
2020年
サステナビリティに対する取り組み

ブラックロックは今年の1月に、サステナビリティリスク、なかでも気候変動リスクは投資リスクであるとの確信のもとお客様に書簡を送りました。これを受け、サステナビリティ
をブラックロックのリスク管理、ポートフォリオ構築、商品開発、企業との対話における重要な要素と位置づけるための取り組みを行っており、これまでに次のような進展
がみられています。

2020年のハイライト

選択肢の拡充
ブラックロックは2020年に93の新たなサステナブル・ソ
リューションを導入しました。この一年でお客様は390億米
ドルあまりの資産をサステナブル投資戦略に配分しており1、
結果として、サステナブル投資戦略の運用資産総額は、
2019年の12月末時点から41％増加しました。

サステナビリティ戦略の開発
ブラックロックは、メキシコで初となるESGに特化した戦略を
立ち上げ、サステナブル投資の新たな裾野を拡大しました。
また、米国では指数をベースとした最初のターゲット・デート
型のESGファンドを設定しました。さらに、最初のアセット・
アロケーション型のESGのETFシリーズを設定しました。

ESGインテグレーション
ブラックロックは、自社のおよそ5,600に及ぶアクティブ、およ
び運用助言を行うすべての投資戦略（運用資産額では
2.7兆米ドル以上に相当1 ）においてESGのインテグレー
ションを達成しました。

ESGデータの充実
1,200近いサステナビリティ関連指標をAladdinに追加し
ました。お客様がESGと物理的気候変動リスクに関する
理解を深められるようサポートするため、サステナリティクス
社、リフィニティブ社、ロジウム社とデータ提供に関する提携
を締結しました。

新たな気候変動リスクの分析ツール

新たなリスク分析ツールとしてAladdin Climateをローン
チしました。投資ポートフォリオ中のあらゆる資産クラスに対
して環境関連リスクを分析するための、新たなスタンダード
を築いていきます。

エンゲージメントと透明性の強化
炭素排出係数の高い企業のうち、気候変動リスクへの対応
に十分な進展が見られないと考えられる244社を議決権行
使において、反対票を投じる可能性があるウォッチリストの対
象としました。また、議決権行使に関する主要な個別事例
50件以上を開示することでスチュワードシップ活動の透明性
を高めています。なお、米国サステナビリティ会計基準審議会
（SASB）および気候変動関連財務情報開示タスクフォー
ス（TCFD）に沿った情報開示を求めた結果、SASB基準
に基づく情報開示を実施する企業は2019年から388％増
加しました2。注記

1. 2020年9月30日時点
2. 期間は2020年1月1日～2020年10月31日。SASBの基準についてはこちら: https://www.sasb.org/global-use/  
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スチュワードシップ活動における
サステナビリティの強化

サステナブルなポートフォリオ構築 サステナブル投資の選択肢の拡充

次項は 、お客様がよりサステナブルに投資できるように、2020年にブラックロックが3つの重要分野においてとったアクション
とその進捗についてです。

ESGインテグレーション 1. ブラックロックは年初に、自社のおよそ5,600に及ぶアクティブ、および運用助言を行うすべての投資戦略（運用資産額
では2.7兆米ドルに相当1）においてESGのインテグレーションを達成しました。ESGインテグレーションしたすべての公募の
アクティブ戦略については、ウェブサイト上で年内にインテグレーションについての情報開示を行います。

アクティブ運用戦略におけるESGリス
クの低減

2. ブラックロックは、運用権限を有するすべてのアクティブ運用ポートフォリオにおいて、売上高の25%以上を一般炭の生産
から得ている上場企業への投資から完全に撤退しました。また、懸案となっている兵器の製造に関連する企業への投資
も行っていません3。

サステナビリティ特性の情報開示の強
化

3. 欧州、米州、APACのおよそ1,700本のミューチュアル・ファンドとETFすべてについて年内に、問題となるビジネスへの関
与についての透明性を確保しつつ、MSCIの7つのサステナブル特性をカバーする項目を掲載する予定です。

