債券投資家のための
ESGエンゲージメント
リスク管理から
リターンの向上まで

An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact

6つの原則
本原則の序文
私たち機関投資家には、受益者のために長期的視点に立ち、最大限の利益を追求する義務があります。この受託者の役割において（あ
る程度の会社間、業種間、地域間、資産クラス間、そして時代毎の違いはあるものの)、環境、社会、コーポレート・ガバナンス(ESG)の課
題が投資ポートフォリオのパフォーマンスに影響する可能性があると考えます。また、本原則を採用することにより、投資家がより広範な
社会の目的を達成できることも認識しています。したがって、受託者責任と一貫することを条件に、私たちは以下の事項に取り組みます。
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私たちは投資分析と意思決定プロセ
スにESG問題を組み込みます。

私たちは活動的な株式所有者とな
り、株式の所有方針と所有習慣に
ESG問題を組み込みます。
私たちは投資対象の主体に対して
ESGの課題について適切な開示を
求めます。
私たちは資産運用業界において本原
則が受け入れられ、実行に移されるよ
うに働きかけを行います。
私たちは本原則を実行する際の効果
を高めるために協働します。

私たちは本原則の実行に関する活動
状況や進捗状況に関して報告します。

PRIの使命
私たちは経済的に効率の良い、持続可能な国際金融システムが長期的な価値の創出に必要であると考えています。こうしたシステムは、
長期的な責任投資に報い、環境や社会全体に利益をもたらします。
PRIは、本原則の採用およびその実施の協働を奨励すること、優良なガバナンス、誠実性、説明責任を促進すること、市場の慣行、構造お
よび規制の中に存在する持続可能な金融システムにおける障害に対応することにより、この持続可能な国際金融システムの達成に尽力
します。

PRI免責事項
本報告書内の情報は、情報提供のみを目的としたものであり、投資、法務、税務その他の助言、投資その他の意思決定の際の拠り所となることを意図したものではありません。本報告書は、
作成者および発行者による法務、経済、投資その他の専門的な問題およびサービスに関する助言の提供ではないという了解の下で提供されています。本報告書で言及されるウェブサイトおよ
び情報資源の内容について、責任投資原則協会（PRI Association）が責任を負うことはありません。これらのサイトへのアクセスの提供、当該情報資源の提供により、それらに含まれる情報
を責任投資原則協会が支持しているとみなしてはなりません。本報告書は、信用格付け諮問委員会（Advisory Committee on Credit Ratings： ACCR）の各委員およびインタビューに応じた
2016年度PRI格付け声明（ESG in Credit Ratings Statement）の署名機関との協調的な取り組みの成果です。但し、別段の明示的な記載がある場合を除き、本報告書で示されている意見、
勧告、所見、解釈および結論は、責任投資原則協会の見解であり、インタビュー対象者、付属書で言及される組織、その他投資家・信用格付け機関共同声明の署名機関が必然的に、本報告
書に示されている結論を支持している、または同意していると暗示するものではなく、そのようにみなしてはなりません。企業の例に含めたことにより、責任投資原則協会又は責任投資原則の
署名機関が何らかの形で当該組織を支持しているとみなしてはなりません。私たちは、本報告書内の情報が信頼できる最新の情報源から取得されていることを確認するように努めましたが、
統計、法律、規則や規制はその性格上、移り変わっていくものであり、本報告書内の情報に遅れや漏れ、誤りがあることも考えられます。誤りや漏れについて、あるいは、本報告書内の情報に
基づく意思決定や行動、その決定もしくは行動に起因する損失・損害について、責任投資原則協会が責任を負うことはありません。本報告書内の情報はすべて、その情報の完全性、正確性、
適時性、その使用により得た成果についての保証およびあらゆる明示保証・黙示保証がない「現状有姿」で提供されています。
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PIMCO 序文
「債券投資家のためのエンゲージメント」というPRIの重要な取り組
みに参画できたことを嬉しく思います。PIMCOでは、投資プロセス
に環境・社会・ガバナンス（ESG）要素を取り入れており、これはお
客様に魅力的なリスク調整後リターンをお届けするという当社の
理念と一致すると考えています。
またESG投資において、エンゲージメントは非常に重要であり、株
式投資家だけが行うべきものではありません。社債投資の主なリ
スクは、デフォルトやスプレッドの拡大ですが、こうしたリスクのあ
る発行体への投資を回避し、優良な発行体を特定することが、
ポートフォリオ管理において最も重要な要素の一つであると考え
ています。発行体とESGのエンゲージメントを行うことで、より強固
な分析が可能になります。企業の経営方針や展望、将来想定され
るリスクへの対応を評価することができます。
しかしながら、エンゲージメントの目的はこれだけにとどまりませ
ん。資金の提供者として、社債権者はビジネス慣行に対し影響力
を持つことができます。例えば、環境に関する懸念事項を共有す
ることで、発行体は気候変動を考慮した経営方針を策定するかも
しれません。エンゲージメントを正しく行い、成果をあげることがで
きれば、信用リスクの低減につながり、潜在的価値を引き出し、ポ
ジティブなインパクトを与えることができるのです。
エンゲージメントは、長年、債券投資プロセスの一部として取り入
れられていましたが、サステナブル投資という特定の目的に関連
づけたエンゲージメントが行われるようになったのはごく最近のこ
とです。そのため、債券投資家によるエンゲージメントのベスト・プ
ラクティスについて皆様の知見を共有いただきたいと思います。他
の金融機関様から学ぶことも多いでしょう。このトピックにおいて、
取り組みを進めている業界各社からの知見をまとめたPRIの功績
を称えたいと思います。

Scott Mather
CIO, Core Strategies, PIMCO

こうした業界各社の知見をまとめた当レポートは、エンゲージメン
トの目的を定義し、有効性を測定し、また債券発行のライフサイク
ルを通じたエンゲージメントのタイミングなど実用性を重視した構
成であり、エンゲージメントを実施するためのアドバイスや一般的
な問題に対する解決法を記しています。
業界全体で協働することで、債券投資家がより広範な責任投資に
取り組み、数兆ドル規模にのぼる債券投資資金が、ポジティブな
変化をもたらす投資へ動き出すことを願っています。

5

PRI 序文
投資先企業とESGに関して、定期的なエンゲージメントを行うアセ
ット・オーナーの数は過去10年間で5倍に成長しました¹。規制当
局によるスチュワードシップコードの導入が世界的に急拡大し、責
任ある投資家として、投資家による投資先企業への積極的な働き
かけを促しています²。エンゲージメントが企業および投資家の双
方に財務上の価値を創出することは広く知られています³。一方、
エンゲージメントが成功した場合には、責任投資原則の序文に記
されている「社会のより広範な目的」の達成に寄与します。
株式投資家にとってはエンゲージメントの利点は明確で、投資家
の取り組みも進んでいますが、債券投資家にとっては複数の理由
から、エンゲージメントは依然として一般的な取り組みにはなって
いません。社債権者は、企業への影響力は限定的だと考えがちで
す。発行体との対話の機会は、債券投資家向けのロードショーな
ど限られており、コベナンツ条項に対して強い交渉力を持つことは
ありませんでした。投資家のエンゲージメントも、経営戦略、キャッ
シュフローや負債など直接投資リターンに関連する事項に特化し
たものが多く、汚職、従業員の福利厚生あるいは気候変動といっ
た間接的あるいは潜在的リスクについて議論することは一般的で
はありません4。
実際、ESG関連事項は債券投資リターンと相関があります。リ
サーチやエンゲージメントを通じて、ESGリスクを管理、提起すべ
きです。発行体にとって重要な資金調達源である債券投資家は、
分析の正確性に直接影響する発行体の情報開示やリスク管理の
慣行について大きな発言力を持つことができますし、それがリスク
調整後リターンに寄与します。

Kris Douma
Director of Investment Practice & Engagements, PRI

当レポートでは、PRI署名機関やその他業界のステークホルダー
から集めた知見や実践をご紹介しています。自社で取り組みの開
始を検討している投資家、すでに責任投資の分野において先進的
な取り組みを進めている投資家、いずれにおいても、債券投資に
おける皆様のスチュワードシップのさらなる発展のために当レポー
トがお役に立てれば幸いです。

6

1

Based on asset owner PRI signatories engaging either directly or indirectly via their asset managers. PRI (2017). A Blueprint for Responsible Investment.

2

Finance sector regulators and investment associations in 18 countries have introduced stewardship codes, with a growing number referring to ESG issues. For an overview, see PRI.
(2018). A Practical Guide to Active Ownership in Listed Equity.

3

Gond, Jean-Pascal. (2017). RI Quarterly - How ESG engagement creates value: bringing the corporate perspective to the fore; O’Sullivan, N., Gond, J.P. (2016). Engagement: unlocking
the black box of value creation.

4

SSGA. (2017). SSGA’s Fixed Income Stewardship Program.

ESG ENGAGEMENT FOR FIXED INCOME INVESTORS | 2018

エグゼクティブ・サマリー
PRIが定める6原則の原則2では、投資に対するアクティブ・スチュ
ワードを推奨し、複数の資産クラスにおいて、保有する資産に対す
る投資ポリシー・慣行にESGファクターを取り入れるよう呼びかけ
ています。「アクティブ・オーナーシップ・コミュニティの育成」は、今
後10年間に優先して取り組むべき課題をまとめた「責任投資のビ
ジョン（PRI Blueprint for Responsible Investment）」の一つです。
過去10年間で、実に多くの株式投資家が個別あるいは協働で、企
業との有益な対話の機会を設け、エンゲージメントを実践してきま
した。そして、投資家の関心は他の資産クラスに向けられる中、社
債は世界の債券市場に占める規模や重要性の観点から特に注目
を集めています5。

ESGエンゲージメントにおける実践的な
ガイダンス

PRIは、責任投資における資産クラスに特化したガイダンスの提供
にも取り組んでおり、本稿では、ESG関連リスクの特定および管
理、またESGのポジティブな成果の最大化を目指すために、発行
体とどのようなエンゲージメントが有効かについてご紹介していま
す。ソブリン債・準ソブリン債は対象外とし、金融機関を含める企業
とのESGエンゲージメントにフォーカスしています。

本稿は、債券投資家が責任投資アプローチの一環として、エン
ゲージメント戦略を構築する際の手引きとなることを目指していま
す。社債投資家を対象としたエンゲージメントにポイントを絞って
います。アクティブ・オーナーシップポリシーの策定に関するより広
範な知見や助言は、PRI発行のA Practical Guide to Active
Ownership in Listed Equityで取り上げており、運用会社や外部
評価機関の評価、エンゲージメント活動に関する情報開示などに
ついて紹介しています。上場株式に限らず、社債を含む他の資産
クラスでも活用していただける内容となっています。

本稿は、機関投資家17社、法律事務所へのインタビューに加え、
専門家で構成されるワーキング・グループで得られたアドバイス、
PRI報告書フレームワークに蓄積されたデータおよび広範な調査
に基づいて作成されました。社債権者によるエンゲージメントの
ケース・スタディおよび複数のエンゲージメント・プロセスはESG
Engagement for Fixed Income Investors case study seriesで詳
しくご紹介しています。

保有するポートフォリオ企業に対し、エンゲージメントを行っている
と回答するPRI署名機関の数は増えています。債券に直接投資を
する投資家の66%が少なくとも発行体1社とエンゲージメントをし
ていると回答しています。一方、ポートフォリオの大部分にて、体
系的なエンゲージメントを行っていると回答する署名機関は少な
く、欧州の投資家のうち23%が、保有する社債（除く金融機関）の
25%以上でエンゲージメントを行っていると回答しています。

本稿では、エンゲージメントにおけるアドバイスとして、以下の点を
重視しています。：

■

債券投資家としてエンゲージメントを行う意義
投資家は通常、投資リターンに対するリスクの特定、モニタリング
および管理をするために、企業や発行体とエンゲージメントを行い
ます。PRI署名機関にとって、ESGファクターが投資リターンに重要
な影響を与えることは周知の事実です。ESGリスクの重要性は、株
式投資家と比べると債券投資家の間で広く認識されていません
が、ESGファクターは、発行体、セクター、地域、システムいずれの
レベルにおいても、債券投資パフォーマンスにポジティブにもネガ
ティブにも作用します。
多くの学術研究および実際の事例を通じて、エンゲージメントによ
るメリットは広く認識されています。メリットの一例としては、企業を
よりよく理解することができる、企業の経営陣が投資家の要望を正
しく理解することができる、ESG関連の情報開示の改善、財務上リ
スクの管理および低減、国連の持続可能な開発目標を始めとする
持続可能性に対するポジティブな成果の最大化などが挙げられま
す。
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■

■

■

投資プロセスにエンゲージメントを組み入れる：
債券投資家によるエンゲージメントは責任投資アプローチの
一環として行われるべきであり、クレジット・アナリストやポート
フォリオ・マネージャーあるいは、エンゲージメント専任チーム、
あるいは債券の運用担当者とESG専任者が協働して行うケー
スがあります。
エンゲージメントにおける優先順位づけ：
投資家はエンゲージメントを保有比率、保有期間、発行体のク
レジット格付け、ESG関連の情報開示の透明性、深刻なESG
リスクとESGによる投資機会、優先すべきテーマや懸念事項
などに基づいて、優先順位を判断するべきです。
エンゲージメントのタイミング：
債券投資家による発行体への影響力は、発行のライフサイク
ルによって異なる上、法律、規制で定められる権利および義務
によって異なることから、エンゲージメントのタイミングを戦略
的に決定することが重要です。
エンゲージメントの目的を定義、その有効性を測る：
エンゲージメントの目的は、ESGチームと運用チームが協働し
て策定することで、明確になり、企業に対して一貫したメッセー
ジを送ることができます。

More than 400 investors manage almost US$30 trillion out of the total US$71 trillion of assets managed by PRI signatories.
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■

■

■

エンゲージメントの有効性を決定づける要素：
投資家の資産規模、発行体のクレジット格付け、発行市場が
公開かプライベート市場か、発行体の資金調達の緊急性、市
場環境、発行体のESGファクターに対する認識レベルなどが
挙げられます。
協働的エンゲージメント：
経営陣の注意を喚起する上で、協働の取り組みは効果的で
す。課題もあるものの、知見、情報の共有およびエンゲージメ
ントにかかる費用の集約といった観点からも有効です。
エンゲージメントにおける一般的な障害を乗り越える：
よく見られる課題として、社債権者の権利、資本構造上の立
場、発行体へのアクセスおよび影響力に対する誤解そして拡
大を続けるパッシブ投資へのインプリケーションがあります。

本稿では、社債権者が効果的なエンゲージメントを行うことをサポー
トすべく、提言をまとめています。エンゲージメント戦略の策定、エン
ゲージメントの優先順位、発行体との対話の開始、エンゲージメント
の経過を測定、モニターをどのように行っていくのが良いかをご紹介
しています。付録では、追加の参考文献に加え、Reed Smith法律
事務所から社債権者によるエンゲージメントにおいて、可能な範囲
とその限界に関するコメントを掲載しています。
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債券投資家によるエンゲージメントが
なぜ重要か?
エンゲージメント： ESG関連事項について、投資
家と投資先企業、または投資検討先企業の経営
陣が、意見交換を通じて相互理解を図ること。

ESGファクターは社債の投資パフォーマンスにおいて様々な影響
を与える可能性があります。
■

ESG慣行に良い影響を与え、（またはそうした影
響が必要だと考えられる項目を特定）またESGに
関する情報開示の向上を目指す。
出所: PRI Reporting Framework

■

投資家は通常、投資リターンに対するリスクの特定、モニタリング
および管理をするために、企業や発行体とエンゲージメントを行い
ます6。責任投資原則PRI署名機関にとって、ESGファクターが投
資リターンに重要な影響を与えることは周知の事実です。ESGリス
クの重要性は、株式投資家と比べると債券投資家の間で広く認識
されていません。まず、投資家や発行体にとってエンゲージメント
が生み出す付加価値を検証し、債券投資家が発行体とエンゲージ
メントを行う意義を議論していきます。

