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不動産証券

ESGを巡る環境の変化
コロナ禍の教訓を基盤とする実物資産と代替的インカム資産の統合

コロナ禍の影響

多くの企業は、長期的なレピュテーショ
ン（評判）や経済的な利益につながるこ
とを見据えて、すべてのステークホルダー

（利害関係者）を網羅するよう重点分野
を拡大してきました。

インテグレーションとエンゲージメント

当社の 4 段階のアプローチは、各セク
ターに関連する個別の ESG 要素を考慮
しながら、自社のリソースと規模を活用
して潜在的な価値を引き出し、リスクを
軽減しています。

ESGに関する運用会社の評価

ESG インテグレーション（ESG 評価の
投資意思決定プロセスへの組み込み）
手法は運用会社間で大きく異なり得るた
め、共通の重点分野を知ることで、投資
家はそれぞれの手法と重視度を区別する
ことができます。

世界的な衛生危機における各企業の対応を見ても、ESGへの取り組みが持続可能な企業の成長と株主価値の向上に有効
に機能し得るという認識が高まっています。本稿では、ESG分析がどのように不動産証券、インフラ株、天然資源株、ハイ
ブリッド証券およびコモディティにわたる当社の投資判断に影響を与えるかについて、専門家の視点から考察します。

ローレル・ダーキー、CFA、シニア・バイス・プレジデント、グローバル・米国不動産証券戦略ポートフォリオ・マネージャー
ラクエル・マクリーン、CFA、バイス・プレジデント、ハイブリッド証券戦略マネージング・リサーチ・アナリスト
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高まるステークホルダー重視の動き

ESGに影響を与える政府の対応

企業と投資家は、環境・社会・ガバナンス（ESG）要素が持続可能
なビジネスに不可欠であり、多くの場合、経営方針の変更や潜在
的リスクに対する意識の広がりに繋がり得ることを、ますます認識
するようになってきました。しかしながら、企業が好況期に構造改
革を行うことと、新型コロナウイルスの感染が拡大し企業が前例の
ない課題を抱えるなかで、コストのかかる対策を自発的に講じるこ
とは、明確に異なります。

言い換えるならば、今般のパンデミックはESGに関する企業の
ESGへの真の姿勢を明らかにしつつあります。また、包括的な
ESGへの枠組みは、ガバナンスと環境の要素ばかりでなく、健康、
安全、労働力の動態を含む企業の幅広い社会的影響を考慮しなけ
ればならないことも示しています。そのため、事業や投資における
焦点は、従業員、顧客、サプライヤー、地域社会を含むすべての
ステークホルダーをさらに考慮するよう変化し続けてきました。

ステークホルダーの福利を重視する企業は、景気回復期およびそ
れ以降も、経済的利益を得るとともに評判を高める可能性が高いと
考えます。従業員、顧客および地域社会を支援する措置を積極的
に講じる企業は、企業ブランドの評判、顧客のロイヤリティおよび
従業員の定着率を高める形で見返りを受ける傾向があります。一
方で、このようなESGへの取り組みが遅れている、それどころか
ステークホルダーをリスクにさらしていると見られる企業は、その
逆の傾向があります。

1 2020 年 7 月1日現在。出所：BNP パリバ。ソーシャルボンドは、社会にプラスの結果をもたらす特定の持続可能な開発目標に係る
資金調達のために発行されます。

コロナ禍によるESGの促進
ステークホルダーの福利がますます重視されるなかで、多くの企
業は、新型コロナウイルス感染防止対策およびその他の医療や不
平等に関する対策のための資金調達を支援するソーシャルボンドに
目を向けてきました。ソーシャルボンドの発行は、2017～2018
年に急増した気候・環境関連プロジェクトを対象とするグリーンボン
ドの発行1 も相まって、過去1年間で300%以上も増加しています。

コロナ禍の ESG への影響は、企業の対応だけに留まりません。な
ぜなら、政府による援助は、多くの場合、環境・社会に関する政策
目標と一致するように資金を利用する義務を伴うからです。例えば、
欧州において、欧州復興基金の 25% は気候変動対策に使われな
ければならず、航空会社に対する国の支援策は、二酸化炭素排出
量の削減目標を条件としています。また、自動車業界に対しては、
電気自動車を奨励する新たな補助金が含まれます。

ESG に関して既に先行している企業にとっては、ESG に重点を置
く政府の対応によって、将来さらに恩恵を受ける機会が得られるで
しょう。それと同時に、新型コロナウイルス関連の援助は、特に公
共サービスを提供するインフラ企業の場合、政治的介入のリスクを
高める可能性があります。場合によっては、その介入は経営効率を
構造的に低下させ、ガバナンス評価の低下に繋がるとともに、トー
タル・リターンにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。この
点は、リスクと投資機会の両方を評価する上で、ESG インテグレー
ションがいかに重要であるかを示唆しています。

