


当レポートでは、インベスコの2021年の主な成果とESG投資への

継続的コミットメントをご紹介します。

1.0

ESGアプローチ

2.0

ESGインテグレーション

3.0

インベスコのESGプロダクト

4.0

持続的価値創造のための

アクティブオーナーシップ

5.0

ツールとイノベーションへのフォーカス

2021年を通じて、リサーチやポートフォリオレビュー、ポー

トフォリオ最適化、エンゲージメント、議決権行使などを
サポートするツールやシステムの開発を継続的に実施し
ました。

6.0

業界における活動

インベスコは、メンバーシップなどの参加形態や支援を

通じて、社外組織や業界団体に関与しています。

7.0

Thought Leadership

8.0

34年の歩み

インベスコにおける初めてのESG関連商品は1987年

にローンチされ、その取り組みは今日まで続いています。

インベスコでは持続的に資産価値を創造し、効果的にリ

スクを軽減するために、発行体とのエンゲージメントを実
施しています。私たちは、資本市場におけるスチュワード
としての権利と責任に基づき、専門知識を駆使して、お
客様の最善の利益のために議決権行使の判断を下し
ます。

インベスコでは、お客様のニーズを反映した有意義な形

でESGの議論に貢献するよう努めています。2021年を
通じて、様々なESG関連の出版物をリリースしました。

インベスコのESG投資は、運用チームとグローバルESG

チームが共同で開発した独自のツールや手法を用いて、
運用チームが主導しています。

インベスコでは投資プラットフォーム全体で財務的に重要

なESG要素を統合し、お客様にしっかりした成果をもたら
します。

インベスコのESGプロダクトは、多岐にわたる資産クラス

を幅広くカバーし、様々なESG戦略や基準を採用して
います。



インベスコでは、運用チームが主導してESG

投資を実施しています。グローバルESGチーム
はそのサポートおよびESG分析を担当し、
運用マネージャーがポートフォリオに関する意思
決定の裁量権を保持しています。

1.0

ESGアプローチ

“インベスコではESGは継続的かつ戦略的な取り組みです。財務
的に重要なESG要素をインベスコにおけるすべての運用機能およ
びプロセスに組み入れることを目指して、大きく前進しています。”

GREG MCGREEVY
SMD, Head of Investments
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インベスコでは、あらゆる角度からESGに取り組んでいます

ESGにフォーカスした包括的な運用機能を提供することで、
お客様が投資を通じて価値創造することを可能にします。
また、財務的に重要なESG要素を運用プラットフォーム
全体に統合し、お客様にしっかりした成果をもたらすよう
努めます。

出所:インベスコ。2022年1月時点。例示目的のみ。

ESGインテグレーションのプロセスは

Section 2.0 をご覧ください。

ESGインテグレーション

• 財務的に重要なESG要素を考慮

• 持続的価値創造

スクリーニング
(除外)

アプローチ
リスク回避や価値観との整合性を高めるため、

特定の産業または銘柄を除外。

プロセス

• セーフガード（防御）の採用（例：

Article8の除外要項）またはお客様の

ニーズに合わせた除外

プロセス

• ESGインテグレーション

• セーフガード

• 除外の拡張（例：従来型エネルギー産業
の組入れ0%など）

• ポジティブアロケーション（例：投資ユニ

バースから下位30%のESGスコア企業

を除外）

ESGラベルあり

サスティナブル

アプローチ
ESG特性に基づいて業種や企業を意図的に
選択し、明示されている持続可能な特性を
目標にポートフォリオを最適化

プロセス

• ESG インテグレーション

• セーフガード

• 除外項目の拡張 （任意）

• ポジティブアロケーション（任意）

• 設定された特性/KPIを満たすベスト-イン-クラ

スの企業（例：ベンチマークより優れたESG

スコアまたはカーボンスコア、テーマ別アプロー

チなど）

ESGラベルあり

インパクト投資

アプローチ
測定可能でかつ社会や環境に有益な影響

（インパクト）をもたらすことを投資目標にしま

す。財務的な目標よりも優先されます

プロセス

• どのインパクトにフォーカスするかによりプロセス

は異なる

ESGラベルあり

ESGプロダクトは

Section 3.0 をご覧ください。

レスポンシブル

アプローチ

ESG特性に基づき、特定の産業や企業を
意図的に除外



インベスコにおける責任あるスチュワードシップとは
お客様のために長期的な価値を創造し、経済･環境･社会に

持続的な利益をもたらすことを意味します。

1 出所：インベスコ。2021年12月31日時点。弊社グループESG投資の資産運用残高の定義には、弊社グループのESG特化商品（様々な戦略、地域、顧客ニーズに合わせたポートフォリオおよびマンデート）が含まれています。ESGに特化した資産運用残高としての条件を満たすには、

各ポートフォリオおよびアカウントは規制上の最低要件を上回るESG基準を有する必要があります。この特性は、基本的な運用プロセスへのESG要素の組み入れとは区別して評価されます。この分類方法は、基準が比較的シンプルな除外スクリーニングのポートフォリオやアカウントから、

テーマ戦略、 ESG最適化のための多角的アプローチを採用した戦略までを含みます。

ESG投資の

資産運用残高¹

約 億
米 ド ル

現在のESG投資の

ポートフォリオおよびマンデート数¹

多岐にわたる戦略・地域および

顧客ニーズに対応

現在のESG

インテグレーション比率

インベスコにおける

ESG投資戦略の取り組み

年以上
株式、債券、マルチアセット、

オルタナティブ、不動産、ETFおよび
オーダーメイドのソリューションを

提供しています。



投資家としてのESGへの取り組み

ESGインテグレーション 思考の多様性により

もたらされる恩恵

価値創造のための

権利と責任

革新的なテクノロジーの

活用
環境への配慮 ソリューションへのコミットメント 透明性

投資プラットフォーム全体に財務
上重要なESG要素を統合し、
お客様にしっかりした成果をもたら
すよう努力しています。

インベスコでは思考の多様性を
重視しているため、一般的な手
法とは異なるESG手法を用いま
す。インベスコのESG投資は、運
用チームとグローバルESGチーム
が共同で開発した独自のツール
や手法を用いて、運用チームが
主導します。グローバルESGチー
ムは、リサーチやエンゲージメント、
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分
野においてプロフェッショナルな見
解を提供することで運用チームを
サポートしています。このようなリ
ソースおよびケイパビリティを活用
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アプローチを実施しています。

インベスコでは持続的に資産価
値を創造するために、発行体との
エンゲージメントを実施しています。
私たちは、資本市場におけるス
チュワード（資産受託者）として
の責任に基づき、専門知識を駆
使して、お客様の最善の利益の
ために議決権行使の判断を下し
ます。

インベスコでは運用チームへのサ
ポートや情報を提供するために、
テクノロジー、イノベーション、デー
タを最大限に活用しています。リ
サーチ、ポートフォリオのレビューお
よび最適化、エンゲージメント、
議決権行使などのアクションをサ
ポートする独自のツールやシステ
ムを開発しています。

インベスコでは、顧客の関心と投
資目的に合致した幅広いESG

商品を提供しており、その中には
環境を考慮した商品も多く含ま
れています。環境問題への理解
を深め、顧客がエネルギー移行を
進めるための一助となるよう、イン
ベスコはネットゼロ・アセット・マネー
ジャー・イニシアティブ（NZAMI）
への署名、Climate Action 100+

（CA100+）への参加、気候関
連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）およびその他のイニシ
アチブの支持を表明してきました¹。

運用商品を通じてESGの価値
観を明示的に表現する手法を求
める顧客が増えています。インベ
スコは今後も革新的なソリュー
ションや商品を開発し、顧客に提
供していきます。インベスコが運用
するESG特化の資産運用残高
は既に960億ドル²以上となってお
り、この経験を基に、より一層の
努力を重ねて参ります。

インベスコでは、ESG投資におい
ては透明性が必要であると深く信
じています。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 出所：インベスコ。2021年3月時点。
2 出所：インベスコ。2021年12月31日時点。弊社グループESG投資の資産運用残高の定義では、弊社グループのESG特化商品（様々な戦略、地域、顧客ニーズに合わせたポートフォリオおよびマンデート）が含まれています。ESGに特化した資産運用残高として

の条件を満たすには、各ポートフォリオおよびアカウントは規制上の最低要件を上回るESG基準を有する必要があります。この特性は、基本的な運用プロセスへのESG要素の組み入れとは区別して評価されます。この分類方法は、基準が比較的シンプルな除外スクリー

ニングのポートフォリオやアカウントから、テーマ戦略、 ESG最適化のための多角的アプローチを採用した戦略までを含みます。



1.1 組織

インベスコのグローバルESGチームは11の運用拠点および45以
上の運用チームと協働し、センター・オブ・エクセレンスとして機
能しています。

ガバナンス
ESGに関するガバナンスは以下の4つの層で構成されています。

1. 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

のグローバル全体の運用拠点と各資産クラスのチーフ・インベストメン
ト・オフィサーおよびマネージング・ディレクターによって構成されています。
GIC の共同議長は、弊社グループCEO と運用部門のシニア・マネー
ジング・ディレクターが務めています。GIC ではインベスコの社内プログラ
ムの戦略およびガバナンスを推進しています。GICはインベスコの運用

チームを監督し、グローバルに専門知識やサポート、コネクションをバラ
ンスよく提供します。このようにGICは、より良い成果を一貫性をもって
長期的に顧客に提供することに貢献しています。

2. GIC ESGサブコミッティではESG投資の課題に重点的に取り組んで
います。インベスコでは、ESG要素の組み入れは、運用チーム単位で

実施しています。当コミッティは、運用チーム、オペレーションチーム、グ
ローバルESGチームからなる60人以上の人員で構成されています。こ
れにより、世界各地の運用拠点間において、ESGに関する正式な
協力体制が確立されています。

3. 22名の専門家で構成されるグローバルESGチームは、インベスコ
全体のESG投資のベストプラクティスを最大化するためのセン

ター・オブ・エクセレンスの役割を担っています。これには、ESGイ
ンテグレーション、議決権行使、エンゲージメント、ディストリビュー
ションチームへの顧客エンゲージメントに関するサポート、商品開
発チームへのESGイノベーションに関する助言が含まれます。グ
ローバルESGチームは、クライアント、リサーチ、議決権、分析の4

つの柱で構成されています。運用チームがポートフォリオの投資判
断に関する裁量を維持しながら、北米、アジア太平洋、EMEA

の3つの地域に配置されたグローバルESGチームがサポートと分
析を提供しています。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。

4. インテグレーションのアプローチ目的を明確にし、総合的で影響力
のあるものにするために、弊社グループ内の様々な枠組みにおい
てワーキンググループが設置されています。各アセットクラスや各地
域のESGインテグレーションを実施・強化するために設置された

ワーキンググループもあります。また、エンゲージメントなど、ESG

投資の優先事項にフォーカスするグループもあります。加えて、商
品、マーケティング、規制関連、テクノロジー、ディストリビューショ
ンなどの要素を取り入れ、組織を横断した取り組みも実施してい
ます。

“グループ内の11の運用拠点が

それぞれのベストプラクティスを発揮し、
協働してESG投資を推進しています。”

LANCE DILORIO

Head of Investment Specialized Services

ケイパビリティの提供
4つの柱で構成

グローバルESGチーム

クライアント

• ディストリビューションチームへのメッ

セージングおよびトレーニングを指導

• 顧客のESGニーズの把握

• 商品戦略のサポート

リサーチ

• ESGに関する独自の定性・定

量調査

• 運用チームとのエンゲージメント

の協働

議決権

• ガバナンスに関するガイダンスを
提供

• PROXYintelの開発および議決
権行使のグローバル方針をサ
ポート

分析

• ESG分析、ESGデータベンダー

の選定、ポートフォリオ内のESG

スクリーニングおよびレビューの管

理

グローバル インベストメント カウンシル

ESG サブコミッティ

資産クラスおよび運用拠点の

ESGチャンピオン



1.2 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です。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、各種フレーム
ワーク、業界情報、専門知識、調査、分析等、ESG活動に関する最新