■

以下はそのエンゲージメントによって創出される付加価値の一例
です。

■
■
■

発行体によるESGファクターに関する情報開示の改善
ESGリスクやESGによる事業機会への対応を発行体に促す
ESG投資による成果の最大化

■

債券投資家にとって重要なESGファクター
債券投資家も、ESGパフォーマンスと投資リターンの相関性につ
いて、高い関心を持ち始めています7。炭素集約型ビジネスモデ
ル、労働紛争および詐称行為は、企業のキャッシュフロー、資本コ
スト、規制の遵守や風評に影響を与え、債券投資家にとっては、信
用リスクの増加につながる可能性があります。一般的に、デフォル
トが最悪のシナリオですが、その前段階で、債券の格下げ、スプ
レッドの拡大など、投資家の短期リターンに影響を及ぼしうるリスク
があります。

発行体／企業固有のリスク： ESGファクターは、市場全体で
はなく特定の債券発行または発行体に影響を与えることがあ
ります。規制遵守、事業展開に必要なライセンスおよびブラン
ドに対する評判への影響が考えられます。例えば、ドイツ自動
車メーカーであるフォルクスワーゲンの社債利回りは、2015
年の排ガスに関する不祥事後に上昇し、その後も長期にわた
り高止まりしました。
セクター／地理的リスク： 企業が事業を展開する、あるいは
原料調達や製品の販売を行う地域における規制や技術変化
さらにESGファクターが産業全体あるいは地域全体に影響を
与える場合があります。
マルチセクター／システミックリスク： 新たなに顕在化したリス
クの中には、セクター固有の理由ではなく、リスクへの理解が
不十分なために、バリュエーションに正しく評価されず、複数の
セクターでシステマティックに相互作用したことによりリスク要
因となる場合があります。例えば、医療機器業界（患者のデー
タを収集する側）のデータ・プライバシーやサイバー・セキュリ
ティに対する理解は、マネジドケア業界（患者のデータを使用
する側）よりも進んでいないために、リスクとなることがありま
す。データ・プライバシーとサイバー・セキュリティに関して、複
数のセクターからリスクを分析することで、バリュエーションに
織り込まれていないリスクに気づくことがあります。その他に
も、石油・ガスセクターにおける座礁資産リスクがあります。同
セクターの発行体では、すでに活発な議論が行われているも
のの、精製業者、パイプライン事業者、油田サービス事業者、
エンジニアリング会社、その他関連サービス会社における影響
については、まだ十分に理解されていません。
間接的エクスポージャー： ESGファクターの中には、投資リ
ターンに間接的な影響を与えるものがあります。例えば、人
手不足がインフレ圧力となり、金融政策の引き締め、資本コス
トの上昇を招き、市場環境の悪化と流動性の低下から損失に
つながる可能性があります。

したがって、ESGファクターの分析は、信用リスクの改善の可能性
の特定、財務特性が近しい債券との比較など債券価値の包括的
な理解につながります8。ESGファクターを信用リスク評価に取り入
れている投資家もいます、ESGデータをリサーチプロセスに組み
入れている投資家はまだ少なく、ESGファクターの多くは財務上重
要ではない、と考える投資家もいるのが現状です。

6

Majoch, A., Giﬀord, E.J. & Hoepner, A.G.F., (2014). Active Ownership and ESG Performance; O’Rourke, A., (2003). A new politics of engagement: shareholder activism for corporate
social responsibility. Business Strategy and the Environment, 12(4), pp.227–239.

7

Reznick, M. and Viehs, M. (2017). Pricing ESG Risk in Credit Markets. Research paper: Hermes Credit and Hermes EOS. QIC. (2016). Is there a proven investment case for owning bonds
of companies that exhibit superior environmental, social and corporate governance (ESG) practices?; Barclays, (2016). Sustainable Investing and Bond Returns. Research study into the
impact of ESG on credit portfolio performance. Clark, G., Feiner, A and Viehs, M. (2015). From the Stockholder to the Stakeholder.

8

PRI. (2014). Fixed Income Investor Guide.
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テクニカルな課題はあるものの、クレジット格付け機関では、信用
リスク分析にESGファクターを考慮する動きが出てきています9。
例えば、ムーディーズ・インベスター・サービス、S&Pグローバル・
レーティングスおよびフィッチ・レーティングスは、2015年以降10に
格付け評価におけるESGアプローチについて概説したレポートを
発表、詳細なリサーチやケース・スタディを公表しています11。

例えば、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、自動車セク
ターの格付けの際、当該企業のマーケット・ポジション、負債と流
動性、収益性と利益水準およびキャッシュフローといった、格付け
を左右する複数の項目における炭素排出削減の影響を評価して
います12。

表1 – 排出削減に関する規制強化および代替エネルギーの増加により、業界が直面する課題出所：
ムーディーズ・インベスター・サービス（2016）
重要なリスクファクター

ハイライト

政策および規制にꢀꢀꢀ
おける不確実性

排出削減規制の強化による政策圧力が高まる可能性が高い。しかし、政策施行の見通しおよびタ
イミングは不確定要素が多い。

直接的な財務への影響

既存のメーカーは、排出削減に向けた新しい技術開発のために設備投資が必要になる可能性
がある。これにより、キャッシュフローや利益率が押し下げられる可能性がある。

代替燃料に対する需要および
消費者の嗜好の変化

消費者の嗜好の変化により、内燃機関技術のような従来型自動車プラットフォームから代替燃料
自動車へニーズが高まる可能性がある。しかし、移行のペースには不確定要素が多い。

ディスラプターによるꢀ
技術革新のリスク

代替燃料自動車の技術革新により、内燃機関技術に対する価格競争力が増すことで、
ディスラプター・リスクが高まる。代替燃料への移行および普及率見通しは、不確実性が高い。ꢀ
テスラ・モーターズやグーグルといった新規参入者による新しい競争も始まっている。

“当社ではESGリスクは投資リスクのꢀ
一つとして考えています。ESG慣行が
不十分なために、債務レベルが上昇
することもあります。
ESGリスクを用いた企業分析により、
クレジット・リスクを別の側面から分析
することが可能になります。”
My-Linh Ngo, Head of ESG Investment Risk, BlueBay Asset
Management
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ファクターの分析は、投資機会とリスクの特定に有効です。例えば、
優れたコーポレート・ガバナンスを持つ企業は、高い信用格付け、
資本コストの低下を享受するという研究結果があります13。2017年
にS&Pは、環境や気候変動に関するリスクがグローバル企業の格
付けに与える影響について、2年間のリサーチに基づいた結果を発
表しました。それによると、このようなリスクが格付けに関連している
と考えられた事例は717件、格付けおよび見通しの変更、あるいは
「クレジット・ウォッチ」14につながった事例は106件ありました。そのう
ち、44%が格付けに対してポジティブに作用した事例で、56%がネガ
ティブに作用した事例でした。S&Pが2015年に発表したレビューで
は、環境および気候変動がポジティブに寄与した事例は21%にとど
まり、79%がネガティブに作用した事例だったことに比べると、大きく
変化していることがわかります。こうした変化の背景として、S&Pは、
より多くの企業が環境、気候変動リスクの低減に努めていること、環
境問題に対して経営方針の転換や環境に優しい社会への移行を新
しい事業機会として捉える企業の増加を挙げています。

PRI, (2017). Shifting Perceptions: ESG, Credit Risk and Ratings. Part 1: The State of Play.

10 Moody’s Investors Service. (2017). Moody’s Approach to Assessing ESG in Credit Analysis. S&P Global. (2017). How Does S&P Global Ratings Incorporate Environmental, Social, and
Governance Risks into Its Ratings Analysis. Fitch Ratings. (2017). Fitch Outlines Approach to Capturing ESG Risk in Credit Ratings.
11

See for example Moody’s Investors Service ESG implications for fixed income markets and credit ratings, S&P Global’s ESG and Sustainable Energy, and Fitch Ratings’ ESG Risk.

12 Moody’s Investors Service, (2016). Automotive Sector Faces Rising Credit Risks from Carbon Transition.
13 Collins et al. (2006). The Effects of Corporate Governance on Firms’ Credit Ratings. University of Wisconsin, University of Iowa and MIT.
14 S&P Global. (2017). How Environmental And Climate Risk and Opportunities Factor into Global Corporate Ratings – An Update. Note: CreditWatch highlights S&P Global Ratings’
opinion regarding the potential direction of a short-term or long-term rating.
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“ESGリスクは発生する可能性は低い
ものの、影響力が大きいファクターだ
と考えています。ESG関連で問題が
起こった場合、債券投資リターンに深
刻な影響を与えます。特に長期債に
おいて、適切なリスク低減および管理
をしなければ、投資期間中に問題が
発生する可能性は高まります。”

“他の投資家とは異なる視点からの評
価ができます。ごく一般的な企業に見
えても、安全性基準や従業員の定着
率が高く、優れたクレジット・リスク属
性を有する企業があります。一見、不
必要な研究開発費のようで、よりサス
テナブルな製品開発に向けた将来の
新しい事業機会への布石だと考えら
れるものがあります。”

Rakhi Kumar, Senior Managing Director, Head of ESG Investments and
Asset Stewardship, State Street Global Advisors

Jem Hudson, former Vice President, Director of Engagement,
Breckinridge Capital Advisors

エンゲージメントによる付加価値
エンゲージメントとは、企業の状況を細かく管理するためのもの
ではなく、企業と投資家の双方向の対話を意味します。投資家は
企業の経営全般および、ESGリスクと機会に対する取り組みを
促す場になると同時に、長期的価値の保全に向けた行動を促す
場でもあります。投資家は、エンゲージメントを通じて、より多くの
情報から投資判断を行うことが可能になります。

一方、企業は、エンゲージメントを通じて、経営戦略のアップデート
や、ESGファクター、自社のビジネスモデルおよび財務パフォーマ
ンスとの関連をより詳しく説明できると同時に、新たなリスクやベス
ト・プラクティスに対して投資家からのフィードバックを得ることがで
きます。最近の学術研究では、エンゲージメントが投資家と発行体
の双方にとって価値を創出する仕組みであることが示されていま
す（表2参照）。

表2 – 投資家および企業に価値を創出するエンゲージメントのメカニズム出所：
Gond, JP. (2017); O’Sullivan, N. & Gond, JP. (2016)15
.
バリュー創出の
ダイナミクス

コミュニケーション
情報交換

投資家

発行体

ESGに関する対応の要望の提示や明確化

要望に対する対応および説明責任の拡充

より詳細かつ正確な企業情報を依頼

企業のイメージを管理、不正確な記述の再調整

投資家に対するESGに関する説明責任、情報
開示を拡充

自社の事業に則した内容開示

学び

ESGに関する知見の構築

ESG関連の新しいトレンドを予想および特定

知識を提供し、
普及させる

投資判断に基づいた検討

フィードバックを集め、標準値および乖離を特定

業種内のベスト・プラクティスを特定し普及する

ESGに関する知識の拡充

社内の連携およびESGインテグレーション
を進める

社内に専門家を設ける

顧客の要望に応える

持続可能性を高め、必要なリソースを確保する

長期的な関係構築

長期投資家のロイヤリティを高める

政治的
政治的な
恩恵を享受

15 Gond, Jean-Pascal. (2017). RI Quarterly - How ESG engagement creates value: bringing the corporate perspective to the fore; O’Sullivan, Niamh & Gond, Jean-Pascal. (2016).
Engagement: unlocking the black box of value creation.
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ESG関連の情報開示の改善のための
エンゲージメント
投資判断に必要なESGデータは、発行体が開示する情報から得る
ことができます。例えば、企業の様々な開示情報や、債券発行時
の目論見書で触れられているESGリスクファクターがあります。ま
た、データ・プロバイダー、ブローカー、格付け機関、業界団体など
の第三者機関から入手することもできます。
しかしながら、上場株式投資家に比べ、債券投資家に向けた企業
の開示の透明性および第三者機関によるESGリサーチは限定的
です。特に、上場企業の開示要件が適用されない小規模の発行体
（非投資適格級の発行体に多い）や、プライベート・デットの発行体
ではその傾向が顕著です16。

“ある製薬会社とのエンゲージメント
において、ESGに関する企業IR担当
者が、債券投資家に対する十分な
知識を持ち合わせていないことに気
が付きました。同社の研究開発費へ
の資金提供といった意味では、債券
投資家も株式投資家と同等であるべ
きです。
債券投資家として、ESGが将来の
1株当たり利益だけでなく、同社の
信用格付けにどのような影響を与え
るのかを知りたいのです。今後の開
示および投資家向けロードショーで、
株主だけでなく、債券投資家に向け
た情報発信を期待しています。”

“当社独自のESG格付けと主要な
データ提供機関の格付けを定期的に
比較しています。多くの場合、似たよう
な結果になりますが、当社のリサーチ
や分析から得た追加の情報によって
異なる結論となる場合も少なくありま
せん。”
Won Choi, Managing Director, High Yield Team, MacKay Shields

例えば、バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド指数の構成銘柄
のうち、MSCIがESG格付けに使用しているデータにつき確認・検
証を実施している発行体は全体で20%、プライベート経営の発行
体に至っては3%と非常に低い水準に留まっています17。これは、
格付けが実態を十分に反映していないデータに基づいて行われて
いる可能性を示しており、ハイ・イールド市場におけるESG開示が
限定的であることを裏付けています。
データが開示されている場合でも、債券投資家にとって関連性の
高いデータかどうかは別問題です。例えば、役員報酬や取締役会
の多様性などのガバナンス事項は株主にとっては重要な項目であ
る一方、発行体の信用力分析に重要な信用状況への関連性が低
い場合もあります18。

“債券投資において、企業の過去の取
り組み、対応を理解することも重要で
すが、問題の改善に取り組む姿勢を
評価することも重要です。ESGスコア
リングは過去の事例に基づいており、
企業の今後の目標や取り組みに対す
る情報が欠如しています。”
Alex Struc, former ESG Portfolio Manager, PIMCO

My-Linh Ngo, Head of ESG Investment Risk, BlueBay Asset Management

16 In fact, even beyond ESG issues, bond investors report unsatisfactory communication from issuers, who are seen to disproportionally cater to equity investors, despite bond investors’
growing importance as a source of ﬁnancing for companies. DVFA, (2012). Standards for bond communication.
17 Neuberger Berman. (2018). Engaging in Environmental, Social and Governance (ESG). Insights | February 2018. Based on MSCI: High yield response rate as measured by MSCI using the
Barclays Global High Yield Index. Privately owned high yield response rate as per MSCI for non-publicly listed constituents of the Barclays Global High Yield Index.
18 MSCI ESG Research (2017). MSCI ESG Thought Leaders Council – Corporate Governance and Fixed Income Issuers.
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“ESGファクターがクレジット・リスクに
なりうるとすると、リスクの顕在化の過
程を理解する上で、企業とのエンゲー
ジメントが有効です。ESGリスクをクレ
ジット・リスクに置き換えてみてくださ
い。分析の際、クレジット格付けを考慮
するだけでなく、企業と直接対話の機
会を持つはずです。ESGファクターも
同様です。ESG評価機関やデータ提
供機関からの評価だけに頼るのでは
なく、より包括的な判断をするために
企業と可能な限りエンゲージメントを
行うべきです。”
Mitch Reznick, Co-head of Credit and Head of Credit Research, Hermes
Investment Management

結果として、債券投資家は各発行体のESGリスクやESGによる投
資機会を検討し、発行体が適切な対応をしているのか見極める場
としてエンゲージメントを活用しているケースが最も多いといえま
す。

