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プロ顧客専用

責任投資に対する
LGIMのアプローチ
責任投資はリスクを軽減できるばかり
か、リターンも犠牲にすることなく、
長期的に優れた投資成果をもたらすと
当社は考えています。

2017年、Anton EserがLGIM
の最高投資責任者（CIO）に
就任しました。就任前は、グ
ローバル債券の共同責任者と
して、ロンドンを拠点とする
債券チームを率い、LGIMの
グローバルクレジットの
ポートフォリオを運用してい
ました。

ディーゼルエンジンの排気から原油流出まで、企業の運営
方法の失敗が環境、社会、及び投資収率にどれほど大きな
影響を与えるかという例はここ数年に何度も見られました。
責任投資を行うことで、こうした結果になるリスクを軽減で

LGIMは、最も重要な長期的な問題について、各企業と長

き、環境、社会、ガバナンス（ESG）、アクティブ・オーナ

きに渡りエンゲージメントをすすめてきた世界最大手の運

ーシップや長期的なテーマ分析を統合することで、リターン

用会社の1つであり、投資先の企業と社会全体への現実的

を向上させる可能性があると当社は考えています。重要なこ

でポジティブな影響を与えることができる規模と能力を備

とは、責任投資とは、市場がきちんと評価していない可能性

えています。当社はこの目的を、増え続けるクライアント

がある投資機会を見出すことでもあるため、必ずしもリター

と共有しており、ESGデータの継続的な改善により、はる

ンを犠牲にする必要はないということです。

かに実現可能になりました。

図表 1: 責任投資の世界

有数の当社のコーポレート・ガバナンスチームが投じる票
から、当ファンドに採用される投資プロセスまで、当社は
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責任投資は、単純な作業ではありません。そのため、業界

常に、責任投資の原則を当社の事業全体に組み入れ、それ
を実行するという手順を取っています。
持続可能な製
品やサービス
への消費者
デマンド

ポピュリズムによって世界の政治が揺れ動いている時期に、
世界では債務負担が増加し、人口動態が成長見通しに重く
のしかかる見込みである中で、新しい体系的な脅威が次々
と出現しているため、こうしたアプローチはかつてないほ
ど必要とされていると当社は感じています。
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こうした環境に対し、消費者行動には明らかな変化が見られ

突き詰めて考えれば、責任投資とは、優れた経営を見極め、

ます。消費者の間では自分の選択が社会や環境に与える影響

支持することです。つまり、幅広い意味でのステークホル

に対して責任があるという認識が広がっているため、消費

ダーへの影響を認識している企業は、政治や規制の圧力に

者はより持続可能な製品やサービスを求めつつあります。

さらされる可能性は低いと言えます。

同様の変化は投資家の間でも起こっています。長期的に最大

一方で、ESGが順守されていないために、リスクや機会が生

の株主価値をもたらす可能性が非常に高い運用会社は、ESG

み出されることもあります。これは図表2に示すように、投

に沿った長期的なテーマを投資プロセスに取り入れることの

資パフォーマンスに大きく影響する場合があります。

重要性を真に理解している運用会社であると期待する投資家
が増えています。

重要なこととして、倫理投資などの他のアプローチとは異
なり、当社では責任投資を、モラルや倫理の検討事項を条

運用会社を管理する

件とするのではなく、理想的な投資成果の実現を目指すこ

責任投資戦略の定義、及びそれを実行する方法は非常に多

ととして定義しています。

岐にわたります。リスク管理を向上させ、持続可能で長期
的なリターンを生成するために、責任投資はESG要因を取

その証拠は?

り入れるという一般的な見解を当社は支持します。

責任投資に関する実験的なデータ及び定量データの収集はま
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だ途に就いたばかりですが、学術界と業界の協力が進み、リ
スク・リターン特性を改善できる可能性が示されています。

図表 2: ESGリスク
資産の不正確な価値
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1 これは、国連が支援する投資家の国際ネットワークである責任投資原則（PRI）の定義から派生したものです。詳細は付録をご覧ください。
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ハンブルク大学とドイチェ・アセット・マネジメントが分

LGIM気候影響誓約（LGIM Climate Impact Pledge）は、低

析した2,250本の査読済み研究の圧倒的多数は、ESGと企

炭素社会への移行に不可欠な企業とのエンゲージメントプロ

業の業績の関係が総じてプラスであることを示しました。
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セスで、当社のアプローチを象徴するものです。無為が続
く役員に対する議決権行使の脅威、当社のフューチャー・

