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●Asset Management One Internationalは、グループ
の中でどのような役割を担う会社なのか、その概要を教え
てください。

Ri ：アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネ
ジメントOne」という）は、日本を代表する資産運用会社で
あり、運用力の強化、グローバルな分散投資を図るため、ロ
ンドン、ニューヨーク、シンガポール、香港を拠点とするグ
ローバルネットワークを展開しています。ロンドンを拠点と
するAsset Management One International Ltd.（以下「当
社」という）は、EMEA（欧州、中東およびアフリカ）地域での
法人顧客サービスを担っています。
私 自 身 は 2 0 0 5 年 2 月から2 0 1 5 年 5 月までの1 0 年 間を
Hermes Investment Managementで過ごし、日本を含めた
アジア企業を中心にコーポレートガバナンス等の分析･評
価とエンゲージメントを行っていました。その後Mizuho 
Internationalで2年半の勤務を経て2017年12月に当社に
入り、現在は、主に英国や欧米の投資先企業とのエンゲー
ジメントなど責任投資関連のスチュワードシップ活動を担
当しています。現在、アセットマネジメントOneでは責任投資
部門に10人以上のスペシャリストが置かれて、そのほとんど
がファンドマネジャーやアナリスト経験が豊富な人材で構
成されています。東京のメンバーとのスチュワードシップ活
動に関する意見交換や情報共有も大切な役割です。
ロンドンの拠点に責任投資スペシャリストという新しいポジ
ションを設けた趣旨は2つあります。１つ目は日本以外の投
資先企業にも積極的にエンゲージメントを行うなど、スチュ
ワードシップ活動をグローバルで展開していくことです。2つ
目は、スチュワードシップやコーポレートガバナンス等に関
わるパブリックポリシーやベストプラクティスについて現地
の規制当局、他の投資家や各種業界団体とも頻繁に意見
交換する機会を設けることです。これらによりアセットマネ
ジメントOneは、日本のリードアセットマネジャーとしてス
チュワードシップの分野での活躍と発言力をより高め、グ
ローバルな視野でリーダーシップをとっていきたいと考えて
います。

多くの海外企業とエンゲージメントしていると見えてくるも
のがあります。日本の皆さんは、よく英国の企業はESG分野
で先進的だとおっしゃいます。
確かに、先に取組みを始めたことで学ぶことも多いですが、

実務などでも様々な課題をも抱えています。英国で導入さ
れたシステムをそのまま外形的に移入しても、形式的な取
り組みとなりがちです。大事なことは、コーポレートガバナン
ス原則の趣旨・精神（Spirit）を理解したうえで、日本に必要
な改革をプライオリティとして進めていくことだと思います。
また、スチュワードシップのクオリティを高めるエンゲージメ
ントを行うために大切なのは、価値創造に向けたインベス
トメントチェーン全体の最適化を図ることだと考えていま
す。そのためにアセットマネジャーが果たすべき役割は重要
です。スチュワードシップに関してもコーポレートガバナンス
に関しても、日本だけにフォーカスして議論するのではなく、
グローバル視点にたって何が大事なのか何が課題なのか、
特にその背景に何があるのか、より広い視野でのアプロー
チをとることが大事だと考えています。そのために海外での
スチュワードシップ活動に直接かかわることによって得たこ
とを活かすためにも、東京の責任投資部のメンバーとも常
にディスカッションして、日本企業とも効果のあるエンゲー
ジメント、意義あるスチュワードシップにつながるような形
で貢献したいと思っています。それが日本のマーケットにも
ポジティブな効果としてつながれば良いと思っています。

●エンゲージメントをするうえで、大切だと思っていること
を教えてください。

Ri ：まずは、本日のお話は全て私の個人的な見解となる点
について、ご理解して頂ければと思います。エンゲージメン
トに関しては、まず、何のためにエンゲージメントするのかと
いう目的とその意図がとても大事です。少し抽象的ですが、
目的、意図を明らかにして、それを達成するために十分に準
備したうえでエンゲージメントしないといけないと思いま
す。これがエンゲージメントの質にも、そしてその結果にも、
さらにアプローチのストラテジーにも影響を与えます。
2つ目は全体的・包括的（Holistic）な視点を持てるだけのナ
レッジとスキルです。エンゲージメントは企業をマイクロマ
ネジメントすることではなく、株主として投資先企業を後押
しすることだと考えています。しかも、経営陣や取締役会メ
ンバーとの建設的なエンゲージメントを通じて、中長期的
な企業価値向上に貢献し、Win-Winとなる状況を目指さない

スチュワードシップの分野においても、
アセットマネジメントOneはグローバルな
視野でリーダーシップを発揮していきたい

何のためにエンゲージメント
するのかという目的と意図を明確にし、
企業個別のビジネスモデルや
置かれている事業環境を踏まえた上で、
課題解決と付加価値につなげる
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Steward of Capitalとしてのアカウンタビリティ
－ 投資家が経営者・取締役に期待する役割 －

スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの導入により、日
本企業のコーポレートガバナンスに対する意識は大きく高まり、ここ数年は
ROEや株主還元等も改善しています。このポジティブな流れが持続的なものか
どうか、機関投資家はエンゲージメントを通じて見極めようとしています。
アセットマネジメントOneのロンドンを拠点とするグループ会社 Asset 
Management One International のDirectorで責任投資スペシャリストの 
Karin Ri（李 嘉林）氏に、日本企業や英国企業など多くの国の企業との豊富
なエンゲージメント経験を踏まえた、主に海外投資家の視点から経営者・
取締役に期待する役割について伺いました。

