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1モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

エグゼクティブ・サマリー
エンゲージメントおよびサステナビリティに関する提言は、債券発行体にポジティブな変化を 
促し潜在的なアルファ獲得の機会を捉える上でますます重要な手段になっています。私たち
はアクティブ債券投資家として、様々な債券発行体へのアクセスを活用する義務があるだけ
でなく、環境・社会にプラスの成果をもたらすための資本投下に際し、これらの発行体がプ
ロセスと慣行をいかに改善できるかについての期待を表明する義務があると考えています。

私たち債券運用チームは投資対象とする様々な資産クラスの発行体とのエンゲージメントを
継続的に行っています。過去 12カ月間 1に環境・社会・ガバナンス（ESG）に焦点を当てた
エンゲージメントのためのミーティングを145回実施し、そのうちの4分の3は炭素集約型
産業と金融機関を対象としたものでした。また、私たちはこれらを行動に反映させます。すな
わち、エンゲージメントのほぼ3分の 1が私たちの投資戦略に影響を与え、結果的に新規案
件への投資、新発債への投資見送り、既存のエクスポージャー削減につながりました。

図表 1
重点テーマへのフォーカス：脱炭素化と気候変動への対応は依然として最も頻繁に取り上げられるテーマ2

数字で示す年間エンゲージメント

働きがいのある人間らしい仕事、 
安定した仕事  
－ 12%

• 人権の監視
• 従業員の満足度
• サプライチェーン管理

1ﾠ2021年7月 1日から2022年6月30日までの12カ月間に実施したエンゲージメントを指します。「MSIM」とは一般にモルガン・スタンレーの企業グループに
属する各登録済み投資アドバイザーを含みます。但し、別途記載のない限り、当資料におけるMSIMと「債券運用チーム」への言及は、モルガン・スタンレーが
2021年3月 1日に買収したイートン・バンス・マネジメント、カルバート・リサーチ・アンド・マネジメント、アトランタ・キャピタル・マネジメント・カンパニー、パラ
メトリック・ポートフォリオ・アソシエイツを含みません。
2ﾠ運用チームは通常、エンゲージメントにおいて環境、社会、ガバナンスを柱とする複数のテーマに取り組んでいます。

レポーティング＆情報開示  
－ 2%

• 業界標準に沿った 
開示レベルの強化

• サステナブルボンドの 
影響に関する報告

コーポレート・ガバナンス  
－ 15%

• サステナビリティ 
連動型の役員報酬

• サステナビリティに 
関する不祥事の是正

ダイバーシティとインクルージョン  
－ 18%

• 取締役会の多様性
• コミュニティへの働きかけ
と帰属意識

• 中小企業の資金調達

脱炭素化と気候変動への取り組み  
－ 38%

• 科学的根拠に基づく 
排出量削減目標

• 炭素排出量の測定と報告
• 化石燃料の段階的縮小

循環型経済と廃棄物削減  
－ 15%

• プラスチックを使用しない
パッケージング

• バリューチェーン全体に 
わたるリサイクル

• 生物多様性への取り組み
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2020年にモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
（MSIM）債券運用チーム（以下、「私たち」または「当チーム」）は 
エンゲージメント活動の仕組み、ならびに以下のサステナビリティ重点
テーマを定めたESGエンゲージメント戦略を策定しました。

• 脱炭素化と気候変動への取り組み

• 循環型経済と廃棄物削減

• ダイバーシティとインクルージョン

• 働きがいのある人間らしい仕事、安定した仕事

• コーポレート・ガバナンスとレポーティング慣行 
 （部門横断的なテーマ）

当報告年には、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）3が第6次評
価報告書 4で3つの作業部会報告を発表しました。直近の報告では、 
気候変動の緩和に関する現在の進捗状況を把握し、各国の気候変動
に関する誓約の妥当性を評価し、世界経済を1.5℃シナリオ（産業革命
前と比較した世界の気温上昇幅を1.5℃に抑える）に沿った軌道に乗せ
ることの緊急性を繰り返し表明しました。