コロナ禍は、企業がすべてのステークホルダーを重要視することによって、
自らの企業価値を示す機会を生み出しており、それは長期パフォーマンス
にプラスの影響を与えることができると考えます。
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企業の危機対応
多くの企業は、従業員の医療手当や在宅勤務制度の拡大、地域社会への援助、役員報酬カットによる雇用の保護など、積極的なコロナ対
策を講じています。その他の対応は、以下に記載するように、個別資産クラスごとに異なります。

業種 業界の対応 例

不動産 • テナントが財政刺激策を十分に活用するため
のリソース

• テナント救済基金
• 病院への予備スペースの提供
• 政令または市場主体の賃料支払繰延べ

Welltower ‒ 米国ヘルスケア・リート
• 個人用防護具（PPE）配給センターを設置し、手袋、フェイスマス
ク、ガウン、検査キットに500万ドル以上を支出

• 高齢者住居運営会社と新たに提携し、大学の医療専門家を活用
• 施設間の移動、スタッフのスクリーニング、安全・検査手順に関して
運営会社を指導

• 従業員を解雇することなく、主に役員報酬カットにより一般管理費
を1,500万ドル削減

インフラ企業 • 公益事業の顧客に対する柔軟な決済、資金援
助および遮断防止策

• 運輸会社と地方政府による一時的救済策
• 空港着陸料の引き下げ、スロット管理要件の
緩和、空港内店舗の賃料免除

• 第一線で活動する労働者に対する通行料免除

Enel ‒ イタリアの電力会社
• 世界中で新型コロナウイルス感染症による入院費を補償する新保
険を提供

• CEOの報酬方針を変更し、リモートワークに関連する目標を加え
るとともに、安全に関連する目標の比重を引き上げ

• 病院への院内備品、人工呼吸器および医薬品の購入、および患者
受け入れ能力増強のための寄付

• 隔離施設に転換した病院やホテルに電力料金の特別割引を実施
• 従業員が休日を同僚に贈与することを許可

天然資源会社 • 生産（特に食肉加工）自動化の加速
• 衛生管理の強化
• 施設内におけるソーシャル・ディスタンス
• 欠勤方針の緩和と隔離期間中の賃金手当
•
• 健康プログラムや新型コロナウイルス感染予
防と治療、中小企業救済のための地域社会へ
の寄付

現場労働者に対する「危険手当」

Maple Leaf Foods ‒ カナダの食品メーカー
• 体調不良の時は自宅に留まる文化を促進
• 従業員に通常の残業手当に加えて支援手当を支給
• 医療専門アドバイザーを採用し、対応計画を策定・実施
• 時差出勤を通じて密を軽減
• 従業員に対する新型コロナウイルス感染症の症状を積極的にスク
リーニング、感染対策を強化

• カナダ全域にわたり緊急食糧援助を行い、医療従事者に250万ドル
を寄付

ハイブリッド証券
発行体

• 銀行の個人融資先と企業融資先に対する支払
繰延べと信用供与

• 銀行による給与保護プログラム（Distribution
of Paycheck Protection Program）の給付支援

• 自動車保険および中小企業保険の契約者に対
する保険料の一部払い戻し

• 保険料の延滞および未納による補償解除の
一時停止

Liberty Mutual ‒ 米国の保険会社
• 中小企業事業主に対して保険料の15%を2カ月間払い戻し
• 個人自動車保険料の15%を2カ月間払い戻し、約2億5,000万ドル
を顧客に返却

• 個人自動車・住宅保険料の延滞および未納による補償解除を一時的
に停止

企業は積極的なコロナ対策の顕著な例としてコーヘン＆スティアーズが選別したものです。個別銘柄の参照は、特定銘柄の売買・保有に関する推奨・勧誘を目的としたものではなく、
投資助言として依拠するべきではありません。追加の開示事項については 14 ページをご覧ください。

2020年8月31日現在。 出所：各社報告書、コーヘン＆スティアーズ。
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ESGを巡る環境の変化

コーヘン＆スティアーズの卓越した投資へのコミットメントは、継続的な向上を目指す企業文化に根差しており、それには
ESGインテグレーションへのアプローチを含まれます。ESGインテグレーションとエンゲージメントへの当社独自のアプロー
チは、責任投資原則（PRI）において確立された枠組みと相まって、透明性の促進に寄与するとともに、より一貫した魅力
的なリスク調整後リターンをもたらす可能性を高めます。

コーヘン＆スティアーズのESGインテグレーション
およびエンゲージメントのプロセス

3.インテグレーション 
ESGスコアを投資判断
プロセスに組み入れ

2.評価 
独自のESGスコアを生成

1.特定 
セクター毎に関連する

ESG要素とウェイトを決定

4. エンゲージメント
洞察を高め、積極的な

エンゲージメントを通じて
改革を促進
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図1：ガバナンスと環境・社会方針との相関関係
不動産証券におけるコーヘン＆スティアーズのESGスコア
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2020 年7月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。
追加の開示事項については14 ページをご覧ください。