投資リスク管理および低減のためのエンゲー
ジメント
ダイベストメント（投資撤退）といった手法ではなく、エンゲージメント
を選好する投資家もいるでしょう。ダイベストメントでは、投資そのも
のを行わないため、企業に対し、責任ある企業慣行の推進を働き
かける機会をもつことができません。発行体とのエンゲージメントを
通じて、債券投資家は、信用リスク評価の改善、持続可能な長期
的投資リターンへつながる行動を促すことができます。もちろん、
ESG分析を通じて得た情報優位性から、市場が重大な問題を認識
する前に、ESGリスクを理由にポジションの解消を決定することも
あるでしょう。

“債券投資における投資リターン特性
は、株式投資と比べて非対称であり、
各発行体に潜むダウンサイドリスクの
評価が重要になります。長期的な信
用力に影響を与える可能性のある
ESGリスクを正しく評価し、問題点に
ついてマネジメントと対話を行うこと
で、資本の保全を重視しつつ、当社の
お客様の投資リターン目標にお応え
することができるのです。”
Jonathan Bailey, Head of ESG Investing, Neuberger Berman

“多くの債券は額面あるいはその近辺
で取引されています。このような状況
において、ESG関連の懸念事項を初
期段階で特定、企業にそれを認識す
るよう働きかけ、改善を促すことでど
のようなメリットがあるでしょうか？そ
の一方、懸念事項を初期段階で特定
することで、他の投資家よりも早めに
売却することが可能です。これこそが
競争優位性です。”
Michael Kimble, Senior Managing Director, Global Fixed Income Team,
MacKay Shields
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ESG投資によるポジティブな成果を最大化
するためのエンゲージメント
リスクを最小限に抑え、ESGの投資機会を最大化することは表
裏一体です。より厳しい炭素排出規制による影響を考慮し、炭素
集約型セクターを投資対象から除外する投資家もいるでしょう
し、そうしたセクターの発行体のビジネスモデルを炭素集約型か
らの脱却を目指すエンゲージメントを行う投資家もいるでしょう。
この点において、エンゲージメントは投資家のリターン保全だけ
ではなく、PRIが掲げる6大原則が目指す「社会のより広範な目
的」の達成に寄与すると言えます。

2030年までに地球社会の持続可能な発展のために優先して取り
組むべき項目のガイドラインを示す17の国連持続可能な開発目
標（SDGs）では、「人類と地球にとって非常に重要な分野にて…
行動を促す19」ことを目指しており、より広義な目標を考慮する上
で、有効な指標であると幅広く受け入れられています。エンゲー
ジメントから得たポジティブな結果を定義、分類する上でSDGsは
有効であると指摘する投資家もいます。

図1－国連持続可能な開発目標

足元、多くの投資家が積極的に取り組んでいるエンゲージメント
は、グリーンボンド、ソーシャルボンド、そして最近ではSDG債といっ
たテーマ型投資商品が中心です。これらの債券は、気候変動
やSDGsといった特定のプロジェクト向け資金調達を目的としていま
す。こうした債券を発行するにあたり、発行体はグリーンボンド原
則20などの発行プロセス・ガイドラインが推奨する継続的なモニタリ
ングおよび報告を自主的に行います。発行体からの報告が投資家
の求める基準を満たしていない場合、調達した資金が従来の目的
のために使用されているか、それらのプロジェクトは持続可能であ
るかを明確にするために、投資家はエンゲージメントを行う必要が
あります。グリーンボンドに対する需要が急速に拡大していることを
受け、資産運用会社は発行規模の拡大を積極的に働きかけていま
す。
例えば、ドイツ復興金融公庫（KfW）では、グリーンボンド・ポートフォ
リオ保有銘柄に対し、投資最低要件を設けており、KfWは保有
する前から発行体とエンゲージメントを行っています21。またKfWで
は、保有する全ての発行体に対し、グリーンボンド報告の継続的な
モニタリングを規定しています。

“グリーンボンド新規発行の時点で
は、発行体が、ある特定のテクノロ
ジー投資に必要な資金を調達する、
ということしかわかりません。1年後
に発行されるインパクト報告書がエ
ンゲージメントの基礎となります。そ
れゆえ、エンゲージメントは開示内
容、資産配分およびインパクト、つま
りグリーンボンドが実際にどのような
成果をもたらしたのかを評価する場
となります。”
Felipe Gordillo, Senior SRI Analyst, BNP Paribas Asset Management

19 United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
20 See Green Bond Principles (2017).
21 KfW. (2017). KfW Green Bond Portfolio.
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発行体の報告がKfWの要件を満たしていない場合には、発行体
とエンゲージメントを行います。グリーンボンド発行体に対するエ
ンゲージメント手引きについては、PRIが発行した「PRI’s ESG
Engagement for Fixed Income Investors case study series」で
詳しくご紹介しています。こちらはBNPパリバ・アセット・マネジメン
トの協力のもと作成されました。
グリーンボンド発行体は、ESGに関するエンゲージメントに前向き
なケースが多く、経営陣に対するアクセスも容易な場合が多いと
言われています。PRIは、グリーンボンド市場の拡大によって、通
常債券とグリーンボンドの双方で体系的なエンゲージメントの枠
組みが構築されることを期待しています。これは、発行体の部門
間の連携（例えばESGリサーチ、環境、財務、経理およびIR部
門）の強化および投資家のニーズや懸念に対する発行体側のよ
り積極的な取り組みが進んでいくと考えています。
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ESGエンゲージメントにおける
実践的なアドバイス
ここでは、債券投資家によるエンゲージメントの具体的なケース・ス
タディを示す前に、債券におけるESGエンゲージメントの足元のトレ
ンドについて検証します。アクティブ・オーナーシップポリシーの策定
に関するより広範な知見や助言は、PRI発行のA Practical Guide
to Active Ownership in Listed Equityで取り上げており、運用会社
や外部評価機関の評価、エンゲージメント活動に関する情報開示
などを紹介しています。

債券投資家によるエンゲージメントのトレンド
PRI署名機関は、PRIの原則およびイニシアティブ全体に対する説
明責任の一環として、責任投資活動の年次報告が義務付けられて
います22。2017年には422機関が報告を行っています。PRI報告
データによると、債券投資におけるエンゲージメントはまだ始まった
ばかりですが、その活動は急速に拡大しています。多くの署名機
関がエンゲージメントを行っているものの、全体の債券保有比率か
らみれば、まだ一部の取り組みに留まっています。債券ポートフォ
リオの大部分にて、体系的なエンゲージメントを行っているのはごく
少数の署名機関です。

要旨：
■
422機関のうち、66%（279機関）が債券市場に直接投資を
行っており、少なくとも保有する発行体1社とエンゲージメントを
行ったと責任投資活動報告書で回答（図2参照）23。
■

■

■

北米投資家のうち71%、欧州投資家のうち63%がエンゲージ
メントを実施、両地域は他地域比でエンゲージメントの比率が
高い。他地域は比率が低く、十分な結論付けが難しい。
北米投資家のうち45%、欧州投資家のうち40%が、保有する
非金融セクターの社債25%に相当する発行体へのエンゲージ
メントにフォーカス。それに対し、全資産の25%超の発行体に
対し、エンゲージメントを行っている投資家はそれぞれ
19%、23%である（図3参照）。
北米投資家のうち52%、欧州投資家のうち60%が、保有して
いる金融セクターの社債25%に相当する発行体へのエンゲー
ジメントを実施。それに対し、全資産の25%超の発行体に対す
るエンゲージメントを実施している投資家はそれぞれ27%、
17%である。

図2 – 地域別のエンゲージメントのトレンド 出所： PRI
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ラテンアメリカ(11)

グローバル (422)

22 PRI signatories report through the Reporting Framework, a standardised transparency tool. Of the 1,248 investors that reported in 2017, 560 invest in ﬁxed income, and of those,
422 completed the ‘Fixed Income Module’ for funds directly invested in ﬁxed income. The scope of the review includes responses to questions FI 18.1 to FI 20.3 of the PRI Reporting
Framework, Direct – Fixed Income Module.
23 Issuer types include companies, banks, sovereigns, sub-sovereigns, supranationals, and issuers of securitised debt.
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図3 – 債券保有資産に占めるエンゲージメントの割合24 出所： PRI
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0%
エンゲージメント
を行わない

債券資産のうち
0%-5%
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5-25%

非金融セクター 社債投資家 (329)

投資プロセスにエンゲージメントを取り入れる
債券投資家によるエンゲージメントは、独立した活動ではなく、責
任投資アプローチにおける不可欠な要素です。エンゲージメント
は投資リサーチの情報源であり、ESGリスクと投資機会について
発行体の経営陣に直接働きかけるツールです。つまり、リサーチ
からエンゲージメントのトピックを特定し、企業との対話を通じて得
た知見をリサーチに継続的に反映、そして最終的に投資判断につ
ながる一連のプロセスから成り立っています。（図4参照）

債券資産のうち
26-50%

債券資産のうち
50%以上

金融セクター 社債投資家 (363)

図4 – ESGリサーチにおける循環プロセス
エンゲージメントに
よる対話

実際にエンゲージメントを実施するにあたり、様々なアプローチが
あります。（表3参照）

ESG
リサーチ
プロセス
■

■
■

投資プロセスの一部として、クレジット・アナリストやポートフォ
リオ・マネージャーが主導して行う
ESGエンゲージメント専任チームによって実施
運用チームに在籍するESG専任者がエンゲージメントのト
ピックを選定し、運用担当者とともにエンゲージメントを行う

投資判断への
組み入れ

ESGリサーチ／
デュー・デリジェンス

24 The same respondent may engage with diﬀerent types of issuer. Some investors report that it is diﬃcult to quantify precisely the proportion of their assets that are subject to
engagement, as the meetings are not dedicated to ESG issues and ESG is not clearly deﬁned by investors.
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表3 – エンゲージメントのアプローチ例

I投資家

ハイライト
経営、財務上リスクの分析、評価に加え、Hermesクレジット・チームは投資判断にESGファクターを考慮してい
ます。同社クレジット・チームは社内のリソースを活用しています。

Hermes
Investment
Management
英資産運用会社25

■

■

■

■

MN

■

蘭資産運用会社26
■

より一般的な分析において、クレジット・チームでも当社の他部門同様、当社の投資指針、アプローチ、運用
ツールの策定は専任チームが担当しています。
個別企業レベルでは、企業の全体的なESGパフォーマンス評価がわかる同社独自のESGリスク評価
（QESGスコア）を考慮します。
エンゲージメントの内容はQESGスコアの評価に基づくことから、同社のエンゲージメントチーム（EOS）から
の情報がQESGスコアに反映されます。例えば、事業経営計画の進捗が順調か否かといった評価も反映し
ています。
同社のクレジット・アナリストは、定期的に開示情報を見直し、第三者機関のリサーチを比較および精査し
ています。
クレジット・アナリストは、懸念材料をクレジット・チーム内、責任投資・ガバナンス・チーム、株式アナリスト
と議論します。同様の問題が既に社内で議論されていたか、それについてエンゲージメントは行われていた
か、仮に行われていた場合、その結果について検討します。
エンゲージメントは、個別企業を熟知しているクレジット・アナリスト主導で行われます。エンゲージメントの進
捗については、関連チーム（クレジット・チームのメンバー、責任投資・ガバナンス・チーム、株式チーム）と共
有されます。

債券投資家によるエンゲージメントのプロセス、及び実践例の詳細については、PRIの「ESG Engagement for Fixed Income Investors case study series」を参照してください。

エンゲージメントを主導する部門がどこであれ、エンゲージメント
の進捗状況や成果が社内の関連部門（リスク、クレジット、責任投
資、コーポレート・ガバナンス、株式チームなど）へ共有され、エン
ゲージメントを通じて得られた情報が投資判断に活用されるアプ
ローチを構築していることがベスト・プラクティスだと言えます（表4
参照）。先進的な投資家は、エンゲージメントから得られた情報や
知見が投資判断プロセスに確実に反映されるような体制を構築し
ています27。

■

■

■

■
■

■

■

定期的に部門横断的なミーティング、およびプレゼンテーション
の実施
ESGチームおよび運用チームがアクセスできるプラットフォーム
でエンゲージメントの情報を共有
ESGチームおよび運用チームがミーティングやロードショーの
際にエンゲージメントに参加
エンゲージメントの一部をポートフォリオ・マネージャーに委任
エンゲージメントプログラムの定義、エンゲージメントの際に、
ポートフォリオ・マネージャーも参加
企業の対話への姿勢やエンゲージメントの結果に基づいてポート
フォリオの再配分を行うメカニズムを構築
将来投資を検討する資産の評価においても、アクティブ・オー
ナーシップを取り入れる

“当社では、エンゲージメントは、部門
横断的取り組みと位置付けています。
各チームあるいはクレジット・アナリスト
単独で行われるものではなく、全クレ
ジット資産クラスの知見に加えて、株式
やプライベート・アセット運用チームか
らの知見も共有することで、潜在的なリ
スクをより深く理解することができると
考えています。アナリストが主導する当
社独自のESG評価の土台にエンゲー
ジメントを据えることで、アナリストは継
続的に、エンゲージメントを自身の責務
の一つとして取り組んでいます。”
Jonathan Bailey, Head of ESG Investing, Neuberger Berman

25 Hermes Investment Management. (2017). Engaging with a state-owned enterprise issuer.
26 MN. (2017). Engaging with a security services issuer.
27 O’Sullivan, Niamh & Gond, Jean-Pascal. (2016). Engagement: unlocking the black box of value creation.
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表4 – エンゲージメントの投資判断への活用例

投資家

Neuberger
Berman

米資産運用会社28

KfW
独アセット・
オーナー29

QIC

豪資産運用会社30

ハイライト
Neuberger Bermanは、薬価設定および倫理慣行に関する重要なESGリスクについて、製薬セクターの発行体と
エンゲージメントを行い、投資検討先として同発行体のモニタリングを続けました。１年後に行ったフォローアップ
では、以前投資見送りを決定した背景について、経営陣と議論を行いましたが、薬価引下げ圧力および薬価設定
に対する世論の圧力が高まっていることに対する当社の懸念の払拭には至りませんでした。同社のバランスシー
トでは有形資産が少なく、同社の長期的な研究開発費の持続性を懸念していました。このような理由から、再度
投資の見送りを決定しました。薬価に対する国際的な圧力が高まり、同社のキャッシュフローは逼迫、最終的に
同社は破産手続きを経て、債務再編に追い込まれてしまいました。Neuberger Bermanは、重要なESGリスクに
着目し、エンゲージメントを行うことで、発行体の信用悪化を回避、投資家の資産保全という目標を達成すること
ができました。

KfWは、投資判断に影響を与えたESG特性を発行体に共有することで、間接的に発行体のESG慣行の改善を目
指しています。KfWの流動資産ポートフォリオは、サステナビリティ・スコアが当該セクターの上位80%に入る発行
体の債券を投資対象としています。2011年以降、投資ユニバースにある発行体へ毎年書簡を送り、KfWの投資
アプローチと、発行体の現時点でのESGスコアを伝えています。低スコアの発行体に対しては、KfWは投資可能
限度額の引き下げを行います。このアプローチにより、実際に複数の発行体で、経営陣の取り組みやESGの情報
開示が改善しました。

アジアの自動車メーカーとのエンゲージメントを経て、QICはミーティングを通じて、顕在化した深刻な懸念材料、
製品のカーボン・フットプリント・パフォーマンス、労働紛争の管理、不十分なガバナンス特性について経過を注視
し続けました。同社が3か月後に債券の新規発行を行った際、QICのクレジット分析では、新発債の価格は、足元
のESGリスクと、より広範な信用リスクを正しく反映していないという評価をしました。
結果として、QICは新規発行の入札には参加せず、エンゲージメントで指摘した懸念事項について十分な改善が
見られないことを理由に追加投資を見送る旨、フィードバックを引受シンジケート、および発行体へ伝えました。