こうした進展に合わせ、今年のテーマ別内訳は昨年と同系列のもの
を維持し、エンゲージメントの半分以上において環境関連のリスクと 
機会に焦点を当てました。ミーティングの大半は、企業の科学的根拠
に基づく排出量削減の設定とエネルギー効率の高い技術への投資に
重点を置いたものとなりました。また、循環型経済の中で自然資本
を効果的に管理するビジネスモデルの推進についても、さらに戦略的
な重点を置きました。2022年上半期は、特にアグリビジネス・セク
ターや食品＆飲料セクターの企業を対象に、森林破壊、川上サプライ
チェーンの監査、土地紛争管理などのテーマを中心とした生物多様性
というテーマへの取り組みを強化しました。2021年6月の自然関連財
務情報開示タスクフォース（TNFD）5の立ち上げを受けて、私たちも生
物多様性に対する期限を定めた取り組みを、関連するサステナビリティ

戦略やグリーン・ファイナンスの枠組みに盛り込むことを検討するよう、
企業に対して働きかけました。

私たちのエンゲージメント戦略では、優れたガバナンスの実践に関す
る評価が引き続き重要な役割を果たしています。債券投資家である 
当チームは、株式運用チームのように議決権を行使する権利は有して
いませんが、株式発行よりも頻度の高い傾向にある債券発行を通じて
企業や他の組織の経営幹部に直接アクセスすることができます。これ
により、企業行動、企業倫理、サステナビリティに関連する情報開示に
おいて、私たちがベストプラクティスとみなすものを提言することがで
きます。また、債券発行体がどの程度優れたガバナンスを実践してい
るかを評価することも可能で、こうした実践が環境・社会問題の管理・
監督にどの程度影響を与えているかについて、通常の信用分析とサス
テナビリティ評価の両面で情報を得ることが出来ています。

図表 2
的を絞ったアプローチ：エンゲージメントの4分の3
以上は、ESGの出遅れ組や改善組6が対象で、 
各社のモメンタム7を特定するためのものだった

ESG出遅れ組 ESG改善組 ESG先行組

ネガティブ・
モメンタム 中立モメンタム

ポジティブ・
モメンタム

44% 32% 24%

8% 52% 40%

3ﾠIPCCはジュネーブに拠点を置く国連の政府間機関で、人間活動に起因する気候変動に関する知識を向上させる責任を担っています。
4ﾠSixth Assessment Report ― IPCC, 2022年
5ﾠ 自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）は金融サービス、企業部門、市場サービス企業を代表する34名の上級幹部で構成されています。 

https://tnfd.global/
6ﾠ 先行組、出遅れ組、改善組はMSIM独自のESGスコアリング・システムを通じて決定されます。ESG先行組には、ESGスコア上位30%以内の発行体が含まれます。

ESG改善組には、ESGスコア上位30%から70%の間の発行体が、ESG出遅れ組には、ESGスコア下位30%以内の発行体ならびにESGスコア未採点の発行体が
含まれます。

7ﾠ モメンタムとは、発行体が全般的なサステナビリティ・パフォーマンスを改善させるための計画策定または行動を近々に開始する証拠をどの程度提示できるか、ある
いは特定の環境・社会的懸念に対する目標を設定しているか否かを示すものです。詳細は当資料の「重要な結果」のセクションをご覧ください。第三者のウェブサ
イトへのリンクは、情報提供のみを目的として掲載されています。モルガン・スタンレーは、当該ウェブサイト上で提供されているコンテンツを審査しておらず、
同コンテンツについていかなる保証も行うことはなく、またいかなる責任も負いません。

https://www.morganstanley.com/im/en-jp/japanese-investor/insights/articles/msim-fixed-income-engagement-strategy-integrated-insightful-influential.html
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
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図表 3
エンゲージメント・パイプラインの基準：

