
アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ 

 
愛称：ＡＢワールド・イノベーション・ファンド 

 ～世界の変革者～  
 

投資法人説明書(交付目論見書) 

(訂正事項分) 

2023年2月28日 
 

 

１．アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

（以下「ファンド」という。）の株式の募集については、ファンドは、金融商品取引法（昭和

23 年法第 25 号（改正済））第５条の規定により有価証券届出書を 2022 年 11 月 30 日に関東財

務局長に提出し、2022 年 12 月１日にその届出の効力が生じております。また同法第７条の規定

により有価証券届出書の訂正届出書を 2023 年２月 28 日に関東財務局長に提出しております。 
 

２．交付目論見書は、金融商品取引法第 15 条第２項の規定により、あらかじめまたは同時に交付し

なければならない目論見書です。 
 

３．請求目論見書（記載項目等については本交付目論見書「第二部 ファンド情報 第４ 外国投資法

人の詳細情報の項目」をご参照ください。）は、投資者の皆様から請求された場合に交付される

ものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりま

すのでご留意ください。請求目論見書は、日本における販売会社に請求された場合に当該販売会

社を通じて交付されます。 
 

４．ファンド株式の価格は、ファンドに組入れられている有価証券の値動きのほか為替変動の影響

を受けます。したがって、純資産価格は変動しますので元金および利回りが保証されているもの

ではありません。投資した資産の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 
 

５．価格変動リスク等、ファンドのリスクの詳細については、本交付目論見書の「第二部 ファン

ド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」をご確認ください。 
 

６．ファンド株式は、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構、保険契約者保護機

構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱うファンド株式は投資者保護基金の

対象でもありません。 
 

   

（本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。） 
 



１．交付目論見書の訂正理由 

 

2023 年２月 28 日に半期報告書を提出したことにより、同日付で有価証券届出書の訂正届出書を関東

財務局長に提出いたしましたので、2022 年 12 月１日付の投資法人説明書（交付目論見書）（以下「原

交付目論見書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新または追加し、また原交付目論見書

のその他記載事項を訂正するものです。 

なお、本訂正事項分の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レート（2022 年 12

月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝132.70 円））

を用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。 

 

２．訂正箇所および訂正事項 

頁 

第一部 証券情報 

第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。） 

(10) 申込取扱場所 ·····························································  １ 

第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ 外国投資法人の概況 

(1) 主要な経営指標等の推移 ··················································  ２ 

(5) 外国投資法人の出資総額 ··················································  ３ 

(6) 主要な投資主の状況 ······················································  ３ 

２ 投資方針 ··································································  ４ 

(1) 投資方針 ································································  ４ 

３ 投資リスク ································································  ４ 

５ 運用状況  

(1) 投資状況  ·······························································  ５ 

(3) 運用実績 ································································  ６ 

第２ 財務ハイライト情報  ························································  ７ 

別紙Ｂ ··········································································  15 

 
別段の記載のない限り、訂正箇所は下線を付して表示しております。 
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第一部 証券情報 

 

第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。） 

 

(10) 申込取扱場所（原交付目論見書２頁） 

申込取扱場所である日本における販売会社（併せてまたは個別に「日本における販売会社」という。） 

については、下記の照会先に問い合わせることができる。 

アライアンス・バーンスタイン株式会社 

販売会社照会フリーダイヤル（自動音声）：0120－800－136 

ホームページ：https://www.alliancebernstein.co.jp 

（後略） 
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第二部 ファンド情報 

 

第１ ファンドの状況 

 

１ 外国投資法人の概況 

(1) 主要な経営指標等の推移（原交付目論見書４頁） 

原交付目論見書の該当情報に以下の直近中間計算期間（第17期中）の内容が追加されます。 

 

以下は、直近３中間計算期間および直近２計算期間に係る主要な経営指標等の推移である。 

 

（単位：１株当たりの情報を除き千米ドル（百万円）） 

 

 

アライアンス・バーンスタイン SICAV－ 

インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ 

 

2020年11月30日 
に終了した 

６ヵ月間 
（第15期中） 

 

2021年５月31日 
に終了した年度 
（第15期） 

2021年11月30日 
に終了した 

６ヵ月間 
（第16期中） 

 

2022年５月31日

に終了した年度

（第16期） 

2022年11月30

日に終了した 

６ヵ月間 

（第17期中） 

営業収益（注１） 
307,575 
(40,815) 

437,642 

(58,075) 

202,098 

(26,818) 

△386,541 

(△51,294) 

△42,955 
(△5,700) 

経常利益／損失金額（注２） 
300,201 
(39,837) 

418,341 

(55,514) 

188,477 

(25,011) 

△411,994 

(△54,672) 

△52,689 

(△6,992) 

当期純利益／損失金額 
300,201 
(39,837) 

418,341 

(55,514) 

188,477 

(25,011) 

△411,994 

(△54,672) 

△52,689 
(△6,992) 

出資総額（注３） 
1,055,211 
(140,026) 

1,487,913 

(197,446) 

1,632,842 

(216,678) 

1,164,401 

(154,516) 

1,052,103 
(139,614) 

発行済株式総数（株） 

クラスⅠ 
 

618,166 

 

701,171 

 

711,613 

 

669,489 

 

626,736 

純資産総額 
1,055,211 
(140,026) 

1,487,913 

(197,446) 

1,632,842 

(216,678) 

1,164,401 

(154,516) 

1,052,103 
(139,614) 

総資産額 
1,070,358 
(142,037) 

1,524,197 

(202,261) 

1,641,744 

(217,859) 

1,181,083 

(156,730) 

1,058,125 
(140,413) 

１株当たり純資産価格（米ドル（円）） 

クラスⅠ 

 

798.11 
(105,909) 

 

887.91 

(117,826) 

 

1,002.03 

(132,969) 

 

657.62 

(87,266) 

 

631.30 
(83,774) 

１株当たり当期純利益 

／損失金額（注４） 
n/a n/a n/a n/a n/a 

自己資本比率 98.58％ 97.62％ 99.46％ 98.59％ 99.43％ 

自己資本利益率 28.45％ 28.12％ 11.54％ △35.38％ △5.01％ 

（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めている。 

（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものである。 

（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。 

（注４）n/a：ファンドの性格上、算定していない。 
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(5) 外国投資法人の出資総額（原交付目論見書16頁） 

原交付目論見書の該当情報が以下のとおり更新されます。 

 

ファンドの2022年12月末現在の全クラスの純資産総額ならびにクラスＩ株式の純資産総額および発

行済株式総数は以下のとおりである。 

純資産総額（全クラス合計）970,056,171米ドル（約128,726百万円） 

純資産総額（クラスＩ株式）364,356,553米ドル（約48,350百万円） 

発行済株式総数（クラスＩ株式）619,976株 

（後 略） 

 

(6) 主要な投資主の状況（原交付目論見書16頁） 

原交付目論見書の該当情報が以下のとおり更新されます。 

 

2022年12月末現在、ファンドのクラスＩ株式の主要株主（所有株数上位５位）は以下のとおりである。

1915年法第430条の３によれば、とりわけ各株主の正確な氏名／名称を特定する株主名簿は、アライア

ンス・バーンスタインSICAVの登記上の事務所で保持されなければならない。この株主名簿は、アライ

アンス・バーンスタインSICAVの株主のみ閲覧することができる。そのため、株主の氏名／名称および

正確な住所／所在地は、下記の表において開示できない。 

 

 
株   主 

(株主名簿上の登録形態) 
所在地 

所有株数 

(クラスⅠ株式) 

発行済株式総数 

（クラスＩ株式） 

に対する所有比率 

1 
ノミニー 

（オムニバス） 
日本 445,145株 71.80％ 

2 
ノミニー 

（オムニバス） 
日本 89,085株 14.37％ 

3 機関投資家 台湾 46,555株 7.51％ 

4 機関投資家 台湾 6,819株 1.10％ 

5 
ノミニー 

（オムニバス） 
日本 4,871株 0.79％ 
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２ 投資方針 

(1) 投資方針（原交付目論見書17頁） 

アライアンス・バーンスタイン SICAVの投資目的および投資方針 

（中 略） 

責任投資 

取締役会は、長期的な競争力のあるパフォーマンスをもたらす投資ソリューションを提供することによ

り受益者の利益に資する責務があると確信している。ABグループの責任投資に対する強いコミットメン

トは、この責務の不可欠な部分である。責任投資は、情報に基づいたより良い投資決定を行うこと、関

連するリスクを含むESGの問題およびジレンマに対処すること、ならびに、ポートフォリオ内の企業に

プラスの結果に貢献するよう促すことを必要とする。 

ポートフォリオがどのように持続可能な投資目的を有し、または、どのように環境および／または社会

的特性を促進するかについての詳しい情報については、該当する場合、「別紙Ｂ」を参照のこと。 

非人道的兵器に関する方針 

（中 略） 

 

ポートフォリオ（インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ）の投資目的および投資方針 

（中 略） 

責任ある投資 

ポートフォリオはESG検討事項を組み込む。 

ポートフォリオは一定の例外を適用する。詳細は

www.alliancebernstein.com/go/ABSICAVIExclusionChartで確認することができる。  

ポートフォリオは、環境および社会的特性を促進するカテゴリーに属する。（SFDR第８条；詳しい情報

については「別紙Ｂ」を参照のこと。） 

（後 略） 

３ 投資リスク（原交付目論見書33頁） 

（前 略） 

 

(3) 2023年２月28日現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生

じさせるような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しない。 
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５ 運用状況 

(1) 投資状況（原交付目論見書61頁） 

原交付目論見書の該当情報が以下のとおり更新されます。 

 

