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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、2019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、新興国債券投資における
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

多くの人は、新興国債券投資とESGは親和性が低いと考えていますが、シュローダーは、これは誤りであると考えます。

新興国市場は歴史的に見て、投資家によるリスクの過大評価

に苦しんできました。もちろん新興国投資にはリスクがありますが、

投資家が考えているリスクが実際のリスク水準よりも高いケース

が多くなっています。

特に新興国債券市場において、この乖離が顕著となっています。

新興国債券に関して詳細な分析をした結果、資産配分を行う

際に中核を担う他の資産クラスと遜色ない質の高さである一方、

投資家による新興国債券への投資は進んでいません。

足元この実態と認識の乖離が顕著に表れているのが、ESG要

素に対する見方です。市場では、新興国の債券投資において

ESG分析は不要であるとの考え方もありますが、シュローダーで

はこれは誤りであると考えています。以下が投資家による主な

誤解の例です。

誤解1：ESG分析は国債には有効ではない

社債と比べ国債の分析評価においては、歴史的に見てESG

要素にあまり重点を置かない傾向にあります。大部分の投資

家は、資産配分を決定する際に国レベルのリスクや投資機会

を考慮するものの、伝統的なマクロ経済分析と長期的な持続

可能性に関する要因のインテグレーションはあまり進んでいない

のが現状といえるでしょう。

一方で、気候変動リスクが転換点を迎えているとの懸念と共に、

国債投資におけるESG要素の重要性は増しています。

シュローダーでは、国債投資におけるESG要素の考慮において、

マクロ経済や資産価格への影響を分析する際に “E(環境)”、

“S(社会)”、“G(ガバナンス)”の3つの主要な切り口を用いて

ESG分析を行うという通常の手法はあまり適していないと考えて

います。

シュローダーでは、新興国国債のESGリスクを定量化する際、1

人当たりの生産性をモデル化した経済モデル（ソロー・モデル）

を起点としています。そしてこのソロー・モデルに基づき、ヘルスケ

アや電力へのアクセス、社会的平等のレベル等の複数のESGに

関連する測定基準を用いて、その生産性の持続可能性を評

価します。これらの要素は、最終的には、国の発展や資産価

値に関するリスクや投資機会に対する見方を形成することにつ

ながります。

誤解2：新興国企業は、ESG情報がない

一部の投資家は、新興国企業は透明性に問題を抱えている

と考えており、事実企業慣習に関する情報の入手は困難です。

一方、このことはアクティブ投資家にとっては優れた投資機会に

もなり得ます。特にESG分析において定量化しにくく、かつ重要

な側面である「人的要因」を評価する際に、この点が顕著となり

ます。

ESGに関する情報の入手が困難であるということは、アナリスト

の存在がより重要になるということです。市場で十分に認識され

ていない情報は、アルファの源泉となり得ます。

株主構造やガバナンス基準は、新興国の中でも国によって大き

く異なります。例えば、コーポレートガバナンスが遅れている国も

あれば、単純に異なる慣習や法律のシステムに沿った内容とな

っている国もあります。

新興国企業に関するESG分析は、コーポレートガバナンスが、

異なる慣習を反映したものなのか、それも実際のガバナンスリス

クを反映したものなのかを分析することで、下落リスクの抑制に

つながると考えます。
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誤解3：インハウスのESGアナリストは必要ない

誤解2で記した通り、新興国企業のESG情報を収集するのは

困難であり、そのため、インハウスのESGアナリストによる独自の

分析が必要であると考えています。ESGのレーティング機関が

付与しているESGレーティングも、先進国企業と比べ、新興国

企業ではレーティング機関によって異なるレーティングを付与して

いる確率が高くなっています(図表１)。このことは、特に新興国

企業において深いリサーチが持つ影響が大きいことを示していま

す。

例えば、チリの発電会社に関しESG評価を行ったケースでは、

シュローダーによるESG評価と、第三者機関による評価との間

に大きな差が生じました。第三者機関の分析では、発電方法

の構成が炭素集約度の高い内容となっていることが懸念され、

低いスコアが付与されていましたが、これは企業の全体像を十

分捉えているとはいえませんでした。当該企業の炭素集約度の

高さは、事業展開している地域において再生可能なインフラが

不足していたことが原因であり、実際には発電方法の構成は改

善傾向にありました。642メガワットの再生可能エネルギーの発

電所が建設中であり、これは米国の平均的な家庭700世帯

の1か月の電力を補うことができます。また、石炭発電所の閉鎖

が2022年と2024年に予定されています。このような認識の差

が投資機会の評価につながると考えています。

新興国債券投資においてESG要素を考慮する重要性

シュローダーでは、在籍するクレジット・アナリストが、調査対象の

発行体に関するESGリスクについて、どの程度が市場に織り込

まれているのかを分析しています。例えば、市場が過度にESGリ

スクを織り込み実際に想定されるリスクが小さいと考えられる場

合、これは市場が魅力的な利回りを提供していることを意味す

るため、投資機会が存在していると考えられます。

図表1：先進国と新興国企業において、レーティング機関が
同じ五分位階級のESGレーティングを付与している確率

出所：MSCI,Thomson Reuters, Sustainalytics

新興国 先進国
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2019年第4四半期

株主の議決権行使

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。

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、2019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740回の株主総会において議決権
を行使しました。
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出所：シュローダー作成、2019年12月31日時点

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、2019年12月31日時点
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2019年第4四半期

エンゲージメント
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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、2019年12月31日時点

セクター別エンゲージメント
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出所：シュローダー作成、2019年12月31日時点 出所：シュローダー作成、2019年12月31日時点
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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、2018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」、 「改善の必要なし」に分類することにより評価します。提案を行った全248社中、54社が「達成」、4

社が「ほぼ達成」、2社が「ある程度の変化」、27社が「変化なし」、161社が「変化の必要なし」に分類される結果となりました。
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