Karin Ri（李　嘉林）氏
Asset Management One 
International
Director
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日本企業のガバナンス改革に
関するこれまでのポジティブな流れが
持続的なものになるには、
次のステップとアクションが必要
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といけません。アセットマネジャーにはそれを達成できるだ
けのナレッジとスキルが必要で、それには企業全体を分析
し、理解できる包括的な視点が必要になるのです。具体的に
は、企業個別のビジネスモデルや置かれている事業環境と
課題、競争優位性に基づいた企業戦略、それと整合性のと
れた資本政策･財務戦略（Capital Allocation）、株主還元方
針等に対する考え方、リスクマネジメント、そして取締役会
の実効性などです。特に私が主に担当するEMEAの投資先
企業では独立社外取締役である取締役会の議長や主要委
員会の委員長と直接に面会する機会も多く、建設的な対話

（Dialogue）に繋がるケースも多くあります。まず聞く耳を
もって企業の考えを理解することが大事です。そのうえで、
懸案事項についてのソリューションにつなぐためには、中長
期的な投資リターンとリスクの観点から、重要な課題を捉
え整理していくアプローチが必要です。ガバナンスやESGだ
けに関するエンゲージメントといった狭い範囲でのアプ
ローチではなく、個別企業の事業戦略と財務についても理
解した包括的なアプローチが必要だと思います。
3つ目はエンゲージメントによる付加価値です。企業価値向
上が目的ならば、一方通行ではなく、より相互理解と信頼関
係に繋がる建設的な対話が重要です。結果につながるエン
ゲージメントを目指すのなら、企業が直面するチャレンジと
障壁をも理解しないといけませんし、それに関連する質問
も行います。

意識した経営の大切さを認識する必要があります。

海外の投資家も、エンゲージメントにおいて「自己資本コス
トを意識して経営してください」というだけではなく、個別企
業の事情を踏まえつつ「これは何を意味するのか」「どうし
てなのか」というような、丁寧な意見交換がまだ不足してい
るように思います。特に海外機関投資家と日本企業とのIR
ミーティングや対話では通訳が入ることも多いです。そのた
め通訳なしの場合と比べて実質的に半分程度の内容しか
話し合えないこともあります。日本企業との丁寧な対話に
よって相互理解を深めていくには、言葉の問題だけでなく、
企業の文化や価値観を理解することも大切です。更に対話
機会の増加や課題解決に必要な対話の深化に繋げるため
には、日本のアセットマネジャーが大きな役割を果たせると
思います。

資本コストのトピックは抽象的な言葉だけで相互に理解す
るのは難しいと思います。資本コストは事業ポートフォリオ
マネジメントとも大きく関連します。一部の日本企業では、
主力事業は資本コストを上回るリターンを生み出す一方
で、リターンが長期間にわたって資本コストを下回る事業も
抱えていたりしています。それを企業全体で利益が出ていれ
ば良いと捉えているのではないかと、経営者の資本コスト
に対する認識が低いことを問題にする海外投資家の声がよ
く聞こえてきます。また、資本コストは事業全体のポートフォ
リオマネジメントをダイナミックに考える際にも重要な要素
として考えないといけないとの指摘もあります。

●英国企業と日本企業でエンゲージメントに違いはありま
すか。

Ri ：エンゲージメントの主体が異なる場合があります。英国
では基本的に機関投資家の株主と、独立取締役会議長や
議長が独立社外取締役ではない場合にはリード（筆頭）独
立社外取締役と直接に面会しエンゲージメントするケース
がよくあります。また、具体的なトピック、例えば報酬や監査、
経営後継者計画（Succession Planning）をテーマに意見交
換する場合、報酬委員会や監査委員会と指名委員会それぞ
れの委員長である独立社外取締役の方とお会いする機会
も多いです。
日本企業でも、株主である機関投資家と独立社外取締役と

●ガバナンスに関する意識が高い企業が増えたことから、
投資ポートフォリオに占める日本株の割合は増えているの
でしょうか。

Ri ：現状では、まだそこまでのインパクトはないように見え
ます。進行中のコーポレートガバナンス改革が、日本企業の
グローバルにおける競争力・収益力・成長力、資本生産性の
向上、本格的な株主リターンに繋がるかどうかを見極めて
いくという状況でしょう。企業の間で差が出てくる中、個別企
業をピックアップし、見極めている段階ですので、本質的な
改革が行われているという確信が持てるまでは日本企業全
体に対する投資枠が大きく増える印象はないですね。でも、
ポジティブに考えればアップサイドはまだあるということで
す。企業側の努力とインベストメントチェーン全体の中でア
セットマネジャーやアセットオーナー等の努力も含め、経営
の規律が変化し、実質を伴うものになれば、今はバリュエー
ションが相対的に低いからこそ、まだまだアップサイドもあ
るというポジティブな捉え方ができるのではないかと思いま
す。つまり、日本企業のポジティブな流れが持続的なものに
なるには、次のステップとアクションが必要です。

●ROEに対する意識は高まっていますが、資本コストを意
識した経営の大切さについて、経営者とより深く共有するた
めには、どのようなエンゲージメントをすると良いと思いま
すか。