対象分野 理由

ポートフォリオ全体における 
保有債券の規模

同一発行体の債券を大量に保有する場合や複数保有する場合には、ポジションを活用してより良い 
サステナビリティの成果を得ることを目指します。債券投資家として議決権を行使することはできませんが、
資金配分比率の高い発行体に焦点を当てることで、ポジティブな変化が起こる可能性を高めることが 
できます。

ESGスコアの出遅れ組 当チーム独自のESGスコアリング・モデルでスコアの低い発行体には、サステナビリティの手順に則り 
レッドフラッグ（赤信号）を提示し、特定のファンドの投資対象から外す可能性があります。その場合、 
私たちはサステナビリティに関する広範な専門知識を通じて、低スコアを改善できるように 
ベストプラクティスに関する提言を行います。これにより、スコアの改善（ひいては、見返りが得られる 
ポジティブなサステナビリティ・モメンタム）が期待され、それに伴い当該企業の債券に投資する可能性が 
生まれます。

高水準の炭素排出量 スコープ 1、2、3 9で炭素排出量の多い発行体を対象とし、各社の脱炭素化目標にこれらの排出量を包含する
よう促しています。そうすることで、現時点の排出量のみに基づいて投資対象を排除するやり方に代わり、 
改善に向けて信頼できるステップを踏んでいる発行体と、出遅れている発行体とを区別することを目指して
います。

MSIMの重点テーマに関連するSDGsと 
事業運営の大きな乖離

MSIMの重点テーマは私たちのエンゲージメントの指針です。こうしたテーマやそれに関連する国連の持続
可能な開発目標（SDGs）10と発行体の事業運営との大きな乖離は、持続可能な開発に関わる問題が適切に
対処されていないことを示しています。

国連グローバル・コンパクト違反や 
広範なガバナンスの問題などの 
重大な論争

人権基準違反や企業倫理の問題などの論争は、ガバナンスがうまく機能していないことを示すものです。 
私たちは、発行体がビジネスの持続可能性を高めるために国際的な原則を順守することを促すことを目的 
として、改善計画の評価に関与することを目指しています。

重点テーマと並行して、企業固有のガバナンスに関する懸念やサステ
ナビリティ関連の訴訟など、ESGに関する固有の問題を抱える発行
体を対象とするほか、重大なサステナビリティ・リスクに関係があると 
みなすセクターも対象としています。

当チームはミーティングやフォローアップを予定している発行体の 
「エンゲージメント・パイプライン」を毎年特定しています。このリス
トは投資適格社債、ハイイールド社債、エマージング債の保有銘柄を 
含み、下記の表に記載した明確な基準に従って決定されます。

ミーティングの大半は、ESGの「出遅れ組」、ESG未評価企業、ESG 
「改善組」との間で行われました（合わせると、エンゲージメントの 
4分の3超を占めました）。私たちの狙いは、サステナビリティ基準や
訴訟における重大なギャップの解消を促進・加速させ、調査を補完
するための情報を収集し、さらにはある環境・社会的なファクターが 
市場でまだ評価されていないものの、そのようなファクターが重大で
ある場合に、アルファ創出の機会をもたらす企業を特定することにあり 
ます8。また、専業企業やグリーンボンド/サステナブルボンドを頻繁に
発行する企業など、ESG「先行組」へのエンゲージメントを継続する 
ことで、ベストプラクティスに関する知識を高め、最終的にこの知識を
他のプレイヤーと共有することによって、業界標準の底上げに役立てる
ことができます。

8ﾠ責任投資原則（PRI）: https://www.unpri.org/showcasing-leadership/esg-improvers-an-alpha-enhancing-factor/8867.article
9ﾠ スコープ1は、企業が所有または支配する排出源からの直接的な排出量を指します。スコープ2は、購入または取得した電気、蒸気、熱、冷却からの排出量を
指します。スコープ3は、企業のバリューチェーン内で発生する他の全ての間接的な排出量を含みます。出所：温室効果ガス（GHG）プロトコル。