ポートフォリオ構築の主要な部品とな
るESG商品の開発

4. ブラックロックのグローバルのモデルポートフォリオにおいて、ESGへの投資エクスポージャーは2019年の4.5億米ドルから
230億米ドルにまで増加し、飛躍的に成長しました。EMEAでは、ESGへの投資配分が1年前の8％から3倍の22％に
増加しました1。

5. ESGインテグレーションと並行し、2021年には、ブラックロックのすべてのプロダクト・チームがESG商品を少なくとも各チー
ム1つずつ導入する予定です（すでに85%のチームが導入済み）。

6.英国における旗艦ファンドの一つであるターゲット・デート・ファンドにおいては、2021年半ばまでにESGエクスポージャーを
50％増やすようESGインテグレーションを行う準備を進めています。

ESG分析を Aladdinの中核に 7.ロジウム社のデータを基に新たなツール、Aladdin Climateをローンチしました。このツールは、お客様がポートフォリオ中の
あらゆる資産クラスにおいて、物理的気候変動リスクをより適切に評価できることを企図したものです。

8.ポートフォリオ・マネジャーとリスク管理者が、サステナビリティ要因リスクを特定し、情報を十分に認識した上で投資判断を
行えるよう、重要評価指標（KPI）を12項目から1,200項目に拡充しました。

9. Aladdinにサステナビリティ関連データを提供するプロバイダー数を増やすため、新たにサステナリティクス社およびリフィニ
ティブ社と提携しました。

注記
3. MSCIによる Ex-Controversial Weapons Indexesのメソドロジーの定義の基に、非人道的な兵器類（クラスター爆弾、対人地雷、劣化ウラン兵器、生物化学兵器、目潰し用レーザー兵器、検出不可能な破

片を用いた兵器、焼夷弾）の製造にかかわっているあらゆる企業                         MKTGM0123A/S-2702187-2/6



スチュワードシップ活動における
サステナビリティの強化

サステナブルなポートフォリオ構築 サステナブル投資の選択肢の拡充

ESG ETFの倍増 10. ESG指数商品を51本新たに追加し、ESG指数ソリューションのラインナップは50％以上増加して合計で141本4に到
達しました。3年間で150本に倍増することを目標に拡充を図っています。

11. ESGのタイプが異なる3種類のサステナブルETFを設定し、商品ラインナップをさらに整理しました。特定のセクターや企
業をスクリーニングする商品、ESGスコアの改善を図りつつ時価総額加重の指数に追随するよう最適化を行う商品、
懸案となる企業活動を行う企業を広く除外しつつESGスコアの高い企業に優先的に投資を行う商品と、それぞれに明
確な特徴があります。

サステナブル指数の拡充を目的とした
指数プロバイダーとの連携

12. 指数プロバイダー11社と連携し、代表的なESG指数を開発しています。S&P社とは3つの新たなESGスクリーニング・
ファンドを設定し、またFTSEラッセル社およびマークイット社とは、市場ベンチマークの代替となるサステナビリティを組み入
れた革新的な指数の開発を共同で進めています。

サステナブルキャッシュ戦略の拡大 13. ESGを重視したキャッシュ運用においては、新たに2つの商品提供を開始したことにより合計6商品となり、1年間で運
用資産総額はほぼ倍の145億米ドル1に増加しました。

アクティブ運用におけるサステナブル戦
略の拡大

14. アクティブ戦略のプラットフォームに40の新たなソリューション1を導入し、サステナブル戦略の数は倍以上に増加しました。
現在、株式、債券、オルタナティブ資産において横断的に合計71のサステナブル戦略を展開しています。この中には、
米国、カナダ、APAC（アジア太平洋）、EMEA（欧州、中東、アフリカ）およびLatAm（ラテンアメリカ）地域の機
関投資家および個人のお客様を対象とした6つの新たなアクティブ株式・インパクト戦略が含まれます。

プライベートマーケット 15. 再生可能エネルギーや天然ガスなどへのエネルギー移行を後押しする分野を投資対象とするファンドにおいて、51億米
ドルを調達しました。

16.欧州では18件の陸上風力発電プロジェクトに投資を行いました。また、台湾では過去最大規模となる水上太陽光発
電プロジェクトを建設し、農地や住宅用の土地の提供につながりました。