Ri ：まず、日本企業の経営者の方々には、株主資本コストや
その背後にある株主の位置付けについてのコンセプト、つ
まり「それらが何を意味し、なぜ大事なのか」ということを咀
嚼していただくことが重要ではないかと思います。そのうえ
で「自社はグローバル投資家からはこう見られている」「そ
れはなぜなのか」ということを理解し客観的に受け止める
ことも必要だと思います。マネジメントによるIR活動の際
に、自ら企業価値創造の思考回路とそのプロセスをより見
えるようにお話をして頂けると良いと思います。つまり、数字
目標だけではなく、その背景にある分析・議論、および目標
を達成するための体制と具体的なアクション等をより分かり
やすく伝えて頂きたいということです。日本企業の経営陣が
資本コストに対する意識が低いと、海外投資家によく指摘さ
れますが、独立社外取締役を含め取締役会も、資本コストを

●日本企業の投資先としての魅力 やポテンシャルについて
教えてください。

Ri ：前職も含め、私が日本企業とのエンゲージメントをはじ
めたのは2005年頃でしたが、4～5年前と比べても、間違い
なくポジティブな進歩が3つあります。
1つ目はコーポレートガバナンスに対する経営者の関心の
高さです。伊藤レポートのドラフトが公表され、以降スチュ
ワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが日
本に導入されるといった様々な流れの中で、経営者のコー
ポレートガバナンスについての関心が高まり、海外投資家
の意見を聞きたいという企業も多くなりました。同時に、独
立社外取締役の方の数も著しく増えています。次に取締役
会の実効性や期待される独立社外取締役の役割等が議論
になるとは思いますが、コーポレートガバナンスへの関心
が日本企業と経営陣の間で高まってきたことはポジティブ
に捉えています。
2つ目は株主還元の向上に対する意識も4～5年前と比べて
高くなったことです。株主還元の意義を企業は意識するよう
になったと感じます。
3つ目はROEに対する意識の高まりです。伊藤レポートや
コーポレートガバナンス・コードをきっかけに、近年はROE
についてのディスカッションが増えており、ROE目標を提示
する企業の数も増えてきました。実際、ROE水準も上がって
きており、一部の企業のバリュエーションにも株価にも反映
されています。
この一連の流れの中、海外の投資家が注目しているのは、
日本企業の進捗やROE改善などが持続的なものかどうか
ということだと思います。言い換えれば、ガバナンスに関す
る企業のアクションが、コーポレートガバナンス・コードに形
式的に対応したものなのか、実質を深く理解したうえで付
加価値創造と経営の質の向上に継続的につながっていくの
か、そこが海外の投資家が関心をもって注目しているところ
だと思います。今の状況をみると企業の間で差が出てきて
いて、おそらくその差は今後さらに拡大していくでしょう。そ
れは、投資家から見ても見極めが容易になると思います。自
社の状況や課題をよく考え、ガバナンスの本質を意識して取
り組む企業ほどベネフィットを得られるような差が出ること
は、悪いことではないと思います。

資本コストは事業全体のポートフォリオ
マネジメントをダイナミックに考える際に
重要な要素として考えるべき
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といけません。アセットマネジャーにはそれを達成できるだ
けのナレッジとスキルが必要で、それには企業全体を分析
し、理解できる包括的な視点が必要になるのです。具体的に
は、企業個別のビジネスモデルや置かれている事業環境と
課題、競争優位性に基づいた企業戦略、それと整合性のと
れた資本政策･財務戦略（Capital Allocation）、株主還元方
針等に対する考え方、リスクマネジメント、そして取締役会
の実効性などです。特に私が主に担当するEMEAの投資先
企業では独立社外取締役である取締役会の議長や主要委
員会の委員長と直接に面会する機会も多く、建設的な対話

（Dialogue）に繋がるケースも多くあります。まず聞く耳を
もって企業の考えを理解することが大事です。そのうえで、
懸案事項についてのソリューションにつなぐためには、中長
期的な投資リターンとリスクの観点から、重要な課題を捉
え整理していくアプローチが必要です。ガバナンスやESGだ
けに関するエンゲージメントといった狭い範囲でのアプ
ローチではなく、個別企業の事業戦略と財務についても理
解した包括的なアプローチが必要だと思います。
3つ目はエンゲージメントによる付加価値です。企業価値向
上が目的ならば、一方通行ではなく、より相互理解と信頼関
係に繋がる建設的な対話が重要です。結果につながるエン
ゲージメントを目指すのなら、企業が直面するチャレンジと
障壁をも理解しないといけませんし、それに関連する質問
も行います。

意識した経営の大切さを認識する必要があります。

海外の投資家も、エンゲージメントにおいて「自己資本コス
トを意識して経営してください」というだけではなく、個別企
業の事情を踏まえつつ「これは何を意味するのか」「どうし
てなのか」というような、丁寧な意見交換がまだ不足してい
るように思います。特に海外機関投資家と日本企業とのIR
ミーティングや対話では通訳が入ることも多いです。そのた
め通訳なしの場合と比べて実質的に半分程度の内容しか
話し合えないこともあります。日本企業との丁寧な対話に
よって相互理解を深めていくには、言葉の問題だけでなく、
企業の文化や価値観を理解することも大切です。更に対話
機会の増加や課題解決に必要な対話の深化に繋げるため
には、日本のアセットマネジャーが大きな役割を果たせると
思います。