ファンドの資産別および地域別の投資状況は以下のとおりである。 

（2022年12月末現在） 

資産の種類 国名 
時価合計 

（米ドル） 

投資比率（％） 

対資産総額 対純資産総額 

普通株式 アメリカ合衆国 706,552,683 72.45 72.84 

 中国 108,565,368 11.13 11.19 

 オランダ 28,725,680 2.95 2.96 

 日本 22,176,284 2.27 2.29 

 ドイツ 21,031,059 2.16 2.17 

 台湾 19,059,319 1.95 1.96 

 スウェーデン 10,294,676 1.06 1.06 

 ブラジル 10,231,042 1.05 1.05 

 フランス 9,558,440 0.98 0.99 

 カナダ 6,779,210 0.70 0.70 

 韓国 6,376,387 0.65 0.66 

 小  計 949,350,147 97.35 97.87 

投資有価証券合計 949,350,147 97.35 97.87 

現金・その他の資産 25,842,110 2.65 2.66 

資 産 総 額 975,192,257 100.00 100.53 

負 債 総 額 5,136,086 0.53 0.53 

純 資 産 総 額 
970,056,171 

（約128,726百万円） 
99.47 100.00 
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(3) 運用実績（原交付目論見書63頁） 

原交付目論見書の該当情報に以下の内容が追加されます。 

 

① 純資産等の推移 

2022年12月末日前１年以内における各月末の純資産等の推移は次のとおりである。 

 

 

資産総額 

（全クラス合計） 

純資産総額 

（全クラス合計） 

１株当たり純資産価格 

（クラスＩ株式） 

千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 

2022年１月末日 1,499,052 198,924 1,446,272 191,920 841.70 111,694 

２月末日 1,464,819 194,381 1,408,178 186,865 805.74 106,922 

３月末日 1,439,442 191,014 1,420,705 188,528 800.65 106,246 

４月末日 1,267,052 168,138 1,220,311 161,935 685.03 90,903 

５月末日 1,181,083 156,730 1,164,401 154,516 657.62 87,266 

６月末日 1,068,524 141,793 1,062,673 141,017 607.21 80,577 

７月末日 1,258,758 167,037 1,210,465 160,629 685.86 91,014 

８月末日 1,157,966 153,662 1,132,314 150,258 647.97 85,986 

９月末日 995,909 132,157 971,144 128,871 571.18 75,796 

10月末日 1,009,659 133,982 992,698 131,731 592.65 78,645 

11月末日 1,058,125 140,413 1,052,103 139,614 631.30 83,774 

12月末日 975,192 129,408 970,056 128,726 587.69 77,986 

（注）クラスⅠ株式はルクセンブルグ証券取引所に上場されている。上記各月末現在の同取引所におけるクラ

スⅠ株式の市場相場は、同日現在のクラスⅠ株式の１株当たり純資産価格と同じである。 

 

② 分配の推移 

該当なし 
 
 

③ 自己資本利益率（収益率）の推移 

2022年12月末日前１年間について収益率は以下のとおりである。 

 

クラス 

2021年12月末現在 

１株当たり純資産価格 

（米ドル） 

2022年12月末現在 

１株当たり純資産価格 

（米ドル） 

収益率 

（％） 

クラスＩ株式 979.47 587.69 -40.00% 

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ 

   ａ＝2022年12月末の１株当たり純資産価格（2022年12月末日前１年間の配当金の合計額を加

えた額） 

   ｂ＝2021年12月末の１株当たり純資産価格（配当落の額） 
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第２ 財務ハイライト情報（原交付目論見書70頁） 

原交付目論見書の該当情報に、以下の中間財務書類の抜粋が追加されます。 

 

a． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令および一般に認められた会計原則に

準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。 

 

b． ファンドの原文の中間財務書類は、アライアンス・バーンスタイン SICAVおよび全てのポートフォリオ

につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、インターナショナル・テクノ

ロジー・ポートフォリオに関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」につい

ては、全ポートフォリオまたは他のポートフォリオに関して記載している箇所がある。 

 

c． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３

第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。 

 

d． インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されてい

る。日本文の中間財務書類には主要な金額について円換算額が併記されている。換算は便宜上2022年12月

30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝132.70円）で行われ

ている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。 

 

（注）「財務書類に対する注記」において、「ファンド」とは、アライアンス・バーンスタイン SICAVを指し、「ポー

トフォリオ」とは、インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオを含むアライアンス・バーンスタイン 

SICAVの各ポートフォリオを指す。 
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アライアンス・バーンスタイン SICAV 

 

資産・負債計算書 

 

2022年11月30日現在 

  

インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ 

（米ドル） （千円） 

資  産     

 投資有価証券－時価  1,019,310,071   135,262,446  

 定期預金  32,949,901   4,372,452  

ファンド株式販売未収金  2,210,754   293,367  

保管銀行およびブローカーにおける現金  376,482   49,959  

為替先渡契約未実現評価益  533,909   70,850  

投資有価証券売却未収金  2,353,186   312,268  

未収配当金および未収利息  390,737   51,851  

 スワップ未実現評価益  0   0  

 スワップ契約前渡プレミアム  0   0  

 金融先物契約未実現評価益  0   0  

 スワップ未収金利  0   0  

 繰延創業費  0   0  

有価証券貸付未収収益  405   54  

 その他未収金  0   0  

  1,058,125,445   140,413,247  

     

負  債     

 投資有価証券購入未払金  2,759,722   366,215  

為替先渡契約未実現評価損  338,969   44,981  

 保管銀行およびブローカーに対する未払金  0   0  

 ファンド株式買戻未払金  1,083,218   143,743  

 スワップ未実現評価損  0   0  

 未払配当金  0   0  

リバースレポ契約未払金  0   0  

 金融先物契約未実現評価損  0   0  

スワップ契約前受プレミアム  0   0  

 スワップ未払金利  0   0  

売建オプション－時価  0   0  

 未払費用およびその他債務  1,840,410   244,222  

  6,022,319   799,162  

     

純 資 産  1,052,103,126   139,614,085  
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アライアンス・バーンスタイン SICAV 

 

損益計算書および純資産変動計算書 

 

2022年11月30日に終了した期間 

  
インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ 

 （米ドル） （千円） 

投資収益     

 配当金（純額）  1,394,855   185,097  

 利息  252,621   33,523  

 スワップ収益  0   0  

 有価証券貸付収益（純額）  42,084   5,585  

  1,689,560   224,205  

費用      

 管理報酬  8,045,078   1,067,582  

 スワップ関連費用  0   0  

 名義書換代行報酬  309,027   41,008  

 管理会社報酬  262,812   34,875  

税金  237,673   31,539  

 専門家報酬  171,610   22,773  

 販売報酬  345,381   45,832  

 成功報酬  0   0  

 保管報酬  102,747   13,635  

会計および管理事務代行報酬  66,292   8,797  

 印刷費  30,837   4,092  

 創業費償却  0   0  

 その他  80,438   10,674  

  9,651,895   1,280,806  

 費用の払戻しまたは権利放棄  0   0  

 費用純額  9,651,895   1,280,806  

 純投資収益／(損失)  (7,962,335)  (1,056,602) 

実現利益および(損失)     

 投資有価証券、為替先渡契約、 

 スワップ、金融先物契約、 

 オプションおよび通貨 

 (97,399,486)  (12,924,912) 

 資本源泉税  0   0  

未実現利益および(損失)の変動     

 投資有価証券  52,755,276   7,000,625  

 金融先物契約  0   0  

 為替先渡契約  (82,248)  (10,914) 

 スワップ  0   0  

 売建オプション  0   0  

 運用実績  (52,688,793)  (6,991,803) 

ファンド株式の取引     

 増加／(減少)  (59,609,111)  (7,910,129) 

 配当金  0   0  

純資産     

 期 首  1,164,401,030   154,516,017  

 為替換算調整  0   0  

 期 末  1,052,103,126   139,614,085  
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アライアンス・バーンスタイン SICAV 

財務書類に対する注記 

2022年11月30日に終了した期間 

 