情報を共有しています。各研修は、地域や資産クラス、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、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たり、運用プロフェッショナルと協働して発行体とのエ
ンゲージメントに関する詳細な調査を行っています。社内コミュニケーショ

ンには、月次のESGニュースレター、社内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、社員に継続的に提供されている人材開発研修プログラムには、全社
員向けのESG研修が含まれています。

1.3 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ており、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・統制、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
規律あるリスク管理をベースとした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。

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のポリ
シー・手順の評価、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リスク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。

インベスコの
グローバルESGチーム

チームメンバー 公式認定資格 学術分野 言語 地域 女性の割合 シニアチームメンバーの

ESG投資

平均経験年数

出所：インベスコグローバルESGチーム。2022年2月時点。

“私たちは、ESG投資の旅路において大きな前進を

遂げています。 実際に活動に勢いがついており、顧
客やポートフォリオ・マネジャー、世界の大企業から小

さな企業との日々の議論の中でESGが取り上げられ

るようになりました。”

CATHRINE DE CONINCK-LOPEZ

Global Head of ESG



2.0

ESG 
インテグレーション

インベスコでは投資プラットフォーム全体に財務的に重要
なESG要素を統合し、お客様にしっかりした成果をもたら
すよう努めています。

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、インベスコは、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。

インベスコの運用チームは、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、 財務的に重要なESG要素に関する

評価が運用プロセスに広範に組み入れられています。弊社グループ
のポートフォリオ・マネジャーは、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

を考慮します。特定の地域における法的義務による制限を除き、
インベスコではESGを投資における制約条件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、資本市場におけるスチュワードとして
の責任を重く受け止め、エンゲージメントは企業の持続的価値
創造を促す機会だと考えています。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。
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。
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2.1 株式

インベスコでは、企業の財務的健全性やブランド／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。基本的な調査では、企業が財務的に重要なESG要素にどの
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。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。財務的に重要なESG要素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。財務

的に重要なESG要素の評価は、投資リスクと機会の検討材料の
一部として、広範に運用プロセスに組み込まれています。

インベスコの株式運用チームは、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。

セクターごとの重要なESG要素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。

米国テキサス州に拠点を置く当社のバリュー株式運用チームは、財務的に重要なESG要素を運用プロセスに組み入れる体系的なプロセスを開発しました。

当チームでは以下の「Capture - Analyze - Engage - Monitor」という仕組みを通じて、ESGを投資戦略の運用プロセスに統合しています。

Capture: 当運用チームでは、ESG特性と投資レ

ポートの作成に、各銘柄のESGスコアとトレンド
（例： ESGintelや外部のESG情報）を包括的
に検討します。ESGデータの有効性や質には差が
あることを念頭に置き、各企業の地域や時価総額
規模に応じたESG課題を検討します

Analyze: 当運用チームでは「Analyze」におい

て、各銘柄のリスク特性を考慮する上で重要な
ESG課題を特定し、ESGの重要性レベルを吟
味します。バリュー株式戦略ではESGスコアなど
の特性を重視しているものの、その中には割高
なものや、成長が遅くESG特性が脆弱な銘柄
も散見されます。ESGスコアが低い銘柄につい

ては、その要因を調査し、リスク評価に組み入れ、
経営陣と議論する分野としてリストアップします。

Engage: エンゲージは、最も建設的なアプローチ

です。当チームのESGインテグレーションプロセス
では、エンゲージメントを目的とした保有銘柄の
ESGウォッチリストのメンテナンスを実施しています。

Monitor: リスク管理および監督プロセスの一環と
して「Monitor」を実施しています。ESGスコアを

集計し、その傾向が改善／悪化している企業に
焦点を当てることで、 ポートフォリオの保有銘柄
やウォッチリスト内の企業の進捗をモニタリングしま
す。必要に応じて、財務的に重要なESG要素
について、企業と直接またはグローバルESGチー

ムを通じて間接的にフォローアップを行います。当
運用チームは、ESGチーム主導で実施する年2

回のESG課題のレビューに参加しています。

持続的な収益成長見通し（E）、高いクオリティ
特性（Q）、魅力的なバリュエーション（V）を備

えた企業の特定が当EQVチームの主要なフォーカ
スになります。

一方、ESGを考慮することによって、リスク調整

後ベースで最も魅力的なEQV銘柄を特定する
能力が強化されるとも考えています。

当運用チームによるフランスの某工業製品企業へ
の投資は、バリュー投資においてESG投資を実践
した一例です。長期保有を目的としたこの銘柄は、

エネルギー管理の世界的なリーダーであり、顧客が
エネルギー消費を管理・合理化するためのソリュー
ションを開発・販売している企業です。同社の収益
見通しと事業のクオリティに対する当チームの評価
は、サステナビリティを目指す企業のリーダーとしての

同社の考えによってプラスに評価されています。過
去10年間、投資家として定期的に同社の投資方
針を確認し、ESGへの取り組みなど重要なテーマ
について経営陣と定期的に議論してきました。同
社が持つ魅力的な株式価値とESGのファンダメン
タルズの組み合わせは、運用チームの確信を高め

ており、当該銘柄を長期保有する上で重要な判
断材料となっています。

例示目的のみ。ポートフォリオ・マネジャーが使用する投資手法やリスク分析が期待される結果をもたらさない可能性もあります。

環境リスク

CASE
STUDY

インベスコのバリュー株式運用チームにおける財務的に重要なESG要素の組み入れ

バリュー株式運用チームの投資運用プロセスでは、魅力的でかつ持続的に長期的な成長が期待できる優良企業の特定に重点を置いています。
それにより、健全なESGのファンダメンタルズを持つ企業の選定が可能になります

社会リスク

ガバナンスリスク

エンゲージメント

企業全体のクオリティおよび

リスクプロファイルと

持続的な長期的成長の可能性を

評価する上でESG考慮は重要です

財務上重要なESG事項とリスクを統合

• 運用プロセス：

銘柄選択プロセスおよびリスク評価

• ドキュメンテーションプロセス：
株式リサーチおよびポートフォリオドキュメンテーショ

ン– ESG ‘プロファイル’

• データプラットフォーム ：
ESG情報のツールボックス

• 議決権行使およびエンゲージメントプロセス：

検討を要する潜在的な課題の特定



2.2 債券

当社の債券チームは、発行体の債務履行能力に

最も影響を与える可能性のある財務的に重要な
ESG要素を、基本的な調査プロセスに統合してい
ます。

私たちは、専門的分析を用いて、どの発行体が
ESGを考慮する上で勢いがあり、同業他社を上
回っているかを判断しています。

資本のスチュワードとしての責任に基づき、ESG

チームと協力しながら、資産の持続的価値創造を
高めるために発行体と対話します。私たちは、戦
略、透明性、資本配分、ESG考慮といった事柄
に関する見解を発行体に提供します。私たちは、
アクティブ・オーナーシップを顧客に対する受託者責

任の重要な要素であると捉えています。

債券投資は非常に幅広く多様です。国の発行
する政府債から、証券化債券、非公開企業の
ローン、その他の様々な資産があります。

地理的、構造的、規制的な違いにより、データの

入手可能性やESG要素、経営陣の関与の度合
いなどは異なります。

その結果、ESGに対する基本的なアプローチは一
貫しているものの、ESG評価に至る道筋は、特定
の資産の制約やチャレンジを反映して異なるものと
なります。当社は、市場の広さが持つ意味と透明

性を把握するために、第三者の調査やデータを利
用しています。これらの外部情報は、当社の深い独
自調査を補完します。明確で一貫したアウトプット
を提供するために、当社は独自のESG評価手法と
システムを開発しました。このシステムには、E／S／
Gの3つの柱とトレンドに関するサブ評価が含まれま

す。 アナリストは、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この調査をプラットフォームに保
存します。また、一部のチームは、インベスコ独自の
ESGスコアリング・ツールであるESGintelを使用し
ています。

ESGintelには、先進国と新興国についても相対的

パフォーマンスを比較できるESGカントリー・スコアが
含まれます。

債券における財務的に重要なESG要素の統合プ
ロセスでは、プライマリー及びセカンダリー市場にお

ける投資機会としてESGが考慮されます。そこで
特定されたESG事項への懸念は、最終的な投資
決定と相対的価値評価に反映されます。

私たちの独自リサーチや財務的に重要なESG要素
の統合へのコミット、グローバルな手法により、債券投

資におけるESGパートナーを求める顧客に対して、
しっかりした提案を行うことができると考えています。
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2.3 マルチアセット

ESG課題そのものが経済分析の決定要因に

なることもあれば、そうでないこともありますが、
全体的評価には影響があると考えます。

トップダウンのマクロリサーチに加え、ESGを考慮し
たボトムアップの分析も重要な役割を担っていま
す。資本のスチュワードとして、当社は投資先企

業間のベストプラクティスを促進するために、保有
する投資先企業の議決権を行使します。議決権
行使の決定は、マルチアセット・ポートフォリオの投
資先である様々なビルディングブロックを担当する
ポートフォリオマネージャーに委ねられます。このプ

ロセスでは、外部のESGデータとESGintelのよう
な内部独自のESG評価を合わせて利用します。
議決権行使が委任されている一方で、当社のマ
ルチアセット・ポートフォリオマネージャーは、定期

的に投資先ポートフォリオのマネージャーと彼らの

ESG手法について対話とモニタリングをしています。
これは、マルチアセットポートフォリオのESG特性が、
私たちの目指す顧客成果と整合的であることを確
実にするために行われています。

機関投資家として、私たちは受益者の長期的

な最善の利益のために行動する義務があります。
このため、私たちは資本のスチュワードとしての責
任を非常に重視していますし、財務的に重要な
ESG要素が継続的に改善されるためにエンゲー
ジメントは必要なツールだと考えています。グロー

バルESGチームと共に、会社の取締役会や上
級管理職との直接対話、他の株主との協働、
サービスプロバイダーとの対話など、エスカレーショ
ンを段階的に強めることがあります。

当社の債券投資は、独自調査を重視し、ファンダメンタルズ評

価に重点を置いて、顧客のポートフォリオのアクティブ運用をサ
ポートするものです。財務的に重要なESG要素を統合するこ
とは、この投資フォーカスと強く合致しています。

当社のESGアプローチは進化し続けていますが、財務的に重

要なESG要素を評価することが長期的なリスク調整後リターン
の向上につながるという信念に変わりはありません。このことを念
頭に置き、私たちは、マテリアリティとモメンタム、エンゲージメント
の組み合わせを実行します。

ESGは通常、上場株式や債券、インフラ、不動産に

フォーカスしています。興味深いことに、マルチアセットや
マクロ投資におけるESGは、あまり取り上げられず議論
されることが少ないようです。まだ課題はありますが、より
多面的なポートフォリオにも財務的に重要なESG要
素を組み込むための重要なステップを、私たちは踏み

出しました。私たちは、長年にわたり、マルチアセットや
マクロ投資において財務的に重要なESG要素を考慮
した投資を行う最前線にいると感じています。

マクロ投資においては、ESGの考慮はトップダウン・リ

サーチの一環として自然に行われます。政党が変わ
るなどの大きな政治的変化は、特定の経済のカント
リーリスクに影響を与え、所得格差などの社会的要
因は国の成長潜在力を決定する上で重要な役割
を果たします。私たちは、マクロ経済レベルではさらに

多くのESG要素があると考えます。



2.4 不動産

世界の炭素排出量に大きく寄与している可能性
のある不動産の場合、ESGインテグレーションの重
要性を否定することはできません。私たちのアプロー
チにおいては、私たちが生活し働く場所が、地球の
未来にとって他に類を見ないほど重要であることを
十分に認識しています。