資本コストのトピックは抽象的な言葉だけで相互に理解す
るのは難しいと思います。資本コストは事業ポートフォリオ
マネジメントとも大きく関連します。一部の日本企業では、
主力事業は資本コストを上回るリターンを生み出す一方
で、リターンが長期間にわたって資本コストを下回る事業も
抱えていたりしています。それを企業全体で利益が出ていれ
ば良いと捉えているのではないかと、経営者の資本コスト
に対する認識が低いことを問題にする海外投資家の声がよ
く聞こえてきます。また、資本コストは事業全体のポートフォ
リオマネジメントをダイナミックに考える際にも重要な要素
として考えないといけないとの指摘もあります。

●英国企業と日本企業でエンゲージメントに違いはありま
すか。

Ri ：エンゲージメントの主体が異なる場合があります。英国
では基本的に機関投資家の株主と、独立取締役会議長や
議長が独立社外取締役ではない場合にはリード（筆頭）独
立社外取締役と直接に面会しエンゲージメントするケース
がよくあります。また、具体的なトピック、例えば報酬や監査、
経営後継者計画（Succession Planning）をテーマに意見交
換する場合、報酬委員会や監査委員会と指名委員会それぞ
れの委員長である独立社外取締役の方とお会いする機会
も多いです。
日本企業でも、株主である機関投資家と独立社外取締役と

●ガバナンスに関する意識が高い企業が増えたことから、
投資ポートフォリオに占める日本株の割合は増えているの
でしょうか。

Ri ：現状では、まだそこまでのインパクトはないように見え
ます。進行中のコーポレートガバナンス改革が、日本企業の
グローバルにおける競争力・収益力・成長力、資本生産性の
向上、本格的な株主リターンに繋がるかどうかを見極めて
いくという状況でしょう。企業の間で差が出てくる中、個別企
業をピックアップし、見極めている段階ですので、本質的な
改革が行われているという確信が持てるまでは日本企業全
体に対する投資枠が大きく増える印象はないですね。でも、
ポジティブに考えればアップサイドはまだあるということで
す。企業側の努力とインベストメントチェーン全体の中でア
セットマネジャーやアセットオーナー等の努力も含め、経営
の規律が変化し、実質を伴うものになれば、今はバリュエー
ションが相対的に低いからこそ、まだまだアップサイドもあ
るというポジティブな捉え方ができるのではないかと思いま
す。つまり、日本企業のポジティブな流れが持続的なものに
なるには、次のステップとアクションが必要です。

●ROEに対する意識は高まっていますが、資本コストを意
識した経営の大切さについて、経営者とより深く共有するた
めには、どのようなエンゲージメントをすると良いと思いま
すか。

Ri ：まず、日本企業の経営者の方々には、株主資本コストや
その背後にある株主の位置付けについてのコンセプト、つ
まり「それらが何を意味し、なぜ大事なのか」ということを咀
嚼していただくことが重要ではないかと思います。そのうえ
で「自社はグローバル投資家からはこう見られている」「そ
れはなぜなのか」ということを理解し客観的に受け止める
ことも必要だと思います。マネジメントによるIR活動の際
に、自ら企業価値創造の思考回路とそのプロセスをより見
えるようにお話をして頂けると良いと思います。つまり、数字
目標だけではなく、その背景にある分析・議論、および目標
を達成するための体制と具体的なアクション等をより分かり
やすく伝えて頂きたいということです。日本企業の経営陣が
資本コストに対する意識が低いと、海外投資家によく指摘さ
れますが、独立社外取締役を含め取締役会も、資本コストを

●日本企業の投資先としての魅力 やポテンシャルについて
教えてください。

Ri ：前職も含め、私が日本企業とのエンゲージメントをはじ
めたのは2005年頃でしたが、4～5年前と比べても、間違い
なくポジティブな進歩が3つあります。
1つ目はコーポレートガバナンスに対する経営者の関心の
高さです。伊藤レポートのドラフトが公表され、以降スチュ
ワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが日
本に導入されるといった様々な流れの中で、経営者のコー
ポレートガバナンスについての関心が高まり、海外投資家
の意見を聞きたいという企業も多くなりました。同時に、独
立社外取締役の方の数も著しく増えています。次に取締役
会の実効性や期待される独立社外取締役の役割等が議論
になるとは思いますが、コーポレートガバナンスへの関心
が日本企業と経営陣の間で高まってきたことはポジティブ
に捉えています。
2つ目は株主還元の向上に対する意識も4～5年前と比べて
高くなったことです。株主還元の意義を企業は意識するよう
になったと感じます。
3つ目はROEに対する意識の高まりです。伊藤レポートや
コーポレートガバナンス・コードをきっかけに、近年はROE
についてのディスカッションが増えており、ROE目標を提示
する企業の数も増えてきました。実際、ROE水準も上がって
きており、一部の企業のバリュエーションにも株価にも反映
されています。
この一連の流れの中、海外の投資家が注目しているのは、
日本企業の進捗やROE改善などが持続的なものかどうか
ということだと思います。言い換えれば、ガバナンスに関す
る企業のアクションが、コーポレートガバナンス・コードに形
式的に対応したものなのか、実質を深く理解したうえで付
加価値創造と経営の質の向上に継続的につながっていくの
か、そこが海外の投資家が関心をもって注目しているところ
だと思います。今の状況をみると企業の間で差が出てきて
いて、おそらくその差は今後さらに拡大していくでしょう。そ
れは、投資家から見ても見極めが容易になると思います。自
社の状況や課題をよく考え、ガバナンスの本質を意識して取
り組む企業ほどベネフィットを得られるような差が出ること
は、悪いことではないと思います。
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期待があります。お会いしてディスカッションさせていただく
と、その期待と役割に対する認識がわかります。言い換えれ
ば、独立社外取締役の貢献度とか、素質とスキルもわかり
ます。一方で、社外取締役の方も主な機関投資家株主から
何を期待されているのか、どのような課題に対しより説明し
なければいけないのかといった点を意識するようになりま
す。独立社外取締役の重要な役割は、取締役会の議論など
を通じて必要な時には経営者にアカウンタビリティ（説明責
任）を求める立場である一方で、株主に対するアカウンタビ
リティを負う立場でもあります。
経営者も同様な役割が期待されていますが、独立社外取締
役を含む取締役会が果たすべきSteward of Capitalとしての
役割と価値創造に関する説明責任は、コーポレートガバナン
スで最も重要なコンセプトです。それを日本企業の経営者や
取締役会により深く理解していただきたいと思います。
英国流のSteward of Capitalという表現は、日本語訳では