それぞれの資産クラスには、価値を引き出し実現するための異なる「核（Core）」となる要素が存在します。
例えば、不動産は資本配分を主体とするビジネスであるため、ガバナンスの重要性が高まります。対照的に、
天然資源株およびインフラ株の中の一部の業種は、安全な労働環境が人の生死を左右するため、オペレーショ
ンがより重視されます。

そのため、当社のプロセスの第 1 段階は、各資産クラス内の各セクターに最も関連する主要な E（環境）、S（社
会）、G（ガバナンス）の要素を特定することです。資産クラスに関する当社の広範な知識と外部リサーチに基
づき、各要素にセクター固有のウェイト付けを行うことによって、これらの要素を数値化します。ESG要素
の数値化にあたっては、ESGリサーチの主要プロバイダーであるMSCIから入手するデータを基に行ってお
ります。MSCIは当社が対象とする資産クラスにおける企業を幅広く網羅しており、当社独自の分析を上乗せ
するための出発点として優れていると見ています。

コーポレート・ガバナンスは、当社のファンダメンタル分析の中心となる傾向があります。なぜなら、強固
なガバナンスは業種に関わりなく、多くの場合、健全な環境（E）・社会（S）面における施策を講じるための
土台になると考えているからです。図1 に示されるように、当社が高いGスコアを付ける不動産会社は、E
要素とS要素についても高く評価される傾向があります。ガバナンスは持続可能なビジネスモデルを達成す
る上で重要な役割を果たすと考えているため、ガバナンスに付与されるウェイトは、通常、外部のESGプロ
バイダーと同等か、それ以上です。

１. ESG要素を特定し、資産クラス／セクター別にウェイトを付与
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ESGを巡る環境の変化

以下、主なガバナンス要素は、セクターおよび資産クラスを問わず広く適用される傾向があります。

(a) 環境面および社会面の要素は、ハイブリッド証券の最大の発行体である銀行と保険会社に関して示されています。金融セクター以外に関する要素は、不動産証券、インフ
ラ株および天然資源株の運用チームの評価に基づきます。追加の開示事項については14ページをご覧ください。

2020年 8月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。

●　　経営陣の質
●　　透明性
●　　締役会の構成、任期、刷新、配列
●　　株主の権利
●　　役員報酬
●　　監査およびリスク監視

●　　内部関係者／経営陣の自社株保有と株主構成
●　　システム上重要な財務リスク（ハイブリッド証券

およびインフラ株に固有）
●　　政治腐敗や不安定な政治・社会情勢（天然資源

株に固有）

環境 社会

不動産証券 • グリーン・ビルディング（環境配慮型建築）への機会
• エネルギー管理
• グリーンボンドの発行
廃棄物管理
水源および排水管理

•
•
• グリーン・リース

•
• ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（一体性）
テナントおよび従業員の健康とウェルネス（建物の安全性）

人的資本管理

•
• 地域社会への影響と関与

インフラ株
およびMLP

• 二酸化炭素排出量、関連する信用コスト
• グリーン電力供給に対する補助金、環境
政策・規制に対するリスク

•
• 原子力損害賠償責任
水不足、土地利用

•
• 顧客満足度評価、スタッフ研修プログラムおよびスポンサーシップ
人的資本管理

人的資本管理

人的資本管理

• サービスの中断、業務上の安全、従業員の事故率
•
•
顧客に対する資金支援の取り組み
データセキュリティ

天然資源株 • 二酸化炭素排出量
水不足、土地利用•

• 有害物排出と廃棄物管理
• クリーン技術における機会
• 原材料調達

•
• 従業員の健康と安全
• サプライチェーンの労働基準
• 地域社会と雇用関係
製品の安全性と品質•

• 発展途上国における複雑な政治的・社会的問題

ハイブリッド証券 (a) • 気候変動に対する脆弱性
環境への影響に係る資金調達•

•
• 個人情報とセキュリティ
金融商品の適切性•

• 責任投資

人権
労働環境

行政が行き届いていない市場への融資提供
• 健康保険や人口動態リスク
•

コモディティ • 気候変動
有限資源の希少性•

•
•
• 現地／土着コミュニティへの影響

図2：資産クラス別の主な環境・社会要素
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MSCI コーヘン＆スティアーズ(CNS)

ESGスコア 2.4 7.1

環境 MSCIは、EXRの保有物件の中でLEED認証を取
得した建物が少ないことを否定的に見て、EXRを
平均以下と評価しています。The Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) 
認証は、広く利用されている環境に配慮した建物
の評価制度です。

CNSは、貸倉庫を本来的にエネルギー消費量の少ない物件タイプと
見ておりますが、EXRの保有物件にはソーラーパネルの利用が多く、
LED照明や人感センサー付き照明の普及率が高く、水消費量も少な
いなど、EXRの環境への影響を最小化する取り組みを評価していま
す。