債券投資家によるエンゲージメントのプロセス、および実践例の詳細については、PRIの「ESG Engagement for Fixed Income Investors case study series」を参照してください。

エンゲージメントにおける優先順位づけ
エンゲージメントのアプローチは二つに分類することができます。

■

■

プロアクティブ： 顕在化していないが、重要なESG事項やメガ
トレンドの分析に基づき、より中長期的な課題について、優先
度の高い企業と対話を行う
リアクティブ： 財務上または風評リスクにつながる可能性のあ
る格下げや不祥事などを受けて、対話を行う

数百あるいは数千の発行体を保有する投資家は、ポートフォリオ
の一部の発行体にフォーカスしたエンゲージメントを行うことで、
有意義かつプロアクティブなエンゲージメントが可能になります。

“セクターごとに財務上重要なESG項
目は異なります。エネルギー・セクター
のアナリストは、金融セクター・アナリ
ストよりも大気汚染について深い分析
を行う必要があります。当社はESGの
エンゲージメントを標準化された枠組
みに落とし込み、エンゲージメントでこ
うしたイニシアティブに言及するよう心
がけています。例えばSASBのセク
ターレポートを添付してそれに基づい
た情報開示を求めることがあります。”
Mitch Reznick, Co-head of Credit and Head of Credit Research, Hermes
Investment Management

28 Neuberger Berman. (2018). Engaging with Non-Investment Grade Issuers.
29 KfW, (2017). Engagement.
30 QIC. (2017). Engaging with an Automaker Issuer.
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PRI署名機関は、通常エンゲージメントの優先順位を決定する際、
以下の観点から検討しています。
■

■

■

■

■

保有比率： ポートフォリオで保有比率が最も高い銘柄は、ポー
トフォリオのパフォーマンスに与える潜在的リスクが最大であ
る。
発行体の信用力： 財務健全性の低い発行体（例：ハイ・イール
ド債)は、財務上重要なESGリスクによる事業環境の突然の悪
化による影響を受けやすい。
保有期間： 投資家は、投資期間に合わせて選択したESGファ
クターとの相関が高い債券商品にフォーカスすべきである。例
えば、排出削減目標に関する規制が、3年物債と10年物債に
与える影響は異なる。
ESGに関する情報開示における透明性の高さ： 発行体が包
括的かつ比較可能な情報開示を行っていない場合、投資家は
ESGリスクやバリュー創出の機会に対し、発行体の足元の取
り組み、また計画を理解することに注力すべきである。

■

特定の市場および／またはセクター： 投資家は市場、セクター
固有の財務上重要なESGファクターについてエンゲージメント
を行うべきである。米国サステナビリティ会計基準審議会
（SASB）は「Engagement Guide for Asset Owners and
Asset Managers」で、セクター別の財務上重要なESG項目を
策定する枠組みを紹介しているが、企業の財務体質、事業収
益に影響を与える可能性のあるサステナビリティ関連のトレン
ドや不確定要素に関するエンゲージメントを行う上で、参考に
なる。
ESG関連テーマ： エンゲージメントは、複数の発行体やセク
ターに影響を与えるリスクやインパクトの観点からバリュー創
出の可能性が最も高いトピックにフォーカスすべきであ
る。PRIは現在、エンゲージメントに関して、特定のトピックで協
働リサーチおよびエンゲージメントの取り組みを行っている。ト
ピックの例としては、低炭素社会への移行、水資源のリスク、
労働慣行、サイバーセキュリティ、賄賂、汚職の抑制、法人税
の情報透明性といったものがある31。

表5 – エンゲージメントの優先順位付けアプローチの一例

投資家
Breckinridge
Capital
Advisors
米資産運用会社32

MN
蘭資産運用会社33

ハイライト
Breckinridgeは、サステナビリティに対して戦略的なアプローチを有し、財務上重要なESGファクターに優先
的に取り組んでいる企業や地方自治体に投資することを目指しています。SASBのような外部の標準化され
た枠組みの活用に加えて、社内のセクターおよび発行体レベルにおけるマテリアリティ評価を行い、財務上重
要なESG項目を判断しています。
エンゲージメントを行う前提条件として、投資ユニバース／ベンチマークに属していることに加え、透明性の欠如
(ESGの観点を含む)、パフォーマンスの低迷 (ESGの観点を含む)などが挙げられます。例えば、MNは、財務上
の問題の発生頻度や深刻度、不祥事や企業に対する世論への対応や事後処理といった点に着目します。
QICのエンゲージメントプログラムは、年間10社程度の発行体にエンゲージメントを行うことを目指しており、対
象となる発行体は以下三つのいずれかに分類することができます。
■

QIC
豪資産運用会社34

■

■

ESG慣行の取り組みが優れている発行体： ESG慣行の取り組みが進んでいる企業へのエンゲージメントを
通じて、優れた事例を学び、同業他社へ働きかける。
ESG慣行の取り組みが遅れている発行体： セクター内でESG格付けを相対比較。セクター固有の共通する
（ネガティブな）テーマや慣行の有無、それらの慣行による財務上および非財務上重要な（リスク）ファクターの
有無、同業他社比で見たリスクに対する脆弱度などを評価する。
テーマ別エンゲージメント： 財務リターンに影響を与える可能性のあるESG項目を考慮。一般的に、テーマ性
のある項目は業界全体に影響を与えることが多い。ESG慣行において、先進的な取り組みをしている発行体
から事例を学び、取り組みが遅れている発行体へ働きかける。

債券投資家によるエンゲージメントのプロセスおよび実践例の詳細については、PRIの「ESG Engagement for Fixed Income Investors case study series」を参照してください。

31 PRI. (2018). ESG Engagements.
32 Breckinridge Capital Advisors. (2017). Engaging to Deepen Insight.
33 MN. (2017). Engaging with a security services issuer.
34 QIC. (2017). Engaging with an Automaker Issuer.
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■

■

■

ESGベンチマークで最下位グループに属する企業群： このグ
ループに属する企業は信用格付けに影響する重大なイベン
ト・リスクやシステミックリスクを含む、財務上最も深刻なダウ
ンサイドリスクにさらされる傾向がある
ESGベンチマークの最上位グループに属する企業群： ベス
ト・プラクティスを奨励するため、業界内の上位グループの企
業とのエンゲージメントが望ましい場合もある
顧客および受益者からの要望に応じて、特定の項目を優先す
る： 投資家は顧客の投資目的（基金など）と相いれない倫理
上の懸念点などを優先させることがある

エンゲージメントのタイミング
社債権者と発行体とのエンゲージメントがうまくいくかどうかは、
債券発行が公開、プライベートで行われるか、投資家が債券発行
前あるいは後にエンゲージメントを行うかに左右されます。
債券投資家が発行体に与えることのできる影響力は、発行のラ
イフサイクルによって異なるため、エンゲージメントのタイミングの
決定は戦略的に行う必要があります。プライベート市場にて、債
券発行が行われる場合、市場は発行前後で、発行体と直接エン
ゲージメントを行うことができます。表6では、債券発行のライフサ
イクルごとにESGを含む懸念事項に対して、投資家と発行体のエ
ンゲージメントにおける可能性とその限界を示しています。

“社債権者と発行体とのエンゲージメントがうまくいくかどうかは、債券発行が公開、
プライベートで行われるか、投資家が債券発行前あるいは後にエンゲージメントを
行うかに左右されます。”
James Fisher, Partner, Reed Smith

表6 – 法的な見解： 債券発行のライフサイクルと社債権者による発行体とのエンゲージメントにおける可能性
出所： Adapted from Reed Smith (2017)35

発行前
■

発行体に
対する
社債権者の
影響力
■

プライベート
市場

■

ESGに関する情報開示を契約条項に盛り込む
よう発行体に要求することで、影響力を発揮で
きる

発行体に対し、ESGに関する情報開示を契約条
項に盛り込むよう発行体に要求する最良の機会

発行後
■

■

直接対話が実現しやすい
■

■

エンゲージメントは発行プロセスの後半（投資家
向けロードショー、募集中あるいは起債後）で行
われることが多く、契約条項の追加を要求するこ
とは難しい

■

■

■

公開市場
■

■

ディーラーや引き受け、その他委託会社、アドバ
イザーなどを通じた間接的な対話が一般的
ESGファクターの重要性を説き、これらが投資
判断およびバリュエーション評価に影響すること
を伝える

■

債券投資家は発行体が契約条項の再交渉、リファイナ
ンスを目指すタイミング、または社債権者総会の招集
に必要な定足数の確保を達成した際に、一定の影響
力をもつことができる

発行市場（公開、未公開）で大きな違いはないが、プラ
イベート市場発行の場合、投資家は起債後に、エン
ゲージメントを行うことが多い
社債権者に対する契約上の義務は契約締結書(信託
証書、証書、コベナンツおよびその他取引関連契約書
など)で定められているため、エンゲージメントの余地は
限定的
社債権者は、個別あるいは集団で、定足数を確保すれ
ば、社債権者総会を招集することができる
企業は多くの場合、リファイナンスを行うため、発行後
に、社債権者がエンゲージメントの場を持つことは可能
既発債の契約条件の変更（例：曖昧な点の明確化、債
務再編)に対し、発行体が社債権者の同意を得ようとす
るタイミングは、エンゲージメントを行う良いタイミングと
なる

これにより、最終的に発行に係る目論見書に
ESGリスクファクターの追記が可能になる場合
もある

35 The points extracted from Reed Smith’s commentary and replicated in this table are subject to fuller explanations in the original text, located in Appendix.
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発行前／発行後
■

想定される
課題

■

社債権者からの要請が受け入れられるかどうかは交渉次第である。コベナンツ違反がデフォルトにつながる場
合があり、発行体がESG項目を条項に盛り込むことに難色を示す可能性がある
発行体に対し、投資家向け資料にてESGポリシーの開示を要請することができる。こうした要求を通じて、債券
による資金調達の際に、企業の開示および透明性の向上を促し、国際標準に沿った質の高いコーポレート・ガ
バナンスを奨励することができる

ESG関連の義務を含め、発行体の債券投資家に対する義務は契約締結書により規定される。

■

契約上保証
される社債
および
発行体の義務

■

■

■

情報に対する権利： 契約条件および契約締結書（信託証書あるいは証書）は、発行体に対し、保管人あるいは社
債権者に対し、財務およびその他の情報を提供することを義務付けている
契約書閲覧権： 多くの場合、発行体の登記事務所において、社債権者が契約書のコピーを閲覧する権利が保証
されている
社債権者総会の招集： 起債時の契約では、社債権者に対し、当該債券クラスにおいて、定足数の確保を前提
に、総会招集の権利を認めている
発行体主導の要請： 発行体は、既発債の契約内容変更するにあたり、社債権者の同意を得る必要がある

英国/EU関連規制

発行体の
義務に対する
規制

■

EU目論見書指令(2003/71/EC/as amended)

■

目論見書規制(809/2004)、規制(EU) 2017/1129(新目論見書規制)

■

EU 市場濫用規制(MAR)(596/201/EU)および開示透明性規則(DTR)

■

金融商品市場指令(EU)

■

マネー・ローダリング規制、テロ資金供与対策、汚職防止要綱、インサイダー取引規制および市場濫用規制

米国関連規制
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■

SEC義務的開示制度(Regulation S-K)

■

米国労働省解釈通達の改訂2015-01
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表7 – 債券発行ライフサイクルを通じたエンゲージメントの一例

投資家

ハイライト
M&Gでは、以下の理由から、未公開インフラ・デットにおいてエンゲージメントは特に有効であると考えています。

■

■

公開市場における社債の起債では、複数の貸し手がいるのに対し、プライベート・デットは貸し手が単独あるい
はごく少数に限られる場合が多く、借り手とより緊密な関係を構築することができ、早い段階でエンゲージメン
トを行うことが可能です
ESGを含めたリスク要因について借り手と1対1で交渉を行うことができます

M&G
英資産運用会社36

■

プライベート・デットの場合、貸し手は借り手のより広範な情報にアクセスすることができる上、借り手にとって
重要な資金調達源であることから、貸し手の影響力は大きくなります

デュー・デリジェンス・プロセスは、投資前にESGに関するエンゲージメントを行う良い機会であり、低流動性資産
への投資においてこのプロセスは重要です。M&Gは投資のライフサイクルを通じて、エンゲージメントを行うこと
で、投資期間中にリスク顕在化の回避を目指しています。コベナンツ条項は貸し手への初期警告です。プライ
ベート・ローンは厳格なコベナンツ条項が付与されることが多く、投資期間中に、問題が発生したら直ちに、貸し手
は借り手とエンゲージメントを行うことができます
債券投資家によるエンゲージメントのプロセスおよび実践例の詳細については、PRIの「ESG Engagement for Fixed Income Investors case study series」を参照してください。

エンゲージメントの目的を定義、その有効性
を測る
エンゲージメント先企業の選定後、効果的なエンゲージメントを
行うために目的を定め、結果に対する進捗を記録する必要があ
ります。目的を明確にし、企業に対し一貫したメッセージを発信
できるよう、ESGチームは投資チームと連携してエンゲージメン
トの目的を策定することが望まれます。
目的の一例として以下が挙げられます。

“貴方が得る洞察力は有意義なもの
です：そこに関連性があると考えられ
るため、懸念すべき要因を正しく理解
することができるからです。継続的な
改善を促すことについて、因果関係
を追跡することは難しいものです。”
Manuel Cañas, former Senior Portfolio Manager, Colonial First State
Global Asset Management (including First State Investments)

■

人権ポリシーの策定

■

内部通報監視体制の設置

■

排出削減目標の設定

■

取締役レベルの経歴、スキルバランスの改善

■

■

特定の問題に取り組む際に、マルチ・ステークホルダー・イ
ニシアティブへ参加
市場に対するESG関連の情報開示の強化

36 M&G. (2017). ESG Engagement in Private Infrastructure Debt.
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表8 – エンゲージメントの目的の一例

投資家

ハイライト
Neuberger Bermanは以下の理由から、非投資適格級の製薬セクター発行体とのエンゲージメトを優先的
に行いました。

Neuberger
Berman
米資産運用会社37

■

薬価に関する過去の慣行に対する評価

■

懸念している過去の慣行に対する経営陣の改善意欲および改善の進捗をトラックできるかどうかを確認

■

薬価慣行および同社の事業ポートフォリオ構成における規制関連リスクの程度を評価

■

同社の薬価慣行が継続した場合、債務返済に必要なキャッシュフローが確保できるかを確認

PIMCOは以下の理由から、欧州公益セクターの発行体とのエンゲージメントを優先的に行いました。
PIMCO

■

同社の2度目標に対する事業計画を理解する

米資産運用会社38

■

事業計画で前提としている座礁資産リスクの評価

■

公益企業は社内に大規模な既存グリーン・プロジェクトを有する場合が多いことから、テーマ債（グリーン、
SDG、ソーシャル）の発行計画の有無)

QICはアジアの自動車製造の発行体に以下のESGにおける重要な懸念材料を特定、エンゲージメントを行いま
した。
QIC
豪資産運用会社39

■

クリーンテクノロジーにおけるビジネス機会：フリート排出削減目標（全販売車両の排出量削減） および
クリーンテクノロジー関連商品開発（例：バイオマス燃料やハイブリッド自動車）

■

労働者との関係：労働者と経営陣の間のセンシティブな関係および労働者との関係改善のための戦略

■

ガバナンス：主要株主間の最適なバランスを構築するためのガバナンス体制

債券投資家によるエンゲージメントのプロセスおよび実践例の詳細については、PRIの「ESG Engagement for Fixed Income Investors case study series」を参照してください。