重要な会計方針 

本財務書類は、ルクセンブルグの法令および規制基準に従って、継続企業の前提で作成されているが、マ

ルチストラテジー・オルタナティブ・ポートフォリオの財務書類については、2022年12月22日付でファンド

の取締役会がこのポートフォリオを終了したため、非継続企業の前提で作成されている。ポートフォリオが

採用している重要な会計方針の要約は、以下のとおりである。 

１．評  価 

1.1 投資有価証券 

証券取引所に上場されているかまたは他の規制された市場で取引されている有価証券は、当該取引所ま

たは当該市場における直近の売買価格により評価される。当該日に売買がなかった場合は、当該日の最終

の買い呼値と売り呼値の仲値で評価される。有価証券が数ヶ所の証券取引所または市場に上場されている

場合は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場における直近の売買価格が用いられる。 

店頭市場で取引される証券（その主要な市場が店頭市場と考えられる証券を含むが、ザ・ナスダック・

ストック・マーケット・インク（以下「ナスダック」という。）で取引される証券を除く。）は、現在の

買い呼値および売り呼値の仲値で評価される。ナスダックで取引されている証券は、「ナスダック公式終

値」に従って評価される。 

有価証券は、その市場相場に基づき決定された現在市場価格で、または市場相場が容易に入手できない

場合もしくは信頼性が低いと判断される場合には、管理会社の取締役会（以下「管理会社の取締役会」と

いう。）およびファンドの取締役会の全般的監督の下で確立された手続きに従い決定された「公正価値」

で評価される。 

公正価値評価手続きは、ポートフォリオの評価基準時点における有価証券の公正価値と判断される価格

を反映させるために当該有価証券の市場の終値を調整することを目的としている。 

特定の組入有価証券について公正価値評価手続きが用いられる場合、様々な客観的要因および主観的要

因（特に、当該有価証券の直近の価格が報告された後に発生した当該有価証券に影響を及ぼす事象または

市場全体に係る事象、関連する株価指数の現在評価、または一定の政府当局による発表）が考慮される場

合がある。利用可能な範囲で、第三者ベンダーのモデル・ツールに基づく公正価値評価価格が用いられる

場合がある。したがって、公正価値評価手続きが用いられる場合、ポートフォリオの純資産額を計算する

ために使用される個々の有価証券の価格は、同一の有価証券についての相場価格または公表価格と異なる

場合がある。現在、公正価値評価調整は、一定の株式および先物契約にのみ適用されている。 

したがって、従前に報告された証券取引所の価格にも当てはまることであるが、公正価値評価手続きを

利用して決定された組入有価証券の価格は、当該有価証券の売却の際に実現される価格と大幅に異なる場

合がある。 

主に米国およびインドの取引所で取引されている組入有価証券については、公正価値評価手続きは極め

て限定的な状況（例えば、特定の有価証券が取引されている証券取引所における定刻より早い取引の終了

または特定の有価証券の取引停止など）においてのみ用いられることが予想される。しかし、米国以外の

取引所またはその他市場（特にヨーロッパの市場およびインドを除くアジアの市場）において取引される

有価証券については、特に、かかる本国市場の取引がポートフォリオの評価基準時点よりかなり前に終る

ことから、公正価値評価手続きが頻繁に利用されることが予想される。かかる市場の取引が終了してから

該当ポートフォリオの評価基準時点までの間に広範な市場の動きを含む重要な出来事が発生する可能性

がある。特に、取引日において、これら本国市場の取引が終了した後に発生した米国市場での出来事はポ

ートフォリオの組入有価証券の価値に影響を及ぼす可能性がある。 

債券（ⅰ）、証券取引所に上場されていない有価証券または規制された市場で取引されていない有価証

券（ⅱ）、証券取引所または規制された市場における取引量が少ない有価証券（ⅲ）は、主要なマーケッ

ト･メーカーが提供する直近の買い呼値で評価される。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価
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格が当該有価証券の公正な市場価値を表示していない場合、当該有価証券は、管理会社の取締役会および

ファンドの取締役会の全般的監督の下で確立された手続きに従い決定された公正価値で評価される。 

満期までの残存期間が60日以内の米国政府証券およびその他の債務証書は、一般的に、市場価格がある

場合には、独立のプライシング・ベンダーにより時価評価される。市場価格がない場合、当該証券は償却

原価で評価される。この評価方法は、一般的に、元の満期が60日以内である短期証券ならびに元の満期が

60日超であった短期証券について用いられる。償却原価が用いられる場合、評価委員会（以下「委員会」

という。）は、使用される償却原価が当該証券の公正価値に概ね等しいことを合理的に結論づけなければ

ならない。委員会が考慮する要因には、発行体の信用力の減損または金利の重要な変動が含まれるが、そ

れらに限定されるものではない。 

店頭（OTC）取引されるスワップおよびその他デリバティブは、主に、独立のプライシング・サービス、

市場のインプットを用いた独立のプライシング・モデルならびに第三者のブローカー・ディーラーまたは

カウンターパーティーを用いて、日々評価される。 

1.2 ワラントの評価 

上場ワラントは、承認されているベンダーによって提供される 終の取引価格で評価される。該当営業

日に売買がなかったワラントは、前日の 終取引価格で評価される。翌日以降、当該証券は、公正価値で

誠実に評価される。すべての非上場ワラントは、公正価値で誠実に評価される。ワラントが失効した場合

は直ちにその評価は停止される。 

1.3 金融先物契約 

先物契約締結時に、当初証拠金が預託される。先物契約が未決済である年度中、当該先物契約の評価額

の変動は、各日の取引終了時における当該契約の時価を反映させるために日々「値洗い」することによっ

て、未実現利益または損失として認識される。未実現利益または損失の発生に応じて、変動証拠金が支払

われるか、または受領される。契約の決済時には、実現利益または損失が計上される。かかる実現利益ま

たは損失は、決済取引からの手取金（または原価）と当該契約におけるファンドの基準額の差額に等しい。

未決済の先物契約は、決済価格を用いて評価される。決済価格がない場合には、市場の直近の買い呼値を

用いて評価される。評価の日に入手可能な市場相場がない場合には、入手可能な直近の決済価格が用いら

れる。 

1.4 為替先渡契約 

未決済の為替先渡契約未実現損益は、約定されたレートと契約決済時のレートとの差額として計算され

る。実現損益は、同じ契約相手方との間のその他の契約によって決済または相殺された為替先渡契約純損

益を含む。 

1.5 買建オプションおよび売建オプション 

オプションを買建てる場合、支払われたプレミアムに相当する金額は投資として計上され、その後当該

買建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま期間満了となった買建オプションに

対して支払われたプレミアムは、行使期間満了日に実現損失として扱われる。買建プット・オプションが

行使された場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益または損失を実現したか否かを決定する

際に、原有価証券または原外貨の売却手取金から差引かれる。買建コール・オプションが行使される場合、

該当ポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベースは、プレミアム額分増加する。

オプションを売建てる場合、該当ポートフォリオが受領したプレミアムに相当する金額は負債として計上

され、その後当該売建オプションの現在の市場価格に対して調整される。未行使のまま満期となった売建

オプションから受領したプレミアムは、該当ポートフォリオにより、行使期間満了日に実現利益として扱

われる。売建コール・オプションが行使された場合、プレミアムは、該当するポートフォリオが利益また

は損失を実現したか否かを決定する際に、原有価証券または原外貨の売却手取金に加算される。売建プッ

ト・オプションが行使される場合、該当ポートフォリオによって購入された有価証券または外貨の原価ベ

ースは、プレミアム額分減少する。ポートフォリオが買建てた上場プット・オプションまたはコール・オ

プションは、直近の売買価格で評価される。当該日に売買がなかった場合には、当該日の 終買い呼値で

評価される。 
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1.6 その他の投資信託／投資法人への投資 

その他の投資信託／投資法人への投資は、当該投資信託／投資法人の入手可能な直近の純資産価格で評

価される。 

1.7 スワップ契約 

ポートフォリオは、スワップ契約に係る中間支払金を収益および費用に日々計上する。スワップ契約は、

日々値洗いされ、その評価額の変動は、「スワップ未実現評価益（評価損）」として資産・負債計算書に

計上され、「スワップ未実現利益および損失の変動」として損益計算書および純資産変動計算書に計上さ

れる。スワップ契約が満期となったか、または売却された場合には、その純額は、「投資有価証券、為替

先渡契約、スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および（損失）」として損益

計算書および純資産変動計算書に計上される。前渡または前受プレミアムは、資産・負債計算書において

原価または手取額として認識され、契約期間にわたり定額法で償却される。クレジット・デフォルト・ス

ワップに関して発生した前渡または前受プレミアムの償却額は、当該ポジションが売却されるまで「スワ

ップ収益」に含まれ、その後、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、為替先渡契約、

スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および（損失）」に含まれる。その他す

べての種類のスワップについて、前渡または前受プレミアムの償却額は、「投資有価証券、為替先渡契約、

スワップ、金融先物契約、オプションおよび通貨に係る実現利益および（損失）」に含まれる。スワップ

契約の価額の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「スワップ未実現利益および（損失）の変動」

の構成要素として計上される。 

資産・負債計算書に開示される「スワップ契約前渡／（前受）プレミアム」には、OTCクレジット・デ

フォルト・スワップに係る前渡（前受）プレミアムおよび中央決済機構を通じて決済されるクレジット・

デフォルト・スワップに係る未決済の証拠金が含まれる。 

２．創業費 

本ポートフォリオの創業費は、過年度においてその全額を償却済みである。 

３．割当方法 

「債券」ポートフォリオおよび「バランス型」ポートフォリオに関する収益および費用（ただし、クラス

固有の管理報酬および販売報酬は除く。）は、ハイブリッド配分モデルを使用して毎日割当られる。このモ

デルでは、毎日配当が発生するクラスについては当該各クラスの決済済株式の合算価額に比例した割合に基

づき、また、毎月配当が発生するかまたは一切配当されないクラスについては当該各クラスの発行済株式の

価額に比例した割合に基づき、割当を行う。 

「株式」ポートフォリオに関する収益および費用は、各クラスの発行済株式の価額に比例した割合に基づ

き毎日割当られる。 

全ポートフォリオについて、実現および未実現損益は、各クラスの発行済株式の価額に比例した割合に基

づき毎日割当られる。 

クラス固有の管理報酬、管理会社報酬、販売報酬、為替ヘッジ付株式クラスに関連する外国為替先渡契約

実現および未実現損益は、当該クラスに直接請求される（または割当られる）。 

各ポートフォリオの全種類のクラスＳ株式は機関投資家向けであるため、一定のファンド費用は、適宜、

低限の株主活動および会計上の要求に基づき、クラスＳ株式に割当られる。 

４．外貨換算 

ポートフォリオの表示通貨以外の通貨建による価額は、入手可能な直近の売買価格の平均値で換算され

る。外貨建の取引は、取引日における実勢為替レートにより、各ポートフォリオの表示通貨に換算される。 

連結資産・負債計算書は、当該連結資産・負債計算書の日付現在の実勢為替レートにより、米ドル建で作

成され、連結損益計算書および純資産変動計算書は、当期間中の平均実勢為替レートにより、米ドル建で作

成される。各ポートフォリオに関して、本財務書類に適用した為替レートは、以下のとおりである。 

    米ドルからユーロへの換算：直物レート 1.0406、平均レート1.0138 

    米ドルから人民元への換算：直物レート 0.1411、平均レート0.1442 

    米ドルから英ポンドへの換算：直物レート 1.2053、平均レート1.1782 

損益計算書および純資産変動計算書に表示されている「為替換算調整」は、期首における純資産、資産・

負債計算書、損益計算書および純資産変動計算書の換算に使用された為替レートの差異によるものである。 
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５．投資収益および投資取引 

