、
同社に対するエンゲージメント活動を行いました。

同社へのエンゲージメントを通じて、運用チームは様々なタイプのテーリング・ダムのリスクとリスク
低減プロセスについての知見を得ることができました。訴訟とその後の政府による監視強化への
対応が行われた結果、情報開示は改善され、同社の同業他社との比較もしやすくなりました。

運用チームは、経営陣が適切な措置を講じたことを評価し、議決権行使において経営陣を支持しま
した。  

社　会  （S） ケース 3
ある金融機関は、外部の ESG 調査機関やデータ・プロバイダーから低い格付評価をされており、
ESG の情報開示が不十分であることがその要因と見られていました。運用チームは同社経営陣と
面談し、優れた人材の活用、インセンティブ、人材の定着化といった「社会（SOCIAL）」面を含む、
ESG に関する様々な課題についての情報提供を求めました。同社は、ダイバーシティ、インクルー
ジョン、人材の定着化に関する方針を説明しました。運用チームは ESG の課題に対する同社の対応
を評価し、同社への投資を継続しています。

ガバナンス  （G） ケース 4 
ある自動車メーカーは、グローバル、国内および業界の同業他社よりもガバナンスの評価が低かった
ため、投資対象から除外されていました。運用チームは同社経営陣と面談し、取締役会の独立性、
製品リコールに備えた引当金の計上、業界の二酸化炭素排出スキャンダルに関する同社の取り
組みについて説明を求めました。同社からは満足のいく説明が得られなかったため、運用チームは
同社への長期的な少数株主持分投資に懸念を持ちました。そのため同社をポジション削減のため
のウォッチ・リストに載せ、最終的にはポジションを解消しました。

総　合  （E,S&G） ケース 5
弊社は 2016 年に、ある中規模銀行に対するエンゲージメント活動を行いました。2016 年に同行
へのエンゲージメントを実施した目的は、投資家としての影響力を行使して同行の業務に関する
サステナビリティ項目についての報告を求め、ガバナンスのベスト・プラクティスの実践を促すこと
でした。同行が 2017 年第 1 四半期に初のサステナビリティ・レポートを公表した点を評価して
います。また、2016 年に明らかとなったガバナンス問題の一部は改善するか、既に解決されて
います。弊社は 2017 年を通じて、サイバーセキュリティ、気候変動、製品の安全性などを含む
幅広い ESG の問題について、継続的に同行に対するエンゲージメント活動を行いました。
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マニュライフ・アセット・マネジメントESGチーム

エミリー・チュウ、MBA
ESG チーム グローバル・ヘッド

（在香港）

フレデリック・イズライブ、CFA
米国 ESG スペシャリスト

（在ボストン）

マーガレット・チャイルド
カナダ ESG スペシャリスト

（在トロント）

ティム・チャン
アジア ESG スペシャリスト

（在香港）



グローバル・オフィス一覧
ボストン 
Manulife Asset management (US) LLC
197 Clarendon Street
Boston, MA 02116
United States
TEL:+1-617-375-1500

トロント 
Manulife Asset Management Limited
200 Bloor Street East
Toronto, Ontario, M4W 1E5
Canada
TEL:+1-877-852-2204

ロンドン 
Manulife Asset Management (Europe) Limited
One London Wall 
London, EC2Y 5EA
United Kingdom
TEL:+44-20-7256-3500

香港 
Manulife Asset Management (Asia)
16/F, Lee Garden One
33 Hysan Avenue
Causeway Bay, Hong Kong
TEL：+852-2910-2600 

東京 
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN 館15 階
TEL:03-6267-1940 （機関投資家営業部） 

上記以外のアジアにおける資産運用拠点一覧
• 中国（北京市） Manulife TEDA Fund Management Company Ltd.
• 台湾 Manulife Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.
• シンガポール Manulife Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.
• インドネシア PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
• マレーシア Manulife Asset Management Services Bhd
• タイ Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
• ベトナム Manulife Asset Management (Vietnam) Co., Ltd.
• フィリピン The Manufacturers Life Insurance Co. (Phils.), Inc.

日本国内向け主要運用戦略一覧
＜株式戦略＞
日本株式クオンツ・アクティブ（バリュー型）
グローバル株式／グローバルフォーカス
米国株式（大型コア／大型バリュー／オールキャップコア）
エマージング株式
アジア太平洋小型株式

＜債券戦略＞
日本債券：ストラテジック・アクティブ
グローバル債券：ストラテジック・インカム
グローバル債券：ストラテジック・インカム・オポチュニティ
エマージング債券
アジア債券アクティブ
米国債券コア／米国債券コアプラス
米国地方公共債
カナダ投資適格社債
証券化資産

＜プライベート・アセット戦略＞
グローバル森林投資
グローバル農地投資

マニュライフ・アセット・マネジメントについて
マニュライフ・アセット・マネジメントは、カナダのグローバル金融サービス企業であるマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションの資
産運用ビジネス部門です。運用拠点はカナダ、米国、英国、日本、香港を含む世界 16ヵ国・地域に構え、伝統的資産からオルタナティブ
投資に至るまで幅広いソリューションをご提供しています。