10ﾠ 本書の内容は国連の承認を受けているものではなく、国連やその職員、加盟国の見解を反映したものではありません。「持続可能な開発目標」の詳細について
は、「 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 」をご覧ください。
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2021 – 2022年のハイライト
セクター・フォーカス

公益事業、エネルギー、金融機関。公正な移行を促す取り組みの 
一環として、気候への影響を緩和し、気候変動への適応と行動を促
す上で明確な役割を担うセクターとの関わりを模索しています。報告
期間においてエンゲージメントのほぼ3分の1を占めた公益事業やエ
ネルギーなどのセクターは、ネットゼロへの移行を推進する中核的な 
存在であると考えています。金融と並んで公益事業も、グリーンボンド
発行体の半分以上を占めています 11。こうした中で、サステナブル債券
ポートフォリオの一部をネットゼロへの軌道に乗せるに当たり、これら 
のセクターとの関わりを強め、発行体の包括的なサステナビリティ戦略
に迅速に対応できるサステナブル・ファイナンスの枠組みを推進してい
ます。

自動車、輸送。前回の債券エンゲージメント・レポートでは、自動車 
産業の脱炭素化に焦点を当て、EUの「Fit for 55 Package」を通じ
て当セクターに関連する規制が進展していることを取り上げました。 
脱炭素化関連の規制がEUを超えて拡大していること（例：カリフォル
ニア州において2035年までにガソリン車の新車販売を禁止するという
最近の動き）12を背景に、サステナビリティは引き続き自動車メーカー
の戦略的課題の最前線に位置しています。

2021年 11月の国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）
の開催後、特に大手自動車メーカーが2035年までに自動車販売をゼロ 
エミッション車に限定するとの公約に署名していない13ことを踏まえ、 
私たちは自動車メーカーとのエンゲージメントを継続しました。脱炭

素化のプロセスやダイバーシティ＆インクルージョンの実践といった
テーマに引き続き重点を置く一方で、これらの資源消費型セクターに
とっての影響が気候変動にとどまらないことを理解し、サプライチェー
ン管理に関するアプローチをさらに進展させています。電気自動車
（EV）への移行に伴い、鉱物（多くの場合、紛争鉱物）のサプライチェー
ン全体の透明性向上に向けた機運が高まっていることから、川上と 
川下双方のバリューチェーンのサステナビリティについてさらなる情報
開示を求めています。

規制によって、影響力の高いセクターでは、より持続可能な技術の開
発進展や低炭素の代替エネルギーへの移行が促進されましたが、私た
ちのエンゲージメントからは、他のセクターでは規制面の機運がまだ
十分でないことが窺えます。一例をあげると、過去 12カ月間に当チー
ムは、航空機リース会社や航空会社に対して彼らの脱炭素化を妨げて
いる要因に対処するため、エンゲージメントをさらに進めました。国際
エネルギー機関（IEA）が最近発行した「Net Zero by 2050（2050年 
ネットゼロ）」報告書では、航空業界における1.5℃シナリオに沿った
信頼できる道筋について取り上げており、これは排出量削減のための
「持続可能な航空燃料（SAF）」の重要性を裏付けるものであると考
えます 14。こうした中で、SAFへの迅速な移行に向けた政府の政策支
援が不足しているとする企業のフィードバックを踏まえ、航空セクター 
の発行体とそのサプライヤーとの積極的な対話を引き続き推進して 
います。

金属、鉱山。私たちのエンゲージメントは様々なセクターのバリュー
チェーンに対する考慮を反映しており、電気自動車（EV）への移行に
おける鉱物採掘の第一段階として、金属・鉱山会社とのエンゲージメン
トを推し進めています。特に、国連グローバル・コンパクトで人権に関
わる問題が指摘されている企業への取り組みに力を注いでいます。エン 
ゲージメントでは、是正プロセスを策定し、強制労働・児童労働リス
クに対処するよう働きかけています。ここでは、鉱滓ダムのインフラ不
備によって人道的危機に陥った鉱山会社の改善計画を支援するなど、 
ガバナンスに重点を置いた取り組みを行っています。また、紛争鉱物を
巡る法律制定を支援するため、人権評価手段の開発を奨励しています。