注記
4. 2020年11月23日時点
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スチュワードシップ活動における
サステナビリティの強化

サステナブルなポートフォリオ構築 サステナブル投資の選択肢の拡充

サステナビリティについて企業に対する
期待値の引き上げおよび優先事項の
設定

17. 世界の9つの市場において2020年の対話における優先事項と議決権行使のガイドラインを見直し、サステナビリティ関
連の重大なリスクがある企業にさらに焦点を当て対話を強化しました。

18. ブラックロックのスチュワードシップ活動における重点項目を、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿う形でマッピ
ングを初めて行いました。また、取締役による責任を明確にするため、エンゲージメント活動における優先事項に重要評
価指標（KPI）を組み入れました。

19.グローバルのエンゲージメント原則と議決権行使ガイドラインの2020年次のレビューを完了し、12月に公表する準備を
進めています。

エンゲージメントおよび議決権行使に
対するアプローチの強化

20. 今年1月に掲げたサステナビリティに対する取り組み強化の結果として、企業との対話は過去最高水準にまで増加しま
した。対話は2,050件から3,040件に増加し（前年比48％増）、対話した企業は1,458社から2,020社に増加し
ました（同39％増）、カバーする市場は42から54へ拡大し、対話したお客様の運用資産がブラックロック全体に占め
る割合でみると50％から61％に増加しました5。このうち環境（E）に関する対話は前年から299％増加し、社会
（S）についての対話は同173％増加しました5。

21. ブラックロックは、炭素排出強度の高い企業440社5（Scope1とScope2において世界の排出量の約60％を占める
6）と気候変動リスクについて対話を行っています。そのうち十分な進展が見られないと考えられる244社をウォッチリスト
の対象とし、こうした企業において2021年の株主総会までに十分な進展が見られない場合には議決権行使において
反対票を投じる可能性があるとしました。

22.気候変動リスクへの対応7において、ビジネスモデルや情報開示に課題があると考えられる企業には経営陣に対し反対
票を投じました。気候変動に関する問題について、62社8に対し議決権行使を行いました（2020年前半の53社から
増加）。この中で、55社8において気候変動にかかわる762件の取締役選任議案6に反対票を投じました。

注記
5. 期間は2019年の7月1日～2020年の6月30日。iシェアーズを含む米国の投資信託
6. ほとんどの企業による排出量の開示と、それを集計しているデータベースにおいては、CO2（単位：トン）換算での報告が一般的です（GHG排出量はtCO2eの単位で表示されています）。これには二酸化炭素

（CO2）の他、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PCF）、六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化窒素（NF3）も含まれます。これらのガスはすべて気
候変動に影響しているため、別々に報告せずに一本化して開示することが慣例となっています。

7. 気候変動関連の情報開示に十分な進展がみられない企業に対し、取締役関連の議案に反対票を投じました。取締役関連議案には、取締役の選任や解任、取締役会長の選任に対する経営からの提案を含みま
す。

8. 期間は2020年1月1日～2020年11月20日                         MKTGM0123A/S-2702187-4/6
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サステナビリティの強化
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スチュワードシップ活動に関する情報
開示を刷新

23. 今年に入り既に50件以上の議決権行使に関する個別事例を開示し（過去3年間の合計の5倍）、投資先
企業との対話を踏まえ、どのように議決権を行使したのか、その考え方を説明し、また対話における基本的なアプ
ローチも示しました。

24.議決権行使に関するデータ開示の頻度を年次から四半期毎に増やし、重要案件については判断理由も開示す
ることとしました。

25.対話を行った企業のリストと対話における主な議題をまとめた四半期ごとのサマリーレポートの作成を開始しました。

26.エンゲージメントにおける8件のポジション・ペーパーを発表し、 数多くのサステナビリティの課題について、ブラックロッ
クが投資先企業とどのように対話を行うのかを説明しています。この中で、米国サステナビリティ会計基準審議会
（SASB）および気候変動関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に沿った情報開示、気候変動リスクの
開示、低炭素経済への移行、農業セクターにおけるサステナブルなビジネスプラクティス等を取り上げました。