受取配当金は、配当落日に計上される。受取利息は日々発生主義で計上される。ポートフォリオの投資損

益は、平均原価法に基づき決定される。ファンドは、適用ある場合、利息収益の調整として、割引分を加え、

プレミアムを償却する。投資取引は、取引日の翌日に計上される。 

６．見積もり 

ルクセンブルグにおいて一般に認められている会計原則に準拠した財務書類の作成にあたって、経営陣

は、貸借対照表の日付現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・負債の開示ならびに報告期間中の収益・

費用の報告金額に影響を及ぼす見積もりおよび仮定を行うことが要求されている。実際の業績はこれらの見

積もりとは異なる可能性がある。 

７．スイング・プライシング調整 

（以下は、サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオを除くすべてのポートフォリオ

に適用される。） 

ファンドの取締役会は、2015年11月２日付でスイング・プライシング・ポリシーとも呼ばれている純資産

価格（NAV）調整ポリシーを実施する旨をファンドの全株主に伝達した。本ポリシーに基づき、各ポートフ

ォリオの純資産額は、取引費用の見積り、取引スプレッドならびに株主によるファンド株式の購入および買

戻請求によって発生する費用の影響を反映させるために調整される場合がある。スイング・プライシングは、

日々の純申込額または純買戻額が、スイング・プライシング委員会がファンドの取締役会の監督の下で定め

る限界値を超えた場合に自動的に適用される。 

スイング・プライシングが適用された場合、当該ポートフォリオの株式の純資産価格は、通常、当該純資

産額の２％を超えない金額で上方修正または下方修正される。これにより、ファンド株式の購入および買戻

しによって発生した取引費用は、当該ポートフォリオ自体ではなく、当該ポートフォリオの株式の取引を行

った投資者によって負担されることになる。かかる調整は、ポートフォリオの株式の取引によってもたらさ

れる当該ポートフォリオの株式に対する株主の投資価値の希薄化を 小化することを企図したものである。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機に関連する 近の前例のない金融市場の状況下で、特定の有

価証券のビッド・オファー・スプレッドが拡大したため、ファンドの取引費用は上昇した。スイング・プラ

イシング委員会は、ファンドにおいて一般的に２％を上限としてる現在のスイング・プライシング限界値は、

取引実行価格に関連して予想される費用を適切に反映していない可能性があり、したがって、償還および発

行の際にファンド株主の利益を完全に保護しない可能性があると考えている。ファンドの取締役会は、「ス

イング・プライシング・メカニズムに関するルクセンブルグの金融監督委員会（CSSF）Q&A」に従って、フ

ァンドの残りの株主が新型コロナウイルス感染症危機に関連する現在の取引費用の影響を受けないように

するために、スイング・プライシング委員会が該当するポートフォリオに適切であるとみなす場合には、ス

イング・プライシング限界値を超えることを許可することを決議した。 

統計情報で開示されている１株当たり純資産価格および純資産合計が公表１株当たり純資産価格および

純資産合計であるのに対し、資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産変動計算書で開示されてい

る純資産合計は、期末時点のあらゆるスイング調整を除外した純資産合計である。 

インディア・グロース・ポートフォリオ、サステナブル・ユーロ・ハイ・イールド・ポートフォリオ、エ

マージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ、アジア・パシフィック・ロー

カル・カレンシー・デット・ポートフォリオ、エマージング・マーケット・コーポレート・デット・ポート

フォリオ、ロー・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ、アジア・インカム・オポチュニティーズ・

ポートフォリオ、コンセントレーテッド・アジア・エクイティ・ポートフォリオ、サステナブル・エマージ

ング・マーケット・デット・ポートフォリオ、マルチストラテジー・オルタナティブ・ポートフォリオ、オ

ール・マーケット・インカム・ポートフォリオ、ファイナンシャル・クレジット・ポートフォリオ、サステ

ナブル・ヨーロピアン・シーマティック・ポートフォリオ、ヨーロッパ・エックス・UK・エクイティ・ポー

トフォリオ、チャイナ・マルチアセット・ポートフォリオ、コンセントレーテッド・ヨーロピアン・エクイ

ティ・ポートフォリオ、ロー・ボラティリティ・オール・マーケット・インカム・ポートフォリオ、アリャ・

ヨーロピアン・アルファ・ポートフォリオ、サステナブル・インカム・ポートフォリオ、アジア・ハイ・イ

ールド・ポートフォリオ、サステナブル・クライメイト・ソリューションズ・ポートフォリオ、クライメイ

ト・ハイ・インカム・ポートフォリオ、チャイナ・ネット・ゼロ・ソリューションズ・ポートフォリオおよ
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びアメリカン・マルチアセット・ポートフォリオを除くすべてのポートフォリオはスイング・プライシング

の対象であり、報告期間中、純資産価格にスイング調整が行われ、2022年11月30日現在、かかるポートフォ

リオのいずれもスイング調整が行われなかった。 



 - 15 -

別紙Ｂ（原交付目論見書87頁） 

 

SFDR 契約前開示事項 

 
以下の開示事項は、随時変更および補足される規則（EU）2019／2088（SFDR）に従い、かつ、これを目的と

して作成されており、投資予定者の投資ニーズに対するポートフォリオの適切性に関する網羅的な情報を提供

することを意図していない。 

管理会社の持続可能性に関連する開示事項に関するさらなる情報については、管理会社のウェブサイト

（https://www.alliancebernstein.com/corporate/management-company.htm）を参照されたい。 

本書における「AB」へのあらゆる言及は、場合に応じて、投資顧問会社、管理会社および／または直接的も

しくは間接的にポートフォリオに対して投資運用サービスを提供している別のアライアンス・バーンスタイ

ン・エル・ピー（ABLP）の子会社を指す。 

SFDR第８条または第９条に分類されるポートフォリオに関して、ABは、持続可能性リスクの影響をそれぞれ

の投資戦略に関連して評価しており、かかるリスクが発生した場合には、投資対象の価値に実際のまたは潜在

的な重大な悪影響を及ぼす、環境、社会またはガバナンスに関する出来事または状況に該当すると考える。持

続可能性リスクの予想される影響は、投資目的、投資戦略および投資方針によって異なるが、それぞれの投資

ユニバースを考慮すれば、ABは、環境、社会またはガバナンスに関する出来事が、とりわけ、有価証券の価値、

品質および／もしくは安定性、投資先発行体の財政的健全性、発行体の信用度ならびに／または債務の発行体

が利払いを行いもしくはその他の債務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性が高いと考えている。 

疑義を避けるため付言すると、以下のポートフォリオは休止状態のため契約前の開示はしていない。 

・オール・マーケット・トータル・リターン・ポートフォリオ 

・ヨーロッパ・エックス・UK・エクイティ・ポートフォリオ 

 

主要な定義 

ABスチュワードシップ・アプローチ ABグローバル・スチュワードシップ・ステートメン

ト：責任投資、ESG統合、エンゲージメントおよび

コラボレーションに関するABのポリシー。本項およ

び下記の要約に記載されている。 

ESG 環境、社会および／またはガバナンス。 

ESG要因 リスクまたは機会を示す可能性のあるESG問題およ

び持続可能性リスク。 

除外ポリシー ポートフォリオ別の除外ポリシーであり、さまざま

な指標に基づく除外、およびポートフォリオの投資

戦略に関する整合基準の詳細の両方を含む。除外ポ

リシーの全般的な目的は、持続可能な投資対象が選

択されるポートフォリオの投資ユニバースを特定

することである。 



 - 16 -

国連の持続可能な開発目標 国連の持続可能な開発目標とは、2030年までに世界

がどのような姿となりうるのかについて、国際連合

の意欲的な見解を示す17の一連の目標である。17

の目標は、経済的繁栄、環境の持続可能性および社

会的包摂について取り組むものである。 

持続可能な投資対象 環境および／または社会の目的に貢献する経済活

動。ただし、かかる関連する投資対象がいかなる適

用ある環境および／または社会の目的をも大きく

損なわないこと、また、投資先発行体が良好なガバ

ナンス慣行に従うことを条件とする。 

持続可能性リスク 発生した場合に、投資対象の価値に実際のまたは潜

在的な重大な悪影響を及ぼす可能性があるESGに関

する出来事または状況。持続可能性リスクは、投資

家へのリスク調整後の長期的なリターンに影響を

及ぼすことがある。持続可能性リスクの発生の結果

として生じる影響は、特定のリスク、地域または資

産クラスによって多岐にわたる可能性がある。一般

的に、ある資産に関して持続可能性リスクが発生し

た場合、悪影響が生じ、潜在的にその価値の損失が

生じるため、該当するポートフォリオの純資産総額

に影響が生じる。 

EUタクソノミー規則 持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に

関する2020年６月18日付欧州議会および欧州理事

会規則（EU）2020/852ならびに改正規則（EU）

2019/2088。 
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規則（ＥＵ）2019 ／ 2088 第８条および規則（ＥＵ）2019 ／ 2088 第８条および

規則（ＥＵ）2020 ／ 852 第６条第１項において言及される規則（ＥＵ）2020 ／ 852 第６条第１項において言及される

金融商品に関する契約前の情報開示のひな型金融商品に関する契約前の情報開示のひな型

環境的および／または社会的特性

この金融商品は持続可能な投資目的を有しているか？この金融商品は持続可能な投資目的を有しているか？

●●　■　はいはい ●●　■　いいえいいえ

■■ 以下の経済活動に対して環境目的環境目的
を有する持続可能な投資を有する持続可能な投資を行う比
率（下限）:___％

■■ 環境的／社会的（Ｅ／Ｓ）特性を環境的／社会的（Ｅ／Ｓ）特性を
促進するものであり促進するものであり、、持続可能な
投資を目的とはしていないものの、
少なくとも ___％の比率で以下の
持続可能な投資を行う