食品・飲料。私たちは循環型経済と廃棄物削減に関するテーマの 
重点化に関連し、食品・飲料会社とのエンゲージメントも強化しま 
した。特に食品・飲料セクターは排出量の大半がサプライチェーンに
由来するものであるため、エンゲージメントの多くを森林破壊とサプ 
ライチェーン管理の問題に充てました（当セクターの排出量は世界の
温室効果ガス排出量の約3分の1を占めています）15。私たちの狙いは
透明性の強化を推進することにあります － 当セクターでは情報開示 
のより優れた実践が、環境と社会両方の問題の緩和と解決に向けた 
重要な足がかりになると考えます。

図表 4
エンゲージメントを実施した主要セクター： 
気候変動への影響が大きいセクターとそこに 
資金を提供する金融機関を優先

14%

30%公益事業、
エネルギー

銀行、保険、
金融機関

自動車、
輸送/物流

資本財、化学

食品・飲料

13%

9%

7%

11ﾠ「How Green are Green Debt Issuers?（グリーンボンド発行体はどの程度グリーンか？）」IMF、2021年。
12ﾠ出所：カリフォルニア州大気資源委員会。Advanced Clean Cars II Regulations, Resolution 22-12。2022年8月25日。
13ﾠ出所：COP26宣言。zero emission cars and vans。2021年 11月。
14ﾠ 「Climate Action 100+ and UN PRI（クライメート・アクション100+ および国連責任投資原則）」、2022年3月。)
15ﾠ UN PRI（国連責任投資原則）、2021年。

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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地域別内訳

世界的に見ると、欧州は政策当局、規制当局、アセットオーナーに 
よるサステナビリティへの注力において、引き続き他の地域をリードし
ています。これは、例えばEUのサステナブル・ファイナンス開示規則
（SFDR）の実施に反映されています。これにより、スチュワードシップ
やエンゲージメントの活用を含め、ESG基準がいかにしてポートフォリ
オの運用プロセスに組み入れられているかに投資家の関心が高まって
います。脱炭素化のテーマに関連して具体的に言えば、ネットゼロ・ 
アセットオーナー・アライアンスに現在加盟している74社のうちの 
54社が欧州の機関投資家です 16。このため、ポートフォリオの保有銘
柄に関連したエンゲージメント活動を実施し、それが低炭素社会への
移行推進にいかに寄与しているかを報告することへの期待感という点
で、株式・債券を問わず資産運用会社が顧客から受ける圧力は高まっ
ています。

一方、他の地域は欧州の経験から学び、気候変動やサステナビリティ
関連の情報開示に関する規制作業を加速させています。米国のインフ
レ抑制法案 17への署名はその一例であり、これによって2030年まで
の排出量の（2005年比での）40%削減を支援する投資が後押しされ 
ます。

こうした進展は、エンゲージメントの地域別内訳に反映されています。
対話の半分以上は、欧州を拠点にサステナブル・ファイナンス市場で 
活発に活動する組織を対象としています。一方、前回の報告期間に 
おいては、エネルギー・セクターと公益セクターを中心に、北米の発行
体へのエンゲージメントの割合が26%から39%に増え、発行体がその 
事業戦略と資本投下計画によって、こうした追い風の恩恵を受ける 
中で競争力のある立場を確保していけるかどうかの評価を行いました。