「受託者責任（Fiduciary Duty）」に最も近いようですが、
Dutyという法的概念を超えた、より深い意味を持つプリン
シプルベースの発想のような気がします。
かつて地主や貴族が広大な土地・財産（Estate）を保有して
いた時代に、それを管理する役目を負う者がこのSteward
の語源です。彼らの基本的な役目はPreserve Value（価値
の維持）とEnhance Value（価値の向上）です。これと良く似
た役割を、現代の株式会社においては経営者や独立社外
取締役を含む取締役会が担っています。株主等から預かった

のエンゲージメントの機会を提供してくれる企業も増えて
いるようですが、独立社外取締役の方とエンゲージメントす
ることはとても大切です。株主エンゲージメントは企業をマ
イクロマネジメントすることではなく、取締役会の実効性を
確認することが大事だからです。取締役会は、会社の成功

（Long-term Sustainable Success of the Company）に導く戦
略的機能に加えて資本や経営資源の管理者（Steward of 
Capital）としての役割・説明義務も果さなければなりません。
直接的なエンゲージメントを通じて、独立社外取締役の方々
は株主の視点や見方をより理解し課題の解決やアカウンタ
ビリティの向上に生かすことができます。つまり、機関投資家
と企業の双方にメリットが生まれるという発想なのです。

●社外取締役の方とのエンゲージメントでは、主にどのよ
うなことを確認されるのでしょうか。

Ri ：機関投資家にとっては、取締役会がどう運営されている
か、取締役会全体と社外取締役のひとりひとりが会社の成
功に貢献できているか、つまり、企業戦略策定・実行の監督

（Oversight）、リスクマネジメント、財務戦略と資本政策など
重要な意思決定に際して、取締役会で緻密な議論が深いレ
ベルで行われているかという点が重要です。社外独立取締
役の方には、企業戦略の方向性やその背景にある事業環境
と課題、企業全体のガバナンスプラクティスや企業文化を理
解して、取締役会でリーダーシップを発揮してほしいという

ビジネスモデル、戦略、主要なリスク、
資本政策、財務戦略などの全体像を
考慮したうえで、自社なりの考え方を
能動的に情報開示することで評価は高まる

ビジネスモデル、事業戦略、リスクマネジメント、
財務戦略・資本政策、ガバナンス実践など
全体像の整合性を考慮したうえで、
企業価値創造のプロセスについての
考え方等を能動的に情報開示し
説明することで評価は高まる

資本（Capital）と他の大事な経営資源を預かって、企業価値
の維持と向上を実現するために最善を尽くすことが経営者
と取締役の役割であり責務です。
機関投資家に対するスチュワードシップ・コードの発想もそ
こにあります。アセットマネジャーも顧客から資産を預かり、
その顧客と最終受益者に対して資産価値の維持と向上を
実現するという役割を担っているスチュワードです。つまり、
インベストメントチェーン全体において、このSteward of 
Capitalというコンセプトが大事なのです。

●日本企業が投資先としての魅力をより高めるための示唆
は、そこにあるのかもしれませんね。

Ri ：企業が価値創造のバックグラウンドストーリーとプロセ
スをより明確にし、それを効果的に投資家・株主とコミュニ
ケーションすることが期待されています。また、経営陣と取
締役会が、株主と建設的対話・エンゲージメントを通じて、
アカウンタビリティ（納得性のある合理的な説明）を強化す
ることで長期投資の不確実性を低減させ投資先としての魅
力を高めることができます。
企業経営の基盤として意識しないといけないのは、資本コ
ストの意義、すなわち資本コストを上回るリターンを確保す
ることが付加価値創造につながり、Steward of Capitalとし
ての責任であるということなのです。しかも、資本コストは、
先ほど申し上げたように、主力事業だけでなく全社ポート
フォリオの最適化を常にダイナミックに考えないといけない
キャピタルアロケーションにも重要な要素だと思うのです。
それが企業の長期的な競争力や収益性・成長性を向上する
ために重要なことだと思います。海外投資家は、進行中の日
本のコーポレートガバナンス改革がこのような実質的変化と
構造的な課題への解決に繋がることを期待しています。

●日本企業でも独立社外取締役の導入が進んでいます。し
かし、取締役会の構成としては執行兼務取締役の方が相対
的に多いことから、改めて取締役会の役割を考えることが
大切だということですね。