炭素排出量と気候変動、住宅や商業施設の開
発による影響、森林破壊の幅広い影響など、これ
らはすべて、ESGリスクを特定し、効果的に管理す
ることの利点を指すまたとない機会であることは間
違いありません。「ブラウン」な建物から「グリーン」な
建物への移行は、テナントの生活様式の変化や不
動産使用方法の変化とともに欠くことができません。

サステナブルな建物を決める基準は数多くあり、
ESGのあらゆる要素をこのプロセスに組み込むべき
であると考えています。そのため、当社の投資プロセ
スでは、資産の質や持続可能な資金調達、長期
的な企業戦略、そして建築環境が社会や自然に
与える影響を幅広く考慮することとなっています。こ
のような総合的視点が様々なステークホルダーとの
エンゲージメントを促しているので、一面的な環境
データに依存した運用とは対照的になります。私た
ちは、ESGに対して確立された規律あるアプローチ
を取ることで、顧客のニーズに応え、受託者責任を
果たすことができると信じています。

サステナブル不動産は、世界的な脅威に対抗

するという意味に加え、個人の生活にも関係し
ます。テナントや入居者の選択が、資産の長期
的なパフォーマンスに大きく貢献します。

当社は、効果的ESGインテグレーションは世界の
リスクを特定し管理するために必須だと考えていま
す。当社のアプローチは:

• 俯瞰的・フォワードルッキング・積極的であり、

• データと対話を活用し、

• 透明性や説明責任、所有者としてのプ
ライドを高め、

• 投機よりもスチュワードシップを重視する
長期的考えに根差しています。

当社のESGインテグレーションとリスク低減手法は、

サステナブルな不動産投資に関する投資パート
ナーを探している顧客にとって機会となると当社は
考えています。

“ESG は、この10年間で決定的な投資基準の1つとなりました。

インベスコ・リアル・エステート（IRE）は、責任ある投資家および
家主として、すべてのステークホルダーの利益のためにコミットメント

を実現することにフォーカスしています。”

MAX KUFER

Head of ESG, Private Markets
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この30,000㎡の20階建てオフィス

ビルはオーストラリアのメルボルンに
あります。

2017年にビクトリア州のレトロフィットオフィ
スビルとして初めて、市場における最高ラ
ンクの「6 Stars NABERS Energy 

Rating」を取得しました。また、このビルは

は、6 Star NABERS Water Ratingと
5.5 Stars Indoor Environment Rating

も取得しました。

Source:InvescoRealEstate,

2021.



インベスコ・リアル・エステートのグローバルESG+R目標
「環境、社会、ガバナンス」＋「レジリエンス」（ESG+R）は、投資

運用プロセスのすべての段階に統合されています。その際、「より良
い建物」「より広い洞察」「資産の将来性」という3つの重要な柱に
注力しています。

私たちは、より良い建物を通じて炭素排出量ゼロを目指し、環境

性能と認証レベルを向上させるための行動計画を実行します。
ESG+Rの枠組みを実践する上で、投資判断に役立つ新たなリス
クと機会に関する幅広い洞察を深めています。また、物理的リスク
と移行リスクの両方に関する潜在的な環境影響を投資判断に反
映させることで、資産の将来性を高めることに注力しています。

投資判断に影響するこれらのテーマの柱は、デューデリジェンスで実
施されるESG評価によって裏付けられています。また、当社のアク
ティブ投資手法では、当社のグローバル戦略全体についてポートフォ
リオレベルでESG+R目標に特にフォーカスしています。右表は、私た

ちの投資判断に影響を与えるESG+Rフレームワークの基本的部
分を示しています。

グローバルESG+Rフレームワーク
Fundamentals

Environment
ネットゼロが意味することを理解する：
2050年またはそれ以前にネットゼロを
達成できるように、気候変動にポジティ
ブな行動を取ることを含む

• カーボン削減の推進

• グリーンビル認証

• 水利用効率性

• 循環経済

Social
健康と社会的影響：健康や、テナント

にとって活動的で適応的スペース、そして

インベスコが操業する地域社会にフォーカ

スすることを含む

• スキルと研修

• テナント・エンゲージメント

• 地域社会と社会的価値

• 健康とウェルビーイング

Governance
情報開示と透明性：社内外の両方

• 外部（ポートフォリオ）ディスクロー
ジャー

• 戦略がバナンス＆監督

• コンプライアンス

Resilience
投資プロセス全体におけるESGイン

テグレーションと、ポートフォリオ及び

資産レベルでの気候変動リスクと機

会の評価

• 物理的気候リスク

• 移行的気候リスク

インベスコ・リアル・エステートの
グローバル「ESG+R」目標 1

2050年またはそれ以前までに

温暖化ガス排出量を

ネットゼロ

2030年までに

エネルギー・インテンシティとカーボン排出量を

削減

2030年までに

水使用量を

削減

2030年までに

廃棄物転用を

増加

1これらの目標を達成できる保証はありません

具体的目標 具体的目標具体的目標 具体的目標



インベスコでは、30年以上にわたってESG戦略を実装して

おり、現在では株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ、
不動産、 ETF、カスタムメイド・ソリューションを通じてお客
様に提供しています。当社の各運用拠点は、それぞれの
資産クラスに加え、投資プロセスにおいても独自の手法を
導入しています。

当社は、お客様の多様なニーズに応えるため、様々な

ESG手法を導入しています。

3.0

インベスコのESGプロダクト

当社のESGケイパビリティは、様々なESG
戦略や基準を採用する多様な資産クラスや
投資商品をカバーしています
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ESG Product Launches
財務的に重要なESG要素にフォーカスする当社の

ESG投資は、当社商品やマンデートの基盤となる
運用プロセスや個別商品に組み込まれています。イ
ンベスコは、投資ソリューションの定義や設計、提供
において顧客重視のアプローチをとっており、カスタマ
イズされたポートフォリオや商品を通じて、顧客ニー

ズに合うESGソリューションを運用する能力を備え
ています。私たちは、顧客ニーズを満たすため、持
続的価値創造とリスク低減を通じて、私たちの投
資能力（ケイパビリティ）を世界中に提供すること
で顧客の成功に貢献しています。

過去1年間、当社はESG商品とESG要素、戦略、
テーマに焦点を当てたいくつかのカスタマイズされた
顧客ソリューションを開発しました。当社の運用チー
ムは、ESG機会に合致した顧客中心の投資ソ

リューションの戦略的開発や、ESG戦略への転換
や新規立上げのための潜在的戦略の特定、インベ
スコのリソースと能力に基づく革新的なESG投資
戦略の導入にフォーカスしています。このセクションで
は、商品レベルでのESG特性を含む、今年ローン
チされた新規戦略や既存商品からの戦略転換の

一部を紹介します。

1出所：インベスコ。2021年12月31日時点。インベスコのESGケイパビリティが様々な国で提供される商品や戦略のすべてに適用できるわけではない。弊社グループESG投資の資産運用残高の定義では、弊社グループのESG特化商品（様々な戦略、地域、顧客ニーズに合わせたポートフォリオおよびマンデート）が含まれています。ESGに特化した資産運用残高
としての条件を満たすには、各ポートフォリオおよびアカウントは規制上の最低要件を上回るESG基準を有する必要があります。この特性は、基本的な運用プロセスへのESG要素の組み入れとは区別して評価されます。この分類方法は、基準が比較的シンプルな除外スクリーニングのポートフォリオやアカウントから、テーマ戦略、 ESG最適化のための多角的アプローチを
採用した戦略までを含みます。2021年、EMEA地域におけるSFDR第8／9条適格への転換がESG特化商品の運用資産残高の前年比増加の大部分を占める。

多様な戦略・地域・顧客にまたがる190に及ぶESG

ポートフォリオやマンデート

億米ドル

インベスコが運用するESGフォーカス資産

“ESGは人によって違う意味を持

ちます。私たちが幅広い機能と
商品を提供することで、顧客は

ESG価値観と投資を合致させ

ることができます”

地域別構成比 運用資産額（10億米ドル）

北米 27.6

欧州中東 65.8

アジア太平洋 2.2

顧客属性別構成比 運用資産額（10億米ドル）

リテール 70.0

機関投資家 26.8

運用手法別 AUM (US$bn)

アクティブ 82.1

パッシブ 13.6

2021年、インベスコは

以上
のESGプロダクトをローン

チしました
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運用資産額（10億米ドル）

ALEX CHAN

Head of Strategy APAC



CAS E
STUDY

EMEA地域における規制（SFDR）対応と
インベスコの進化するサステナブル投資商品

2021年3月、EUのサステナブル金融行動計画の一

環として実施されたサステナブル金融情報開示規則
（SFDR）が発効しました。SFDRは、サステナビリ
ティに関する開示を標準化することで、機関投資家や
リテール顧客が投資商品のサステナビリティ特性を理
解、比較、モニターできるようにすることを目的としてい

ます。その名称が示すように、 SFDRは投資商品を分
類することで、どのような基準が商品に適用されている
のかについて、より高い透明性を提供することを目的と
しています。

SFDRを受けて、当社はすべての対象商品を

SFDRに従って分類しました。この一年、私たちは顧
客の進化するニーズに応え続けられるよう、商品群
の体系的な見直しを行いましたが、これはまだ始まり
に過ぎません。私たちは、顧客のためにSFDR第8条
および第9条適格商品をさらに提供し、継続的に見
直していくことにコミットしています。

SFDRへの対応は、現在そして今後、顧客ニーズや規
制が進化していく中で、様々なソリューションを開発す
るというインベスコの幅広いコミットメントの一部となって
います。私たちは、優れた投資手法としてサステナブル

投資がますます重要な役割を果たす中、顧客とともに
歩んでいくことを楽しみにしています。 2021年12月

第9条適格の4ESG商品をローンチ

2021年11月

第8条の除外フレームワークに基づき、更に65プロダ
クト（470億米ドル超の資産額に相当）を第8条

適格に分類

2021年10月

第8条適格のレスポンシブルまたはサステナブル商品を
さらに拡張し、追加で5戦略をESGに転換

2021年4月

新たに策定された明快なESG基準に基づき、
既存5戦略を転換

2021年3月

SFDRへの対応としてインベスコの既存
18ファンドが第8条適格になる



第8条適格商品とは、投資先の企業がグッドガバナンスの実践に従っていることを条件に、環
境特性または社会特性あるいはその組み合わせを促進するものです。2021年末時点で、イ
ンベスコは第8条に適格の90以上の商品を提供しています。 1

第8条除外フレームワーク
第8条適格の「Screened/Exclusionary」カテゴリーの商品には、以下の除外要件が適用
されます。第8条適格の「レスポンシブル」及び「サステナブル」商品には、更なる除外要件が
適用されることがあります。

“ESG投資は非常に複雑であり、慎重に考え抜かれたアプローチ

が必要です。インベスコは、顧客と連携し、顧客固有のニーズに
合った効果的なESGソリューションを提供します。”

GLEN YELTON

Head of ESG Client Strategy EMEA & NA

第9条適格商品とは？

第9条適格商品とは、金融的目的に加えて、環境または社会に関する目的を持ち、「サス
テナブル投資」に投資するものです。このサステナブル投資は以下の特徴を有します：

• その商品が持つ環境または社会的目的の達成に貢献する

• その他の環境または社会的目的に重大な害を与えない

• グッドガバナンス経営を行う企業が行う

2021末時点において、インベスコでは第9条適格商品を4つ提供しています2

インベスコのグローバルESGチームは、インベスコ・インデキ

シング・チームと連携し、株式や債券、オルタナティブ資産
クラスを対象としたカスタマイズされた独自のESG指数を
開発しています。インベスコ・インデクシングは、先進国と新
興国市場をグローバルに網羅しており、時価総額規模や
信用格付けの全範囲にわたって、数多くの株価指数と債