27. 2本の特別レポートを発表しました（7月のサステナビリティに対するブラックロックのアプローチに関する特別報告、
9月のブラックロック2020年アニュアル・レポート）。

民間セクターのイニシアチブや公共政
策をめぐる議論への積極的な参加

28. 2020年の1月にブラックロックはClimate Action 100+に参画しました。これは投資家主導のイニシアチブであ
り、上場企業に気候変動リスクの開示を求め、またパリ協定の目標に整合的な経営戦略の策定を促すなどのエ
ンゲージメントを実施します。現在ブラックロックは、台湾のChina Steel Corporationへのエンゲージメントを主
導しており、また、Asia Advisory Groupの主要メンバーとして、APACの企業とのエンゲージメント方針に関す
る議論に関与しています。

29.ブラックロックが今年1月に、米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）および気候変動関連財務情報開
示タスクフォース（TCFD）に沿った情報開示を求めて以来、SASBに沿った情報開示を行う企業は388%増
加し2、また1,500もの組織がTCFDに沿った情報開示を行うことを宣言しています。ブラックロックもTCFDに沿っ
た自社の情報開示を年内に行う計画です。

30.2020年の10月には、世界で広く認識され受け入れられるようなサステナビリティ情報の開示における統一したア
プローチを確立するために、既存の民間セクターによる多種多様な情報開示のフレームワークならびに基準の収斂
を求めました。
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注記一覧
1. 2020年9月30日時点
2. 期間は2020年1月1日～2020年10月31日。SASBの基準については こちら: https://www.sasb.org/global-use/  
3. MSCIによる Ex-Controversial Weapons Indexesのメソドロジーの定義の基に、非人道的な兵器類（クラスター爆弾、対人地雷、劣化ウラン兵器、生物化学兵器、目潰し用レーザー兵器、検出不可能な破片を

用いた兵器、焼夷弾）の製造にかかわっているあらゆる企業
4. 2020年11月23日時点
5. 期間は2019年の7月1日～2020年の6月30日。iシェアーズを含む米国の投資信託
6. ほとんどの企業による排出量の開示と、それを集計しているデータベースにおいては、CO2（単位：トン）換算での報告が一般的です（GHG排出量はtCO2eの単位で表示されています）。これには二酸化炭素

（CO2）の他、メタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PCF）、六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化窒素（NF3）も含まれます。これらのガスはすべて気候変
動に影響しているため、別々に報告せずに一本化して開示することが慣例となっています。

7. 気候変動関連の情報開示に十分な進展がみられない企業に対し、取締役関連の議案に反対票を投じました。取締役関連議案には、取締役の選任や解任、取締役会長の選任に対する経営からの提案を含みます。
8. 期間は2020年1月1日～2020年11月20日

お問い合わせ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号
加入協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
ホームページ http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館

重要事項
当資料の記載内容は、ブラックロック・グループ（以下、ブラックロック）が作成した英語版資料を、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、弊社）が参考情報として提供するものです。また当
資料でご紹介する各資産の見通し（米ドル建て）は、米国人投資家などおもに米ドル建てで投資を行う投資家のための見通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投資
家など日本円建てで投資を行う投資家の皆様を対象とした見通しではありません。
記載内容は、米ドル建て投資家を対象とした市場見通しの一例として、あくまで参考情報としてご紹介することを目的とするものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではなく、
また本邦投資家の皆様の知識、経験、リスク許容度、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社が信頼できる
と判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のもの又は見通しであり、今後の運用成果を保証するもので
はなく、本情報を利用したことによって生じた損失等についてブラックロック及び弊社はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や見通しは作成日現在のブラックロックの見解であり、
今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります。またブラックロックの見解、あるいはブラックロックが設定・運
用するファンドにおける投資判断と必ずしも一致するものではありません。

投資リスク・手数料について
・投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。した
がって、投資信託は元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と
異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっ
ては各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

・手数料について
弊社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。
■ 直接ご負担いただく費用
お申込み手数料：上限4.40％（税抜 4.0％）
解約手数料：ありません。
信託財産留保額：ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面の内容をご確認ください。
■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬：上限2.6158％（税抜 2.378％）程度
■ その他の費用
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
※リスク及び手数料の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。
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