エンゲージメントを開始する時点で、マイルストーンおよびタイ
ムラインを策定することは投資家にとって有意義なことです。し
かし、数年におよぶことも珍しくない企業との対話において、内
部および外部の進展を踏まえて、適宜見直しを行っていくこと
が必要です。特定のESGパフォーマンス指標やスコアに対す
る進捗を管理する方法が一般的です。
進捗の管理を行うことで、以下の点において、進捗に応じた記
録が容易になります。：

■

相互間のやりとり（例：書簡、Eメール、ミーティング、訪問）

■

企業の経営陣とのミーティング

■

受理した情報や文書

■

経営陣からのコミットメント

■

ESGパフォーマンスの定期的な評価

37 Neuberger Berman. (2018). Engaging with Non-Investment Grade Issuers.
38 PIMCO. (2017). Engaging with Utilities and Global Bank Issuers.
39 QIC. (2017). Engaging with an Automaker Issuer.
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“エンゲージメントで期待した成果が得
られない時は、たいてい十分な理由が
あります。例えば、発行体が当社の
ESGアンケートに回答しないという姿
勢は、回答したのと同様に、投資判断
の材料となるのです。”
Joshua Kendall, ESG Analyst, Insight Investment
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進捗に関する情報は通常、社内限かつ機密情報として扱われます
が、顧客への報告や、エンゲージメントの進捗および結果を公表す
る場合に、管理システムが役立ちます。エンゲージメントの内容は
ESGアナリストからポートフォリオ・マネージャーまで社内の幅広い
部門で閲覧が可能となるクラウドベースのITシステムや顧客関係
管理ツールで管理されることが望ましいです。
目的達成までのマイルストーンを設定することは重要なことです
が、全てのエンゲージメントのケースでそうしたプロセスを設けるこ
とは容易ではありません。全てのマイルストーンを網羅することだ
けが、対話の改善につながるわけではありません。達成できな
かったマイルストーンは、失敗することが予見されたケースや、進
展が保証されていない、もしくは予測できない問題において、投資
家が消極的になってしまったケースかもしれません。こうしたうまく
いかなかったケースを記録することで、ESGインテグレーションの
観点から非常に重要な教訓を得ることができます。

エンゲージメントの有効性を決定づける要素
発行体の経営陣に対する債券投資家の影響力は、複数のファク
ターに左右されます。関連が明白なファクターも含まれています
が、エンゲージメント戦略を策定する上で、極めて重要なファクター
です。

発行体の信用力
一般的に、ハイ・イールド発行体は、投資家の要望に応じるインセ
ンティブが働きやすいことから、債券投資家のエンゲージメントに
対して前向きで、発行に関する条件交渉にも応じる傾向がありま
す。一方、投資適格級の発行体については、起債の公表から数時
間以内に入札が始まるケースがあり、発行前にエンゲージメントを
行う時間が限定的であると指摘する投資家もいます。しかし、これ
はケースによって異なります。
■

■

PIMCOは、ハイ・イールド発行体とのエンゲージメントは投資家
の要求に応える発行体側のリソース（IR、CSRチームの欠如）
が限られているため、投資適格級に比べて、難しいことが多いと
感じています。
その一方、Neuberger Bermanのエマージング債券チームは、
エマージング市場の社債発行体は社債権者とのエンゲージメ
ントに前向きだと考えています。エマージング市場の発行体の
リスク特性から、リスクを正しく評価するために必要なより広
範な情報源をエンゲージメントで獲得すること、また投資期間
中のリスクの低減が非常に重要です。同社は、ESGリスクに
よる想定外の事業経営悪化に対し、財務脆弱性の高いハイ・
イールドクレジット分野におけるエンゲージメントを優先的に
行っています。

投資家の資産規模
発行体の債券保有の有無に関わらず、資産規模の大きい投資家
ほど、発行体へのアクセスは容易です。資産規模の小さい投資家
は株式投資家やその他の債券投資家との協働エンゲージメント、
あるいは企業に対し、既存の取り組みに対するフィードバックを提
供、共通の目標やパートナーシップを強調したエンゲージメントの
アプローチを行うことで、アクセスの改善を目指すことができます。

公募あるいはプライベート・デット
プライベート・デットでは、起債前後のタイミングで発行体とエン
ゲージメントの機会が得られることが多いです。プライベート・デット
投資家は、ESGファクターに関するエンゲージメントを特に重視し
ています。同市場は流動性が低く、発行体のファンダメンタルな
ESGリスクに加え、プライベート・エクイティ出資者のESGへの取り
組みに対する評価も重要です。

発行体の資金調達の緊急性
定期的に債券発行を行う企業は、金利や投資家の需要を注視して
おり、エンゲージメントに前向きな場合が多いと言えます40。

“時価総額の大きい発行体とのエン
ゲージメントは難しい場合もある一
方、中小企業は流動性を必要として
おり、投資家との対話に積極的です。”

市場環境
発行量の低迷、利回り重視のトレンド、あるいは新規発行への需
要が旺盛な市場環境下では、特に格付けの低い発行体で、社債
権者がコベナンツ条項で妥協せざるを得ない状況になることがあり
ます。金利の上昇局面では、借入コストが高くなるため、発行体が
投資家とのエンゲージメントに前向きになるケースがあります。

Adam Shane, Head of Fixed Income Credit Research, Northern Trust Asset
Management

40 Hoepner, A., 2015. How to impact Climate Justice: Engage in Equities, Deny Debt.
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発行体のESGファクターに対する認識レベル

協働エンゲージメント

ESGに対する取り組みレベルは企業によって様々です。ESG専任
のリソースを有する企業の経営陣とのエンゲージメントは、取り組
みが遅れている企業よりも容易かもしれません。いずれにせよ、組
織の中で適切な人材がエンゲージメントを行うことは、エンゲージ
メントにおいて非常に重要であり、企業の改善への意欲の表れだ
と見ることができます。

ESG関連の問題点について、複数の機
関投資家が協働して投資先企業にエン
ゲージメントを行う手法

地域や文化による違い
エンゲージメントに積極的な企業、消極的な企業があるのは、法律
や規制上のフレームワーク、政策の違い、市場規模そして企業文
化といった要素に加え、歴史的な要因があります。また、欧米以外
の小規模な市場では、特定のESGテーマについては、協働エン
ゲージメントを通じて、発行体と対話をするケースが多いと指摘さ
れています。

“ゼロ金利環境は、ハイ・イールド債の
発行体にとって、有利な借り入れ環境
であり、開示に対して消極的になりが
ちです。それらの発行体はESG関連
の突発的なイベントが発生した際、財
務上、十分な柔軟性を持ち合わせて
いません。またハイ・イールド債の発
行体は投資適格級発行体に比べて、
債券投資家向けの開示や専任のIR担
当などのリソースが不十分です。デ
フォルト後に、ようやく社債権者がハ
イ・イールド発行体と交渉の場を得ら
れることもあります。”

出所： PRI

PRI6原則の5番目では、責任投資の効果を拡大させるべく投資家
が協働することを推奨しています。既存のスチュワードシップコード
では、投資先企業に対する協働エンゲージメントの概念が支持さ
れています。複数の投資家が1社に対してエンゲージメントを行う
ケースや、ある特定のESGトピックについて複数の企業に投資家
グループがエンゲージメントを行うケースがあります。
協働の取り組みがうまく機能すると、エンゲージメントに関する知
識、情報およびコストを共有することができるだけでなく、経営陣の
注意を効率的に喚起することができます。一つに集約されたメッ
セージを送ることで、十分な情報に基づいた建設的な対話につな
がります。また、市場の改革といった複雑な問題では、投資家が集
団で働きかけることで、大手機関が単独で行うよりも、成功の確度
が高くなる場合もあります。
協働エンゲージメントが、環境および社会の問題に関するエンゲー
ジメントの成功率を高めることを示す学術研究があります41。 発行
体と同じ地域に所在する投資家が単独でエンゲージメントを行った
場合に比べ、成功確率は3分の1まで改善することが示されていま
す42。投資家の影響力は重要です。参加する投資家の数はもちろ
ん、運用資産規模、保有比率が大きければ大きいほど成功率は高
まります。これは、複数の国の投資家が協働する場合、特に重要
になります。

Alex Struc, former ESG Portfolio Manager, PIMCO

41 Dimson, E., Karakas, O. and Li, X. (2015). Active Ownership. The Review of Financial Studies, 28(12), pp. 3225-3268.
42 RI Quarterly - Local leads, backed by global scale: the drivers of successful engagement
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PRIコラボレーション・プラットフォームへのフォーカス
PRIコラボレーション・プラットフォームは、署名機関のリソース
を集約、情報の共有、ESGに関する投資家の影響力を高める
場として機能すべく、投資家が上場企業、政策策定者などのス
テークホルダーとエンゲージメントを行うにあたり、幅広いイニ
シアティブを提供しています。2006年末にプラットフォームが完
成、600を超えるPRI署名機関が少なくとも1件の協働イニシア
ティブに参加、1,100を超える協働提案が提出されました。

株式投資家にとって、協働エンゲージメントは十分な検証に基づい
た手段である一方、債券投資家にとっては、発行体と1対1のエン
ゲージメントが最も一般的なアプローチです。社債投資家のうち
91%（金融機関）、89%（非金融機関）が、1対1でエンゲージメント
を行ったと回答しています44。現時点では、債券投資家による協働
エンゲージメントの例は、株式投資家に比べかなり限られていま
す。債券投資家による協働エンゲージメントでは、ESGに関するも
のより、社債権者の保全が不十分な条項に対する改善の要請や、
複数の社債権者グループが債務再編の提案を行うといったケース
が多く見られます45。

プラットフォームに提出された提案の一例：

■

企業向け共同書簡への署名のご案内

■

より掘り下げたリサーチおよび投資家向け手引きの提案

■

特定のESGテーマに関する投資家と企業のエンゲージメ
ントへの参加
政策決定者との対話機会の提供

■

株主提案への賛同要請

■

同プラットフォームでは、署名機関主導のエンゲージメントに
加えて、PRI主導で気候変動、賄賂・汚職防止活動など幅広い
ESG関連トピックにおける協働エンゲージメントを行ったケー
スもあります43。PRIのESGエンゲージメントチームは、様々な
ESGトピックにおける協働エンゲージメントの結果、またそこか
ら得られた教訓をまとめ、レポートとして発行しています。

PRIが行った債券投資家へのインタビューでは、ESG関連の情報
開示の標準化や拡大といったシステマティックな側面に対する要
望やESGポリシーや慣行の継続的な改善の促進といった分野で、
今後協働エンゲージメントが拡大する余地が大きいと考える債券
投資家が多いことがわかっています。株式投資家との連携に加え
て、債券投資家は規制当局、政策策定者、銀行、クレジット格付け
機関やその他のステークホルダーとエンゲージメントを行う場合が
あるかもしれません。
過去の経験から、債券投資家が協働エンゲージメントから多くのメ
リットを享受できることがわかっていますが、協働エンゲージメント
が抱える課題もあり、その有効性を精査する必要があります。

協働エンゲージメントにおける課題
協働エンゲージメントには、複数のメリットがありますが、常に適切
な方法であるとは限らず、特有の課題があることも事実です。

■

直近の刊行物の一例:

■

■

■

Engaging on anti-bribery and corruption: 国連グローバ
ル・コンパクトとの協働で発行。2013年から2015年の間に
取り上げられたトピック、投資家からの意見および企業の
フィードバックに基づいて、PRIが携わったエンゲージメント
から得られた結論をまとめている。
Engagement guidance on corporate tax responsibility:
法人税と関連リスク低減の適切なバランスを実現、企業と
のエンゲージメントが行えるよう投資家向けのガイダンス。
Labour practices in agricultural supply chains: 2013年か
ら2015年に行われたPRIが携わったエンゲージメントの結
果をまとめ、企業とのエンゲージメントに対して投資家が期
待することや、エンゲージメントで役立つリソースを紹介。

■

意見の一致： 発行体に対する要望や、エンゲージメントにおけ
る目的が、協働エンゲージメントに参加する投資家間で必ずし
も一致するとは限らず、発行体に対するメッセージに一貫性を
もたせることが難しく、発行体を混乱させてしまう場合がありま
す。社債権者にとって、発行体とエンゲージメントを行う際、発
行体の別部門によって発行された年限の異なる債券を保有し
ているがために、エンゲージメントが難しい場合があります。保
有する年限の違いにより、財務上重要なESG項目は変わるた
め、社債権者の間でエンゲージメントの目的が異なることがあ
ります。社債権者の間で合意に達することができなかった場
合、妥協が必要になり、投資家グループの中には、不満を感じ
る投資家も出てくる可能性があります。
協働の費用： 協働エンゲージメントに必要な費用は、グループ
間の意見、立場の調整に加え、実際の活動の準備、参加する
投資家全員への情報共有などに必要な時間も含まれます。こ
うした一連の費用は、グループを主導する投資家が負担する
こともあれば、協働イニシアティブを統括する第三者機関が負
担する場合もあります。

43 A list of currently active PRI-coordinated initiatives between investors and companies is available at: https://www.unpri.org/esg-issues
44 Data from responses to the 2017 PRI Reporting Framework.
45 Fidelity International. (2017). Bond covenants: beware of slipping standards late in the cycle.
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■

■

■

規制の壁： 協働エンゲージメントは、入札への影響や独占禁
止法関連の規制に抵触する可能性があります。協働に関する
規制を設けている市場の中には、ESG関連のエンゲージメン
トにおける協働の取り組みの合法性について明記していない
市場もあります。法規制の観点から、協働エンゲージメントの
機会と課題については、付録で詳しくご紹介しています。
協働の取り組みにおける問題： 多くの投資家が協働エンゲー
ジメントへの参加を表明するかもしれませんが、その一方で、
プロジェクトに積極的な関与を望まない投資家もいる可能性
があります。これにより、一部の投資家へ負担が集中する可
能性があります。
社債権者の匿名性： 債券投資家が、他の社債権者の情報を
得ることは容易ではないという問題があります。社債権者に関
する情報は限られており、多くの場合、最新のものではありま
せん。社債権者の利益を代表するトラスティが社債権者のリス
トを発行体に提出する場合もありますが、匿名ベースで社債
権者間のコミュニケーションを可能にするシステムもあります。
しかしながら、資本の貸し手として、債券投資家は投資リスク
管理の必要に応じて、企業とエンゲージメントを行う権利があ
ります。また同社条項に関する再交渉や投資家にヒアリング
を行う権利があります。

エンゲージメントにおける共通課題を解決
本稿では、債券投資家がエンゲージメントを行う動機について、こ
れまでご紹介してきましたが、エンゲージメントに対し、債券投資
家が積極的な姿勢を取りづらい状況を生み出している課題があり
ます。以下では、エンゲージメントに対してよく聞かれる意見をまと
め、どのように課題を克服していくべきか、エンゲージメントに対す
る消極的な姿勢に対し、どのように対処すべきかについてご紹介
しています。
“社債権者はエンゲージメントを行う法的権利がない”
本稿では、債券投資家がエンゲージメントを行う動機について、こ
れまでご紹介してきましたが、エンゲージメントに対し、債券投資
家が積極的な姿勢を取りづらい状況を生み出している課題があり
ます。以下では、エンゲージメントに対してよく聞かれる意見をまと
め、どのように課題を克服していくべきか、エンゲージメントに対す
る消極的な姿勢に対し、どのように対処すべきかについてご紹介
しています。
しかしながら、資本の貸し手として、債券投資家は投資リスク管理
の必要に応じて、企業とエンゲージメントを行う権利があります。ま
た債券のコベナンツ条項に関する再交渉や他の投資家にそれに
対する意見をヒアリングする権利も有しています。株主と異なり、
発行体に対する影響力は継続的で、債券投資家はプライマリー市
場で最も大きな影響をもち、セカンダリー市場では影響力が低下し
ます。