券指数を管理運営しています。このチームは、顧客独自
のニーズに対応するため、インデックス設計の革新的アプ
ローチを継続的に検討しています。

INVESCO INDEXING（インベスコ・インデキシング）3

1出所：インベスコ。2021年12月31日時点。2 出所：インベスコ。2021年12月31日時点。3 (Invesco Indexing LLCはInvesco Ltd.が間接的に100%所有する子会社である。当グループは様々なグローバルの運用拠点を含むインベスコの他の事業と法律的・技術的・物理的に分離されている。Invesco Indexing Limited Liability Corporation

(IILLC)は、UK及びEUベンチマーク規制における第三国ベンチマーク・アドミニストレーターとして認識されている。InvescoAsset Management Limitedは、UKにおけるIILLCの法的代理人である。Invesco Investment Management Limitedは、EUにおけるIILLCの法的代理人である。)

ESG関連ETF（Exchange Traded Funds）は、

投資家がESGの多様なニーズに対応するために
ETFのメリットを活用することで急成長しています。イ
ンベスコは16年間にわたりETFを提供しており、ESG 

ETF分野のリーダーとして、投資家に多くのイノベー
ションを提供してきました。現在、当社のETFは、債

券・株式・オルタナティブに加え、アセットアロケーション
型も含まれます。これらのソリューションは、E／S／G

の要素を投資プロセスに意図的に組み込んだ、アク
ティブ運用およびインデックス・ベースの戦略シリーズと
して提供されています。当社のインデックス型ETFは、

主要なポートフォリオ構成要素やテーマにフォーカスし
ており、投資家に透明性の高いESG戦略を提供し、
投資ポートフォリオの構築や補完に利用されています。

当社のESG ETFは、多様なETFから構成されています。

投資家はそれぞれ独自の目標を持つため、当社の商品
ラインアップは、投資家の特定の目標追求を支援するこ
とを目的としています。ETFのメリットである低コストや柔
軟性、透明性、税制優遇を享受しながら、投資家がそ
れぞれの目標を追求できるような商品ラインナップを目指

しています。

世界有数の資産運用会社である当社の現物株ベースの
ESG ETFは、当社の議決権行使およびエンゲージメントを
活用しています。当社のESG ETFが保有する持ち分は、
同じ証券を最も多く保有するインベスコのアクティブポートフォ

リオマネージャーによる議決権行使を相互参照しており、そ
れに従います。同様に、当社のESG ETFは、インベスコの
ESGチームと運用チームによって行われる企業とのエンゲー
ジメントからメリットを得ることができます。

ETFにおけるESGの実践
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第8条適格商品とは？

国連グローバル・コンパクト • 違反

国の制裁 • 深刻な違反

非人道的兵器
• 売上の0%以上（核不拡散条約非締結国における核弾頭や核

ミサイルの製造業を含む）

石炭 • 一般炭採掘から5%以上の売上高

• 一般炭による発電から10%以上の売上高

非伝統的石油＆ガス
• 北極海石油ガス探査やオイルサンド採取、シェールエネルギー採掘

から5%以上の売上高

タバコ • タバコ製造から5%以上の売上高

• タバコ関連商品サービスから5%以上の売上高

その他 • 娯楽大麻から5%以上の売上高

グッドガバナンス
• 良好なガバナンス経営を持つこと。特に、経営構造・従業員との関

係・報酬・納税



4.0

持続的価値創造のための
アクティブ・オーナーシップ

インベスコでは、持続的価値創造を強化するため、また資産のリスク低減を
図るために、発行体とエンゲージメントを行います。当社は、資本のスチュワードと
しての権利と責任に基づき、お客様の最善利益のために議決権を行使します



アクティブ運用者及び優れたスチュワードとして、インベスコは、投資先企業とエンゲージする
ことがお客様にとっての利益である長期持続的価値創造を推進するための強力で効果的
ツールだと考えています

2021年、
インベスコが行った
エンゲージメントは

以 上

前年より50%以上増加2

環境／社会／ガバナンスのテーマを取り上げたインベスコの

ESGエンゲージメント比率（%）

環境（E）

社会（S）

ガバナンス（G）

1 インベスコは、ESG関連テーマについて1つの企業と複数回対話することがあり、また対話も複数のテーマに及ぶことが多いため、
パーセンテージの合計は100％ではありません。これらの割合は、運用チームやグローバルESGチームによる記録文書に基づき
算出され、2021年の当社全体の合計3,000件以上のエンゲージメントのうち70％（2,000件以上）のサンプルから概算さ
れたものです。

2 グローバルESGチームは、掲載されたデータを毎年計算するために運用チームおよびESGチームの記録書類を使用しています。
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4.1 エンゲージメント



2021年のエンゲージメント統計

1 インベスコは、ESG関連テーマについて1つの企業と複数回対話することがあり、また対話も複数のテーマに及ぶことが多いため、パーセンテージの合計は100％ではありません。2 パーセンテージはグローバルESGチームが直接参加したエンゲージメントだけに関します。
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これらの比率はグローバルESGチームが直接関わったケースのみを反映している

環境（E）

社会 （S）
ガバナンス（G）

企業地域（%）2 北米

欧州・英国
オーストラリア・アジア

その他地域

68%

22%

7%

3%



当社は、エンゲージメントが成功する
ためには、以下の要素が必要になる

と考えます

当社は、エンゲージメントにおいて

ボトムアップでESGリスク要因や
キーイシューの優先付けを行います。
当社のエンゲージメント目標やト

ピックは発行体にとって固有でかつ
重要なものです

当社は、グローバル運用チームとESGチーム

の大きさ（スケール）を活用して、経営陣
の関心をひくようにします

当社では、ポートフォリオ全体を通じて、エン
ゲージメントはリスク低減と持続的価値創
造のためという明確で一貫した目標を持つ
べきだと信じます

効果的エンゲージメントのためには、企業

との対話が単発の取組みにならないことが
重要です。持続的価値創造に向けた企
業の進捗をエンゲージメント・レポートに記

録することで、それが将来のエンゲージメン
トに役立ちます

“エンゲージメントは当社のESG哲学と投資プロセスの中心に

あります。アクティブ運用者そしてスチュワードとして、 エンゲージ
メントは持続的価値創造のための強力なメカニズムだと考えます”

SUDIP HAZRA

Director of ESG Research



エンゲージメントの強化
インベスコは、顧客の利益と運用チームの情報ニーズをサポートするために、多く
のイニシアチブと業界団体に参加しています。これらのイニシアティブに参加するこ
とで、多くの問題に関する理解が深まり、発行体との関係を構築し、お客様に良
い結果をもたらすことができるようになります。

• Climate Action 100+
CA100+は、世界最大の温室効果ガス排出企業が必要な行動を取る

ことを促す投資家主導のイニシアチブです。CA100+は、ネットゼロ社会へ
の移行に不可欠な167社にフォーカスしています。これらの企業にフォーカ
スすることでCA100+は署名企業のエンゲージメント活動がより効果的に
なることを目的とします。このイニシアチブの一環として、インベスコは企業
に対し、気候変動に関する強力なガバナンス体制の導入とバリューチェー

ン全体における温室効果ガス排出量の削減、情報開示の充実について
コミットすることを求めています。

• Investor Mining and Tailings Safety Initiative
当社は2021年を通じて本イニシアチブに関与し、過去2年間に本イニシアチ
ブが発展させた勢いを加速させています。低炭素社会への移行に伴い金属
への需要増加が予想されること、2021年中にいくつかの鉱滓ダムの事故が

発生したことを踏まえると、鉱滓管理のベストプラクティスを世界的に遵守す
ることが急務となっています。インベスコは、国際金属鉱業評議会
（ICMM）が策定した「尾鉱管理に関する世界業界標準」を強く支持して
おり、これが広く採用されれば、壊滅的な尾鉱ダム崩壊のリスクを低減する
上で重要な役割を果たすと信じています。2021年、インベスコは様々な鉱

山会社と鉱滓廃棄物について話し合いました。その中には、まだこの規格に
正式にコミットしていない会社もありましたが、私たちのエンゲージメントを受け
て、これらの企業が行動を起こすことを公けに約束したケースもありました。対
象となる採掘企業とのエンゲージメントを現在計画しており、規格の導入に
向けたコミットメントを促す予定です。

4.2 エンゲージメント方法

インベスコは、スチュワードシップ活動を強化するため、以下のイニシアチブに参加しています

業界エンゲージメントに関するより詳しい情報と当社が提携する団体リストについては Industry Engagement

をご覧ください。

当社は、エンゲージメントが成功するかどうかは、その達成状

況や進捗状況を測定できる明確で一貫性のあるエンゲージメ
ント目標があるかどうかにかかっていると考えています。当社の
エンゲージメントとエスカレーション戦略は、運用チームによって
異なり、そのチームが設定する目標に依存します。インベスコで
は、会社が開催する会議での対話や年次総会（AGM）で

の投票を含む、いくつかの異なるアプローチを使用します。また、
運用チームは過去のエンゲージメントが満足のいくものでなかっ
た場合、グローバルESGチームに連絡を取り、フォローアップの
エンゲージメントを共同で行うこともあります。

2021年12月31日までの1年間で、当社の運用チームは、投
資先企業との3,000回を超える会議でESGの話題を取り上
げました。これは、前年度比約50％増となります。当社のエン

ゲージメントや議決権行使の事例については、P26～30 の
ケーススタディをご覧ください。

投資先企業との対話は、インベスコの投資プロセスの中

核をなすものであり、原則として、売却よりもエンゲージメ
ントを通じた資産価値の維持・向上を重視しています。
私たちは、各社の状況がユニークであることを認識してお
り、そのため、いくつかの異なるエンゲージメント手法を活
用します。

全体としては、私たちは資本のスチュワードとしての責任に
基づき、会社の経営陣や取締役会とともに持続的価値
創造に努めています。

経営陣との継続的な対話の一環として、私たちは会社の
ビジョンに同意できるかどうかを確認します。経営陣がある
べき姿から逸脱していると判断した場合には、株主として、
取締役会や上級管理職と直接あるいは取締役会や経
営陣への書簡という形で、さらに関与を強めることがありま

す。



私たちは、顧客資産のスチュワードとしての役割を果たすた

めには、エンゲージメントや議決権行使を含むスチュワード
シップ活動が長期的な株主価値を最大化するための受託
者責任の重要な要素であると考えています。議決権を行
使する際には、企業の情報開示や社内外の調査、議決
権行使助言サービス、企業固有の状況、地域のベストプラ

クティス、企業経営陣との対話など、多くの要因や情報を取
り入れます。議決権行使の決定は、当社のグローバル
ESGチームとプロキシ・オペレーション部門からのインプットと
サポートを受けて、当社のポートフォリオ・マネジャーとアナリス
トが行います。

インベスコの「グローバル議決権行使ポリシー」は、当社のイ
ンベストメント・リーダーによって策定・管理されており、当社

が顧客の最善の利益のために議決権を行使することを確
実にするための方針と手順が説明されています。また、責任
投資と議決権行使に対する当社のコミットメント、および株
主総会での関与と議決権行使に対する当社のアプローチ
に影響を与えるグッドガバナンス原則をお客様に理解してい

ただくこともその目的としています。

2021年1月、インベスコの運用チームがグローバルESGチー

ムと協力してインベスコのグッドガバナンス原則を策定しまし
た。グッドガバナンス原則は、透明性、説明責任、取締役
会の構成と有効性、資本の長期的スチュワードシップ、
ESGリスクの監視、役員報酬の連動という6つの主要テーマ
について、グッドガバナンスがどうあるべきかに関する当社の

期待の概要を示しています。この原則は、コーポレート・ガバ
ナンスと長期投資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述べたもので、当社の以下の枠組
みを形作るものです。また、議決権行使における意思決定
の指針となる、社内で作成した議決権行使ガイドラインの