■■    ＥＵタクソノミーに基づき環境的に持
続可能なものとして適格である経済

活動

■■   ＥＵタクソノミーに基づき環境的に持
続可能なものとして適格でない経済
活動

■■  ＥＵタクソノミーに基づき環境的に持
続可能なものとして適格である経済活
動への環境目的を有する持続可能な

投資

■■  ＥＵタクソノミーに基づき環境的に持
続可能なものとして適格でない経済活
動への環境目的を有する持続可能な
投資

■■  社会目的を有する持続可能な投資

■■ 社会目的を有する持続可能な投資社会目的を有する持続可能な投資
を行う比率（下限）:___％

■■ Ｅ／Ｓ特性を促進するものではあ
るが、持続可能な投資を行わない持続可能な投資を行わない

持続可能な投資持続可能な投資と
は、環境目的また
は社会目的に貢献
する経済活動への
投資をいう。ただ
し、当該投資は環
境目的または社会
目的を著しく害す
るものではないこ
とおよび投資先企
業が良好なガバナ
ンス慣行に従って
いることを条件と
する。

ＥＵタクソノミーＥＵタクソノミー
は、規則（ＥＵ）
2020 ／ 852 に定め
られる分類システ
ムであり、環境的環境的
に持続可能な経済に持続可能な経済
活動活動の一覧を定め
たものである。当
該規則は、社会的
に持続可能な経済
活動の一覧は定め
ていない。環境目
的を有する持続可
能な投資は、タク
ソノミーに適合し
ている場合もあれ
ば、適合していな
い場合もある。

この金融商品により、いかなる環境的および／または社会的特性が促進されるか？この金融商品により、いかなる環境的および／または社会的特性が促進されるか？

ポートフォリオにより促進される環境的および／または社会的な特性（以下「E/S 特性」という。）には、以下が
含まれる。

-　 ESG 統合。ポートフォリオの保有資産の継続的な評価および監視を含む投資決定を行う際、AB は、対象発行体
を評価するためにファンダメンタル・リサーチを用いる。AB スチュワードシップ・アプローチの一環として、
このファンダメンタル・リサーチには ESG 要因の検討が含まれるが、このことは、AB が対象発行体に関する
ESG 要因を投資決定プロセスの各段階において評価することを意味する。これには、株式の ESG スコアリング
が含まれる。

-　 エンゲージメント。AB は、環境および社会の目的に対するより良い結果ならびに発行体および／またはポート
フォリオの財務成果に対する利益を促進することができる措置を講じることを発行体に奨励する。

-　 英文目論見書に記載される除外。ポートフォリオは、英文目論見書に詳述されるとおり、一定のセクターへの
投資を除外する。

これらの特性に関するさらなる情報は、AB の持続可能性に関連する開示事項（http://www.alliancebernstein.
com/go/EQ8webdisclosures）に記載されており、AB スチュワードシップ・アプローチに関するさらなる情報は、
http://www. alliancebernstein.com/go/ABGlobalStewardship に記載されている。

✖

✖

商品名商品名：インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

法人識別番号法人識別番号：549300Q2D8XGSWTZEY39
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●    この金融商品により促進される環境的または社会的特性それぞれの実現度を測定するたこの金融商品により促進される環境的または社会的特性それぞれの実現度を測定するた
めにどのような持続可能性指標が用いられるか？めにどのような持続可能性指標が用いられるか？

持続可能性指標持続可能性指標と
は、金融商品によ
り促進される環境
的または社会的特
性がどのように実
現されるかを測定
するものである。

AB は、満足のいくデータおよびデータソーシングを条件として、文書化された ESG リサーチ、エンゲージ
メントおよび関連する投資除外の測定を含め、さまざまな定量的および定性的な方法を通じて、促進される
E/S 特性の実現度を測定する。

これには、さまざまな定量的および定性的な方法の一部とみなされるさまざまな ESG 要因またはトピックの
調査、監視および／または測定が含まれるが、これらに限られない。

こ れ ら の 指 標 に 関 す る さ ら な る 情 報 は、AB の 持 続 可 能 性 に 関 連 す る 開 示 事 項（http://www. 
alliancebernstein.com/go/EQ8webdisclosures）に記載されている。

●    この金融商品が一定程度行うことを予定している持続可能な投資の目的は何か、また持続この金融商品が一定程度行うことを予定している持続可能な投資の目的は何か、また持続
可能な投資は当該目的にどのように貢献するか？可能な投資は当該目的にどのように貢献するか？

該当なし。

●    この金融商品が一定程度行うことを予定している持続可能な投資は、環境面または社会面この金融商品が一定程度行うことを予定している持続可能な投資は、環境面または社会面
での持続可能な投資の目的に著しい害を及ぼすことをいかにして避けるのか？での持続可能な投資の目的に著しい害を及ぼすことをいかにして避けるのか？

該当なし。

該当なし。

●    持続可能性要因への悪影響の指標はどのように考慮されているのか？持続可能性要因への悪影響の指標はどのように考慮されているのか？

●    持続可能な投資はＯＥＣＤ多国籍企業行動指針および国連ビジネスと人権に関する指持続可能な投資はＯＥＣＤ多国籍企業行動指針および国連ビジネスと人権に関する指
導原則にどのように適合しているか？（詳細）導原則にどのように適合しているか？（詳細）

主要な悪影響主要な悪影響とと
は、環境、社会おは、環境、社会お
よび従業員に関すよび従業員に関す
る事項、人権の尊る事項、人権の尊
重、汚職防止およ重、汚職防止およ
び贈収賄防止に関び贈収賄防止に関
する事項に関するする事項に関する
持続可能性要因に持続可能性要因に
投資決定が及ぼす投資決定が及ぼす
最も重大なマイナ最も重大なマイナ
スの影響である。スの影響である。

該当なし。

ＥＵタクソノミーは、タクソノミー適合投資はＥＵタクソノミーの目的を著しく害するも
のであってはならないという「著しい害を及ぼさない」原則を定めており、具体的なＥＵ
基準が伴う。

「著しい害を及ぼさない」原則は、当該金融商品のうち、環境的に持続可能な経済活動に関
するＥＵ基準を考慮している投資対象についてのみ適用される。当該金融商品の残りの部
分の投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するＥＵ基準を考慮していない。

その他の持続可能な投資も、環境目的または社会目的を著しく害してはならない。

この金融商品は持続可能性要因への主要な悪影響を考慮するか？この金融商品は持続可能性要因への主要な悪影響を考慮するか？

□ 考慮する。ポートフォリオは、以下の PAI を考慮する。

-　 国連グローバル・コンパクトの原則および経済協力開発機構（OECD）多国籍企業行動指針の違反（#10）

-　 国連グローバル・コンパクトの原則および OECD 多国籍企業行動指針の遵守を監視するためのプロセスおよび
遵守メカニズムの欠如（#11）

-　 非人道的兵器への暴露（#14）

PAI の 10 および 11 に関して、AB は、ファンドが保有する証券について国連グローバル・コンパクトの原則の違
反を監視し、あらゆる違反について、AB は、違反を明らかにするために追加の調査を実施し、当該証券がポートフォ
リオの投資ユニバースにとどまるべきかを決定する。

PAI の 14 に関して、ポートフォリオは、非人道的兵器を除外する。

考慮される特定の PAI 指標は、時を経て変化する可能性がある。PAI に関する追加の情報は、SFDR 第 11 条 (2) に
より要求されるとおり、ファンドの年次報告書において公表される。

□ 考慮しない。

✖
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この金融商品が用いる投資戦略はどのようなものか？この金融商品が用いる投資戦略はどのようなものか？

関連するポートフォリオについての説明において略述されるとおり、ポートフォリオは積極的に運用されており、
AB は、投資目的の達成を追求する際に AB スチュワードシップ・アプローチを用いる。AB スチュワードシップ・
アプローチを通じて、ファンダメンタル・リサーチには確固とした ESG 統合プロセスが含まれ、これにより AB は、
投資プロセスのすべての段階において ESG 要因を評価し、組み込む。

ポートフォリオの投資目的および投資戦略に関するさらなる情報は、英文目論見書の関連するポートフォリオに
ついての説明に記載されている。

投資戦略投資戦略は、投資
目的およびリスク
許容度等の要素に
基づく投資判断の
指針となるもので
ある。

●    この金融商品により促進される環境的または社会的特性それぞれを実現するための投資この金融商品により促進される環境的または社会的特性それぞれを実現するための投資
対象を選定するために用いられる投資戦略の結合要素はどのようなものか？対象を選定するために用いられる投資戦略の結合要素はどのようなものか？

ポートフォリオは、E/S 特性を促進すると AB が確信する証券を保有することによって E/S 特性を促進する。
以下の結合要素が充足される場合に、証券は一または複数の E/S 特性を促進するとみなされる。

-　 証拠となる ESG リサーチによる文書化された ESG 統合およびエンゲージメント

-　 証券の発行体が AB のグッドガバナンスポリシーに基づき良好なガバナンス慣行に従っていること。

-　 ポートフォリオの投資除外が守られていること。

ESG 統合、ESG リサーチおよびエンゲージメントに関するさらなる情報は、AB の持続可能性に関連する開示
事項（http://www.alliancebernstein.com/go/EQ8webdisclosures）に記載されている。ポートフォリオが使
用する除外に関するさらなる情報は、英文目論見書に記載されている。AB のグッドガバナンスポリシーに関
するさらなる情報は、以下に記載されている。

●    当該投資戦略を適用する前に考慮される、投資範囲を縮小するための確約された 低比率当該投資戦略を適用する前に考慮される、投資範囲を縮小するための確約された 低比率
はどのくらいか？はどのくらいか？