重要な結果

エンゲージメントはより優れたサステナビリティの成果の推進に役立つ
だけでなく、個々のクレジットに関する私たちの見解に反映され、最終
的に全体的な投資戦略に情報を提供すると考えます。当報告期間中に、
「満足のいく」エンゲージメントの定義を更新し、発行体のサステナビ
リティに関するポジティブな動向をより明確に考慮に入れるようにしま
した。発行体が過去の不祥事の解決に向けて具体的な措置を講じるな
ど、私たちの懸念に対応するための行動を開始した場合や、近々に行
動を起こす証拠が示されている場合には、「発行体がポジティブなモメ
ンタムを示している」と定義します。このような行動の重要性と予想さ
れる効果の評価については、発行体が事業展開するセクターや国 /地域
の状況を考慮に入れて、当チームがケースバイケースで行っています。

その上で、新規案件に投資することでこの進展へ報いる、あるいは新
発債への投資を見合わせる、もしくは既存のエクスポージャーを縮小 
することで、悪化に対するペナルティを科すことがあります。この 
ような投資戦略に対するポジティブまたはネガティブなインパクトは、
ほぼ3分の1の事例で発生しました。他のミーティングでは、アナリス
トがESG調査や発行体レベルの分析にその知見を反映させ、継続的
なウォッチを行う結果となりました。

そのほかには、サステナブルボンドのロードショーを活用して、発行
体が設定したグリーンボンドやソーシャルボンドの適格基準を詳細に 

図表 5
エンゲージメント・ミーティングの地域別内訳： 
欧州では対話を継続する一方、北米の割合が増加

39%

2%

53%

6%

図表 6
サステナビリティ・モメンタムの評価：発行体の 
対応の44%は満足のいくものであり、32%は 
私たちの投資決定に影響を与えた18

発行体の対応の 44%は満足のいくもの

エンゲージメントの 32%は投資戦略に影響

アナリストがポジティブな
モメンタムを特定

62%

38%堅固なサステナブル・
ファイナンスの枠組み

●

●44%

投資戦略にポジティブな影響 20%●

72%サステナブルボンドへの投資●

32% 6%投資戦略にネガティブな影響●

ESGウォッチリストに掲載 2%●

16ﾠ国連環境計画・金融イニシアティブ、2022年。
17ﾠ 出所：2022年インフレ抑制法。Public Law 117-169。米国連邦議会。
18ﾠ 投資に対するポジティブ・インパクトとは、新発債への投資に参加する決定、またクレジット・アナリストのオーバーウェイト推奨（それが最終的に投資行動に 
つながる場合も、つながらない場合もあります）を指します。投資に対するネガティブ・インパクトとは、新発債への投資を見送る決定や、クレジット・アナリスト
のアンダーウェイト推奨、債券売却の決定を指します。
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図表 7
ラベル付きサステナブルボンドの発行： 
サステナブルボンドのエンゲージメントのほぼ半分
はサステナビリティ・リンク債を対象としている

グリーン
ソーシャル
サステナビリティ
サステナビリティ・リンク

●

●

●

●

42%
2%
8%

48%

評価し、債券発行がサステナビリティ目標の達成を加速させるため 
のきっかけとしていかに機能し得るかを組織レベルで理解しようとし 
ました。

エンゲージメントが投資戦略に影響を与えたケースの大半で、ポート
フォリオにおいてラベル付きのサステナブルボンドに投資する決定を 
下しました。

企業以外の発行体
ソブリン・国際機関・政府系機関（SSA）債市場の投資家として、私た
ちは自らの発言力を企業とのエンゲージメントを超えて活用すること
に努めています。ソブリン債の市場規模が社債市場の2倍以上である
ことを踏まえると19、国連が打ち出した2030年を期限とした持続可能
な開発目標の達成に向けてサステナブル・ファイナンスの行動計画策
定に貢献する重要な機会が存在すると考えます。直近のCOP26会議
でも、パリ協定の目標に沿った世界的な脱炭素化の道筋を後押しする
ため、各国政府が国別削減目標（NDC）の基準引き上げに取り組む 
必要性が取り上げられました。