枠組みも提供しています。当社のグローバル議決権行使ポ
リシーは、十分な情報に基づいた議決権行使判断の基礎
となるもので、顧客の権利を保護し、企業経営陣および取
締役会の株主に対する説明責任を強化するガバナンス構
造と慣行を促進することに重点を置いています。

議決権行使の決定は、当社のグローバルESGチームとプロ
キシ・オペレーション部門からの情報およびサポートを受け、

当社のポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストが行います。
また、当社独自の議決権行使プラットフォームである
「PROXYintel」により、グローバルな運用チームの間で意思
決定が容易になります。

インベスコは、所有する全ての議決権をグローバル議決権行

使ポリシーに従って行使することを目指します。当社は、議決
権行使に伴う経済的機会費用が顧客にとっての利益を上
回る場合（例えば、議決権行使の指示を送った後に該当
株式の取引が制限される株式ブロッキング等）、または一定
の利益相反がある場合は議決権行使を控えることを選択で

きるものとします。

当社のグローバル議決権行使ポリシーは、少なくとも年に一
度は正式に見直されており、顧客の最善の利益や規制要
件との整合性が保たれていることを確認しています。運用
チームが考慮する事項やガバナンスに関するトレンド、業界
のベストプラクティスと整合的かどうかを確認しています。イン
ベスコの議決権行使アプローチとグッドガバナンスの原則の詳

細については、invesco.com/corporate/about-us/esgをご覧くだ

さい。

4.3 議決権行使に関する当社のアプローチ

2021年の議決権行使スナップショット

行使した総会の数 行使した企業数 行使した市場の数 行使した提案数

行使比率は
全総会のうち

超

“議決権行使は、投資家の

声を確実に届ける最も強力
な方法の一つであり、長期

的な株主価値の最大化を

追求する私たちの受託者
責任の重要な要素です”

ZOJE VATAJ

Global Proxy Governance and Voting Manager

1 最低1つでも会社提案に反対した総会の比率。2020年、当社は43%の総会において会社提案に反対した。

2021年、グローバルで当社が会社提案に

反対した割合 1

対前年比増加の総会

票数



4.4 2021年のグローバル議決権行使ポリシーのアップデート・ハイライト

ダイバーシティ

私たちは、企業に対し、ダイバーシティ＆インク
ルージョンの実践を継続的に進化させることを
奨励します。私たちは、取締役会においてチャ
レンジとしっかりした議論が行われるため、取締
役会がさまざまな性別、民族、人種、技能、
勤続年数、経歴を持つ多様な個人とともに、
関連する技能や業界の専門知識を持つ取締
役で構成されることを期待します。インベスコは、
取締役会の多様性が充分でないと判断した
場合は、通常指名委員会の委員長に反対
票を投じます。

取締役会の独立性

私たちは、取締役会の過半数が経営陣か

ら独立していることを期待しています。この点
については、現地の市場慣行を考慮し、一
般的には取締役会全体がバランスよく構成
されていることを求めます。インベスコは、独
立した取締役会によるリーダーシップは、一

般的に投資家に対する経営者の説明責
任を高めると考えます。とりわけ、私たちは取
締役会においてチャレンジとしっかりした議論
が行われていることを確認したいと思います。

取締役会の対応

私たちは、取締役会が投資家の懸念にタイム

リーに関与し、対応することを期待します。以
下のような一般的な状況を含め、取締役会
が株主の懸念に適切に対処していないと考え
る場合には、取締役指名に反対することがあ
ります。

• 取締役会が、株主総会で大きな反対

票が投じられた会社提案に対処する
ために適切な行動をとっていない

• 取締役会が、株主総会で大きな支持
を得た株主提案の実施を怠った場合

• インベスコからのエンゲージメントの要
求に対して、取締役会の応答が不充
分であると判断した場合

ESGリスクの監督

私たちは、取締役会が経営を監督し、財務

上重要なESGリスクの適切な監視を確保す
る最終的な責任があると考えています。重大
な賄賂、汚職、倫理違反、気候関連リスク
の原因となる事象、人権問題、健康安全事
案などの財務的に重要なESG要素の監視

に失敗があったと特定した場合、インベスコは、
特定の取締役候補に責任を負わせることが
あります。

環境・社会問題に関する株主提案

1  会社提案に反対した時の議案のカテゴリー比率。一部の数値は切上げ／切下げている。

給与以外の報酬 18%

資本政策 7%

通常の事業関係 5%

事業再構築や合併 3%

買収防衛策関連

その他

1%

1%

経営陣に反対した提案カテゴリー1

取締役関連 65%

2021年1月、私たちは、取締役会の多様性や独立性、取締役会の課題への対応やESGリスクの監督、EやSに関す

る株主決議の評価方法などに関する期待について新たな見解を作成しました。その主なハイライトは以下の通りです。

投資家が、企業の戦略計画や環境・安
全などのリスクと機会に関連する取組みを
効果的に評価するためには、透明性が不
可欠です。インベスコは、過度に負担や
重複を伴わない要求で、長期的な株主
価値を促進するものであれば、財務的に
重要なEとSトピックに関する強固な開示
と報告を支持します。



インベスコは株主提案に対してどう投票したか

環境（E）
当社は、ある金融サービス会社に対し、同

社が気候変動の物理的及び移行的リスク
と機会をどのように管理しているかについて
年次評価を公表するよう求める株主提案
を支持した。この評価によって、同社が気
候変動と低炭素経済への移行がもたらす

システマチックなリスクをどう管理しているかを、
株主がより良く理解できるからである。

社会（S）
多様性に関する定量的で比較可能な

データを開示することで、株主は会社の多
様性や公平性、インクルージョンに関する
取組みとそれに関連するリスク管理の有
効性をより良く評価することができる。

ガバナンス（G）
当社は、あるヘルスケア企業について、取

締役会の任期を再編し、各取締役を1年
任期で毎年選任するために必要となるあ
らゆる手段を講じることを求める株主提案
を支持しました。これは、年次取締役選
任が一般的にコーポレートガバナンスのベ

ストプラクティスと考えられており、取締役の
説明責任を強化するからです。

アクティブ・オーナーシップを遂行

取締役の説明責任を求める

出所：インベスコ、Institutional Shareholder Services (ISS)。ISSによる分類を使用。グローバルでの議決権行使統計には全議決権について提案レベルで合計された2021年1月1日から12月31日までのデータを反映。1取締役選任提案に関する反対または保留の投票

欧州・中東 アジア太平洋 合計

多様性の欠如

期差任期制度

ESGの失敗

取締役会の対応の

欠如

取締役の選任に反対した主な理由1

(会社数)
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15

46
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1,805

1,333

1,232

1,091

138

58

議決権行使ディスクロージャー
当社は、顧客や企業に対して、スチュワードシップ活動と議決権行使について透明性を確保
することを約束します。当社は、規制要件および業界のベストプラクティスに従って、インベスコ
の環境／社会／ガバナンスに関する議決権行使記録をウェブサイト上で開示しています。

ESG投票の結果

お客様との協働の一環として、インベスコは、個別マンデートにおいて

はお客様のカスタム議決権行使ポリシーに対応することができます
（これらのお客様が、当該マンデートにおいて当社に議決権行使を
委任していない場合）。このようなお客様には、インベスコの議決権
行使インフラを利用した第三者の議決権行使方針を選択するオプ
ションを提供しています。インベスコのポートフォリオ・マネジャーとアナリ

ストは、当社のグローバル議決権行使ポリシーに基づき、ポートフォリ
オの投票決定に関する完全な裁量権を保持しています。

支持したESG株主提案

独立した取締役会議長の要求 91%

気候変動に関するレポーティング 57%

ロビー活動のディスクロージャー 72%
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独立性の欠如

南北アメリカ

取締役数過多 712

639



出所：インベスコ運用チーム、2022年7月。インベスコのESGエンゲージメント活動は、運用チームとグローバルESGチームのコラボレーションであり、インベスコのESG投資信念とスチュワードシップ原則を指針としています。インベスコのESGエンゲージメント活動は、投資先企業のポジティブな結果や持続的価値創造、継続
的な改善を企業に求めます。運用チームは、議決権行使の決定において裁量権と独立した判断を有します。

Issue

同社は欧州の大手自動車メーカーで、このセク
ターでは対競合劣位にあると見られている。自動
車業界は、需要が電気自動車にシフトする中で、

変革の時期を迎えている。この背景には、消費者
の嗜好と、主要市場における規制圧力がある。例
えば、EUは2035年以降に内燃機関自動車を禁
止することを提案している。当社は、同社が電気
自動車に関して十分な経験を持ち、2030年まで

に欧州で100％電気自動車を導入する目標を掲
げているものの、相対的に小規模なため世界の競
合他社と競争するための十分な投資能力を持て
ない可能性があることを懸念している。

Action

• インベスコの運用チームは、同社の経営陣と

会談し、同業他社との提携やEV事業の分
社化の可能性など、事業再編の戦略につい
て話し合った。経営陣は、事業再構築の計
画を確認したが、再構築計画の正確な範囲
は決定していない。インベスコは、投資家とし

て、最終的な構造の詳細が判明するまではエ
クスポージャーを増やすことはできないと懸念を
表明した。

Escalation

• このような懸念から、運用チームはその後の

債券の募集には参加しなかった。

Outcome

• 運用チームは、同社の計画には戦略的な

一貫性が欠けていると結論づけた。その結
果、同社に対する内部評価を弱化傾向に
引き下げた。

Next steps

• 私たちは、再構築計画の目標範囲

を狭めることとなる同社の戦略を引き
続き注視していきます。

CAS E
STUDY
01

VOTING/ENGAGEMENT CASE STUDY

気候変動/環境

COMPANY 

欧州自動車会社

取り上げられたESG課題

気候変動／環境

エンゲージメント方法

ビデオ会議



出所：インベスコ運用チーム、2022年2月。インベスコのESGエンゲージメント活動は、運用チームとグローバルESGチームのコラボレーションであり、インベスコのESG投資信念とスチュワードシップ原則を指針としています。インベスコのESGエンゲージメント活動は、投資先企業のポジティブな結果や持続的価値創造、継続的な改
善を企業に求めます。運用チームは、議決権行使の決定において裁量権と独立した判断を有します。

Issue

インベスコのヘンリー債券チームは、ESGリスクは利回
りで補えるという見解を持っていました。しかし、同社ポ
ジションを保有し始めた後、同社が余剰資金を積極
的な自社株買いに充当し、組織を完全な家族所有
に戻しました。運用チームは、同業他社によく見られる
パンデミック時の企業支援目的の事業税免除の取り
下げや負債の返済ではなく、企業体質のさらなる弱
体化に資金を活用するという決定に同意できませんで
した。

Action

• コーポレート・ガバナンスは常に債券保有者に

とって重要な確認事項であり、同社による措
置によって、同社の債券は同業他社をアン
ダーパフォームすることになりました。そのため、
ヘンリー債券チームは、経営陣との電話会議
で、ESGの問題を提起しました。

Escalation

• 経営陣と議論した結果、この食品小売企業の

ガバナンスリスクとステークホルダー管理の甘さか
ら、セクターアナリストはESG要素に対する信
頼が大幅に悪化したと判断し、ESGリスクの増
加に対して利回りがもはや補償していないと結
論付けました。その結果、チームはこの発行体