社会 MSCIは、多くの従業員に支払われる賃金が少な
いことを低く評価し、EXRを平均以下と評価し
ています。

MSCIは、主にEXRの取締役会の構成（EXRの創
業者が会長を務め、経営から独立していない）を
理由として、EXRを平均と評価しています。

CNSは、EXRが会長とCEOの役割を分離しており、株主が定款を改
正し、年次総会で役員報酬を承認することができるため、過剰な報
酬は懸念されないと判断しています。

CNSは、EXRを給与・手当において貸倉庫セクターのリーダーと見
ており、同社のダイバーシティ（多様性）の重視および大学学位の
取得を目指す従業員に対する授業料支援プログラムを評価していま
す。CNS独自のリサーチでは、EXRの文化、ブランドおよび業界内
の評判が平均を大きく上回っており、従業員の満足度が非常に高い
ことを示しています。

ガバナンス  

 

ケーススタディ：MSCIと異なる分析およびスコア

上記の要素を用いて、各企業について業種に応じた ESGスコアを生成します。MSCI の ESGスコアは
出発点として用いられ、アナリストは、独自のリサーチに基づき必要に応じてこれらのスコアを調整し
ます。これらの調整を行うためのリソースとして、その他の有名な ESG リサーチ・プロバイダー（ISS、
Sustainalytics、RobecoSAM）、セルサイドのリサーチ・レポート、企業の届出書、ブルームバーグの指標、
そしてスコアを決める最も重要なリソースである企業の経営陣との交流が挙げられます。ESGスコアは、通
常、四半期毎に評価されますが、重大な変化があった場合には必要に応じて調整されることもあり、状況に
応じて柔軟に対応しています。

当社独自のリサーチによる調整は、大規模なリサーチ体制および幅広い情報収集網を活用し、外部リサーチ
を増強することで、ESGインテグレーション・アプローチを差別化しています。そのため、アナリストは、企
業のより永続的な（一時的ではない）行動に着目し、外部リサーチを利用する際には必要に応じた適切な総
合的調整を加えることができます。

米国の大手貸倉庫リートである Extra Space Storage (EXR) は、MSCI によるESG 評価が相対的に低い一方、当社独自の分析
では MSCIと比較し遥かに高く評価しています。以下、当社のファンダメンタル・リサーチがどのように独自の ESGスコア算出に
寄与してきたかを示します。

２. 独自のESGスコアを生成

コーヘン＆スコアの不動産証券投資ユニバースのなかで、MSCIとコーヘン＆スティアーズの ESGスコアが最も乖離している企業を選別しました。個別銘柄の参照は、特定銘
柄の売買・保有に関する推奨・勧誘を目的としたものではなく、投資助言として依拠するべきではありません。追加の開示事項については14ページをご覧ください。

2020年6月30日現在。 出所：ファクトセット。
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ESGを巡る環境の変化

当社の運用チームは、ESGスコアを黙示的および明示的に投資意思決定プロセスに統合することによって、
ESG のリスクと投資機会をファンダメンタル・リサーチ・プロセスに組み込んでいます。資産クラスごとにバ
リュエーション分析のアプローチは本来的に異なるため、以下のように、資産クラス別に異なる方法で ESG
スコアを組み込んでいます。

３. ESGスコアの投資意思決定プロセスへの統合

2020年 8月31日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ。
追加の開示事項については14 ページをご覧ください。

不動産証券
インフラ株およびMLP
天然資源株

•

ハイブッド証券 • 低いESGスコアにプレミアム、高いスコアにディスカウントをつけ、
相対価値分析に反映

予想キャッシュフローと割引率を調整してESGリスクを反映

• 保有ウェイトに影響を与える可能性があり、一部の発行体は投資不可
とみなされる可能性がある

コモディティ • コモディティにESGの最良執行（現物受渡しを行わず、レアアースや
希少金属に投資しないなど）を適用し、適切に機能する市場を促進

図3：資産クラス別にカスタマイズするESGスコアの統合

コーヘン＆スティアーズの各運用チームは、資産クラスの
本来的な違いを考慮してESG分析を統合します。
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当社は、投資パフォーマンスの最適化に役立つと考える健全な ESG 原則を支持し、投資ユニバースに含ま
れる企業に対して積極的な権利行使およびエンゲージメントを行います。このエンゲージメントは、当該企業
の ESG への取り組みを支え、影響を与え、または変化を促進させるために投資先企業と対話を行う枠組み
を提供するため、当社のファンダメンタル・リサーチに不可欠な要素であり、またこれは、投資先企業の経
済的価値を保持や成長に重大な影響を与え得ると考えています。