そのため、発行のライフサイクルの特定の時点において、エン
ゲージメントを重点的に行うことで、その効果を最大化することが
できます。

“お客様から大事な資金をお預かりする
立場として、確実にリスク管理を行う必要
があります。当社では、債券投資家は資
金の重要な貸し手であると考えており、株
主であるかどうかに関わらず、企業へコ
ンタクトします。”
Marayka Ward, Senior Credit Manager, QIC

“資本構造上、優位な立場を保証されていることから、社債権者
はエンゲージメントを行うべきではない”
短期的には、株主と社債権者の利益が対立することはあります
が、発行体の財務安定性に関して、より長期的な視点において、
両者の利益は一致しています。

“社債権者も株主も、企業価値の観
点において、ステークホルダーであ
り、企業価値の向上は双方にとって
ポジティブなことです。”
Mitch Reznick, Co-head of Credit and Head of Credit Research, Hermes
Investment Management

“社債権者はエンゲージメントを通じて影響を与えることはできな
い”
「株主の株主による株主のための会社」という発想が生まれた
1930年代には、株式市場の規模は社債市場を大きく上回ってい
ました。しかし、株式発行の縮小に伴い、米国企業の調達資金の
主な調達先は債券市場になりました46。2006年以降、新規社債発
行額は株式市場の8倍を上回る水準に達しています47。これに
伴って、プライマリー債券市場を活用する発行体の数も増え、
2007年の債務危機以前は、1,250社程度だったのが、今日で
は、2,500を超える発行体の起債が行われています48。債券市場
の急激な拡大により、債券投資家は、発行体に対し、債券投資家
の懸念に対する注意の喚起を促すようになりました。このような呼
びかけに応じることで、企業は長期投資家を惹きつけるだけでな
く、コスト効率の高い資金調達が可能になります。

46 Schwarcz, S.L., (2017). Rethinking Corporate Governance for a Bondholder Financed, Systemically Risky World. William & Mary Law Review, Vol. 58, p. 1345 (2017); Duke Law School
Public Law & Legal Theory Series No. 2016-22.
47 Gowland, P., (2015). Bondholder engagement is already happening. Like it or not! Sodali
48 ꢀelik, S., G. Demirtaꢁ and M. Isaksson, (2015). Corporate Bonds, Bondholders and Corporate Governance, OECD Corporate Governance Working Papers, No. 16, OECD Publishing, Paris.
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“発行体が起債の発表後、クローズするまでの期間にエンゲージメ
ントを行う時間がない”
公開市場での発行の場合、エンゲージメントは通常、発行プロセス
の後半で行われることが多く、特定の契約上の義務に対する影響
力は限定的です。しかし、ESG関連の項目に対する意見や、それ
らの項目が投資判断や債券価格の評価に与える影響について投
資家が意見を述べることはできます。これが、発行時の目論見書
にESGリスクファクターが言及されるきっかけとなるかもしれませ
ん。発行後でも、社債権者は発行体に対し、一定の影響力を持つ
ことができます。発行体が社債要綱の見直しやリファイナンスを検
討している場合、あるいは、社債権者が総会招集に必要な定足数
を確保した場合には、特に影響力が大きくなります。さらに、エン
ゲージメントの目標の優先順位を慎重に設定することで、カンファ
レンス、投資家向け電話会議、ロードショーや経営陣とのミーティン
グといった機会を活用することもできます。株主およびその他の社
債権者との協働の取り組みは、うまくいけば、企業の経営陣の注
意を効率的に喚起することができるとともに、費用を抑えながら知
見、情報の共有をすることができます。
“対話を希望する企業内において適切な担当者へアクセスすること
ができない”
株主と比べ、経営陣へのアクセスが限定的であることや、戦略的
な議論を行う上で、債券投資家向けのエンゲージメント担当者が
不在であることを懸念する社債権者がいます。Blue Bay Asset
Managementでは、発行体に対し、ESGに関する問題について不
定期に議論を行う際、エンゲージメントを担当する経営陣がESG関
連において十分な知識を持ち合わせていないことがあると述べて
います。例えば、株主がCEO、CFOあるいは会長とミーティングを
行う場合、ESGや財務情報に関するより詳細な点について、戦略
的な議論が行われることが多いのに対し、債券投資家向けのミー
ティングでは専門的で、債券分野に特化した議論となり、エンゲー
ジメントの相手も財務担当者あるいはCFOであることが多く、より全
体的な視点から議論を行うことが難しい場合が多いです。このよう
に、ESGファクターをクレジット分析で考慮するにあたり、他の投資
家と協働し、企業の経営構造を理解、エンゲージメントを行う上で
適任者とのミーティングを実現するコミュニケーションスキルが、エ
ンゲージメントを成功させる重要な要素となるでしょう。

“当社は長期的な視点から投資を
行っており、投資期間は超長期にな
ります。受託者責任を重視してお
り、ダイベストメントは行いません。”
Rakhi Kumar, Senior Managing Director, Head of ESG Investments and
Asset Stewardship, State Street Global Advisors

“パッシブファンドへの資金流入加速により、エンゲージメントは
低下傾向にある”
ここ数年、投資家の運用手数料引き下げに対する需要の高ま
りを受け、パッシブ運用が人気を集めています49。投資家の中
には、パッシブ運用ファンドの保有比率上昇とエンゲージメント
関連の費用を理由に、発行体に対する社債権者からの圧力が
低下することを危惧する投資家もいます。それに加え、パッシブ
投資家は保有比率をエンゲージメントに応じて、調整すること
が難しいことから、エンゲージメントに対し消極的である場合が
多いです。
その一方、パッシブ運用の拡大により、アクティブ運用の重要
性がむしろ高まっていると指摘する投資家も少なくありませ
ん。BlackRock、VanguardおよびState Street Global
Advisorsといった大手パッシブ投資運用会社は過去3年間で、
コーポレート・ガバナンスの社内リソースの拡大を進めています
50。例えば、State Street Global Advisorsは投資先企業とのエ
ンゲージメントの重要性を踏まえて、2013年にコーポレート・ガ
バナンス慣行の見直しを行っています。具体的には、スチュ
ワードシップチームの拡大および企業と定期的なエンゲージメ
ントを行う指針などがあります。2017年には、債券専任のス
チュワードシップ・プログラムを設定しています。

49 FT. (2016). Investment culture in Europe stunts growth in ETF market.
50 FT. (2017). Passive houses insist they do care about governance.
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社債権者が効率的なエンゲージメントを行う
ためのヒント
社債権者が効率的なエンゲージメントを行うためのヒントをご紹介
します。債券投資家との取材やケース・スタディを通じて得たヒント
もあれば、PRIが上場株式向けに発行したA Practical Guide to
Active Ownership in Listed Equityに記載したエンゲージメントの
ベスト・プラクティスに関連するものもあります。同冊子は社債を含
め、上場株式以外の資産クラスにおいても参考になる内容になっ
ています。

■

■

■

エンゲージメントを行う
9

企業のパフォーマンスおよび戦略について包括的な理解を
示し、企業と投資家で目標を共有する

9

リスクの高まりを警告する一連の事項を考慮しながら企業
文化を理解する。例：高い離職率、取締役会および従業員
との対話、従業員調査の結果、顧客満足度、罰金および報
酬体系など

9

企業とのミーティングに同席することが望ましいESG
アナリストやポートフォリオ・マネージャーの見解を、一貫性
かつ双方の視点が融合されたメッセージとして企業に提示

9

企業は、ESG専任担当者より内容が多岐にわたりかつ詳
細な質問を受けることを懸念しており、企業への要望は可
能な限り、国際標準に沿ったものにすべきである

エンゲージメントの優先順位づけ

9

 対象となる企業やセクターに関する社内、外部のESG リサー
チやデータを活用し、エンゲージメントのテーマを決定する
 ESGの観点から懸念事項がある企業に対し、保有比率、使え
るリソース、懸念事項の重要度を考慮した上で、発行体とのエ
ンゲージメントの優先順位を決定する

現状の関係性の構築および醸成、一貫性のあるアプロー
チのもと、一方的に質問やモニターするのではなく、経営陣
の言葉に耳を傾け、受容することが望ましい

9

文化の違いを尊重し、可能な限り、現地の言語で対話を
行うのが、望ましい

9

しっかりと準備をし、フィードバックをする。事前に、財務上お
よび持続可能性に関するパフォーマンスのデータをしっかり
見直し、アナリストと議論を行った上でアジェンダを作成、エ
ンゲージメントを行う。問題の解決方法に関するアイディアや
知見を共有し、エンゲージメント先の企業にとって価値ある対
話を実現する

9

 適切な時期にエンゲージメントを申し込む。申し込みの時
期を検討するにあたり、企業のビジネスサイクルやどの
ようなトピックが注目されているかを考慮する

ベスト・プラクティスの共有。ベスト・プラクティスの慣行が
ある企業にコンタクトし、取り組みが遅れている同業他社に
事例を共有する。企業に前例のない取り組みを求めるより、
目指す変革を達成している同業他社の例を挙げる方が、企
業は取り組みやすい

9

 ESGと信用リスクの関係性に着目し、エンゲージメントの
進捗を測る上で適切な指標を選定する

ポジティブな慣行を褒める。ポジティブなエンゲージメントは、
パフォーマンス維持の観点から、非常に費用対効果が高い

9

現地の専門家、政治関係者やその他のステークホルダーか
らフィードバックを集める

社債権者のエンゲージメント戦略を策定
 同業他社のエンゲージメント・ポリシー、レポートおよびケース・
スタディを参照する
 自社の投資哲学およびエンゲージメントの方向性を一致させる
 全社規模のエンゲージメント・ポリシーおよび戦略の策定と普及
 既存の株式エンゲージメント・ポリシーおよび戦略を社債へ適
用する
 債券リサーチに有益なエンゲージメントが行うことができる場合
には、株式チームのリソースを活用する
 社債権者が有する独自の権利を考慮した上で、株式、債券の
エンゲージメント慣行を統合する

発行体と対話を開始する
 すでに株式でエンゲージメントが行われている場合には、
債券担当者も同席する
 発行体の取締役会、執行役員あるいはIR担当者に最初
の連絡をする。過去にコンタクトした連絡先があれば活用
する

 発行体のメリットを明記する。例えば、投資家層の多様化
を進めることで、将来の起債時に、より多くの投資家が入
札に参加することが見込まれ、リスクの抑制、規制および
風評リスクの管理の結果として、資本調達コストが下がる
など
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企業がESGに関する情報開示を行い、債券投資家と積極
的にエンゲージメントを行う必要性を説明する
より広範な情報開示フレームワークに基づいた債券投資に
おけるESG開示の標準化を進める
エンゲージメントの効率および成果の最大化の手段として
協働の取り組みを検討する
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エンゲージメント後のフォローアップ
9

ミーティング後、議論の概要や取り組むべき事項に相違が
ないか、双方で確認する。ミーティングの質について
フィードバックを求め、今後のエンゲージメントの改善に
つなげる

9

エンゲージメント先企業との対話について明確な評価手法
を用いて、目標までの進捗を測る

 ꢀエンゲージメントで得られた情報を投資チームのメンバー
ꢀなど社内関連部署にも効率的、効果的に共有する
9

情報開示やシステムの導入に際し、期限付きの目標設定
で同意する

エンゲージメントの進捗評価とモニタリング


エンゲージメントによる成果目標の設定



企業と継続的に対話を続け、投資家の要望に対する進捗の
フィードバックをする



ESGのエンゲージメントについて顧客を含め、社内のリサー
チ・チームなど関連するステークホルダーに報告する
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結論
ESGファクターに関連したテーマで発行体とエンゲージメントを行うこ
とは一般的になりつつあります。責任投資のアプローチの一環とし
て、エンゲージメントを開始する投資家も増えてきています。社債権
者によるエンゲージメントのケース・スタディはESG Engagement
for Fixed Income Investors case studyseriesでご紹介しています。
一方で、債券におけるエンゲージメントのプロセス構築を始めたばか
りの投資家も少なくありません。株式投資家と比べて、法律的な立
場の違いや投資商品の種類、償還期限、発行体属性といった債券
市場固有の複雑さに起因する課題が多いことも事実です。
債券市場の重要性が拡大していることや債券投資家の法律上、契
約上の権利および義務を踏まえて、本稿では、エンゲージメントを行
うにあたり、債券投資家が発行体に対して持つ影響力を強調してき
ました。債券発行ライフサイクルを通じて、戦略的なエンゲージメント
を行い、影響力をどのように活用すべきかについて実践的なアイ
ディアをご紹介しています。そして、社債権者がエンゲージメントを行
う上で直面する一般的な課題への対処法、効率的なエンゲージメン
トのためのヒントについても触れています。付録では、参考文献に加
え、Reed Smith法律事務所から社債権者によるエンゲージメント（1
対1および協働エンゲージメント）における可能性と限界に関する見
解をご紹介しています。

PRIが最近発行したA Practical Guide to Active Ownership in
Listed Equityでは、様々な知見やアドバイスを紹介しており、社債投
資家を含め、他の資産クラスでも参考になる内容となっています。
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PRIは今後も、債券投資家の間で責任投資が、投資プロセスに組
み入れられるよう取り組みを続けていきます。債券投資における
責任投資の取り組みは大きく進化していくと考えています。社債
権者間および株式投資家との協働により、足元抱えている課題
の解決や、企業に対するエンゲージメントのスケールを拡大する
ことが可能になるでしょう。PRI主導の協働の取り組みでは、債券
投資家の意見をより明確に発信していくことで、実現の一助となる
ことを期待しています。また、エンゲージメントの取り組みが、グ
ローバル債券市場の40%を占める政府や政府関連の発行体へ
拡大していくことも今後期待されます。ソブリン債とのエンゲージメ
ントはこれまでとは異なる課題や機会があることでしょう。
最後に、多くの学術研究でアクティブ・オーナーシップがESGリス
クの低減とリターン拡大に寄与することが示されていますが、エン
ゲージメントと社会・環境に対するポジティブなインパクト創出にお
ける相関については、さらなる研究および取り組みが待たれま
す。この分野については、PRIの目標「投資家の持続可能な開発
目標に対する貢献をサポートする」に合致することから、今後積極
的に取り組んでいきたいと考えています。
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付録
社債権者のエンゲージメントに関するꢀ
法的見解
PRIでは、債券投資家が発行体とエンゲージメントを困難にしてい
る懸念材料に対する回答として、Reed Smith LLP法律事務所の
協力のもと、エンゲージメントに対する契約および規制関連の枠組
みの観点から、社債権者のエンゲージメントおよび協働の取り組み
に対する法的な解釈をまとめました51。

起債前のエンゲージメント：契約における権利と制約
債券発行前の段階では、法的に債券投資家は社債権者ではあり
ません。しかしながら、将来、社債権者になりうる立場として、投資
家は発行体と直接あるいは間接的に対話を行うことがあります。
プライベート・デットの場合、投資家が発行体と起債前に対話の機
会を設定することは、比較的容易だといえます。その場合、投資家
は発行体に対し、社債権者に対する義務条項の中に、ESGポリ
シーや慣行に関する情報開示、あるいは期限までに改定対応を行
うといった内容を含めるよう交渉することが可能です。発行体がこ
うした要望を受諾するかは、交渉次第です。仮に合意した場合、こ
れらは契約上の義務となり、遵守しなければ、契約不履行となる可
能性があります。デフォルトの場合には、一定数の社債権者の賛
同を条件に、残額の一括弁済の要請ができるなどあらかじめ、契
約不履行に対する社債権者の権利が明記されます。発行体にとっ
ては、契約不履行の際に、厳しい義務要件が発生することから、発
行体は合意に難色を示すことが想定されます。しかし、発行体が同
意した場合には、デフォルトの発生有無に関わらず、混乱を最小限
にするため、契約条項は定量的な評価が可能な内容とするべきで
す。