Ri ：そう思います。経営者は、会社の成功（Long-term Sus-
tainable Success of the Company）と、そのために株主から
拠出されたCapitalを使いどのように価値創造を実現してい
るのかに対してアカウンタビリティを負っています。その履行
を監督し、アカウンタビリティを経営陣に求めるのが独立社
外取締役の責務です。また、独立社外取締役が株主のアカウ
ンタビリティを果たさなければなりません。実践での重要な
意思決定の際に他のステークホルダーの利益（Interest）をも
充分に考慮しないといけませんが、株主へのアカウンタビリ

ティが取締役会の基本的なコンセプトだと思います。
これを実現するためには、取締役会の構成や独立社外取締
役の人数も重要ですが、独立社外取締役の「質」と取締役会
の実効性に関する議論が最も重要だと思います。客観的な
マインドセットと独立性、其々の企業が直面する課題解決に
必要な専門性や経験・スキルを持つ独立社外取締役の選任
が求められています。つまり、取締役会評価の際に、アクショ
ンやパフォーマンスに重点を置くべきであり、取締役会の構
成や独立社外取締役の人数自体はその結果と実効性に繋
がるメカニズムであり目的ではありません。

●情報開示という点では、日本企業は、戦略や、戦略に関連
するリスクの開示（企業固有のリスクやリスクの重要性）が
不十分という意見があります。英国企業の場合、Viability 
Statementに至る過程で将来のリスク見通しやリスクマネ
ジメントの状況に関する開示情報が充実してきましたが、
日本企業の開示が同様に充実したら投資判断に有益かと
思いますが、いかがでしょうか。

Ri ：このご質問については３つのポイントがあると思います。
1つ目は、英国ではどのような背景でViability Statementが
導入されたのか。2つ目は、それが導入され、約3～4年経過
した現在のプラクティスがどういう状況にあるのか。そして3
つ目として、日本へのインプリケーション、つまり有益な情報
開示の充実という観点で現在の日本企業にとって重要度の
高い改善点は何なのかということです。

英国では、以前はアニュアルレポートの中に、Directors 
going concern statementという記載がありました。これは
事業の継続性に関する記述にとどまり、かつ、短期的な流
動性リスクの観点からやや狭い範囲を捉える傾向がみられ
ました。その結果、投資判断に役立つ長期的な事業リスクや
サステナビリティ等に関する情報として使えないという投資
家の声もありました。そこで企業による流動性のサステナビ
リティ（Liquidity Sustainability）やキャッシュフロー、負債
等バランスシート上の情報など様々なことを検討したうえ
で中長期目線の将来見通しを投資家が知りたいというニー
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期待があります。お会いしてディスカッションさせていただく
と、その期待と役割に対する認識がわかります。言い換えれ
ば、独立社外取締役の貢献度とか、素質とスキルもわかり
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経営者も同様な役割が期待されていますが、独立社外取締
役を含む取締役会が果たすべきSteward of Capitalとしての
役割と価値創造に関する説明責任は、コーポレートガバナン
スで最も重要なコンセプトです。それを日本企業の経営者や
取締役会により深く理解していただきたいと思います。
英国流のSteward of Capitalという表現は、日本語訳では

「受託者責任（Fiduciary Duty）」に最も近いようですが、
Dutyという法的概念を超えた、より深い意味を持つプリン
シプルベースの発想のような気がします。
かつて地主や貴族が広大な土地・財産（Estate）を保有して
いた時代に、それを管理する役目を負う者がこのSteward
の語源です。彼らの基本的な役目はPreserve Value（価値
の維持）とEnhance Value（価値の向上）です。これと良く似
た役割を、現代の株式会社においては経営者や独立社外
取締役を含む取締役会が担っています。株主等から預かった

のエンゲージメントの機会を提供してくれる企業も増えて
いるようですが、独立社外取締役の方とエンゲージメントす
ることはとても大切です。株主エンゲージメントは企業をマ
イクロマネジメントすることではなく、取締役会の実効性を
確認することが大事だからです。取締役会は、会社の成功

（Long-term Sustainable Success of the Company）に導く戦
略的機能に加えて資本や経営資源の管理者（Steward of 
Capital）としての役割・説明義務も果さなければなりません。
直接的なエンゲージメントを通じて、独立社外取締役の方々
は株主の視点や見方をより理解し課題の解決やアカウンタ
ビリティの向上に生かすことができます。つまり、機関投資家
と企業の双方にメリットが生まれるという発想なのです。

●社外取締役の方とのエンゲージメントでは、主にどのよ
うなことを確認されるのでしょうか。

Ri ：機関投資家にとっては、取締役会がどう運営されている
か、取締役会全体と社外取締役のひとりひとりが会社の成
功に貢献できているか、つまり、企業戦略策定・実行の監督

（Oversight）、リスクマネジメント、財務戦略と資本政策など
重要な意思決定に際して、取締役会で緻密な議論が深いレ
ベルで行われているかという点が重要です。社外独立取締
役の方には、企業戦略の方向性やその背景にある事業環境
と課題、企業全体のガバナンスプラクティスや企業文化を理
解して、取締役会でリーダーシップを発揮してほしいという