から手を引きました。

Outcome

• この売却は、財務的に重要なESGリスクの増
加に対して、もはや利回りで補うことはできな
いと判断した結果です。

Next steps

• ガバナンスに関する懸念とESGリスク

の改善が見られないため、ヘンリー債
券チームはこのポジションから撤退し、
新規発行への参加を見送りました。

• チームは今後もこの発行体を監視し、
継続的にESGリスクの再評価を行い
ます。

CAS E
STUDY
02

VOTING/ENGAGEMENT CASE STUDY

ガバナンス / ステークホルダー管理

COMPANY 

食品小売業

取り上げたESG課題

ステークホルダー管理、
弱いガバナンス

エンゲージメント方法

電話会議



出所：インベスコESGチーム、2022年2月。インベスコのESGエンゲージメント活動は、運用チームとグローバルESGチームのコラボレーションであり、インベスコのESG投資信念とスチュワードシップ原則を指針としています。インベスコのESGエンゲージメント活動は、投資先企業のポジティブな結果や持続的価値創造、継
続的な改善を企業に求めます。運用チームは、議決権行使の決定において裁量権と独立した判断を有します。

Issue

2020年と2021年にインベスコは同行と面談し、
ESGに関する幅広い課題について議論しました。こ
れまでのエンゲージメントで、インベスコは、取締役

会の独立性と多様性の向上、および取締役会によ
るESGと気候変動問題の監督強化について議論
しました。2021年は同社の年次総会に提出された
会長とCEOの分離を含む複数の提案に端を発し、
当社はエンゲージメントを行いました。インベスコは、

強力な独立取締役会が最良のガバナンスを実現
すると考えています。

Action

• 株式運用チームと社債運用チームの代表者が同

行と面談しました。その中で、同行は取締役会の
質と独立性を向上させるための注目すべき取り組
みを強調しました。2021年には、さらに2人の女性
を取締役に加え、取締役会の女性代表を40%ま
で引き上げるなど性別多様性の向上が進んでい

ることを発表しました。また、機関投資家からの圧
力により、2020年には新たに筆頭独立社外取締
役を任命ました。これに対し、2021年に提案され
たCEOと議長の役割の分離を求める株主提案に
対して、同社は新任の独立取締役を任命したと

主張しました。同社は、新任の筆頭独立社外取
締役の任命は強固であり、大規模かつグローバル
な企業にとってCEOと議長の役割を兼任すること
は理にかなっていると主張しました。

• 形式的には90％の独立性を報告していますが、
同行の取締役会の平均在任期間は8年です。新

任の筆頭独立社外取締役を含む2名の取締役は
2004年から取締役を務めており、在任期間は17

年です。インベスコは、新任の独立取締役の在任
期間と独立性に懸念を表明しました。

Escalation

• 銀行との協議の結果、インベスコの運用チーム

は、独立した経営陣による監視が株主にとって
有益であるとしてこの提案を支持しました。

Outcome

• 2021年の年次総会では、議長とCEOの役割

の分離に関する提案が大きな賛同を得ました。

Next steps

• インベスコの運用チームとグローバル

ESGチームは、2022年の年次総会
シーズンに同行とエンゲージメントし、
議長とCEOの役割を分離することを
再度主張する予定です。

CAS E
STUDY
03 

VOTING/ENGAGEMENT CASE STUDY

ガバナンス /取締役会の質 / 独立性

COMPANY 

北米銀行

取り上げたESG課題

取締役会の独立性

エンゲージメント方法

電話会議、議決権投票



出所：インベスコESGチーム、2022年2月。インベスコのESGエンゲージメント活動は、運用チームとグローバルESGチームのコラボレーションであり、インベスコのESG投資信念とスチュワードシップ原則を指針としています。インベスコのESGエンゲージメント活動は、投資先企業のポジティブな結果や持続的価値創造、継
続的な改善を企業に求めます。運用チームは、議決権行使の決定において裁量権と独立した判断を有します。

Issue

同行による最近のサステナビリティに関する取組み
について議論するために会議が設定されました。
当社は、ストレステストにおける気候変動リスクの

反映や森林伐採、政策との同期化など、いくつか
のトピックを提案しました。これらの問題は、同行が
2030年までに50％の炭素削減、2050年までに
ネットゼロを達成することを公約していることから、
重要な問題であると認識されました。この会議の

前日、同行は、「社会、環境、気候関連のリスク
と機会に関する報告書」と題した初のサステナビリ
ティレポートを発表しました。このレポートは当社が
提案したトピックに触れていましたが、細かい点で
は足りない部分もあったため、この会議では、同行
の新しい目標がどのように実践されるかを明確にす

ることを主な目的として行われました。

Action

• インベスコの社債チームとESGチームが、持

続可能性と長期戦略、および銀行のESG

リスクについて議論しました。同行は国内の
個別銀行のESGリスクのストレステストを実
施しており、2022年初めにその結果を公表
する予定です。同行は、最初のテストは合

格・不合格を問わない「試行錯誤」の意味
合いがあると表明していました。

• また、同行は農村部の信用システムをより
持続可能なものに進化させています。農村
信用システムは、農村部の銀行に信用を提
供する際に270のデータフィールドを収集し、

その情報の信憑性を確保するために政府の
データベースと相互参照しています。この銀
行は最近、違法な森林伐採に関する4つの
データフィールドと「奴隷のような」労働条件
に関する1つのデータフィールドを追加しまし
た。

• 同行は、違反があった場合、タイムリーに通

知があることに自信を示しています。

Outcome

• インベスコは、同行が新たに設定した持続

可能性目標をどのように実行に移すかに
ついて、ある程度の明確化を図りました。

• インベスコは、同国政府が持続可能性投
資家ワーキンググループを設立するよう提
言しました。

• 同国はネットゼロ目標を掲げていますが、
同行は政府から独立しており、ネットゼロ

目標そのものを掲げてはいません。 インベ
スコは、同行がネットゼロ投資のフレーム
ワークを開発し、そのポートフォリオを国の
気候関連目標に整合させることを期待し
ています。

Next steps

• インベスコは、ストレステストの結果、

農村部の信用システムの持続可
能性の発展、ネットゼロ目標の採
用に向けた同行の取り組みなど、
同社の持続可能性の目標を監視
していきます。

CAS E
STUDY
04 

SOVEREIGN/ENGAGEMENT CASE STUDY

ガバナンス /サステナビリティ

COMPANY 

南米ソブリン銀行

取り上げたESG課題

ESGリスク、サステナビリティ

エンゲージメント方法

ビデオ会議



出所：インベスコESGチーム、2022年2月。インベスコのESGエンゲージメント活動は、運用チームとグローバルESGチームのコラボレーションであり、インベスコのESG投資信念とスチュワードシップ原則を指針としています。インベスコのESGエンゲージメント活動は、投資先企業のポジティブな結果や持続的価値創造、継
続的な改善を企業に求めます。運用チームは、議決権行使の決定において裁量権と独立した判断を有します。

Issue

創業者兼CEOの退任に備え、同社は、リーダーシッ
プの継承および移行に関連して提案された報酬ポリ
シーの改訂について、株主に案内しました。

Action

• インベスコの運用チームとグローバルESGチー

ムが合同で役員報酬や議決権行使のテーマ
について議論しました。

• 同社は、長期インセンティブ・プログラムにおい
て、従来の業績目標に基づくパフォーマンス株
式に代えて、制限付き株式報酬を採用する
案を説明しました。

• 同社はこの変更の理由について、経営陣がコ

ントロールできないコモディティ価格の変動が
業績に大きく影響する産業においては、経営
陣に業績を向上させるようなインセンティブを
与えることが重要だとしています。

• インベスコは、報酬が強力な業務遂行を反映
することを確実にするために、制限付き株式
付与の基準となる業績についてより具体化す

ることが必要であるという見解を示しました。

Escalation

• 強力な業務遂行を反映する報酬を確保す

るためには更なる行動が必要であるとの見
解から、インベスコは報酬方針の改訂と制限
付き株式制度の採用に大筋で賛成票を投
じました。

Outcome

• この決議は、2021年の総会において一部の

株主から反対されました。

Next steps

• インベスコは、エンゲージメント会議で

提起された事項を含め、2021年の年
次総会で表明された株主の懸念に対
する会社の対応を吟味します。

• さらに、インベスコの運用チームとグロー
バルESGチームは、改訂された報酬ポ
リシーが今後満足のいく形で実施され

ているかどうかを判断します。

CAS E
STUDY
0 5

VOTING/ENGAGEMENT CASE STUDY

ガバナンス /役員報酬

COMPANY 

英国鉱山会社

取り上げたESG課題

役員報酬

エンゲージメント方法

電話会議



5.0

ツールとイノベーションへの
フォーカス

インベスコでは、ポートフォリオ・マネジャーが受け

取る情報及びサポートを向上させるためにテクノ
ロジーやイノベーション、データの力を高く評価
しています。そのため、当社は、リサーチやポート
フォリオ・レビュー、ポートフォリオ最適化、エンゲー
ジメント、議決権行使を支援する独自のツール

やシステムを開発しました



5.1 ツールとイノベーション

ESGデータプロバイダー

インベスコは、資産クラス全体に関するESG能力を高めるため、多
くの外部及び内部リソースを活用しています。当社の運用チームは、
多様な手法のESG戦略を運用しており、第三者のプロバイダーか
らの情報で社内調査を補完することがあります。そこには、ESGリ
サーチプロバイダー、議決権行使助言会社、業界団体、ESG分
析ツール（当社独自のツールを含む）などが含まれます。

当社の投資意思決定枠組みに組み込む前に、データプロバイダー
が最新の情報を提供していることを確認します。ESGデータや調
査、推奨などが迅速に提供されていることを確認するため、デュー
デリジェンス・モニタリングを行っています。私たちは、運用チームと顧
客が最新の情報を得られるよう常にベンダーの評価を行っています。

当社のESGリサーチ及びエンゲージメント・パートナー

出所：インベスコ、2022年2月。例示目的のみ。ISS: Institutional Shareholder Services. FAIRR: Farm Animal Investment Risk & Return. IVIS: Institutional Voting Information Service.

議決権行使リサーチ／

助言会社
Glass Lewis ISS IVIS (英国株式)

自社独自ツール ESGintel FocusIntel ESGCentral PROXYintel Vision

ESGリサーチ・

プロバイダー
Sustainalytics MSCI Bloomberg ISS

Sell-side Research Carbon Disclosure Project Planetrics Transition Pathway 

Initiative (TPI)

Science Based 

Targets Initiative

Carbon Underground 200 SG Analytics Moody’s ESG Solution

Equileap Just Capital Morningstar Nikko Research Center

Climate Bonds 

Initiative

International 

Energy Agency

Net Zero Tracker UN Human 

Development Index

Transparency 

International

Worldwide Governance 

Indicators (WGI)

Sustainable Development 

Goals (SDG) index

Environmental Performance 

Index (YEPI)

CA100+ Proxy Insight FAIRR

データの比較可能性やカバレッジといった課題に業界が直面する中にあっても、ESGデータは急速なスピードで進化し続けています。
インベスコでは、ESG要素に関する質の高いデータを持つことが効果的な投資分析に不可欠だと考えています。2021年、当社は
ESGデータおよび分析能力を強化するため、独自開発ツールであるESGintel、FocusIntel、PROXYintel、ESGCentralを強化し
ました。



当社の独自ツール

ESGINTEL 

2020年に開発されたESGintelは、独自のESGリサーチと格付け

プラットフォームで、企業やソブリン発行体に関するESGの洞察に
ついてさまざまな指標やデータポイントを提供します。このツールは、
以下の方法でESG投資プロセスを強化します。

• 潜在的に投資に影響する可能性のあるESG要素の特定

• ESGエンゲージメントの記録

• 持続的価値創造への発行体の進捗モニタリング

SovereignIntel
運用チームからの要請を踏まえ、インベスコは

ESGintelを企業格付けだけでなく、ソブリン債を
含む他のアセットクラスにも拡大しました。
SovereignIntelは、20以上のインプットにより、
国のE／S／Gのカテゴリーのスコアを生成し、そ
れを総合的ESGスコアに集約しています。