当社のエンゲージメント・プロセスには、主に以下の 4 つの構成要素があります。

この継続的なエンゲージメントは、当社がリスクと投資機会を把握するとともに、当社独自のバリュエーショ
ンを調整して、精緻な投資判断を下すことに役立ちます。さらに当社は、エンゲージメントを活用して、企
業が透明性や情報開示の点で改善するとともに、より適切な経営判断を下すよう促します。これらの対話は、
財務・業績を向上させ、レピュテーション・リスクを軽減し、長期的な株主利益を向上させることができる戦
略的な経営判断に繋がると考えています。

４. 企業へのエンゲージメントによって洞察を高めるとともに、改革を促進

個別の
エンゲージメント

エンゲージメントの最も基本的な方法は、経営陣または取締役会との直接対話で
す。これは当社の持株比率が高い場合、特に有効なツールとなり得ます。

議決権行使 当社は、外部委託先ではなく当社の運用プロフェッショナルこそが投資先企業に
関する最良の知見を持ち、顧客に代わり議決権行使を行う最適な立場にあるとい
う見方に基づいて、議決権行使を積極的に行っています。議決権行使の決定は、
ESG要素を考慮し、顧客の長期的な経済的利益を保護するよう努めます。

協調的
エンゲージメント

法規制で認められていることが前提になりますが、場合によっては、企業がすべて
の株主の権利を保護し、またそれがどのようにすべてのステークホルダーに影響
を与え得るかを検討するため、他の投資家やステークホルダーと協調することもあ
ります。

業界への働きかけ 企業がESGに関する業界レベルの最良執行を採用するよう促すために、当社は
以下を含む業界の取り組みやグループと協働します。

• 責任投資原則（2013年に署名）
• GRESB (旧「Global Real Estate Sustainability Benchmark」、現在はイン
フラも対象とする国際機関）

• European Public Real Estate Reporting & Accounting Committee 

これら業界における取組みとの連携は、同業他社や業界のリーダー企業とESGに
関する事項を議論し、評価することを可能にします。
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潜在的なリスクの特定

2018 年初、保有していた刑務所リートについて、当社の分析により経営方針、資金調達およびビジネスモ
デルの面で ESGスコアを引き下げた結果、保有していたポジションをすべて売却しました。2018 年初から
2020 年半ばまで、同グループの累積リターンは、広範な米国リート市場を 22.4%下回りました。現在は、
これらのリートを投資不可と見ています。

前向きな投資見通しの確信度を向上

2017年、当社のリサーチによって、ファンダメンタルズが強固で、サステナビリティに特化したユニークな部
門を持つ香港の不動産開発会社への投資機会を見出しました。過去数年にわたり、同社は ESG の取り組みを
大幅に強化し、2030 年までに当該分野でグローバルな業界のリーダーになるという目標を掲げてきました。
同社がどのように開発業務においてサステナビリティに配慮し、関連するリスクを軽減しているかについて理
解を深めたことは、当社の投資判断や見通しに確実に寄与しました。

投資見通しの引き下げ

2019 年、当社はカナダの天然資源会社に、債務返済を増やし、株主への資本還元を拡大するよう要望を伝
えました。同社は、この要望に反し、余剰資金を用いて大規模な非中核資産を取得しました。当社は、資本
構造と資産配分の魅力度低下を投資見通しに織り込み、また同社の同業他社より高い債務水準を反映し、アッ
プサイド／ダウンサイドの基本シナリオを引き下げました。これまでの前向きな投資見通しを引き下げ、アク
ティブ・ウェイトを削減した後、最終的にはすべてのポジションを解消しました。

報酬と株主利益の一致

2019 年、当社は米国の通信塔リートに対し、長期インセンティブ報酬について協議しました。同社のインセ
ンティブ報酬は、3 分の１を未投資の制限株式、3 分の2をストック・オプションとするものでしたが、当社は
報酬をより適切に株主の利益と一致させるため、長期業績基準の報酬制度が望ましい旨を提言しました。同
社は報酬制度において、2020 年からストック・オプションを除外し、総株主利益に基づく業績目標を取り入
れました。

より持続可能な配当政策の導入

2019 年、ショッピングモール・リートに対し、フリー・キャッシュフローを超える額の配当を行う配当政策
を全面的に変更するよう勧めました。またバランスシート強化のため、開発・再開発投資を制限する助言も行
いました。配当政策に関する推奨は、コロナ禍に対応して2020 年に実施され、設備投資費用も削減されま
した。

ESGインテグレーションおよびエンゲージメントの実践：ポートフォリオにおける事例

責任投資原則へのコミットメントと当社独自の ESGインテグレー
ションは、透明性の向上および投資候補企業に対するエンゲージ
メントの促進に役立ちます。
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●　　ESG 要素がどのように特定され、超過収益の源泉としてアクティブ・ポジションに組み込まれているかを
レビュー

●　　各資産クラスにおけるチーム・メンバーの専門知識に加え、データの出所と拡張性を評価
●　　ESG 主導の見通しが、全体および個別の資産クラスの両方において、どのようにポートフォリオの構築に