プライベート・デットの場合と同様に、発行体が要請を受諾するか
否かは、交渉次第であり、投資家の入札規模や、他の投資家が
ESG関連について同様の関心を有しているかどうかに依ります。
こうした社債権者からの追加の要望への対応が、発行価格に寄与
すると考える発行体もいるかもしれませんが、成功は交渉および市
場環境などその他の要因に左右されます。
一般的な米国債券の発行についても概ね同様です。ESG関連項
目は、定量的な分析をすることが難しく、ほとんどの発行体企業
は、評価の測定が難しく、成果の実証に高額な事務費用が嵩むこ
れらの項目を債券契約書に盛り込むことに否定的です。しかしなが
ら、発行体に対し、マーケティング資料の中でESGポリシーを明示
するよう求めることで、目標とするESGのインパクトを達成すること
ができる場合もあります。投資家からの開示に対する圧力が高ま
ることで、社債発行の際の情報開示および透明性の水準が改善、
結果としてコーポレート・ガバナンスの質が向上していくことが期待
されます。加えて、規制当局に対するロビー活動（米国証券取引委
員会(SEC)など）を通じて、公的届出事項にESGに関する開示の
義務化を働きかけることもできます。反対に、ソーシャル・インパク
ト・ボンドは社会的目標の実現をサポートするプロジェクトの資金調
達に特化した投資商品で、証券会社を通じて販売され、通常政府
系機関が発行を行っています。

債券発行が公開市場で行われた場合、投資家が発行前に行うエ
ンゲージメントは、ディーラー、引き受けあるいはその他アドバイ
ザーや証券会社を通じた間接的な場合がほとんどです。投資家向
けロードショーなどは、約定書や目論見書がほぼ完成している時
期、発行プロセスの後半に行われる場合が一般的です。入札を検
討している投資家は、ESGの重要性、投資判断や債券価格の評
価にESGファクターが与える重要性について意見を伝えることがで
きます。それが結果として、発行時の目論見書にESGリスクファク
ターに関する項目の追記につながるかもしれません。また、発行体
に対し、ESG関連項目を契約書への追記するようを要請するな
ど、双方で合意した期限までにESGポリシーや慣行の改定を呼び
掛ける良い機会となります。

51 Unless expressly speciﬁed to the contrary, the information, materials and opinions in this document reﬂect the position under English and/or EU law. The information, materials and
opinions contained in this document are for general information purposes only, are not intended to constitute legal or other professional advice, and should not be relied on or treated
as a substitute for speciﬁc advice relevant to particular circumstances. Neither Reed Smith LLP nor any other Reed Smith entity accepts any responsibility for any loss which may arise
from reliance on information or materials contained in this document. If you wish to ﬁnd out more about the information or the materials contained in this document, please contact
partner James Fisher at Reed Smith.
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発行後のエンゲージメント：契約における権利と制約
債券発行後に、発行体が社債権者に対する義務条項は、信託証
書あるいは社債契約、契約条件やその他の契約関連書類といった
発行にあたって作成される契約書に、明記されます。契約関連書
類において、発行体の社債権者に対する義務条項に関する枠組
みは契約関連書類に記載され、ESGに関連する項目があれば、
同様に記載されます。セカンダリー市場で債券を購入した社債権
者についても、ESG関連事項を含めた発行体のコベナンツ条項の
範囲および契約条件に同意しているとみなされます。そのため、新
規発行で購入した場合と同様の契約に記載されている枠組みが、
セカンダリー市場で購入した投資家にも適用されます。
プライベート・デットの場合、社債権者は発行体と直接対話が実現
することが多いです。公開市場での発行の場合、社債権者の利益
を保護する立場にある信託会社を介した間接的な対話が一般的で
すが、公開市場においても直接対話が実現することもあります。
情報
一般的に、契約条件、債券発行関連書類（信託証書あるいは社債
契約）には、財務およびその他関連情報を受託者あるいは社債権
者に直接開示することを義務付ける条項が記載されています。社
債権者は提供された情報を閲覧し、必要に応じて、一般的な質問
あるいは提供された情報に関する質問を提起することができます。
情報の開示がなければ、社債権者は契約に従って、情報開示を要
求する権利が認められています。発行体が情報の開示を拒否した
場合、コベナンツ条項に抵触する可能性があり、償還請求権が発
生する場合があります。
債券書類に追加の情報開示に関する記載がなければ、コベナンツ
が指定する情報開示範囲を満たしている限り、厳密には、発行体
は追加の情報提供を行う義務はありません。これは、情報開示の
義務に関する規制が優先されます。（例えば、市場阻害行為規制
や目論見書指令があります。後ほど、詳しくご紹介しています。）
株主に送付されている全ての情報を受託者／社債権者にも開示
するコベナンツ条項が付与される債券もあります。こういったケー
スでは、社債権者は情報開示の要請という意味で、株主によるエ
ンゲージメントが成功した場合、その恩恵を享受することができる
かもしれません。
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ESGに特化したコベナンツ
契約書類において、発行体に対し、特定のポリシーあるいは慣行
の遵守を義務付けた場合には、コベナンツ条項の抵触は契約違反
となり、事前に合意したペナルティ条項が適用されることがありま
す。
契約書閲覧権
ほとんどの場合、発行体の登記事務所において、社債権者が契約
書のコピーを閲覧する権利が保証されています。閲覧対象の書類
は、通常、情報開示に関する書類（例：目論見書）に明記されてい
ます。社債権者は書類および情報を査閲する権利を有してお
り、ESGに関する質問の土台となり、発行体との最初の接点だと言
うことができます。上述した通り、情報開示義務は規制で定められ
ており、発行体には、契約書類で明示されていない追加の情報開
示義務はありません。
債権者集会の招集
多くの信託証書で、社債権者は対象となる債券クラスの定足数以
上の確保を条件に、集会の招集が認められています。一般的に
は、最低でも対象となる債券クラスの発行残高の10分の1にあたる
賛同が必要だとされています。社債権者が単独あるいは集団で必
要な定足数に達した場合には、集会が招集されます。債権者集会
は債務再編、承認およびデフォルトの承認など、発行体の提案に
ついて決議するべく、招集されることがほとんどです。しかし、債権
者集会を通じて、他の社債権者と協働し、ESGに関するトピックを
含めた懸念材料を発行体と議論する場として活用することも可能で
す。一方で、米国債券証書と英国信託証書では、一般的に債権者
集会の招集に関して保証する権利が異なりますが、社債権者が招
集を行うべきではない、ということではありません。
発行体からの要請
上記に述べたように、発行体とのエンゲージメントの成功は、発行
市場が公開市場なのか未公開市場なのか、またエンゲージメント
が発行の前後で行われたのかによって決まります。
しかし、公開、未公開市場に関わらず、発行後にも社債権者が企
業と話し合いの場を得ることができる場合があります。発行体が既
発債の契約内容の見直しをするにあたり、社債権者の同意を必要
としている場合です。曖昧な点の明確化から債券発行に関する
ホールセールの再編に関わるようなものまで、多くの理由がありま
す。
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契約上、必要な定足数を含め、社債権者の同意の要請や確保が必
要な状況などについて、あらかじめ明記されています。米国では、少
数社債権者の権利を保護するべく、定足数に関しては、法や司法に
よる判断が優先されています。ただし、法や司法による判断の多く
は、契約の修正や再編による社債権者の経済的権利およびその影
響に対する保証です。一方、エンゲージメントの観点では、社債権者
の同意を必要とするタイミングは、発行体とESGに関するトピックに
ついて対話を行う機会となります。最終的に、社債権者あるいは社
債権者のグループが対象となる債券クラスにおいて定足数に達した
場合、発行体に対して、ESG関連の懸念材料の対応を同意の条件
とすることができます。（独占禁止法などについては、後に記述して
います）。
ただし、前述のケースの実際の効果は限定的かもしれません。現実
的には、状況が極めて深刻の場合、投資家および発行体にとって最
優先事項は経済的回復および投資資産の保全であり、限られた交
渉時間の中で、ESGの懸念事項に関するエンゲージメントを行うこと
に対するインセンティブが機能しない可能性があります。それに加
え、社債権者が債務再編（株主との持ち合い、繰上償還請求権の付
与、クレジット・デフォルト・スワップの取引なども含みます）に関する
意思決定を行う際に、決定を左右する要素が他にもあります52。
書面で保証される社債権者の権利は、債務返済に重点を置くものが
多く、担保付き債に関して言えば、債務不履行に陥った場合、元本
償還の要請を保証するものが一般的であるという点は重要です。発
行体がデフォルト、債務不履行の際に、株式の譲渡を強制する権利
がないため、債権者は取締役会人事に対する発言権をもちません。
取締役会は企業に対し、責務を負っており、債権者に対する責務は
負っていません。このような理由から、取締役会はESGに関連する
債権者の提案について検討する際、取締役会の関心である企業とし
ての成功につながるかどうかという観点から判断するため、債権者
の提案が受け入れられない可能性があります。

また前述のとおり、多くの信託証書で、社債権者は対象となる債券
クラスの定足数以上の確保を条件に、集会の招集が認められてい
ます。つまり保有比率の低い社債権者は他の社債権者の同意なし
には、集会を招集することができません。同様に、保有比率が高け
れば、他の社債権者および発行体に対する影響力は大きくなりま
す。また、発行体による証書の変更提案を否決するのに十分な定
足数を有する社債権者がいる場合もあります。

発行後のエンゲージメント： 規制上の権利と制約
社債権者は発行体が遵守すべき規制への考慮およびESGに関す
るエンゲージメントを行う際に、規制の影響について検討しなけれ
ばなりません。
例えば、EUの目論見書指令（2003/71/EU（修正版））では、発行
体に一定の情報開示を義務付けています。絶対的強行規定では、
投資家が十分な情報に基づいた判断ができるよう、資産および負
債、財務ポジション、収益、発行体、担保および株式に付与される
財務特約など、必要な情報を全て開示するよう求めています。発
行体のESGに対する取り組みがこの条項に当てはまる場合もあり
ます。発行体の業種によっては、風評の管理あるいは訴訟の可能
性に対する懸念を理由に、目論見書にて開示を要求する場合もあ
るでしょう。開示の最終的な判断は発行体に委ねられていま
す。EUの新目論見書規制（2017/1129/EU）は、その発生頻度お
よび想定される負の影響度合いから重要だと判断されるリスクファ
クターの開示を呼び掛けています。発行体によっては、ESG関連
事項が重要なリスクファクターとなる場合があります。リスクファク
ターに関する開示義務は2019年7月以降に施行されます。
同様に、債券価格に影響を与える可能性のあるESG関連事項に
ついても、EU市場阻害行為指令（MAR）(596/2014/EU)および／
あるいは開示と透明性に関する規則（DTR）により開示が義務付
けられることがあります。

52 See “The New Bond Workouts”: University of Pennsylvania Law School Institute For Law And Economics Research Paper No. 17-9 by William W. Bratton and Adam J. Levitin.
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大まかにいうと、市場阻害行為指令では、発行体に直接関係する
内部情報は、可能な限り迅速に開示することが義務付けられてい
ます（条項17（1））。内部情報の定義は以下の通りです。

■
■
■

■

公ではない
正確性をもった情報であって、
直接又は間接に、一又は複数の金融商品の発行体もしく
は一または複数の金融商品に関係するものであり、
かつ、それが公になった場合、当該金融商品の価格または
当該金融商品に関連するデリバティブの価格に重要な影
響を及ぼす可能性があるもの
(条項7(1)(a)市場阻害行為指令)

発行体との対話を行う上で、社債権者は発行体のESGアプロー
チに関連する非公開情報が内部情報に該当するかどうかを検討
する必要があります。仮に、内部情報である場合、社債権者が非
公開情報を知り得た際には、市場阻害行為指令により、その社債
権者はインサイダーとなるリスクがあり、取引停止あるいは、市場
阻害行為指令条項14により、インサイダー取引に抵触する可能性
があります。以下の手段で、内部情報を取得した場合に、これら
の措置が適用されます。

■

■
■
■

問題となる金融商品の価格に影響を与えることが想定される状況
や事象において、実際に発生した、あるいは今後発生されること
が明らかに予見される場合、その情報は正確性を有していると考
えられます。(条項7(2))
加えて、その情報は、一般的な投資家が投資判断をする際に材
料となることが想定され、金融商品の価格に重要な影響を及ぼす
可能性があると考えられます。(条項7(4)市場阻害行為指令)
発行体が内部情報の保有を確認した際には、速やかにその情報
を公表しなければなりません。また一般人が情報を迅速かつ確実
に取得することができ、かつ適時の評価を行うことができる方法で
開示する必要があります。(条項17(1)市場阻害行為指令)
金融サービス、銀行、保険および／あるいは資産運用事業に対す
る当局の規制が適用される発行体は、当局からの規制に沿った
コーポレート・ガバナンスの遵守（行動規範および市場慣行を含
む）が求められます。EUの金融商品市場令では、対象となる発行
体に対し、取締役会やシニア・マネジメントにおける多様化を求め
る条項が盛り込まれています。53社債権者にとって、発行体との対
話を行う上で、こうした当局による働きかけは歓迎すべきことで、
活用できるかもしれません。
また、発行体はマネー・ローダリング対策、テロ組織への資金援助
行為の禁止、汚職行為防止、インサイダー取引および市場操作規
制が適用される場合が一般的です。これにより、金融犯罪、汚職
および／あるいは市場の混乱など、経済および社会へネガティブ
な影響を与えるビジネスへの投資を回避することができるプロセス
が確立されていることは投資家にとっても有意なことです。

■

発行体の経営陣、マネジメントあるいは監査法人のメンバー
である
発行体の資本を保有している
就業、専門職あるいは実務を通じて情報を取得
犯罪行為への関与あるいは、内部情報を保有している人物
が、その情報が内部情報であることを認識している場合
そして、その人物が、自身あるいは第3者機関の口座を通じ
て、直接あるいは間接的に、情報と関連性のある金融商品
の売買取引を行うために、その情報を使用した場合
（条項8(1)-(4)市場阻害行為指令）

米国では、企業によるESG関連情報開示のほとんどは任意で
す。2016年、米国証券取引委員会（SEC）は、非財務情報の開示
に関する要求事項（レギュレーションS-K）の近代化を目指し、改定
に着手しました。サステナビリティやその他のESG関連の情報開
示に対し、複数の提言が行われました。公開企業はSECの規定に
基づいたESG関連の報告が義務付けられています。ESGに関す
る情報の重要性を判断することは難しく、SECが非財務情報開示
を義務化することへの反発、また対応に追加費用が必要であるこ
とを理由に、多くの米国公開企業が、開示の義務化に反対を表明
しました。それに対し、投資家はSECに対し、ESG関連情報は定
量化することが可能かつ重要であることから、非財務情報の開示
は、投資家と価値の一致を目指す企業を特定する一助になると訴
えました。また、情報開示により、リスクおよびリターンの観点から
重要なファクターに対する企業の意識を評価することができること
から、情報開示の拡大による恩恵は追加費用を上回るとしていま
す。現時点では、SECはより踏み込んだESGの開示要求の義務
化は決定しておらず、検討段階にあります。
最後に、米国における受託者責任に関して、従業員退職所得保障
法(ERISA)およびそのESGファクターに関する関係性について、米
国労働省通達改訂20152015-0154で「環境、社会およびガバナン
スの要素が経済的および財務的価値と直接関係する場合があり、

