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シュローダーでは、企業とのエンゲージメントや実態調査など、サステナビリティへの取
り組みを掲載したサステナブル・インベストメント・レポートを四半期毎に作成していま
す。本レポートでは、2018年第4四半期のサステナブル・インベストメント・レポートを
構成する内容の一部をご紹介します。今回のテーマは、新興国市場におけるESGに
ついてです。 

ジェシカ・グランド  スチュワードシップ グローバルヘッド 

Global Sustainable Investment Allianceによる調査では、グローバルでのESG投資は2014年から2016年の間に約

25%増加し、シュローダーが実施した2017年の投資家意識調査でも、78%が「今後5年間でESG投資の重要性が増す」と

回答しました。こうした調査でも示されている通り、投資におけるESG要素への関心度は高まっているものの、それは主に先進国へ

の投資においてであり、新興国への投資においては未だ出遅れている状況です。 

新興国におけるESG投資 

多くの実証研究が、ESG投資はリターンにポジティブな影響があ

ることを示しています。図表１は、1970年以降に公表された

2200以上の研究結果を分析したもので、すべての地域におい

て「ESGが企業の財務パフォーマンスへポジティブな影響を与え

る」という実証研究が半数以上を占め、特に新興国でその割

合が高い結果となりました。 

ESG投資を取り入れることは、パフォーマンスの向上だけではな

くリスクの抑制にも効果的といえます。新興国市場は先進国と

比べ変動も大きく、厳格な規制が少ないことや急速な人口動

態の変化、政策の発展等がさらなる不透明要素となっており、

より優れた持続可能な経営を行っている企業を選好することで、

これらのリスクを抑制することができると考えます。 

 

新興国の政策立案者や企業にも広がる持続可能性への意

識 

新興国の政策は改善傾向にあります。国レベルでも改革が進

んでおり、都市化や公害、水資源、気候変動といった環境問

題へ取り組むよう、政策立案者への圧力が高まっています。代

表的な例として、中国やインドが挙げられます。そのうち中国で

は、習近平国家主席が2017年の中国共産党大会で、エネ

ルギー消費量の削減や代替エネルギー資源の開発、環境保

護に関する法や規制の強化に注力し、気候変動問題に積極

的に取り組む姿勢を表明しており、世界をリードする存在を目

指しています。これは地球温暖化対策の国際的枠組みである

パリ協定からの離脱を表明した米国とは真逆ともいえます。 

また、南アフリカやブラジルを中心に、いくつかの証券取引所が

ESGに関する報告基準を導入することで、より持続可能な企

業活動を促進する動きも出始めています。 

いくつかの国でスチュワードシップコードが導入されたことでも明ら

かなように、新興国投資家にとっての基準もより厳格になってき

ています。 

グローバル化とテクノロジーを背景に、新興国のESG基準もグ

ローバルの基準へより近づいていき、その速度も加速すると考え

ます。 

図表1：ESGと企業財務パフォーマンスの関係(地域別) 
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出所：Gunnar Friede, Timo Busch and Alexander Bassen (2015) 
ESG and financial performance: aggregated evidence from more 
than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance and 
Investment, 5:4, 210-233, DOI: 
10.1080/20430795.2015.1118917. Only ex-portfolios data is 
shown above. 
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新興国におけるESGデータの有無 

全世界で採用されている共通の報告基準というものは存在し

ません。歴史的にみて、新興国は情報開示が不十分で透明

性にも欠けており、そのためESGにかかるリスク要素を正確に評

価することが困難となっていました。 

しかし、近年新興国では政策が改善され、上場基準も透明性

を高めることを推進するものとなっています。さらに、証券取引所

は、透明性の高いレポーティングや情報開示、コーポレートガバ

ナンスへの取り組みを推進しています。多くの新興国の証券取

引所は近年上場基準を引き上げており、ガバナンスに関する報

告や環境および社会に関する情報開示を推進している国連の

「 持 続 可 能 な 証 券 取 引 所 (Sustainable Stock 

Exchanges)イニシアチブ」に加盟している取引所もあります。 

新興国におけるESGに対する調査会社やレーティング会社の

取り組みも増加しています。全体像をつかむためにはより多くの

分析が必要にはなりますが、このような流れは新興国における

ESG投資を後押しするものといえます。 

 