SovereignIntelは格付けや格付けの傾向、およ
び160カ国中のランキングを提供します。

Engagement Notes
ESGintelプラットフォームの新たな拡張機能とし

て、企業レベルのESGリサーチやエンゲージメント
記録を運用チームがアップロードして、それをイン
ベスコ全体で共有することができるようになりまし
た。過去のESGリサーチとエンゲージメントレポー
トは全てアップロードされており、現在プラット

フォーム上で全て閲覧することができます。

現在およそ

社

がESG格付けの
対象となっています

環境（E） 社会（S）

• 有害排出物

• 循環ビジネスモデル
• エネルギー管理
• 水管理
• 低炭素移行
• 気候変動
• 環境管理システム

• サプライチェーン管理

• ダイバーシティ

• 従業員／経営者関係

• 職場の健康安全と継続雇用
• 製品クォリティと安全性
• データセキュリティとプライバシー

ガバナンス（G）

• 報酬とアラインメント

• 監査と株主権利
• 取締役会構成
• 企業倫理
• 資本配分
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ESGデータが進展するに従い、

インベスコでは、メソドロジーの
修正や新しいデータを採用する
ことで、ESGintelを改善してきま
した

1

ESGintelCorporate Ratings

ESGintel Corporate Ratingsは、インベスコが独自に開発した手

法に基づくESG格付けやその推移、より詳細レベルデータを提供し
ます。セクターおよびサブセクターごとのマテリアリティに関する視点が
フレームワークに適用されており、企業の事業活動に応じて最も関
連性の高いESG項目で評価されています。様々な指標が各項目
の評価に使用されており、全体的なビューが構築されます。各ESG

要素レベルの評価が環境、社会、ガバナンスのテーマ評価にまとめ
られ、更にインプット、オペレーション、アウトプットのバリューチェーン
評価につながります。バリューチェーン格付評価は、生産プロセスや
サプライチェーンという様々な段階における持続可能性要因を評価
することで、企業のESGパフォーマンスについて新たな視点をもたら

します。また、テーマ別評価から総合的ESG評価も算出されます。
ESGintelの格付けは、全体、テーマ、バリューチェーン、トピック、指
標の各レベルで1～5のスケールで提供されます。計算は、指標ごと
に指定された絶対的、セクター/サブセクター相対的、または地域相
対的なパフォーマンスに基づいて行われます。これらの格付けは、入
手可能な最新の情報を反映させるために毎月更新されます。格

付けに加え、サブインダストリーや国別の企業ランキングも提供され
ます。ESGintelのプラットフォームには分析機能が組み込まれてお
り、企業とユーザーが選択した他社との時点比較やヒストリカル比
較を行うことができます。必要に応じて、統計的近似値が補足とし
て使用されます。このプロセスでは、類似特性を持つ企業の機械学

習アルゴリズムによるデータ観測に基づき、企業の欠損データをイン
プットします。ESGintelの透明性のあるインターフェースは、このよう
な近似値が使用されている箇所をハイライトするため、アナリストが
基礎となるインプットを精査することを可能にします。



FOCUSINTEL 

エンゲージメントの優先順位付け
ESGリサーチチームは、ESGintelのリサーチとデータポイントを

使用して、インベスコの全保有銘柄の中で最もESGリスクの高
い発行体のリストであるFocusIntelを管理しています。保有比
率とESGリスクの大きさから、発行体のESGリスクを高／中／
低のバケットに分類しています。

“ESGCentralは、当社のESGデータに関する

ケイパビリティを拡張し、インベスコ全体における
ESG分析能力に対する‘one-stop’ソリューション

を提供しています”

ALAKA MISHAL

Associate Director, Investment Technology

ESGCENTRAL 

Data warehouseESG datasources

Databases

External vendors

Websites

Files

Web services

Applications

Data 

loaders

Raw data

Trusted data

Integrated data

Discovery

Catalog

ESG capabilities

ESG data sharing

ESGanalytics

ESGreporting

ESGscreening

ESG risk management

ESG Compliance Support

グローバルでの

レポーティングや
記録

グローバルでの

運用チームの洞察
議決権行使結果

利点

• スケール

• 投資がリード

• 世界で知見を共有

• 複数のESG

観点

PROXYINTEL 

当社独自の議決権行使プラットフォームであるPROXYintelにより、グローバルな運用チーム間での投

票決定とその根拠を確認することが容易になります。PROXYintelは、議決権行使とその理由をリアル
タイムで追跡しており、運用チームがインベスコ内の他の株主が行った投票を確認することができます。
このツールは、個々の企業や議決権に関するインベスコ全体の知識の構築に役立っています。

PROXYintelに含まれるもの:

• 会合の情報と通知

• 議決権行使結果と理由

• インベスコのグローバル議決権行使ガイドライン

• 顧客向けカスタム行使ポリシー

• 第三者議決権調査

• ESG格付け

• 利益相反

• 過去の議決権行使記録

• 顧客レポーティング

• 投票と投票調停

• 貸株

• アカウント／データメンテナンス

• カストディアン／ベンダー管理

ESGintelは主に発行体レベルでのリサーチとエン

ゲージメントツールとして使用されていますが、
ESGCentralは全てのESGデータとインベスコの
様々なESG機能をワンストップで提供するソリュー
ションです。ESGポートフォリオ分析、主要な悪影
響指標（PAI）、ネットゼロ気候イニシアチブ、

ESGスクリーニングなど、インベスコのESGデータ及
び様々なESG機能のワンストップソリューションです。
ESGCentralは、40以上のデータソース（合わせ
て52,000社超について2,500以上のデータ指標を
カバー）を取り込み、それらをインベスコのポート

フォリオやベンチマークと統合して、ポートフォリオレベ
ルの総合的ESG分析能力を提供します。このプ
ラットフォームのデータによって得られるESGに関す
る洞察は、ポートフォリオ内のESG機会やリスクを
浮き彫りにします。このツールにより、ユーザーは

ポートフォリオをポジティブ／ネガティブ・スクリー二ン
グ、ネットゼロ、SFDR8条、サステナブル/レスポン
シブル投資等の様々な方法で分析することができ
ます。これらの機能を通じて、このプラットフォームは、
ESGコンプライアンス、リスク管理、ESGレポーティ
ング、SFDRやTCFDなどの規制対応などをサポー

トします。当社におけるESG統合は、
ESGCentralによって明確に差別化されたものと
なっています。

PROXYintel

運用チームによるレビュー

グローバル議決権行使ポリシー

リサーチ ISSやGrass 

Lewis

企業ディスクロー

ジャー



インベスコ独自のツールには、継続的改善を促すための

フィードバックを継続する仕組みが組み込まれており、情
報源に関する問題点、見解、要望についてユーザーから
のフィードバックを収集しています。

ますます複雑化する世界のサステナブルファイナンスの規
制状況にインベスコが遅れないようにするためには、ESG

データとポートフォリオ分析能力を向上させることが不可

欠です。バラバラな基準を統合しグローバルな一貫性を
促進するための国際的なイニシアティブがますます増えて
おり、直近では国際サステナビリティ基準委員会の設立
により、企業のESG報告に関するグローバルスタンダード
化が大きく進むことになりました。これは、より標準化され
た指標とデータを当社システムに取り入れる上で大きな

役割を果たすでしょう。ESGマテリアリティに関する当社独
自の見解に合うよう拡張し、カスタマイズする必要性に留
意しつつも、当社独自のESG評価ツールは、こうした標
準化のトレンドや入力データの継続的改善から大きな利
益を得ています。

ESGintel ESGCentral Vision FocusIntel PROXYintel

内容 外部ESGデータとインベスコの

マテリアリティに関する見解を
統合するリサーチツール

運用チームがポートフォリオレベルでの

様々なESG分析を可能とするESG

データプラットフォーム

投資家が特定のESG特性を考慮

するなどの意思決定に際して利用
可能なポートフォリオ管理プラット
フォーム

インベスコ全体で保有残高の多い

ESGリスクの高い発行体リスト

個別企業の議決権行使とその理由を

インベスコ全体で共有するプラットフォーム

対象 発行体レベル ポートフォリオ／発行体レベル ポートフォリオレベル 発行体レベル 発行体レベル

アウトプット
• ポートフォリオレベルでの分析・

モニタリング・スクリーニング
• リスク管理や規制（SFDRなど）

対応のサポート
• ESGレポーティング

• ESGリスクの高い企業リスト

• 高リスクと見なされる要因と

なる指標

運用チームによる

主な利用方法

投資決定にESGリスクを統合する

時またはその事前に発行体のESG

特性を調査する

40超のデータソースに基づきポートフォ

リオのESGリスクと機会を分析。ネット
ゼロやSFDR8条、その他のESGフ
レームワークに基づくスクリーニングを適
用

ポートフォリオのリスクエクスポージャー、
期待リターン、負債のモデル化、最適
化ポートフォリオの設計、ポートフォリオ
のESG特性の考慮などの理解をサ
ポート

高リスク銘柄の特定とエンゲージメント

に関する判断

議決権行使を決定し、インベスコの

他の株主がどのように行使したかを
参照し、個別企業に関する知見と
議決権課題を共有する

当社の独自ツールの一覧
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“当社のデータ分析を改善することは

ESGインテグレーションを拡大するため
に重要であり、ESGCentralにより、

ポートフォリオマネージャーがESGアプ

ローチを作り上げるために必要なESG

洞察を得ることができます”

VINAY MUPPANA

Senior ESG Specialist, Data Analytics

• ESGスコア
• E／S／Gスコア
• 同業他社及び過去比較
• エンゲージメント記録

• 資産負債モデリング
• ポートフォリオ最適化
• ポートフォリオ分析

• 議決権行使結果

• 行使理由



インベスコは、重要なESG課題をサポートする
様々な業界団体に関わり

1 
、以下の団体との

パートナーシップを結んでいます。

6.0

業界における活動

温暖化ガスの最多排出先企業に

対する協働エンゲージメントを行っ
ています

毎年、気候変動に関するインパクトや

リスクを報告しています

2012年から当社の不動産戦略におけ

るサステナビリティのパフォーマンスを測
定しており、2021年は7戦略が5つ星
評価を受けました

複数のワーキング・グループに参加し、

香港におけるグリーンファイナンスとサス
テナブル投資の発展に協力しています

ICI Fund Disclosure Working 

GroupやICI Global ESG Task Force、
ICI Proxy Issues Working Groupに
参加し、ESGベストプラクティスや透明性、
情報開示を促進しています

1ここに記載されることは、2021年から2022年2月までのインベスコの加盟・賛同状態を表しており、将来の参加へのコミットを表してはいません。

Net Zero Asset Managers

Initiative (NZAMI)に参加しネットゼロ
へのコミットメントとし、Net Zero

Investment Frameworkの開発に協
力しました

2013年以来、署名機関として責任投資

を促進し、複数のワーキング・グループに
参加しています

財務的に重要なサステナビリティ情報開

示の基準であるSASBスタンダードを利
用し、その内容に継続的にアドバイスや
フィードバックを提供しています

TCFDをサポートし、Climate 

Change Reportを発行してス
テークホルダーに対して気候変
動リスクを開示しています

毎年FRCにレポーティングし、これまで

のコードに対する取組みを示してきまし
た



6.1 NET ZERO ASSET MANAGERS INITIATIVEへのコミットメント

2021年3月、インベスコは、2050年またはそれ以前に温室効果ガスの排

出を正味ゼロにする目標を支援することを約束するイニシアチブであるネット
ゼロ・アセット・マネージャーズ・イニシアチブ（NZAMI）に加盟しました。この
イニシアチブへの参加を決定したことは、環境にフォーカスした多くの戦略を
提供することを含む、顧客に幅広いESG能力を提供することを目指す当
社の重要な要素となっています

当社のネットゼロ・アプローチ
インベスコでは、ネットゼロにコミットする運用資産額を計算する上で、
思慮深く厳格で透明性の高いアプローチをとっています。インベスコは
幅広い投資能力を有しているため、各資産クラスや商品について、
ネットゼロの実現可能性を慎重に評価しています。