53 See the package of measures that consist of a recast Directive and a Regulation, collectively known as MiFID II.
54 Discussed in PRI publication dated 23 October 2015 “US Department of Labor clarifies ERISA fiduciaries’ ability to consider ESG factors”.
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その場合、これらのファクターは受託者にとって重要な分析対象と
なる」としています。また、「投資目的、リターン、リスク、その他財
務的要因が同等である限りにおいて、ESGファクターの考慮は受
託者責任に違反しない」としています。米政権の交代による変化が
この見方にどのように影響するのかは現時点でははっきりしてい
ません。

発行後のエンゲージメント： 集団の取り組み
一般的に、ESG慣行を促す社債権者間の協働が、独占禁止法下
で、どのように解釈されるかは、協働の度合いおよび内容に加
え、ESG慣行による恩恵の正当性を独占禁止法でどこまで認めて
いるかによります。社債権者が発行体に対して協働エンゲージメン
トを行う場合、独占禁止法に抵触しないかを考慮する必要がありま
す。
ESGにおける社債権者間の連携は、起債時の債券価格や入札に
影響を与える可能性があります。また発行後においても、前述の
通り、集会の招集に定足数以上の社債権者の賛同が必要となるこ
とから、一定の影響力を持つ可能性があります。米国では、社債
権者間における協調的行動が独占禁止法に抵触するのではない
かと懸念されたケースがありました55。多くの場合、協調的行動が
社債権者（すでにその債券を保有している投資家）間で行われて
いる場合については、独占禁止法違反にはなりませんでした。ただ
し、債券投資を検討している見込み社債権者は、債券発行前の価
格や利回りに対し、影響を与える可能性があるため、注意が必要
です。ここで議論されているポイントは、発行後の債券において、
社債権者間で追加の競争は発生しないという点です。すでに競争
は行われていることから、発行後の社債権者間における協働は独
占禁止法に抵触しないと考えられます。
しかしながら、信託証書の一部を修正した債券への交換交渉で
は、注意が必要です。交換を受け入れる条件として、発行体に
ESGへの取り組み改善要求を協働で目指す際、社債権者の間
で、再発行あるいは交換に応じるかどうかにおいて、競争の原理
が働くことから、規制の対象となる可能性があります。

債券発行の時期に協働の取り組みを行うことは、社債権者間で入
札における競争が発生する時期と重なることから、ESG基準が低
いことを理由に入札の見送り、発行体の格下げ、あるいは契約条
件の変更要求などの取り決めを投資家感で行うことは、社債権者
間の競争を制限することになります。
米国では入札参加者間の協働については、同意審決が適用され
てきました。同意審決の場合、発行体が投資家間で入札に関する
条件で、事前合意している事実を知りながら、容認している場合に
おいては、投資家間の協働が競争原理を妨害し、結果として発行
体に損失が発生しても、発行体は申し立てを行うことができませ
ん。
一方で、同意審決の考えは全ての地域で受け入れられている分け
ではなく、特に欧州においては、認められていません。単体の発行
体が、特定の投資家グループに対し、集団交渉を呼び掛けた場
合、同意を得ることは容易ですが、複数の発行体から一般的な同
意を得ることは非常に難しいと言えます。
これらを踏まえて、利益相殺の概念では、競争を妨害する可能性
がある場合であっても、必ずしも法律違反ではなく、多くの場合、独
占禁止法適用外となる基準項目が設けられています。例えば、欧
州連合競争法では、以下のような例外項目が認められています。
(a)同意した内容が、製品の製造や配送の改善、あるいは技術的、
経済的進歩の促進につながり、消費者も恩恵を享受することがで
きる場合、(b)上記の目的の達成において、一定の分野における競
争を実質的に制限することにより、不当に対価を引き上げることに
なる場合56。
米国では、「当然違法」および「合理の原則」が適用され、これは、
銀行や金融機関でもメーカーでも同様で、公正な競争環境の醸成
を目指す独占禁止法の目的と一致しています。消費者の利益を害
するものには、「当然違法」の法則が適用される一方（例、価格カル
テル）、「合理の原則」では、競争の実質的制限が、競争環境にお
ける利益を上回ると考えられる場合、裁判あるいは規制当局が違
法行為かどうかの判断を行います。

55 For a review of some relevant cases, see Ali M. Stoeppelwerth, “United We stand: Antitrust Aspects of Collaboration Among Corporate Bondholders” The Business Lawyer, Volume 67,
Feb. 2012.
56 See Article 101 (3) TFEU.
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要するに、競争の制限が、公共の利益あるいは社会的妥当性が
ある場合には認められます。競争が厳しく制限される場合には、
公共の利益が広範に及ぶことを証明する必要があります。これ
は、米国と欧州の競争制限に対する公共の利益の考え方を取り
入れているためです。米国では、競争の制限と公共の利益に妥当
性が求められる一方、欧州では、競争の制限は、想定される公共
の利益よりも低くなければならないとしています。
規制の対象となる発行体との協働エンゲージメントを行う際、社債
券者は、「協働」が「支配者制度」を目的に共同行動しているのか
を考慮する必要があります。社債権者から賛同を得ることを必要と

する場合、ある一定数の賛同を集めた場合、社債権者自身が支
配者になる可能性があるためです。EU圏では、通
常、10％、20％、30％そして50％が一定数とされますが、その割
合は発行体の活動によって異なります。「共同行動」の定義につい
ては、明記されていないものの、発行体による何らかの戦略的な
アプローチを阻止するために、社債権者が票集めを行う行為が当
てはまる可能性があります。（特定の国への出資や、特定の製品
の展開など）あらかじめ想定される支配者は発行体を規制する当
局から事前に承認を得る必要があります。
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Official Journal No C 101 of 27.4.2004
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EU競争法101条3項の適用に関するガイドライン

Stoeppelwerth, A.M. (2012). United We
stand: Antitrust Aspects of Collaboration
Among Corporate Bondholders. The
Business Lawyer, Volume 67.

社債権者による協働の行動が独占禁止方法に抵触するかどうかを検討した米国
のケース・スタディのレビュー

Bloom, M. (2015). Doing Good Well.
US Federal Trade Commission.

社債発行および社債権者による協働に関して、米国アンチトラスト法と信託証書法
に基づくSECの規制の間で考えられる矛盾事項について議論
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学術論文
Schwarcz, S.L., (2017). Rethinking
Corporate Governance for a Bondholder
Financed, Systemically Risky World. William
& Mary Law Review, Vol. 58, p. 1345 (2017);
Duke Law School Public Law & Legal
Theory Series No. 2016-22.

要旨
Schwarcz(2017)コーポレート・ガバナンスにおける株主第一主義モデルの再考。
株主よりもリスク回避の傾向が強い社債権者にも配慮したガバナンスの必要性を
訴える。

Hoepner, A. G. F. and Nilsson, M. A,
(2017). Expertise among SRI fixed
income
and
theirfunds
management companies.

債券投資において、ESGエンゲージメントはパフォーマンスを差別化する重要な
ファクターであると指摘。

*Dimson, E., Karakas, O., and Li, X., (2017).
Local leads, backed by global scale: the
drivers of successful engagement. RI
Quarterly.

協働エンゲージメントのインパクトについて世界中の実証をまとめた初めての研究
結果。エンゲージメントにより、企業の利益率を改善できることを示し、エンゲージメ
ントの成功に必要な特徴を挙げている。

Çelik, S., G. Demirtaş and M. Isaksson,
(2015). Corporate Bonds, Bondholders
and Corporate Governance. OECD
Corporate
Governance Working Papers, No. 16,
OECD Publishing, Paris.

株主同様、社債権者もポジション解消や問題提起することで、コーポレート・ガバ
ナンスで重要な役割を果たすことができる。2000年から2013年に108の国・地域
で発行された10万件を超える債券発行のデータを構築。2000年以降に起債した
全社債を対象に包括的かつグローバルな概要を提供し、社債権者によるガバナン
スのエンゲージメントについてまとめている。

*Friede, G., Busch, T and Bassen, A.
(2015). ESG and financial performance:
aggregated evidence from more than 2000
empirical studies. Journal of Sustainable
Finance & Investment, 5:4, 210-233, DOI:
10.1080/20430795.2015.1118917

ESG評価と企業の財務パフォーマンス（CFP）の相関について、約2,200本の学術
論文を検証。ESG投資のビジネスへの有効性は十分に検証されていることが結果
として示された。約90%の学術研究でESGとCFPで非負の相関があることがわ
かった。さらに重要なことは、多くの研究でポジティブな相関が認められていた。ま
た、ポートフォリオ、あるいはポートフォリオ以外の研究、地域、ESG投資で比較的
歴史の浅い資産クラス（エマージング市場、社債、グリーン不動産）においても高い
相関が確認された。

*Dimson, E., Karakas, O. and Li, X. (2015).
Active Ownership. The Review of Financial
Studies, 28(12), pp. 3225-3268.

1999年から2009年の間に運用マネージャーがコーポレート・ガバナンスや気候変
動に関するエンゲージメントを行った米国企業は、エンゲージメント後、対象期間中
に市場を大きくアウトパフォームしたことが研究で示された。初回のエンゲージメン
ト以降、年間平均変則リターンは1.8%、エンゲージメントが成功した場合には4.4%
まで拡大、エンゲージメントが成功しなかった場合、市場の評価に変化はなかった。

Oikonomou, I., Brooks, C. and Pavelin, S.
(2014). The effects of corporate social
performance on the cost of corporate debt
and credit ratings. The Financial Review,
49:1, 49-75.

企業の社会的パフォーマンスが社債のプライシングおよび特定の債券発行に対す
るクレジット・クオリティの評価に与える様々なインパクトについて検証している。長
期の経年的研究に基づいた実証的分析では、社会的パフォーマンスが全体的に優
れている企業は利回りスプレッドが低く、逆に社会的に問題の多い企業はスプレッド
が高いことが示された。特定の債券発行に対する債券格付けや投機的格付けが付
与される確率で見ても同様の結論が導かれた。

*が付いている刊行物については、社債権者に特化したエンゲージメントではなく、投資家による一般的なエンゲージメントについて議論しています。
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業界向け手引書

要旨

High Meadows Institute and KKS Advisors,
(2017). Incorporating ESG Considerations
into Engagement Practices.

アクティブ・オーナーシップにおけるESGインテグレーションを強化した戦略や
アセット・マネージャーによるエンゲージメントの事例を紹介。

*AIGCC, CDP, Ceres, IGCC, (2017). Investor
Climate Compass: Oil and Gas. Navigating
Investor Engagement.

機関投資家が継続的にエンゲージメントを行い、気候変動リスクに関して、大手
石油・ガス企業のビジネス慣行や取締役会レベルでの経営判断に大きな影響を
与えた例を紹介。

Sustainability Accounting Standards Board
(SASB), (2016). Engagement Guide for
Asset Owners and Asset Managers.

SASBはアセット・オーナー、アセット・マネージャーが企業とのエンゲージメントを
行う際に役立つ標準的な枠組みとなる業種別ガイダンスを提供している。

*Cass Business School and Sustainalytics,
(2016). Engagement: Unlocking the black
box of value creation.

BlackRockおよびCeresは、エンゲージメント戦略の枠組みを策定、エンゲージメン
トをクレジット分析にどのように活用するかを含め、複数のケース・スタディを紹介。
また投資家が企業に聞くべき業種別質問事項も記載している。

BlackRock and Ceres, (2015). 21st Century
Engagement: Investor Strategies for
Incorporating ESG Considerations into
Corporate Interactions.

BlackRock およびCeresは、エンゲージメント戦略の枠組みを策定、エンゲージメ
ントをクレジット分析にどのように活用するかを含め、複数のケース・スタディを紹
介。また投資家が企業に聞くべき業種別質問事項も記載している。

*The Conference Board, (2014). Guidelines
for investor engagement.

The Conference Boardはコーポレート・ガバナンス、サステナビリティなどに関す
るエンゲージメントによる費用やメリットを算出、企業および投資家に役立つガイド
ラインを紹介。

*が付いている刊行物については、社債権者に特化したエンゲージメントではなく、投資家による一般的なエンゲージメントについて議論しています。

メディア記事

要旨

Dropkin, M. (2018). Ahead of the curve:
Why bond covenants matter. Investment &
Pensions Europe (IPE) 2018 at IPE.com

Dropkinは債券投資家にとって不利な債券コベナンツ条項に対し、発行体とエンゲー
ジメントを行う重要性を強調。

Mann, Fiona (2017). Topical Article: Market
discipline and UK bank bondholders. Bank
of England Quarterly Bulletin: 2017 Q1

Fiona Mann（イングランド銀行プルーデンス政策部門）は金融安定性を目指し、銀行
が発行する債券の保有者に対する投資規律を活用したケースを紹介。

Gowland, P., (2015). Bondholder
engagement is already happening. Like it or
not! Sodali

Gowlandは、債券投資家と円滑なコミュニケーション関係を築く重要性を説き、債券
投資家とのコミュニケーションにおける課題を提示。

Cusworth, E. (2015). Bondholder
engagement: No pain, no gain. Investment
& Pensions Europe (IPE) 2015 at IPE.com
Gull, M., (2010). Engagement for corporate
bond holders – Just saying ‘corporate bond
holders don’t vote’ is ducking the issue.
Financial Times.
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債券発行は増加しているものの、それを上回る需要の拡大から、発行体に有利な
条件で発行されるケースが増え、社債権者の権利が十分に保証されていないケー
スが増えている。投資家によるエンゲージメントが相対的に普及していない市場に
おいて、Cusworthは投資家が自らより大きなリスクを取りに行こうとしているのか、
また社債権者が資産保全の改善のためにできることを議論している。

Gullは責任投資の高まりや、年金基金で債券投資の比率が拡大していることを受
けて、社債権者によるよりアクティブなスチュワードシップの必要性を訴えている。
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責任投資原則（PRI）
PRIは、6つの責任投資原則を実行に移すため、自らの国際的な署名機関ネットワークと連
携しています。PRIの目的は、環境、社会、ガバナンス（ESG）問題の投資への影響を理解
し、署名機関がこれらの問題を投資や保有の意思決定に統合するのを支援することで
す。PRIは、自らの署名機関、これらの署名機関が活動する金融市場・経済、そして、最終的
には、環境および社会全体の長期的な利益となるように行動しています。
6つの責任投資原則は、自主的かつ意欲的な一連の投資原則であり、ESG問題を投資慣行
に組み込むための潜在的な行動の一覧を提供しています。本原則は、投資家のために投資
家により策定されました。本原則を実施していく中で、署名機関は、より持続可能なグローバ
ル金融システムの開発に貢献しています。

詳細についての参照先： www.unpri.org

PRIは国連パートナーである
国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）
と 国連グローバル・コンパクトと連携した
投資家イニシアティブである

国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)
UNEP FIは、国連環境計画(UNEP)とグローバル金融部門のユニークなパートナーシップ
です。UNEP FIは、持続可能性と財務パフォーマンスを関連づけ、強化するため、持続可
能な発展に関するUNEP FIステートメントの署名機関である200以上の金融機関と様々な
パートナー組織と緊密に連携しています。同業者ネットワーク、調査および研修を通して、
UNEP FIは、金融機関業務のあらゆるレベルにおいて、環境・持続可能性のための最善
の慣行採用を特定、促進、実現するという使命を果たしています。

詳細についての参照先: www.unepfi.org

国際連合グローバル・コンパクト
国際連合グローバル・コンパクトは、世界各国の企業に対して、それぞれの業務および戦
略を、人権、労働、環境および腐敗防止の分野で一般に受け入れられている10の原則に
従うよう、また、国連の目標および持続可能な発展の目標を支持する行動を取るよう、呼び
かけています。国連グローバル・コンパクトは、責任ある企業慣行の策定、実施、開示を主
導する基盤です。2000年に始まったこの取り組みは、世界最大の企業の持続可能性イニ
シアティブであり、160か国余りの8,800以上の企業、4,000以上の非営利署名機関、80以
上のローカルネットワークが参加しています。

詳細についての参照先: www.unglobalcompact.org
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