その結果、SSA発行体とのエンゲージメントは以下の項目を中心に 
構成されました：

• 自国のNDCを通じた各国の排出削減のコミットメント

• 特に新興国においては、サステナブルボンドの発行がいかに国家お
よび地域レベルでの環境・社会プロジェクトに対する追加的な資
金調達を促進できるか

• 開発機関や地方機関がSDGsを主な成果報告の枠組みとして活用
しながら、インパクトの測定と報告に関するベストプラクティスの設
定にいかに貢献するか

サステナブルボンド： 
的を絞った 
エンゲージメントのための窓口
ESGラベル付き債券の年初来発行額は7月に5,000億ドルを突破し
ました。しかし、グリーンウォッシング（環境に配慮しているように見
せかけること）をめぐる懸念が高まり、発行体はサステナブルボンド
の枠組みでベストプラクティスを達成するための要件の増加に直面
し、供給ペースは弱まっています 20。私たちはエンゲージメントによっ
て投資家がラベル付きサステナブルボンド市場でアルファを獲得する
と共に 21、ソブリンへのエンゲージメントなどを通じてサステナブル・

ファイナンスをより広範囲で形成するための道筋がもたらされると 
考えています。過去 12カ月間で見ると、エンゲージメントの4分の1超
は、MSIM債券運用チームによるサステナブルボンドのロードショー
への参加や発行体との個別ミーティングを通じたもので、ラベル付き
サステナブルボンドの新規発行に特に重点を置いたものでした。

サステナブル・ファイナンスの枠組みに関する私たちのエンゲージメン
トでは、当チーム独自のサステナブルボンド評価の枠組みに沿って、 
外部機関による検証や報告書の質と並んで、選択された資金使途や 
主要なパフォーマンス指標の頑健性に焦点を当てています。一方、 
発行体のサステナブルボンド評価の枠組みと発行体の全般的な戦略と
の整合性を評価するケースが増えています。一つ目の理由はグリーン 
ウォッシング・リスクを緩和するため、二つ目の理由はエンゲージ 
メントのほぼ半分が、調達資金を企業の一般的な事業活動に充てる 
サステナビリティ・リンク債（SLB）に関連するためです。

国際資本市場協会（ICMA）による追加的なSLBガイダンス22の発表
を受けて、私たちはこの種の金融商品を選択する発行体に向けたエン
ゲージメント・プロセスを策定しました。私たちの狙いは、科学的根
拠に基づいたガイドラインに沿って設定された排出量削減目標など、
より野心的なサステナビリティ・パフォーマンス目標を推進すること、 
そして重要業績評価指標が発行体の全体的な戦略によっていかに 
広範に裏付けられているかを評価することにあります。また、企業
のビジネスにとって中核となるサステナビリティ指標を選択するよう
奨励すると共に、これらの金融商品の繰上償還日、目標測定期間、 
クーポンのステップ・アップが発生する期間を確認します。

19ﾠ出所：ICMA、2020年8月時点。
20 モルガン・スタンレー・リサーチ － 「ESG Bond Intel: Downward Revision to Issuance Forecasts」、2022年8月。
21ﾠ モルガン・スタンレー・リサーチ － 「Greeniums: Verify, Then Trust」、2022年7月。
22ﾠ https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/SLB-QA-CLEAN-and-FINAL-for-publication-2022-06-24v2-050822.pdf

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/SLB-QA-CLEAN-and-FINAL-for-publication-2022-06-24v2-050822.pdf
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国連責任投資原則（UN PRI）
2022年、国連責任投資原則（PRI）の署名機関として、私たちは銀
行セクターと保険セクターの発行体との2つの協働ワークショップに 
参加し、PRIの信用リスクおよび格付けにおけるESGへの取り組みを
強化しました。MSIM債券運用チームはこれらのワークショップで金融
機関のガバナンス構造への環境・社会的課題の取り入れ、シナリオ
分析における気候リスク領域、エネルギー移行の社会的費用などの 
トピックを扱いました。