該当なし。

●    投資先企業の良好なガバナンス慣行を評価するための方針とはどのようなものか？投資先企業の良好なガバナンス慣行を評価するための方針とはどのようなものか？

AB は、外部および内部のデータソースと健全な経営体質、従業員の関係、スタッフの報酬および税務コンプ
ライアンスを含む特定のガバナンス基準に基づく評価またはスコアリングを組み合わせることによって独自
のグッドガバナンスポリシーを策定している。特定のガバナンス指標には、国連グローバル・コンパクトの
原則およびガバナンス基準に関連する不祥事等の情報が含まれる。上記のグッドガバナンスポリシーは、入
手可能なデータを条件とし、かつ、これに依存する。

良好なガバナンス良好なガバナンス
慣行慣行には、健全な
経営体質、従業員
関係、スタッフの
報酬および税務コ
ンプライアンスが
含まれる。

この金融商品について予定されている資産配分はどのようなものか？この金融商品について予定されている資産配分はどのようなものか？

#1 E/S 特性に整合の 低比率：75％

#2 その他の 大比率：25％

資産配分資産配分とは、特
定の資産への投資
の割合を説明する
ものである。

＃１　 Ｅ／Ｓ特性に整合＃１　 Ｅ／Ｓ特性に整合には、この金融商品により促進される環境的または社会的特性を実現するために利用
されるこの金融商品の投資対象が含まれる。

＃２　 その他＃２　 その他には、環境的または社会的特性に整合しておらず、かつ、持続可能な投資対象としての適格性も
有していないこの金融商品の残りの投資対象が含まれる。

投資対象

＃１　Ｅ／Ｓ特性に整合：

75.00％

＃２ その他：

25.00％

＃１Ｂ　その他のＥ／Ｓ特性：

該当なし
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ポートフォリオの純資産に基づく。すべての数字は、通常の市況に基づいて示されており、会計年度の各月末の
平均保有資産に基づいている。ポートフォリオは、E/S 特性を促進する純資産の割合に関する情報をファンドの年
次報告書において公表する。

●    この金融商品により促進される環境的または社会的特性はデリバティブの利用によりどこの金融商品により促進される環境的または社会的特性はデリバティブの利用によりど
のように実現されるか？のように実現されるか？

ポートフォリオは、ヘッジ目的、効率的なポートフォリオ運用目的およびその他の投資目的のためにデリバ
ティブを利用することがある。その他の投資目的のために利用されるデリバティブに関して、E/S 特性を促
進するとみなされる証券に対してエクスポージャーがとられることがある。

環境目的を有する持続可能な投資は少なくともどの程度ＥＵタクソノミーに環境目的を有する持続可能な投資は少なくともどの程度ＥＵタクソノミーに
適合しているか？適合しているか？

該当なし。タクソノミー適合
活動は、以下のも
のに占める割合と
して表される。
-　 投資先企業の

グリーン活動
による収益の
割合を反映し
た売上高売上高

-　 投資先企業が
行うグリーン
投資（例えば、
グリーン経済
への移行のた
めのもの）を示
す資本的支出資本的支出
（ＣａｐＥｘ）

-　 投資先企業の
グリーン事業
活動を反映し
た事業運営費事業運営費
（ＯｐＥｘ）

以下の２つのグラフは、ＥＵタクソノミーに適合している投資対象の 低割合を薄い灰色で示している。ソブリ以下の２つのグラフは、ＥＵタクソノミーに適合している投資対象の 低割合を薄い灰色で示している。ソブリ
ン債 * のタクソノミー適合性を判断する適切な方法がないため、１つ目のグラフは、この金融商品のソブリンン債 * のタクソノミー適合性を判断する適切な方法がないため、１つ目のグラフは、この金融商品のソブリン
債を含むすべての投資対象に関してタクソノミー適合性を示しているが、２つ目のグラフは、この金融商品の債を含むすべての投資対象に関してタクソノミー適合性を示しているが、２つ目のグラフは、この金融商品の
ソブリン債以外の投資対象に関してのみタクソノミー適合性を示している。ソブリン債以外の投資対象に関してのみタクソノミー適合性を示している。

●    トランジショナル活動およびイネーブリング活動への投資の 低割合はどのくらいか？トランジショナル活動およびイネーブリング活動への投資の 低割合はどのくらいか？

該当なし。

ＥＵタクソノミーに適合していない、環境目的を有する持続可能な投資の 低ＥＵタクソノミーに適合していない、環境目的を有する持続可能な投資の 低
割合はどのくらいか？割合はどのくらいか？

該当なし。

は、ＥＵタ
クソノミーに基づ
く環境的に持続可
能な経済活動の基
準を考慮していな準を考慮していな
いい、環境目的を有
する持続可能な投
資である。

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

* これらのグラフの解釈上、「ソブリン債」はすべてのソブリン・エクスポージャーで構成される。

イネーブリング活イネーブリング活
動動とは、他の活動
が環境目的に大き
く貢献することを
直接的に可能にす
るものである。

トランジショナルトランジショナル
活動活動とは、低炭素
の代替手段がまだ
利用可能でない活
動であり、とりわ
け温室効果ガス排
出水準が 高のパ
フォーマンスに相
当しているもので
ある。
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どのような投資対象が「＃２　その他」に含まれるのか、かかる投資対象の目どのような投資対象が「＃２　その他」に含まれるのか、かかる投資対象の目
的は何か、また 低限の環境セーフガードまたは社会セーフガードはあるのか？的は何か、また 低限の環境セーフガードまたは社会セーフガードはあるのか？

以下が含まれる。

-　 AB のグッドガバナンスポリシーの充足を条件として、上記に概略されるとおり、ポートフォリオが
その投資目的を達成するために保有することができると AB が確信するが、E/S 特性を促進するとは
みなされない証券。

-　 流動性、リスク管理または担保管理の目的のために保有される現金および現金等価物。

-　 英文目論見書のポートフォリオについての説明に略述される目的のために利用されるデリバティブ。
E/S 特性を促進する証券に対するエクスポージャーは、「#1 E/S 特性に整合」においてとられる。

これらの資産に関して、 低限の環境セーフガードまたは社会セーフガードはない。

この金融商品がこの金融商品の促進する環境的および／または社会的特性に整合してこの金融商品がこの金融商品の促進する環境的および／または社会的特性に整合して
いるかを判断するための参照ベンチマークとして特定の指数が指定されるのか？いるかを判断するための参照ベンチマークとして特定の指数が指定されるのか？

より詳細な商品特有の情報をオンラインで探す場合、どこを参照すればよいか？より詳細な商品特有の情報をオンラインで探す場合、どこを参照すればよいか？

より詳細な商品特有の情報は、ウェブサイト（http://www.alliancebernstein.com/go/EQ8webdisclosures）で
参照することができる。

該当なし。参照ベンチマーク参照ベンチマーク
とは、金融商品が
持続可能な投資目
的を実現するかを
測定するための指
数である。

社会的に持続可能な投資の 低割合はどのくらいか？社会的に持続可能な投資の 低割合はどのくらいか？

該当なし。
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第６条（ニュートラル）ポートフォリオ‐持続可能性リスクを投資決定に統合するABの戦略 

対象となるポートフォリオ 

・アジア・パシフィック・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ 

・チャイナ・ボンド・ポートフォリオ 

・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ポートフォリオ 

・インド・グロース・ポートフォリオ 

上記のニュートラル・ポートフォリオは、持続可能な投資対象という目的を有しておらず、環境的および／

または社会的な特性を促進しないが、投資決定プロセスの一環として持続可能性リスクを統合する。 

ABは、持続可能性リスクの影響をニュートラル・ポートフォリオの投資戦略に関連して評価しており、かか

るリスクが発生した場合には、ニュートラル・ポートフォリオの投資対象の価値に重大な悪影響を及ぼす、環

境、社会またはガバナンスに関する出来事または状況に該当すると考える。持続可能性リスクの予想される影

響は、投資目的、投資戦略および投資方針によって異なるが、それぞれの投資ユニバースを考慮すれば、ABは、

環境、社会またはガバナンスに関する出来事が、有価証券の価値、品質および／または安定性、投資先発行体

の財政的健全性、発行体の信用度ならびに債務の発行体が利払いを行いもしくはその他の債務を履行する能力

に一定の悪影響を及ぼすと考えている。 

また、各投資戦略を実行する際、ABは、ABスチュワードシップ・アプローチを用いることがあるが、柔軟な

対応が可能であり、ESGに関する考慮事項または持続可能性リスクをすべての投資決定に統合しないことがあ

る。 

したがって、ABは、かかるリスクおよび影響がABによる特定の投資目的の達成に影響を及ぼし、おそらくは

これを妨げることを勘案しながらも、投資決定が持続可能性要因に及ぼす悪影響を考慮しないことがある。明

確化のために付言すると、ABは、上記の理由により、その投資決定が持続可能性要因に及ぼす主要な悪影響を

考慮しない。 

ニュートラル・ポートフォリオは、投資決定が持続可能性要因に及ぼす影響を考慮しないが、とりわけ一定

の種類の投資対象の排除を含むABの環境的スチュワードシップおよび責任投資へのコミットメントを遵守す

る。 

ニュートラル・ポートフォリオは、持続可能な投資対象という目的を有していないため、これらの金融商品

の裏付けとなる投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基準を考慮していない。したがって、

EUタクソノミー規則に基づく義務は適用されない。 

 