ビジネスモデル、戦略、主要なリスク、
資本政策、財務戦略などの全体像を
考慮したうえで、自社なりの考え方を
能動的に情報開示することで評価は高まる

ビジネスモデル、事業戦略、リスクマネジメント、
財務戦略・資本政策、ガバナンス実践など
全体像の整合性を考慮したうえで、
企業価値創造のプロセスについての
考え方等を能動的に情報開示し
説明することで評価は高まる

資本（Capital）と他の大事な経営資源を預かって、企業価値
の維持と向上を実現するために最善を尽くすことが経営者
と取締役の役割であり責務です。
機関投資家に対するスチュワードシップ・コードの発想もそ
こにあります。アセットマネジャーも顧客から資産を預かり、
その顧客と最終受益者に対して資産価値の維持と向上を
実現するという役割を担っているスチュワードです。つまり、
インベストメントチェーン全体において、このSteward of 
Capitalというコンセプトが大事なのです。

●日本企業が投資先としての魅力をより高めるための示唆
は、そこにあるのかもしれませんね。

Ri ：企業が価値創造のバックグラウンドストーリーとプロセ
スをより明確にし、それを効果的に投資家・株主とコミュニ
ケーションすることが期待されています。また、経営陣と取
締役会が、株主と建設的対話・エンゲージメントを通じて、
アカウンタビリティ（納得性のある合理的な説明）を強化す
ることで長期投資の不確実性を低減させ投資先としての魅
力を高めることができます。
企業経営の基盤として意識しないといけないのは、資本コ
ストの意義、すなわち資本コストを上回るリターンを確保す
ることが付加価値創造につながり、Steward of Capitalとし
ての責任であるということなのです。しかも、資本コストは、
先ほど申し上げたように、主力事業だけでなく全社ポート
フォリオの最適化を常にダイナミックに考えないといけない
キャピタルアロケーションにも重要な要素だと思うのです。
それが企業の長期的な競争力や収益性・成長性を向上する
ために重要なことだと思います。海外投資家は、進行中の日
本のコーポレートガバナンス改革がこのような実質的変化と
構造的な課題への解決に繋がることを期待しています。

●日本企業でも独立社外取締役の導入が進んでいます。し
かし、取締役会の構成としては執行兼務取締役の方が相対
的に多いことから、改めて取締役会の役割を考えることが
大切だということですね。

Ri ：そう思います。経営者は、会社の成功（Long-term Sus-
tainable Success of the Company）と、そのために株主から
拠出されたCapitalを使いどのように価値創造を実現してい
るのかに対してアカウンタビリティを負っています。その履行
を監督し、アカウンタビリティを経営陣に求めるのが独立社
外取締役の責務です。また、独立社外取締役が株主のアカウ
ンタビリティを果たさなければなりません。実践での重要な
意思決定の際に他のステークホルダーの利益（Interest）をも
充分に考慮しないといけませんが、株主へのアカウンタビリ

ティが取締役会の基本的なコンセプトだと思います。
これを実現するためには、取締役会の構成や独立社外取締
役の人数も重要ですが、独立社外取締役の「質」と取締役会
の実効性に関する議論が最も重要だと思います。客観的な
マインドセットと独立性、其々の企業が直面する課題解決に
必要な専門性や経験・スキルを持つ独立社外取締役の選任
が求められています。つまり、取締役会評価の際に、アクショ
ンやパフォーマンスに重点を置くべきであり、取締役会の構
成や独立社外取締役の人数自体はその結果と実効性に繋
がるメカニズムであり目的ではありません。

●情報開示という点では、日本企業は、戦略や、戦略に関連
するリスクの開示（企業固有のリスクやリスクの重要性）が
不十分という意見があります。英国企業の場合、Viability 
Statementに至る過程で将来のリスク見通しやリスクマネ
ジメントの状況に関する開示情報が充実してきましたが、
日本企業の開示が同様に充実したら投資判断に有益かと
思いますが、いかがでしょうか。

Ri ：このご質問については３つのポイントがあると思います。
1つ目は、英国ではどのような背景でViability Statementが
導入されたのか。2つ目は、それが導入され、約3～4年経過
した現在のプラクティスがどういう状況にあるのか。そして3
つ目として、日本へのインプリケーション、つまり有益な情報
開示の充実という観点で現在の日本企業にとって重要度の
高い改善点は何なのかということです。

英国では、以前はアニュアルレポートの中に、Directors 
going concern statementという記載がありました。これは
事業の継続性に関する記述にとどまり、かつ、短期的な流
動性リスクの観点からやや狭い範囲を捉える傾向がみられ
ました。その結果、投資判断に役立つ長期的な事業リスクや
サステナビリティ等に関する情報として使えないという投資
家の声もありました。そこで企業による流動性のサステナビ
リティ（Liquidity Sustainability）やキャッシュフロー、負債
等バランスシート上の情報など様々なことを検討したうえ
で中長期目線の将来見通しを投資家が知りたいというニー