組み込まれているかを評価
●　　想定投資期間が、ESG の観点からの見通しを反映できるものになっているか否かを検証
●　　ESG インテグレーション、エンゲージメント活動および透明性に対する企業レベルのサポートを評価

●　　企業の株主構成と取締役会の構成をレビュー
●　　経営幹部、運用チーム、すべての従業員と候補者にわたるダイバーシティ（多様性）を検証
●　　ESG専門の担当者または ESG 委員会が整備されているか否かを検証
●　　PRI など業界団体への参加をレビュー

これらの分野を評価することによって、投資家は、ESGがどのように投資判断に取り入れられ、どのように組
織自体に反映されているかを含め、運用会社の ESGに関する哲学およびプロセスへの理解を深めることがで
きます。

当社の運用チームの規模と豊富な経験、そして企
業との密接かつ頻繁な関わりは、経営戦略に対す
る理解を深め、MSCI やその他の第三者リサーチ
機関の調査範囲を超えた、幅広く重大な ESG 要
素を評価することを可能にします。

上場実物資産および代替的インカム資産において
リーダー的な立場である当社は、現在投資してい
るか否かを問わず、企業へエンゲージメントを行う
際に、発言力と影響力を発揮しています。これは
当社の ESG 推進活動の効果を最大化する一助と
なると考えています。

●　　運用会社が改善を促し、リスクを軽減するため、（投資アプローチに沿った）議決権行使を通じて積極的
なエンゲージメントを行っているか否かを評価

●　　運用会社がいかに投資先企業と協働してESG 方針を改善しているかを評価

コーヘン＆スティアーズのESGアプローチの優位性

運用会社の投資インテグレーションの度合い

企業レベルでのESG方針の確立

リソース 規模

積極的な株主行動およびエンゲージメントの方法

資産運用会社におけるESG評価方法は多岐にわたっています。大手コンサルタント会社11社のレビューに基づき、これら
の共通点を見出し、ESGに関して運用会社を評価する際のヒントを提供します。

運用会社のESGアプローチを評価
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●　　教育は、個々の違いがいかに当社を堅強にし、的を絞ったアプローチに貢献し得るかという認識を促進し
ます。

●　　リーダーシップ（経営陣）は、ダイバーシティを反映させながらも、コーヘン＆スティアーズにおける一体性
を醸成する役割を担います。

●　　採用戦略は、卓越性を追求して、マイノリティ・グループの入社機会を提供します。
●　　エンゲージメントは、従業員主体のリソース・グループが主導し、会社全体で企業および地域社会の課題

への対応に取り組みます。

当社は、健全な ESG 活動に取り組む企業ほど長期的な成長を持続させることができると考えていることから、
当社自身についてもESG の実践に責任を負うよう努めています。これは一貫した投資パフォーマンスをもたら
し、優秀な人材を惹きつけ、顧客との信頼関係を築き、コーヘン＆スティアーズの株主の皆様の価値を高める
ために不可欠であると考えています。

当社は設立以来、積極的に事案に関与する独立した取締役会を持ち、シニア・リーダーの報酬を顧客の利益
と一致させ、最高のコンプライアンス基準を実施することにより、コーポレート・ガバナンスの模範となるよ
う努めてきました。前述のとおり、強固なガバナンスは、健全な環境（E）・社会（S）面での方針を策定するこ
とに役立つと考えます。

当社では、組織全体にわたり連携したアプローチを提供すべく、ESG 運営委員会を設置しています。同委員
会には、社内の主要部門から主要な関係者が参加し、世界中の顧客ニーズを満たすことのできる体制を構築
しています。また、同委員会は、ESG の取り組みを打ち出し、優先順位付けを行うとともに、ESGに関連し
た特化分野として、ESG 投資、プロダクト戦略および会社としての考慮事項の 3 つの小委員会を監督します。

ESG 投資委員会は、ESG 要素をリサーチ・プロセスに適切に統合するために各個別運用戦略チームをサポー
トします。また、同委員会は、エンゲージメントの記録と報告を継続的に実施し、追加の ESGリサーチやデー
タの必要性を判断します。

コーヘン＆スティアーズは、多様な経歴と人生経験を持つ従業員を尊重し受容するインクルージョン（一体性）
の文化を通じて、卓越性を追求することにコミットしています。このダイバーシティ（多様性）は、お客様の利
益に資するより良い投資判断を下すための貴重な視点をもたらすと考えています。当社の経営陣は、当社の規
律ある投資プロセスと同様に、当社の文化を維持・向上することに専念しています。