バークレイズのレポートでは、ESG評価の高い債券は、他の

ワールドファンドからの投資撤退（ダイベストメント）の

指数構成銘柄よりもスプレッドが小さく、格付が高いことが

脅威により、この時代に最も喫緊の課題である気候変動に

示されています。 他の研究は、ESG問題について企業との

企業が真摯に取り組まざるを得なくなります。

3

エンゲージメントに成功した後の株価上昇の可能性 、重大
4

な持続可能性問題についてスコアが高い銘柄を保有するポー

LGIMの取締役会の直属で、当社の誓約に基づく行動を指揮

トフォリオがアウトパフォームする可能性 を示しています。

するコーポレート・ガバナンスチームは、事業から独立し
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て運営されています。この構造により、投資に利益の相反
当社が注力するのは主に長期的な視点に立った投資ですが、

が生じても最小化され、当社が常にクライアントに最善の

モルガン・スタンレーの調査によると、図表3に示すよう

成果をもたらすために確実に行動できるようになります。

に、ESGリスクは短期的なパフォーマンスにも大打撃を与
企業のESG特性は、投資リターン
総合的に評価することができます。
まず、事業活動が利益にどのような
-99.6

えば、採掘業者による大気汚染のリ
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う重要な免許の喪失につながること

Deepwater Horizon原油流出事故

10年4月20日
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自動車エアバックのリコール

14年1月21日

-53.5

製薬企業の会計スキャンダル

15年8月5日
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自動車排気ガススキャンダル

15年9月20日

-26.4

株主の1年後の平均損失

-64.4

出所: Morgan Stanley

株主総会の出席者は?
特に当社の規模を鑑みると、スチュワードシップ責任を真
摯に受け止めなければならないと当社は感じているため、
アクティブ・オーナーシップは、当社が責任投資を実践す
る方法の重要な部分を形成しています。これは、以下の活
動に反映されています。

•
•
•
•
•
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影響を与えるかということです。例

 業のエンゲージメント
企
全てのアクティブ運用ファンドおよびインデックス運用
ファンドで議決権行使の機会を活用
体系的なリスクおよび機会への対応
規制当局および政策立案者への影響を求める
他の投資家およびステークホルダーとの協働

Nick Stansbury joined LGIM in 2013 and is
a fund manager on the Inflation Plus team
within Active Equity. He joined LGIM from
Revelation Capital, an equity hedge fund
focusing on special situations.
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図表 3: ESGリスクイベントから1年後の株価

の2つの異なる要因をみることで、
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Tonnes

勝者を見極める

えうることが分かっています。

もう一つは、長期トレンドが製品およびサービスに対する
消費者需要にどのように影響するかということです。例え
ば、石油化学企業のプラスチックに対する世界的な反発が
生じると石油需要に影響するでしょう。
当社は各資産クラスで総合的な分析を実施し、エネルギー、
人口動態、テクノロジーといった長期的なテーマを評価し、
それがどのような政策環境を形成し、また政策環境によって
これらがどのように形成されていくかを理解するよう努め
ています。これにより、変化していく投資環境と世界をつ
なげて見ることができるのです。ファンドマネージャー、
アナリスト、ストラテジスト、エコノミストはこうしたテ
ーマ間のつながりについて、密接に協力しあって取り組ん
でいるため、当社は急速に変わりゆく世界に企業がどのよ
うに適応しつつあるのかについて、貴重な見解を生み出す
ことができます。
また、これらの見解を使用し、将来の勝者、すなわち投資
家がこれまでにない投資資金を配分する投資先企業を絞り
込みます。

https://www.db.com/newsroom_news/K15090_Academic_Insights_UK_EMEA_RZ_Online_EN_151216_R2a.pdf
https://www.investmentbank.barclays.com/our-insights/esg-sustainable-investing-and-bond-returns.html
Elroy Dimson, O ˘guzhan Karaka s、Xi Li著、Active Ownership, Review of Financial Studies（2015年）
Mozaffar Khan、George Serafeim、Aaron Yoon著、Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality, Harvard（2015年）
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さらに、このアプローチでは、サステナビリティ（持続可

当社のコーポレート・ガバナンス・チームおよびインデッ

能性）問題にさらに対応するフューチャー・ワールド・フ

クス運用チームは、ESG指標に基づく企業のスコアリング

ァンドなどの戦略を通じて、社会にポジティブな影響を与

を行うための、ルール・ベースで透明性が高い、独自のス

えています。

コアリング手法を開発しました。これがLIGMスコアとして
算出され、各ビジネスエリアで活用されています。

ケーススタディ：テレビの将来
テクノロジーの急速な発展と人
口動態の変化により、テレビ業
界は転換期を迎えています。ネ
ットフリックスのようなサービ
スの成長に対抗する合併・買収
や、従来の有料テレビパッケー
Madeleine King、グ ジの衰退により、テレビ業界の
ローバル債券
多くの発行体のレバレッジは上
昇し、信用格付が悪化しています。当社の信用分析に
よると、新しい環境における戦略をすでに策定してい
るこれらのメディア通信企業のレバレッジはピークを
迎えており、スプレッドはプレミアムとなっています。
これに基づくと、当社はAT&Tに投資機会があると考え
ています。当社の分析に基づき、タイム・ワーナーの買
収資金を調達するために発行された債券は、その時点の
流通市場よりも魅力的なプレミアムで取引されていたと
の考えに至りました。