私たちは、顧客の投資ポートフォリオと投資戦略を個別に評価してい
ます。当社のコミットメントには、顧客が脱炭素社会の実現を目指す
ポートフォリオやネットゼロを目指すソブリン・ポートフォリオ、あるいは運
用チームが顧客の成果を向上させる目的で企業と連携するポートフォ
リオ、特に2050年またはそれ以前のネットゼロに向けた移行リスクの管
理について企業をサポートするポートフォリオが含まれます。

当社がコミットした運用資産額は、ネットゼロを表明する顧客が増え、
またその進化するニーズに対応するため、時間の経過とともに増加する
と予想しています。

より具体的には、

• 顧客との対話を通じてそのニーズを理解し、ネットゼロへの移

行を支援するための当社の手法をさらに洗練します。

• 企業の経営陣と対話し、必要であればグローバルに連携して、
企業のネットゼロへの移行を支援するための協調的なアプロー
チを確保します。

• 独自ツールを開発し、運用チームがポートフォリオをネットゼロに
適合させるためのスクリーニングや、ポートフォリオレベルの気候
指標の測定、エンゲージメントのための発行者の特定などをサ

ポートします

• ネットゼロ・リサーチ手法を開発し、会社全体のネットゼロの

整合性を評価します
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ネットゼロとは？

ネットゼロとは、大気中に放出される温室効果ガスの人為的な排出量と、大気中から除去される人為的な排出量が、一定の期間
内に均衡する状態を指します。ネットゼロの「ネット」が重要なのは、必要な期間内にすべての排出量をゼロにすることは非常に困難
だからです。排出量の大幅な削減と同時に、温室効果ガスの除去を拡大する必要があると考えられます

Global emissions

Time

Budget year 1.5°C net zero 2°C net zero

Net-zero pathways

1.5°C budget 2°C budget



当社は、メンバーシップその他の形を通じて各種団体に参加し、活動しています
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A MEMBER OF:

• 30% Club Japan Investors Group

• Asian Corporate Governance 

Association (ACGA)

• Asia Investor Group on Climate 

Change (AIGCC)

• Better Building Partnership (BBP)

• Bipartisan Policy Center ESG

Task Force

• Climate Bonds Initiative

• Coalition for Climate-Resilient 

Investment (CCRI) (founding member)

• Confluence Philanthropy 

(Associate Advisor Menu)

• Corporate Responsibility Interface 

Center (CRIC) (DACH countries)

• Council of Institutional Investors 

(CII) (US)

• Disclosures and Labels Advisory 

Group (DLAG)

• Farm Animal Investment Risk & Return 

Initiative (FAIRR)

• EFAMA Sustainable Finance Committee

• ESG Disclosure Study Group (Japan)

• Green Technical Advisory Group 

(GTAG)

• Hong Kong Green Finance Association

• Investment Association (UK)

• Investment Management Education 

Alliance (IMEA)

• Investor Forum (UK)

• Irish Funds ESG Legal committee

• Italian Sustainable forum (ItaSIF)

• One Planet Asset Manager Initiative

• Quoted Companies Alliance (QCA)

• Responsible Investment Association 

(RIA) (Canada)

• Responsible Investment Association 

Australasia (RIAA)

• Singapore Green Advisory Group

• Taskforce on Nature-Related Financial 

Disclosures Forum (TNFD)

• TCFD Consortium

• Transition Pathway Initiative

• UK Sustainable Investment and

Finance Association (UKSIF)

• World Economic Forum Financing 

the Transition to a Net Zero Future 

Working Group

A SIGNATORY TO:

• EFAMA Stewardship Code

• Indian Stewardship Code

• Japan’s Stewardship Code

• Net Zero Asset Managers Initiative

• UK Stewardship Code1

1 2021年、インベスコは英国スチュワードシップ・コード2020の署名機関としてリストされました。



インベスコは、お客様の利益のために、産業界の実務家
とアカデミアの橋渡しをできる位置にあることを認識してい
ます。

当社のGlobal Thought Leadershipチームは、社

内の他のチームと協力し、実務家の専門知識を活
用し、顧客ニーズに応え、政策や規制動向を踏まえ
たESGコンテンツを提供しています。また、外部の学
術研究者や資産運用業界の実務家の幅広いネッ
トワークと提携し、質の高い研究を提供し、より広い

範囲に貢献します。資産運用業界では、ESG関
連のソート・リーダーシップに対する需要がますます高
まってきています

インベスコでは、顧客の関心とニーズを反映した有
意義な形でのESGに関する対話に貢献できるよう
努力しています。

Economic Transition Monitor –

Thepath to net zero

ネットゼロへの道程を定期的

にモニターする本シリーズ初の
ペーパーでは、C20（CO2

排出量の多い20カ国）に焦
点を当て、各国が決定した
ネットゼロ目標に対する進捗

状況について、排出量や国
民一人当たり排出量、経済
活動におけるCO2排出量イ
ンテンシティの最近の傾向な
どを検証しました。最近の傾

向からは、ネットゼロ目標を達
成できるのはイギリスのみと予
想しています

Appetite for change: food, 

ESG, the nexus of nature

このホワイトペーパーでは、
食料生産と消費に関する
主流なアプローチ、特に工
場式農業、において危険な
までにサステナビリティが欠
如していることを探っていま
す

Game Changers

ケンブリッジ大学ジャッジビジ

ネススクールと共同で開発し
たイノベーションに焦点を当て
たこのビデオインタビューシリー
ズには、 Browne卿（元BP 

CEO）、 Stephanie

Shirley女史（男女平等の
先駆者であり慈善家）、
Tilly Franklin氏（ケンブリッ
ジ大学CIO）など ESG の
パイオニアたちが出演してい

ます。

Reflections on COP26: meaningful

progress or more “blah blah blah”?

2021 HIGHLIGHTS
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このポッドキャストでは、2021年

国連気候変動会議に参加した
インベスコの代表者が、グラスゴー
で決定されたことや、同様に重要
な決定されなかったことに関する
洞察を披露しています



8.0

34年の歩み

1987
インベスコ不動産が軍関係投資
を除外する戦略をローンチ

1989 
インベスコ・ファンダメンタル株式運用
がアルコール・タバコ・ギャンブルを除
外する戦略を設定

1990
インベスコ・クォンツ戦略がESGポジティ
ブ／ベストインクラス戦略をローンチ

2003
インベスコ・クォンツ戦略と債券運用が
ESGベストインクラスとスクリーニングを
融合した戦略を共同運用

2005
インベスコETFsが2つのESGテー
マETFをローンチ

2007
インベスコ・ダイレクト不動産がESGイン
テグレーションを開始

2013 
責任投資原則（PRI）に署名

2014 
インベスコ初のPRIレポートを提出

インベスコUSがPROXYintelの前身
ポータルを通じて議決権行使を開始

日本スチュワードシップ・コードに賛
同表明

2015 
インベスコ社内でESGフォーカス・リスト
のグローバルでの共有が始まる

グローバル議決権行使ポリシー適用開
始

Invesco Proxy Advisory

Committee（ IPAC）設置

ESGリサーチ・プロバイダーの選定

責任投資に関する研修を開始

2016 
Financial Reporting Council (FRC)

より、英国スチュワードシップ・コードの
Tier 1と評価される

PRIから債券・ダイレクト不動産・議決
権行使についてA評価

4・7・9月にamLeague’s

Global Low Carbon Mandate

において#1と評価

インベスコ不動産の3戦略が、Global

Real

Estate Sustainability Benchmark

Assessment (GRESB)による

ピア比較で#1に評価

インベスコ・クォンツ戦略がソーシャル及
び環境にフォーカスする戦略をローンチ

Newsweek Green Rankings により
米国資本市場業界における#1と評価

インベスコのマネージドアカウント（当時
SNW Asset Management）が環
境問題とジェンダー平等にフォーカス
するインパクト・オーバーレイ戦略を
ローンチ

2018
PRIのFixed Income Advisory 

Committeeに選出

PRIのMacroeconomic Risks 

Advisory Groupに選出

Investment Company Institute (ICI) 

Global ESG Task Forceに選出

Responsible Investment 

Association (RIA) Canadaに参加

CIO’s Industry Innovation Award 

for ESG受賞1

PRIからStrategy & Governance、
Fixed Income SSAにおいてA+評価

PRI Advisory Committee on 

Plasticに選出

2021
UN Climate Change 

Conference (COP26)に参加

Net Zero Asset Manager’s 

Initiative (NZAMI) に参加

2023年までに全資産で100%の

ESGインテグレーションを目標

ESG Investing Awardsの4 Best 

ESG Specialist Researchの2位

40以上のESG商品をローンチ

UK Stewardship Code 2020の賛
同機関にリストアップ

ESGCentralを開発

私たちの努力は

続く…
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ここに表示されているのは網羅的リストではありません。過去34年にわたる多くのインベスコの活動内容や達成事項の概要になります。ラ
ンキングや格付け、受賞などについては将来の評価を保証するものではなく、また経時的に変動します。
1 受賞についてはhttps://www.ai-cio.com/lists/2018-asset-management-servicing-winners/?type=ESGを参照ください。
2 NASSCOM GCC Conclaveについてはhttps://nasscom.in/gcc2019/を参照ください。
3 基準や受賞の詳細はhttps://cfi.co/awards/north-america/2020/invesco-best-esg-responsible- investment-expert-united-

states-2020/を参照ください。
4 受賞者や最終候補者についてはhttps://www.esginvesting.co.uk/awards/shortlistedfinalistsを参照ください。賞カテゴリーは金

融市場プロフェッショナルや学者、独立エキスパートで構成される独立した判定者パネルで評価されます。

2017 
PRIアセスメントでStrategy & 

Governance、Fixed Income、SSA

にて A+評価

PRI SDG Working Group 

for Active Ownershipに選
出される

UK Sustainable Investment 

and Finance Association 

(UKSIF) 取締役会に選定

インベスコ、CIO’s inaugural 

Industry Innovation Award for 

ESG1 最終候補に選定

PRIのESG Engagement Advisory 

Committeeに選出

スチュワードシップ・レポート及び議
決権行使レポートを発行

CSR報告書発行

2019 
Sustainability Accounting 

Standard Board（SASB）に加入し、
Standards Advisory Groupに選出

NASSCOM 2019 Global 

Capability Centers (GCC) 

Innovation Awardを受賞2

PRIよりStrategy & Governance、
Listed Equity IncorporationにてA+

評価

正式にTask Force for Climate-

Related Financial Disclosure 

(TCFD)に賛同

Council of Institutional Investors 

(CII)及びFarm Animal Investment 

Risk and Return (FAIRR)に加盟

2020
Climate Action 100+やInstitutional 

Investors Group on Climate 

Change (IIGCC)、World 

Economic Forum Coalition for 

Climate Resilient Investment 

(CCRI)に加盟

PRIより全カテゴリーでAまたはA+ 評
価

TCFD勧告に沿った初のClimate 

Change Report発行

ESGintelを開発

Best ESG Responsible 

Investment Expert (United 

States) from Capital Finance 

Internationalを受賞3

ESG投資の2カテゴリー (Best 

ESG ETF Provider & Best 

ESG Investment Fund: 

Specialist Fixed Income)を受
賞4

新たに10ESG戦略をローンチし、4戦
略をESGに転換

https://www.ai-cio.com/lists/2018-asset-management-servicing-winners/?type=ESG
https://nasscom.in/gcc2019/
https://www.esginvesting.co.uk/awards/shortlistedfinalists


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。

FIND OUT MORE 

インベスコのESG に関する情報をさらにお求めの場合は、

ウェブサイトをご参照ください。
https://www.invesco.com/jp/ja/

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第 306 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 2410140-JP
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