ダイバーシティとインクルージョンを促進するための当社の戦略は、以下の 4 つの柱で構成されています。

有言実行：コーヘン＆スティアーズにおけるESGへの取り組み

「卓越性とインクルージョン（一体性）を重んじる文化は、当社の社員
  がより良い判断を下し、お客様のために成果を上げる最適な環境を生み
  出すと考えます。」

–ロバート・スティアーズ、コーヘン＆スティアーズCEO
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まとめ
パンデミックという 2020 年に生じた世界的な出来事は、ESG 要素への注目をさらに集め、新たな側面を加
えるとともに、企業のステークホルダーに対するコミットメント、特に社会的インパクトのある行動に関するス
トレステストとしての役割を果たしています。この分野で積極的かつ能動的な措置を講じている企業は、コロ
ナ禍の混乱期、そしてその後も、事業継続性の強化およびレピュテーションの向上による恩恵を受ける可能
性が高いと見ています。

今般のコロナ禍という環境は、これまでにない新しい環境である一方で、証券の期待トータル・リターンに対
する ESG 要素の重要性は、新しいテーマではありません。だからこそ、ESGの観点は、長年にわたり、当社
の証券分析に不可欠な要素となってきました。当社のアプローチは、各資産クラスの特殊性を考慮した見通し
や相対的なバリュエーション・ランキングへの ESG 観点の統合に加え、積極的な株主行動および業界への働
きかけを通じた継続的なエンゲージメントを含んでいます。

これらの取り組みは、ESG の最良執行の導入を拡大すると同時に、投資家の皆さまにより良好なリスク調整
後リターンをもたらすことができると考えています。

ローレル・ダーキー、CFA、シニア・バイス・プレジデント、グローバルおよび米国不動産証券戦略のポートフォリ
オ・マネージャー。コーヘン＆スティアーズの ESG 投資委員会のメンバーを務め、18 年の投資経験を持つ。2007
年に入社する以前は、シティグループで複数の役職に就き、コーポレート・グローバル・ペンション・インベストメント・
グループ在籍時には不動産運用部門内で不動産ヘッジファンドの立ち上げを主導。シティグループ入社以前は、アー
サー・アンダーソンにてアナリスト。テュレーン大学より学士号を取得。ニューヨーク拠点に在籍。

ラクエル・マクリーン、CFA、バイス・プレジデント、世界各地の保険会社およびアジアの銀行を専門とするマネー
ジング・リサーチ・アナリスト。コーヘン＆スティアーズの ESG 投資委員会の委員長を務め、12年の投資経験を持
つ。2009 年に入社以前は、メリルリンチで中小型株銀行を専門とする株式アナリスト。ビラノバ大学より経済学の
学士号と金融学の学士号を取得。ニューヨーク拠点に在籍。

著者について
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重要な開示事項

当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン＆スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料中の記
載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資の助言を目的と
したものではなく、コーヘン＆スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するものではありません。

不動産証券の投資リスク：不動産証券への投資に伴うリスクは、不動産への直接投資に伴うリスクと同様に、経済、法律、政治または技術の動向に起因する空室の増加や賃料の
低下による物件価値の下落、流動性不足、限定的な分散および金利の変化や景気後退など特定の経済的要因に対する感応度を含みます。

グローバル・インフラ証券の投資リスク：グローバル・インフラ証券への投資は、グローバル・インフラ企業を主たる対象としない投資より、グローバル・インフラ企業に影響を与
える経済の悪化や規制強化による影響を受けやすいと予想されます。インフラ企業は、様々な政府当局による規制の対象となる可能性があり、顧客に課す料金に対する政府の規制、
業務上またはその他の災害、関税、税法、規制方針および会計基準の変更から影響を受ける可能性もあります。

外国証券の投資リスク：外国証券は、通貨変動、相対的に低い流動性、政治および経済の不確実性、会計基準の違いを含む特別なリスクを伴います。一部の国際証券は中小企
業の発行した証券の可能性があり、大企業の発行した証券より価格変動の影響を受けやすく、流動性が低い可能性があります。

MLP 証券の投資リスク：MLPへの投資は、普通株式など企業の出資証券への類似する投資とは異なるリスクを伴います。MLPが発行した出資証券の保有者には、通常、リミテッ
ド・パートナーシップにおいてリミテッド・パートナーに与えられる権利があります。企業の普通株主と比べると、当該出資証券の保有者は、パートナーシップに影響を与える事項に
対する統制権が相対的に限られ、議決権が限定的です。MLPの出資持分への投資は、一定の税務リスクを伴います。加えて、MLPの普通持分保有者、劣後持分保有者およびジェ
ネラル・パートナーまたはマネージング・メンバーの間に利益相反が存在する可能性があります。例えば、報酬分配の結果として利益相反が生じる可能性があります。

コモディティの投資リスク：コモディティ連動デリバティブ商品への投資は、特に商品がレバレッジを伴う場合、伝統的な証券への投資より激しい変動に見舞われる可能
性があります。コモディティ連動デリバティブ商品の価値は、市場全体の変動、コモディティ指数のボラティリティ、金利の変化、または干ばつ、洪水、天候、家畜の病気、
禁輸、関税、国際経済・政治・規制動向など特定の業種やコモディティに影響を与える要因から影響を受ける可能性があります。デリバティブの利用は、伝統的な証券へ
の直接投資に伴うリスクとは異なるリスクをもたらすとともに、より大きなリスクをもたらす可能性があります。そのリスクには、市場リスク、信用リスク、カウンターパー
ティ・リスク、レバレッジ・リスク、流動性リスク等があります。デリバティブの利用は、裏付けとなる資産、指数もしくは金利の価格または価値の逆の変動のために損失
が生じることがあり、デリバティブの特性により損失が増幅される可能性があります。