ディスクレーマー
本資料は情報の提供のみを目的として作成されており、特定の商品について勧誘・販売を行うものではありません。また、作成時における信
頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、適時性、信頼性、完全性を保証するものではありません。また、
本資料に掲載された過去の実績等は将来の運用成果を約束するものではありません。
投資一任契約に関する留意事項及び投資対象となる有価証券等に係るリスク
投資一任契約はお客様から金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部の一任を受け、その投資判断に基づきお客様のために投
資を行うのに必要な権限を委任されお客様の財産を運用する契約です。当該契約に基づき投資を行う場合、資産種目ごとのリスクは以下のと
おりです。投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等によりリスクの内容や性質が異なります。なお、以下はすべてのリスクを網羅した
ものではありません。
① 株式

株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクがあります。株式市場全般における株価が下落する場合や株式の発行体の業績
が悪化した場合には、投資先の株価が下落し、損失が生じることがあります。 

② 債券
金利の上昇により債券価格が下落した場合や発行者の信用状況の悪化等の場合に損失を被ることがあります。従って投資一任契約のもとで投資
した元本は保証されているものではなく、欠損が生ずるおそれがあります。

③ 証券投資信託受益証券
　組入れた有価証券等の値動き（外貨建証券の場合には為替市場の変動の影響も受けます）や当該有価証券発行者の信用状況の悪化等によ
り基準価額が下落し、損失を被ることがあります。従って投資元本は保証されているものではなく、欠損が生ずるおそれがあります。クローズド
期間がある証券投資信託受益証券については、クローズド期間中は換金することができません。

④ 外国籍ファンド（外貨建）
組入れた有価証券等の値動きや当該有価証券発行者の信用状況の悪化、為替相場の変動（組入れた有価証券がファンドの表示価格と異なる場
合）等により、基準価額（表示通貨建）が下落し、損失を被ることがあります。また、表示通貨での基準価額が元本を割り込んでいない場合でも、ファ
ンドの基準価額の表示通貨と円との為替相場の変動により、円換算時に損失を被ることがあります。従って資本元本は保証されているものでは
なく、欠損が生ずるおそれがあります。クローズド期間があるファンドについては、クローズド期間中は換金することができません。

⑤ 為替リスク
為替変動により外貨建資産の円換算価値が下落することがあります。外貨建資産を保有する場合、円高局面では円換算により資産価値が減少し、
損失を生じる場合があります。

⑥ 金利変動リスク
金利変動により公社債等の価格が下落するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債等の価格は
下落し、損失が生じる場合があります。

⑦ 信用リスク
有価証券等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により利息又は償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務
不履行）リスクをいいます。この場合、有価証券の価格が大きく下落することが予想され、損失が生じることがあります。また、発行体の信用
力に対する市場参加者や格付機関の見方が悪化することにより、有価証券の価格が下落することがあり、損失が生じることがあります。

⑧ 流動性リスク
有価証券等を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がないため、有価証券等を希望する時期に希望する価格で売却（ま
たは購入）することができなくなるリスクをいいます。一般的に、規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券等の売買にあたっては、
このリスクが大きくなります。また、一般的に市場を取り巻く市場環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が
高まります。市場での流動性が低下する場合、有価証券等の価格が下落し、損失を生じる場合があります。

⑨ カントリーリスク
投資先となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、又は混乱した状態に陥った場合に、当該国における資産の価値や当
該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。このような国に投資している場合、有価証券の価格低下、通貨下落等により、損失を生じる場合
があります。

⑩ カウンターパーティリスク
取引の相手方の倒産等により、意図した取引ができなくなるリスクをいいます。債務不履行が生じたり、契約を履行するコスト等により損失が生
じる可能性があります。

⑪ 投資手法・対象に伴うリスク
空売り、貸し株、各種スワップ、コール・プットオプション、株価指数オプション、差金決済取引、先渡し取引、その他のデリバティブ取引など
の投資手法を用いるリスク、確定利付証券、未公開・譲渡制限付・非流動性証券、償還制限証券、財務状況の困難な企業に投資するディスト
レス投資など投資対象に伴うリスクなどにより損失が発生する可能性があります。

⑫ レバレッジリスク
少額の投資により、高い投資効果を得るためにレバレッジを利用することがあります。高い効果が得られる反面、想定が外れた場合多額の損失
を被る可能性があります。さらに、先物証拠金等においては、レバレッジによって元本を超えた投資を行う結果として、元本超過損失が生じる
可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することが
できません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託し
ます。

⑬ 実物投資のリスク
森林あるいは農地投資は火災、天災、灌漑設備、水源、天候等、実物投資特有のリスクが顕在化する場合があります。

⑭ 複合的なリスク
上述のリスクが複合的に重なり、多岐にわたる未曾有のリスクが発生し、想定外の元本超過損失が生じる場合があります。

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社との投資一任契約に際しお客様にご負担いただく報酬等は各種商品、サービス等により異なるため、
事前にその合計額または上限額等を表示することができません。投資一任契約の締結にあたっては、必ず「契約締結前交付書面」や「金融商品
販売法に基づく重要事項説明書」等をご確認の上、お客様ご自身でご判断下さい。
本資料の著作権・知的財産権の一切の権利はマニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に帰属しており、弊社の書面での許可なく本資料を使
用またはその他の行為（複製、改変、譲渡、貸与、販売、出版、及び営業活動または営利を目的とする使用等すべて）を行うことを禁止させて
頂きます。
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