第６条（ニュートラル）ポートフォリオ‐持続可能性リスクを投資決定に統合しないABの戦略 

・イベント・ドリブン・ポートフォリオ 

上記のニュートラル・ポートフォリオは、持続可能な投資対象という目的を有さず、投資決定プロセスにお

いて環境的および／もしくは社会的な特徴またはその組み合わせを促進せず、持続可能性リスクを投資決定プ

ロセスに統合しない。 

ABは、上記ニュートラル・ポートフォリオの投資戦略および企図された投資に関連する持続可能性リスクの

影響を評価しており、本書の日付現在においては、かかるリスクが、発生した場合に、ニュートラル・ポート

フォリオの投資対象の価値に実際のまたは潜在的な重大な悪影響を及ぼしうる環境、社会またはガバナンスに

関する出来事または状況に当てはまらないと考える。 

ニュートラル・ポートフォリオは、オルタナティブな投資戦略を通じてそれらの投資目的の達成を追求し、

これらの戦略は持続可能性リスクを含む従来のリスクの影響を受けないため、持続可能性リスクは、投資決定

プロセスに統合されていない場合がある。したがって、持続可能性リスクは、ニュートラル・ポートフォリオ

のリターンおよびリスク全般に重大な影響を及ぼすとは認識されていない。 
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さらに、各投資戦略を実施する際、かかる影響が、ABによる特定の投資目的の達成に影響を与えうる、また

は妨げとなりうることを考慮し、ABは、投資決定による持続可能性要因への悪影響を検討しない。明確化のた

めに付言すると、ABは、上記の理由から、その投資決定による持続可能性要因への悪影響を検討しない。 

これらのニュートラル・ポートフォリオは、持続可能な投資対象という目的を有しないため、これらの各金

融商品の裏付けとなる投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基準を考慮していない。したが

って、EUタクソノミー規則の要件は適用されない。 

 

ABスチュワードシップ・アプローチ 

 

Ⅰ．  はじめに 

ABは、ESG上の勘案事項（「ESG要因」という。）がAB商品のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある潜在

的なリスクおよび機会の両方を示すことを長きにわたり認識してきた。ABスチュワードシップ・アプローチは、

持続可能性リスク（発生した場合に、投資対象の価値に実際のまたは潜在的な重大な悪影響を及ぼす可能性の

あるESGに関する出来事または状況として定義されている。）を含むさまざまなESG要因を略述する。ABは、こ

れらのESG要因を分析し、その投資プロセスのすべての段階にこれらのESG要因を体系的に統合しており、ABは、

このことが、投資決定の改善、財務成果の向上、責任投資へのABのコミットメントの前進およびESGの目標に

向けた世界の進歩につながると確信している。 

ABが2011年11月に「責任投資原則の署名者」になった際、ABは、ESG要因の統合が当該戦略に当てはまらな

いかまたはABが特定のAB商品の投資目的（すなわち、ニュートラル商品）を達成することを妨げる可能性があ

る場合、一定の戦略を例外として、ほとんどの積極的運用戦略に関するABの投資プロセスへのESG要因の統合

を正式に承認した。一部のAB商品に関して、ESG要因の統合に関する文言は、適用ある募集書類に記載されて

いた。 

ABは、今日においてABの会社全体の当該問題に対する戦略およびコミットメントを推進する責任投資リーダ

ーシップの管理体制を構築した。ABのグローバル・スチュワードシップ・ステートメントおよびアニュアル・

スチュワードシップ・レポートに、ABの活動が詳細に記載されている。さらなる情報については、

https://www.alliancebernstein.com/corporate-responsibility/responsible-investing.htmを参照のこと。 

ESG要因を統合する投資戦略を実施する際、ABは、当該戦略について希望する水準のリスクおよびリターン

を考慮し、リスクおよびリターンの評価においてESG要因の財務的または経済的な影響を考慮する。長期的な

価値創造のレンズを通して発行体を分析し、評価することにより、ABは、ESG要因を含め、投資期間およびそ

の後の過程にわたって有価証券に影響を及ぼすようなすべての要因のより徹底的な分析を通じてリスクを軽

減する一方で、強固な財務成果を達成することが可能となる場合が多い。 

以下に詳述されるとおり、ESG要因を統合し、投資決定を行う際、ABは、投資決定が当該ESG要因に及ぼす主

要な悪影響も考慮する。これらの影響は、ABスチュワードシップ・アプローチの一環として記録されている。 

 

Ⅱ．  持続可能性リスクの統合  

ABは、体制支援、特定、エンゲージメント、記録、適用およびインテグレーションの６つのステップを通じ

て、その投資決定プロセスの一環としてESG要因を統合する。 

AB商品の種類によって、統合の程度および焦点は異なることがあるが、投資目的の達成を追求するという目

標は同じである。この場合、関連するABの運用チームは、そのリサーチ・プロセスの各段階においてESGを統

合するために、ABのESG専門家および責任投資専門家（以下「責任投資チーム」という。）を活用する。 
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(1) 体制支援 

ABの運用チームが重要なESG要因を十分に理解し、リサーチし、かつ、統合することを可能にするために、

フレームワーク、ツールおよび研修によってABの運用チームの体制を支援することからプロセスが開始される。

これには、以下が含まれる。 

・独自のツールセット 

第三者のデータおよびツールセットを補強するために、ABは、ESGおよび気候に関するリサーチを強化し、

会社全体にわたって統合を体系化するための独自のリサーチおよびコラボレーションのツールを開発した。 

これには、リサーチおよびコラボレーションのためのABのESIGHT（後記「(4) 記録および(5) 適用」を参照。）

プラットフォームならびに信用格付けおよびスコアリングのためのPRISM（後記「(4) 記録および(5) 適用」

を参照。）が含まれる。ABはまた、ABのファンダメンタル・アナリストの産業特有の知識とオルタナティブデ

ータおよびABリサーチからより良い洞察を行うABのデータ・サイエンス・チームの能力を組み合わせたオルタ

ナティブデータ・ダッシュボードも構築している。 

・第三者のデータおよびツールセット 

すべてのABの運用チームは、特に発行体またはセクターのESGの特徴をより広く理解することを可能にす

るさまざまなデータサービスにアクセスすることができる。これらは、ブルームバーグおよびファクトセット

からのESGデータ、MSCI ESGレーティング、カーボンデルタおよびMSCIの炭素排出量データ、サステイナリテ

ィクスのリスク・レーティング、世界的な規範および論争の分析、ISS-Ethixの問題のある武器の分析、なら

びにISSおよびグラス・ルイスのコーポレート・ガバナンスおよび議決権代理行使のリサーチを含むが、これ

らに限られない。責任投資チームは、ABがABの運用チームに対して可能な最善のデータおよび情報を提供して

いることを確保するために既存および新規のプロバイダーを継続的に評価する。 

・世界一流の機関との戦略的なパートナーシップ  

ABは、コロンビア大学地球研究所と気候変動に関してコラボレーションを行った。コラボレーションの第

一段階には、気候変動の科学、規制、法律および公共政策の側面ならびに会社および発行体の財務分析に気候

変動を統合する方法について対処する気候科学およびポートフォリオ・リスクのカリキュラムの共同開発が含

まれていた。第二段階には、多数の気候変動の主題に関する科学者との共同研究が含まれる。 

・広範囲にわたる研修プログラム 

気候変動カリキュラムに加えて、ABは、ABの運用チームに対し、継続的なESG研修を提供する。これには、
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CIOおよびポートフォリオ・マネジャーのためのピアツーピアの学習が含まれ、その間、選抜された運用者の

グループは、その特定の戦略においてESGがどのように統合されるかを発表する。ABはまた、外部のデータ、

システムおよびツールに関する研修や、現代奴隷制度、コーポレート・ガバナンス、セクター特有のテーマお

よびESGをポートフォリオの意思決定に統合する方法に及ぶ一連の主題に関する教育セッションについても体

系化した。 

・幅広い参加 

ABは、知的財産、フレームワーク、ツールおよびシステムの開発に幅広く参加している。責任投資チーム

に加えて、約100名のABの担当者が一または複数のESGワーキング・チームに参加している。 

 
(2) 特 定 

AB の運用チームは、関連する投資戦略に関して重要な ESG 要因を特定および評価することによって ESG 統合

を開始する。ESG 要因の重要性は、セクター、産業および地理的な場所によって異なる。 

資産クラスをまたがるABの運用チーム内の120名を超えるアナリストと協同することにより、ABは、40を超

えるESG要因を取り扱い、約70のサブセクターに及ぶ独自のマテリアリティ・マトリックスを開発した。ABは、

当該マトリックスを適切に適用することができ、ABの運用チームに対してESG要因の影響ひいては対象発行体

に関するABの長期的な財務見通しに関する貴重な視点を与える。ABの見解において、不利な持続可能性の影響

を特定するための一貫したフレームワークは、ABの運用チームが情報に基づくより良い投資決定を行うことを

助け、最終的にはABがより良い投資成果を提供することを可能にする。これらのESG要因には、現時点におい

て以下が含まれる。 

 

環境的な要因 

・炭素排出量 

・製品の二酸化炭素排出量 

・気候変動への脆弱性 

・水管理 

・資源管理 

・生物多様性および土地利用 

・毒物排出および有害廃棄物 

・新型コロナウイルス感染症および環境 

・包装廃棄物 

・電気電子機器廃棄物 

・サプライチェーン－環境 

・クリーンテクノロジーの機会 

・グリーンビルディングの機会 

・再生可能エネルギーの機会 

 
社会的要因 

・労務管理 

・人材開発 

・従業員の健康および安全 

・製品の安全性および品質 

・新型コロナウイルス感染症および社会問題 
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・金融商品の安全性 