このスコアを活用し、スコアの高い企業に「偏重」し、ス
コアの低い企業を避ける株式および債券指数を設計してい
ます。これはフューチャー・ワールドのインデックス運用
に使用されています。 当社の分析によると、こうしたESG
を重視した指数は、比較可能なESGを考慮しない指数と同
様のリスク・リターン特性を提供しますが、炭素リスクへ
のエクスポージャーなど、ESG指数に対して大幅にアウト
パフォームしています。
LGIM ESGスコアは、当社の投資先へのエンゲージメント
や議決方法に関連しています。このプロセスを容易にする
ため、当社はスコアを公表し、その基準となる指標につい
て説明しています。これにより、企業は自身が健闘してい
る分野、改善すべき分野を正確に知ることができます。
当社のアプローチを用いると、様々な業界、地域、事業活
動において、長期的な視点に立つ投資家にとって極めて重

ケーススタディ：自動車の変革
電気自動車の興隆は、自動車業
界にとって数十年に一度の変革
を巻き起こしています。大半の
投資家は、トレンドに適応でき
ない従来の自動車メーカーは混
乱のリスクに直面し、利益は減
少すると予想しています。バッ
Shaunak Mazumber、
アクティブ株式運用 テリーコストが低下するにつ
れ、この脅威は高まっていま
す。当社では、バッテリーの容
量とコストは最終的には内燃エンジン並みになると予
想しています。それでも、当社の内部分析により、混
乱をすでに織り込み済みで、経営陣が電気自動車の発
売に明確な意欲を示している企業が見つかりました。
それは、ダイムラーです。当時のその後の詳細分析で
は、ダイムラーは魅力的なリスク・リターン特性を備
えた投資機会であることがわかりました。
インデックス運用におけるイノベーション
インデックス投資の爆発的な成長を鑑みると、インデック
ス投資家に付与された議決権を行使することがこれまで以
上に重要になっていると当社は考えています。時には多様
な情報源から入手したデータの集計や分析に革新的なアプ
ローチを採ることによって、企業の取締役会における当社

要であると当社が考えるESG要因において、企業内でポジ
ティブな変化をもたらすこともできます。当社は信頼性が
高く、数値化が可能で、一貫したデータが投資業界全体で
取得できる指標のみを選定しています。
スコアを改善するという動機を通じて、あらゆる企業の行
動を後押しすることによって、長期的には市場自体のパフ
ォーマンスの向上を支援できます。
アルファの機会
インデックスファンド運用におけるESG統合アプローチ
は、当社のアクティブ株式運用チームおよびグローバル債
券チームとの協働によって成り立っています。そのすべて
は当社のコーポレート・ガバナンスのスペシャリストがサ
ポートします。
これらのアクティブ運用チームは、投資先を選定する際、
その他の定性的情報や評価を取り入れ、ファンダメンタル
分析や年間2,000回を超える企業面談から情報を取得して
います。これを行う際には、検討するそれぞれの株式また
は債券に含まれるESGのリスクと機会を反映する、企業固
有・業界固有の重要な要因を重視します。このプロセスに
よって、債券および株式分析の中核的な要素となる当社の
アクティブ運用における「ESGビュー」が生まれます。

の議決権をフル活用しています。

ケーススタディは説明のみを目的としています。特定証券の参照は、ヒストリカルベースで行われており、LGIMポートフォリオがその証券を現在保有している、あるいは
将来保有することを意味するものではありません。上記の情報は、いかなる証券の売買も推奨するものではありません。
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このように、アクティブ運用におけるESGビューの策定に
は、セクターに関する専門性、企業のダイナミクスに関す
る深い見識、当社の運用資産の規模の大きさに依るところ
の企業に対するアクセスを活かすための専門チームが不可
欠です。ESGビューを企業分析に組み込むことは、お客様
をリスクから守り、長期的な運用成果の向上に寄与すると
考えています。
LGIMのマルチ・アセットファンドを運用する当社のアセッ
ト・アロケーションチームは、インデックスとアクティブの
両方の運用戦略を採用しています。そのため、ポートフォリ
オ内のリスクの管理、軽減を追求するにあたり、こうした分
野で行われるESG分析の恩恵を享受することができます。
た結果、光熱費が大幅に削減し、オフィススペース全体に
ESGに関する考察のインテグレーションは、アセット・ア