新興国におけるESG投資において、ガバナンスのみの考慮で

は不十分 

ガバナンスに関する問題は特定しやすく理解も広まっている一

方、環境や社会についてはより深い分析が必要となることが多

いといえます。このことはアクティブ運用の投資家にとっては、リ

サーチおよび分析、経営陣とのエンゲージメントを通じてより持

続可能なビジネスモデルを有する企業を探し出す機会となりま

す。 

また、従来用いられてきたガバナンスの質の測定基準は、新興

国企業の分析には不十分である可能性もあり、国ごとの市場

構造や文化的な事情も考慮する必要があるといえます。 

新興国におけるエンゲージメントの有効性 

新興国企業の情報開示は不十分なことが多いため、よりさらに

エンゲージメントの重要性が増すといえます。エンゲージメントは、

投資家にとって、法律や規制がまだ整備されていない分野にお

いて、企業の持続可能な成長を支援する機会ともなります。 

 

新興国投資においてESG要素を考慮する重要性 

新興国市場は複雑な一方、多くの投資機会がある市場である

と考えます。定量データや指標等の充実に伴い、新興国市場

でも着実にESG投資が広まると考えており、投資の際にESG

要素を考慮することの重要性が増すと考えます。ESG課題が

市場や企業に与える影響を理解することが極めて重要であり、

投資に際して、企業ファンダメンタルズの精査を通じて、より企

業に対する深い洞察を得ることができれば、企業のESG課題を

解決するためのより適切な示唆を与えることができると考えます。 

このように企業ファンダメンタルズの精査や企業調査、時には業

界団体とのコミュニケーションを取るなどのエンゲージメントを通じ、

ESG問題に積極的に関与することで、世界有数の成長市場

である新興国市場に対し、より効果的な影響を与えることがで

きると考えます。 

 

 

 

 



2019年2月 

グローバル 

インサイト 

シュローダー・グローバル・インサイト 

情報提供資料 

サステナビリティ 

ー新興国市場におけるESGー 

シュローダー・インベストメント・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90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 

情報提供資料 

17% 

9% 

4% 

21% 10% 

13% 

11% 

10% 

2% 
3% 

一般消費財・サービス 17% 生活必需品 9% 

エネルギー 4% 金融 21% 

ヘルスケア 10% 資本財・サービス 13% 

情報技術 11% 素材 10% 

電気通信サービス 2% 公益事業 3% 

2018年第4四半期 

エンゲージメントの回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。 

エンゲージメントの方法 

国・地域別エンゲージメント 
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出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 

セクター別エンゲージメント 

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 

出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 
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議決権の行使状況 

国・地域別議決権行使 

出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 

反対票を投じた理由 

当チームは、我々には株主の議決権を行使する義務があると考えています。従って、議案を評
価した上で、株主に対する受託者責任のもと、議決権を行使します。シェアブロッキング等の理
由により制限が設けられていない限り、全ての決議において投票しています。 
今四半期は保有する企業が開催したうち約99％にあたる1413回の株主総会において議決権
を行使しました。 
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以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 

出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 

英国 21% 

アジア・パシフィック 8% 

欧州（除く英国） 31% 

北アメリカ 35% 

中東およびアフリカ 3% 

ラテンアメリカ 2% 

85% 

15% 

賛成 85% 反対 15% 

32% 

14% 23% 

10% 

18% 
1% 

1% 1% 

取締役関係 32% 事業内容 14% 

報酬 23% 株主の提案 10% 

資産配分 18% 再編成 & 合併 1% 

買収反対 1% その他 1% 



2019年2月 

グローバル 

インサイト 

シュローダー・グローバル・インサイト 

情報提供資料 

サステナビリティ 

ー新興国市場におけるESGー 

シュローダー・インベストメント・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90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 

情報提供資料 

2018年第4四半期 

エンゲージメントの進捗状況 

このセクションでは、1年前（今回の場合、2017年第4四半期）に企業へ行った提案に対しての進捗状況を 「達成」、「ほぼ達成」、

「ある程度の変化」、「変化なし」に分類することにより評価します。提案を行った全65社中、13社が「達成」、7社が「ほぼ達成」、17社

が「ある程度の変化」、28社が「変化なし」に分類される結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図は、過去5年間における我々のエンゲージメントの有効性を示しています。我々の提案が実施されるまでには、時間を要す

ことが伺えます。従って通常、提案を行った12ヵ月後に評価を行い、その後に渡っても進捗を評価する形をとっています。 
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出所：シュローダー作成、2018年12月31日時点 

過去5年間における提案の有効性 

企業とのエンゲージメントの成功水準（％） 
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• 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証する
ものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。 
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• 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動

し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変
化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場
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