・プライバシーおよびデータ・セキュリティ 

・サプライチェーン－社会 

・責任投資 

・健康の保証および人口統計リスク 

・コミュニケーションの機会 

・ファイナンシャル・インクルージョンの機会 

・医療の機会 

・栄養およびより健康に良い商品の機会 

・教育の機会 

 
ガバナンスの要因 

取締役会 

・取締役会の独立性 

・取締役会の性別多様性 

・CEOおよび会長の統合 

・取締役会の確立 

監督およびリスク管理 

・会計 

・反競争的慣行 

・企業倫理 

・腐敗および不安定 

・金融システム不安 

・組織文化 

・給与 

・制裁 

・新型コロナウイルス感染症およびガバナンス 

株主アクセス権 

・一株一議決権 

・プロキシーアクセス 

・臨時総会を招集する権利 

 
ABはまた、ABのリサーチを推進する一助とするために、国連グローバル・コンパクトなどのデューデリジェ

ンスおよび報告に関する国際的に認められた基準を遵守する。これらの世界的な規範に違反しているとみなさ

れるすべての発行体は、AB商品に含めることの適切性に関する徹底的な調査のフラグが立てられる。この徹底

的な分析では、発行体による違反の理由や、関連するAB商品の投資戦略を考慮した上で、当該発行体がそれで

もなお適切となり得るかが評価される。 

ESG要因および関連する影響は、すべての種類の金融商品または投資対象に適用されないことがある。 

 
(3) エンゲージメント 

AB の運用チームはまた、これらの ESG 要因に関して発行体との間でエンゲージメントを行う。ESG のエンゲ

ージメントは、常に、ABの投資プロセスの非常に重要な部分である。毎年、AB の運用チームは、公開発行体
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および非公開発行体ならびに地方自治体、超国家的発行体およびソブリン発行体などの企業形態をとらない法

主体のリーダーとエンゲージメントを行っている。2020 年、AB は、発行体別のエンゲージメントならびに戦

略的、テーマ別および共同作業のエンゲージメントを含め、15,000 回を超える会議を記録した。AB は、その

エンゲージメント・ポリシーの一環として、ESG 要因以外の主題および目標に関してもエンゲージメントを行

う。 

ESGの問題に関するエンゲージメントは、責任投資におけるリーダーになるというABのコミットメントの一

環として、ABのリサーチおよびスチュワードシップ・プロセスの主要な部分である。 

エンゲージメントは、ABが発行体をよりよく理解し、当該発行体の株主および債券保有者としてAB商品の利

益を保護し、特にESGの目標に向けた前進を提供する可能性のある戦略を用いることを発行体に奨励すること

を助ける。エンゲージメントは、発行体および／またはAB商品の財務成果を向上させるとABが確信する措置を

講じることをABが発行体に奨励することを可能にする。ABは、エンゲージメントを外部委託しない。ABの運用

チームは、多くの場合において責任投資チームと連携しながら、発行体と直接エンゲージメントを行う。ABの

見解において、直接関与するエンゲージメント・アプローチは、より良いリサーチ、より良い成果およびAB商

品のより良いサービスへの道である。 

https://www.alliancebernstein.com/content/dam/corporate/corporate-pdfs/ABGlobalStewardship.pdf

から入手可能なABのエンゲージメント・ポリシーには、ABの発行体とのエンゲージメントについてより詳細に

記載されている。ABのエンゲージメント・ポリシーはまた、産業エンゲージメントにおけるABのコラボレーシ

ョンならびに発行体とエンゲージメントを行う際の潜在的な利益相反のABによる特定および解決についても略

述する。ABのエンゲージメント・ポリシーには、特に、ABが株式に付帯する議決権およびその他の権利を行使

する方法、その他の株主と協力する方法、投資先発行体の関連するステークホルダーとの連絡方法ならびにエ

ンゲージメントに関連する実際のおよび潜在的な利益相反の管理方法が含まれる。 

 

(4) 記録および(5) 適用 

独自のリサーチおよびコラボレーションのプラットフォームであるESIGHTは、ABによるESG発行体評価、議

決権代理行使履歴、エンゲージメントならびにMSCIおよびサステイナリティクスからの第三者リサーチを統合

する。ESIGHTはまた、テーマ別のセルサイドのリサーチ報告書、学術研究、非政府組織の報告書、スペシャリ

ストの持続可能性および気候変動のシンクタンクの論文ならびにAB独自のESGレーティングを含むESGの情報

を保管するナレッジセンターでもある。 

ESIGHTを用いることにより、ABの社債および株式の運用チームは、投資プロセスのすべての段階において、

発行体のESG慣行についての情報にアクセスし、これを共有することができる。ABの運用チームは、リサーチ

またはエンゲージメントの準備を行う際、発行体、ABの運用チームまたはESGの主題およびテーマごとに問い

合わせることによって過去の交流を調査することができる。ESIGHTはまた、ポートフォリオ運用および報告も

向上させる。ABの専門家は、会社もしくは発行体、産業またはポートフォリオごとにESGの主題にアクセスし、

エンゲージメントの統計、事例および結果を顧客と共有することができる。 

独自の信用格付けおよびスコアリングシステムであるPRISMは、債券ESGリサーチを、完全にデジタル化され

たデータおよびセキュリティ分析プラットフォームに統合する。PRISMを用いることにより、アナリストは、

産業、格付け、分類および地理にわたって、一貫した比較可能な定量化できる方法で、個別の発行体に関する

見解を作成し、共有することができる。アナリストはまた、当該システムを通じてMSCIのスコアにもアクセス

することができる。アナリストは、特定のESGスコアを割り当てるためのリサーチおよびエンゲージメントの

洞察を用いて、各発行体をさまざまな方面から評価する。これは、信用度のスコアリングに用いられている。
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PRISMのスコアリングは、分析される産業によって異なる方法でESG要因を考察し、ABのアナリストが会社また

は発行体にとって何を最も重要なESG要因として見るかに基づいている。債券のポートフォリオ・マネジャー

またはアナリストは、投資プロセスにおいて常にPRISMのESGスコアにアクセスすることができる。 

 

(6) インテグレーション 

ABの運用チームは、投資の意思決定プロセスにESG要因を統合し、これは、情報に基づいたより良い投資決

定につながる。ABの運用チーム内のアナリストは、ESG要因を特定し、これに関してリサーチを行い、発行体

とエンゲージメントを行い、ESG要因をAB商品の投資モデルおよびフレームワークに適宜組み込むことによっ

て、投資決定プロセスの開始時にESG要因を検討する責任を負う。 

ABのアナリストによるESG要因の勧告および評価は、有価証券を購入するか否かだけではなく、さまざまな

形において投資決定に影響を及ぼすことがある。例えば、キャッシュ・フロー、信用格付けまたは割引率に対

するESG要因の影響は、投資決定およびポジション・サイジングに影響を及ぼす可能性がある。 

適用あるスコアリングを含むESG要因を検討した後、投資目的およびAB商品の種類（すなわち、ダークグリ

ーン、ライトグリーン、ニュートラル）に応じて、ABはそれでもなお有価証券を購入し、および／または保有

資産としてこれを保持することがある。 

 

Ⅲ．  ESG持続可能性の統合をサポートするための構造およびガバナンス 

ABスチュワードシップ・アプローチを含むABのESGおよび持続可能性の活動を監督するため、ABは、組織の

すべてのレベルにおいてABの責任に対するコミットメントを反映する構造を構築した。ABの取締役会および

CEOは、2020年にチーフ・レスポンシビリティ・オフィサー（CRO）の役職を設置した。 

この役職は、ABの企業責任および責任投資の努力に対する直接の監督権を有する。CROはまた、ABの運営委

員会のメンバーでもある。ABのCROは、責任投資チームおよび企業責任チームを含むABの責任戦略事業ユニッ

ト（SBU）を監督する。ABの責任投資戦略はまた、その他のABの運用チームによってもサポートされている。 

・AB の取締役会の監査およびリスク委員会は、責任および責任投資に対する正式な監督を行う。 

・AB の CRO が委員長を務める責任投資運営委員会は、戦略を開発し、実行を監督する。当該委員会は、

AB における上級専門職によって構成される。 

・主題専門家からなる AB の責任投資チームは、この努力において AB の運用チームとパートナーを組む。

AB のさまざまな ESG ワーキング・グループと共に、責任投資チームは、独自のフレームワークおよび

ツールセットを開発し、AB の戦略的な ESG パートナーシップを管理し、研修プログラムを開発し、議

決権代理行使を実行する。 

・AB の企業責任チームは、責任に対する AB のアプローチを開発する。このチームは、AB の目的および

価値、ダイバーシティおよびインクルージョン（D&I）、持続可能性ならびに企業慈善活動を設計し、

提供する。 

・AB の運用チームは、発行体とエンゲージメントを行い、ESG 要因を分析および定量化し、これらのイ

ンプットを投資決定に組み込む。 
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責任投資運営委員会に加えて、ABは、責任、責任投資およびスチュワードシップの監督にとって重大である

その他の３つの委員会を維持する。 

 

・議決権代理行使およびガバナンス委員会 

この委員会は、AB の株式および債券運用チーム、責任投資チーム、オペレーションならびに法務およびコ

ンプライアンス部門の上級代表からなる。この委員会は、AB の議決権代理行使ポリシーを策定し、議決

権代理行使活動を監督し、議決権代理行使プロセスの正式な監督を行い、これが AB の最新の考え方を捉

えることを確保するために AB の会社としての議決権代理行使ポリシーおよび手続を維持および更新し、

新たな提案に関する AB の立場を策定し、AB の正式な議決権代理行使およびガバナンス・ポリシーによっ

てカバーされない議決に関して協議する。 

 

・問題投資諮問委員会 

この委員会は、AB の上級代表からなる。AB の CEO および CRO が共同委員長を務める。委員会の目的は、

問題のある武器、たばこまたは国際的な規範などの問題に関する議論および討論の場を提供することであ

る。委員会の議論は、特定の投資決定を形成するだけではなく、これらの分野における AB のポリシーを

策定する際の助けとなる。 

 

・ダイバーシティ・チャンピオン委員会（DCC） 

DCC の使命は、D&I が AB の文化、ポリシーおよび慣行の中心にとどまることを確保することである。DCC

のメンバーは、多様な人材を雇用し、昇進させ、かつ、維持することに関する SBU 内の責任を増加させる

ことによって、D&I を擁護し、そのロールモデルとなる。DCC のメンバーは、SBU 特有の D&I の目標を監視

および調査し、会社全体にわたって最善の慣行を共有することを助ける責任を負っている。 

 