Governance Interview
Asset Management One International

Director
Karin Ri（李　嘉林）氏

Governance Interview
Asset Management One International

Director
Karin Ri（李　嘉林）氏



だけでは結局投資家にとっても有益な情報開示にはなら
ないとの懸念もあります。

●今の日本企業の実情も踏まえ、開示について期待してい
ることはありますか。

Ri ：日本企業の開示について期待したいことは主に3つあ
ります。
１つは開示制度の一元化です。ここ数年、金融庁のワーキン
ググループで色々と議論されていますが、情報開示の原点
に戻り、どのような目的で誰に対して、という問題意識から
開示制度の全体像を考えるべきだと思います。その見直し
の結果として、企業や会計監査人の負担を軽減させ、「質」
の伴った情報を投資家に提供することで企業と投資家双方
の対話・エンゲージメントにも有益な開示を充実させるこ
とを期待しています。
2つ目は、企業自らが自社の企業価値創造のプロセスをよ
り見える工夫をして、開示していただきたいということです。
ビジネスモデル、競合優位性に基づいた事業戦略、資本政
策と財務戦略、株主還元方針、リスクマネジメント、また、価
値創造に繋がる企業戦略と良い経営をサポートするガバナ
ンスの実践についても、全体の整合性のある開示と説明が
期待されます。自社なりの考え方を能動的に情報開示する
自助努力が大事だと思います。規制や制度に対応するだけ
ではなく、企業が自主的に有益な情報開示や合理的な説明
することで不確実性を低減させ、資本コストの低減にも繋
がり、投資家の評価は高まると思います。また、3つ目は、海
外の投資家からよく指摘されますが、英語による必要な情
報充実という点で、これについてはまだ改善余地があるよ
うです。

●本日はありがとうございました。

7 8

ズがあり、それに応えるために導入されたのがViability 
Statementです。また、取締役会は、会社の中長期的な経済
的利益と財務状況やその持続性について責任を負うため、
取締役会によってその会社のViabilityを査定し（Assess-
ment）、Viability Statementを出すこととなりました。

では、今まで英国企業の実際の開示状況が、導入時のこの
目的を達成しているかというと、まだ投資家の満足のいく状
況 で は な いというの が 実 情 です。様 々な 調 査 機 関 が
FTSE350の企業によるViability Statementの開示状況を調
査していますが、半数以上の企業は依然として従来同様の
簡単な説明にとどまっており、中長期的見通し（Long-term 
Prospects）やリスクへの耐性（Resilience to Risks）に関す
る見解・開示は依然非常に限られています。将来見通しの
期間としては現状3～5年が多いのですが、なかでも3年が
多いというのが実情で、より長期の見通しを企業が示すこと
を求 めている投資家の声も依然あります。つまり、この
Viability Statement導入の趣旨自体は正しいと思います
し、投資家も賛成していますが、実践上における現状をみて
いると、英国企業もまだ改善の余地が大きいと思うのです。
投資家に有益な情報提供となるためのViability State-
mentは、企業のガバナンス実践とも関連します。企業の
Viabilityを適正に評価しステートメントを承認する立場に
ある取締役会全体の「質」も重要な要素だと思います。

日本でもこのようなViability Statementを制度として導入
して開示を充実させていくのであれば、その背景にある考え
方や趣旨をよく理解した上で、情報開示全体のあり方も含
めて専門家や市場参加者等が継続的に議論していくのが
大切だと思います。しかし、今既存の日本の開示制度や取
締役会の実効性などの状況を考えると、直ちにそのまま英
国の制度を導入すると、単に開示項目と実務上の負担が増
えるだけだと企業に思われる可能性があり、形式上の導入

経営者は株主から拠出されたCapitalやその他の経営資源を有効に活用し
企業の成功と価値創造に対する責任とアカウンタビリティを負っています。
その責任を果たす上で経営者にアカウンタビリティを求めるのが社外取締
役の責務です。また、社外取締役を含めた取締役会も客観的判断に基づき、
株主やその他ステークホルダーに対してアカウンタビリティを果たす、それ
が取締役会の機能とガバナンス上の基本的なコンセプトだと思います。
Karin Ri （李　嘉林）氏

Karin Ri（李　嘉林）氏
Asset Management One 
International
Director

Morgan Stanley、Hermès Investment Management、Mizuho Internationalを経て2017年12月より
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同社のディレクターであり、投資先企業とのエンゲージメントなどのスチュワードシップ活動を責任投資
スペシャリストとしてリードしている。

有限責任監査法人トーマツ パートナー 北爪　雅彦
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大切だと思います。しかし、今既存の日本の開示制度や取
締役会の実効性などの状況を考えると、直ちにそのまま英
国の制度を導入すると、単に開示項目と実務上の負担が増
えるだけだと企業に思われる可能性があり、形式上の導入

経営者は株主から拠出されたCapitalやその他の経営資源を有効に活用し
企業の成功と価値創造に対する責任とアカウンタビリティを負っています。
その責任を果たす上で経営者にアカウンタビリティを求めるのが社外取締
役の責務です。また、社外取締役を含めた取締役会も客観的判断に基づき、
株主やその他ステークホルダーに対してアカウンタビリティを果たす、それ
が取締役会の機能とガバナンス上の基本的なコンセプトだと思います。
Karin Ri （李　嘉林）氏

Karin Ri（李　嘉林）氏
Asset Management One 
International
Director

Morgan Stanley、Hermès Investment Management、Mizuho Internationalを経て2017年12月より
Asset Management One Internationalに参画する。
同社のディレクターであり、投資先企業とのエンゲージメントなどのスチュワードシップ活動を責任投資
スペシャリストとしてリードしている。

有限責任監査法人トーマツ パートナー 北爪　雅彦

パートナー 杉山　雅彦

シニアマネジャー 山内　達夫

マネジャー 中山　美穂子

聞き手

話し手

左から、トーマツ北爪、Asset Management One International 李嘉林氏、トーマツ杉山、中山、山内
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