照明が行き渡り、ファンドのパフォーマンスが改善しまし

ロケーション・チームにとって投資意思決定の重要なツー

た。また、カーディフの4億ポンド規模の再生プロジェク

ルであると同時に、アクティブ株式運用チームおよびアク

トは、10,000人を超える新規雇用を生み出し、BBCウェー

ティブ債券運用チームの企業分析においても不可欠となっ

ルズの新本社や新しい政府機関のハブが移転する予定です。

ています。
責任投資を主流にする
リアル・アセットからの恩恵

それでは、責任投資は今後どのように展開するのでしょう

LGIMリアル・アセットが行う業務は、責任投資に対する当

か？

社のアプローチが社会と環境にポジティブで測定可能な影響
をどの程度与えているかを目に見える形で立証し、また長期

市場では、まだ体系的なESG統合は見受けられません。し

的な価値やパフォーマンスも生み出しています。

かし、投資家はこれらの要因が資産価格の決定に重要な役
割を果たすことを認識しつつあるため、責任投資は新たな

LGIMリアルアセットは、チームが資産を運用する投資家

常識になっていくと当社は考えています。

の一つであるL&Gグループと、「私たちが行うすべてのこ
とにおいて」経済的かつ社会的に有用になるという共通の

責任投資が主流になるにつれ、投資資金を企業に配分する

目的を掲げています。土地保有額が大きい英国最大手の企

ためにより高い基準を要求する投資家が増え、その資金を

業として、チームはESG要因を以下の方法で投資の意思

受け入れるためその基準を高める企業が増えるという好循

決定に組み入れて、これを達成できるよう努めています。

環が生まれる可能性が高いと言えます。

•

環境（E）: 資産の環境面の効率を改善する目標を掲げる、

当社はまた、ESG要因の検討は投資リターンを犠牲にする

クリーンエネルギーのインフラに投資する

必要はないとの認識が広まり、受託責任の基本的な部分と

•

社会（S）: コミュニティを再生し、経済成長を刺激する
都市部の再活性化プロジェクトを実行する、投資の社会
的価値を立証する

•

ガバナンス（G）: ステークホルダーや持続可能な調達、
責任投資にそぐわない企業を外す

みなす投資の意思決定者も増えていくと予想しています。
当社は、持続可能な長期リターンをクライアントに提供し、
世界が早急に必要としている実社会でのポジティブな変化
に貢献するために、責任投資の能力を拡充しており、今後
もこれを続けていきます。

実世界が受ける恩恵の例として、ロンドン中心部の資産に
エネルギー効率の高い暖房、水道、照明システムを導入し
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付録
LGIMは、以下のように定義される責任投資原則（PRI）に署名しています。

「責任投資とは、投資に対する一つのアプローチで、リスク管理を向上し、持続可能で長期的なリターンを生成するため、
環境、社会、ガバナンス（ESG）要因を投資決定に組み入れることを目的とする。」*
PRIは、この広義の定義は、投資リターンとモラルや倫理的なリターンを組み合わせる他の投資アプローチと類似していると
述べています。ただし、投資リターンを唯一の目的とする投資家も責任投資を目指すことができ、またそうすべきであるとも
述べています。それは、ESG要因を無視することは、クライアントや受益者に提供されるリターンに大きく影響するリスクや
機会を無視することになるためです。
*https://www.unpri.org/pri/what-is-responsible-investment

【ご注意】
本資料はプロフェッショナルな投資家およびその投資顧問の方による使用を意図して作成されました。本資料に含まれる情報の使用について、Legal
& General Investment Management Limitedまたは寄稿者は一切責任を負いません。具体的な状況に対処する際は、具体的なアドバイスを求めてくだ
さい。本書で表明されている見解は、必ずしもLegal & General Investment Management Limitedの見解であるとは限らず、Legal & General Investment
Management Limitedはそれに基づいて行動した場合もあれば、そうしなかった場合もあります。本資料は受領者への情報提供のみを目的としてお
り、特定の運用商品やサービスの提供、勧誘、推奨を目的としたものではありません。適用法で義務付けられるように、Legal & Generalはお客様と
の電話および電子的手段によるコミュニケーションおよび会話をすべて記録します。これがお客様自身の金融商品の取引の受諾となったり、または
受諾となる可能性があります。当該記録は5年間（金融行為規制機構（FCA）（または適宜その承継者）の要請により最大7年）保管され、お客様の
要求により提供されます。
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ー、録音を含むいかなる書式または手段によっても複製または送信することはできません。
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