先物取引は変動が激しく、レバレッジが高く、流動性が低い可能性があります。コモディティ先物契約およびコモディティ先物オプション契約への投資は、価格の変動性
が高く、価格が急激かつ大幅に変動する場合があります。当該投資は大きな損失を被る可能性があります。オプション戦略が成功する保証はありません。コモディティ先
物オプション契約の利用は、リスク調整後トータル・リターンを高めるためのものです。ただし、オプションの利用は、相場下落に対する保護を全くまたは一部しかもた
らさない可能性があります。コモディティ先物契約のリターンは、売買するオプションの基準となるコモディティまたは指数のパフォーマンスに連動しない可能性があり、
このベーシス・リスクは、全体のリターンを低下させる可能性があります。

天然資源株の投資リスク：天然資源会社が発行した証券の市場価値は、自然現象、インフレ圧力、国際政治など数多くの要因により影響を受ける可能性があります。

ハイブリッド証券の投資リスク：いかなる市場への投資も投資家にリスクを負わせます。総じて、ハイブリッド証券への投資に伴うリスクは、債券への投資に伴うリスクと
同様に、信用リスクや金利リスクを含みます。ほぼすべてのハイブリッド証券は、発行体にコール・オプションがあるため、コール・リスクおよび再投資リスクも重要な考
慮事項です。加えて、投資家は、分配金の繰延べや停止など株式に類似するリスク、債券やその他のシニア債務に対する劣後リスク、議決権が限られる相対的に高いコー
ポレート・ガバナンス・リスクに直面します。投機的格付け証券または同等の無格付け証券は、通常、相対的に大きい価格変動および元利金の損失リスクを伴い、格付
けの高い証券より実際または予想される逆の経済環境や業界の競争状況の影響を受けやすい可能性があります。ベンチマークは、投機的格付けの証券を含まない可能
性があります。

コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネージメント・インク（コーヘン＆スティアーズ）は、企業退職制度、公的および組合退職制度、基金、財団および投資信託向けに
投資運用サービスを提供する登録投資顧問会社です。コーヘン＆スティアーズ UKリミテッドは、英国の金融行為監督機構による承認および規制を受けています（FRN 
458459）コーヘン＆スティアーズ・アジア・リミテッドは、香港証券先物委員会による承認および規制を受けています（ALZ367）。コーヘン＆スティアーズ・ジャパン
株式会社は、登録金融商品取引業者（投資助言・代理業および投資運用業について金融庁に登録、関東財務局長（金商）第 3157 号）であり、日本投資顧問業協会の会
員です。コーヘン＆スティアーズ・アイルランド・リミテッドは、アイルランド中央銀行による規制を受けています（No. C188319）。

中東の読者への注記：当資料は情報提供のみを目的としています。当資料は、いかなる商品、戦略またはその他のサービスについても、いかなる営業活動、発行もしく
は売却の提案、または申し込みもしくは購入の勧誘もしくは募集を行うものではなく、当資料または当資料の配布の事実は、それに起因するいかなる契約の基盤になる
ものではなく、契約に関連して依拠すべきではありません。本資料の受領者が商品、戦略その他のサービスに関する追加情報の受領を望む場合は、書面による具体的な
要請を行わなければなりません。
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米国

ニューヨーク本社

280 Park Avenue, 10th Floor
New York, New York 10017
電話	 ＋１	212	832	3232
Fax	 ＋１	212	832	3622

欧州

ロンドン
コーヘン＆スティアーズ・UK リミテッド

50 Pall Mall, 7th Floor
London SW1Y 5JH
United Kingdom
電話	 +44	207	460	6350

アジア太平洋

香港
コーヘン＆スティアーズ・アジア・リミテッド

Suites 1201–02, Champion Tower
3 Garden Road
Central, Hong Kong
電話	 +852	3667	0080

ダブリン
コーヘン＆スティアーズ・アイルランド・リミテッド

77 Sir John Rogerson’s Quay, Block C 
Grand Canal Docklands, Dublin 2
D02 VK60, Ireland
電話	 +353	1	592	1780

東京
コーヘン＆スティアーズ・ジャパン株式会社

100-6216
東京都千代田区丸の内 1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス16 階
電話	 +81	3	4530	4710

コーヘン＆スティアーズでは、世界中の投資機会を捉えるためには各地域の専門
市場に関する実地の知識と知見が必要であると考え、以下の拠点を通じてグロー
バルな事業展開を行っています。