PRIは債券セクターにおけるサステナビリティ情報開示の標準化の 
重要性に対する認識を高めるため、私たちが共有したベストプラク
ティスを一通り説明した概要を公表しました。それ以降私たちは、債券
サステナブル投資チームのサポート体制のもと、クレジット・アナリス
トを対話の中心として、協働アプローチを強化し続けてきました。

欧州レバレッジド・ファイナンス協会
私たちはハイイールド債発行体とのエンゲージメントを増やすことに
力を入れており、その一環として、サステナビリティに対する認識や
ベストプラクティスのレポーティングの促進を目指し、ESGコミッティ
やダイバーシティ＆インクルージョン・コミッティなど、欧州レバレッジ
ド・ファイナンス協会（ELFA）の幾つかのコミッティに参加しています。

自動車セクターや建材セクターのためのESGファクトシートなど、
これらのセクターの重要な環境、社会、ガバナンス要因の情報開
示の標準化に役立つよう、ELFAの多くの刊行物にも情報を提供し
てきました。加えて、チームはハイイールド債の発行体や小規模投
資家がEUサステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）の影響を 
把握しその施行に備えられるよう、インサイト・レポート（「“SFDR’ s  
Disclosure Challenges: How credit investors and corporate 
borrowers can prepare”」（SFDRの開示規則への対応：クレジット
投資家と企業の借り手はどのように備えられるか））に寄稿しました。

協働 : 影響力の向上
協働的で積極的なオーナーシップを発揮すれば、投資家として発行体により大きな影響力を与えることができ、その結果、発行体のサステナビリ
ティ戦略は目に見えて改善すると考えます。



8

債券エンゲージメント・レポート　2022年

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

これらのケーススタディは、説明のみを目的として掲載されています。また、これらの取り組みが成功すること、または、良好な投資結果がもたらされることを保証
するものではありません。
23ﾠ注 : ポートフォリオ保有企業に関する以下のケーススタディの記述内容は、いずれも2022年6月30日時点のものです。
24ﾠ「 科学的根拠に基づく目標設定イニシアティブ（SBTi）」は、GHG排出基準の外部認証を行う機関として市場で主導的な立場にあります。
※有償トンキロ：航空会社の生産量を表す代表的な指標であり、航空機の有償搭載物（旅客・貨物）重量に飛行距離を乗じたもの。

ケーススタディ 23

脱炭素化と気候変動対策 
– エンゲージメントの38％

E
S

G

航空会社の脱炭素化を促すため、 
持続可能な航空燃料の使用を加速

エネルギー・セクターでは気候変動対策の 
不足が債券パフォーマンスに影響

背景
• 事例 : 保有機体数や拠点数で業界トップクラスの大手航空会社。
当チーム独自のESGモデルならびに外部の複数のESG格付けに
おいて同社のスコアは低水準。

• エンゲージメント目標 : 同社の温室効果ガス排出量削減と移行
戦略、ならびにダイバーシティ＆インクルージョンの実績向上の 
ための取り組みに関して協議するため、エンゲージメントを実施 
しました。

背景
• 事例 : ミッドストリームのエネルギー企業。当チームは既に 

2021年に2回エンゲージメントを実施。

• エンゲージメント目標 : これまでの話し合いで同社のESG格付け
は改善が見込まれていましたが、今回は排出量削減とダイバー 
シティに関してより積極的かつ前向きな対応を求めてエンゲー 
ジメントを実施しました。

企業側の対応
• 同社は航空会社として初めて「科学的根拠に基づく目標設定イニ 
シアティブ（SBTi）」の承認を受けました 24。これには以下の目標 
が含まれています。

– バリューチェーン全体で、自社運航および委託運航による 
ジェット燃料関連の排出量を2035年までに2019年比で有償 
トンキロ※当たり45%削減。

– スコープ2からの温室効果ガス（GHG）絶対排出量を2035年
までに2019年比で40%削減。

• 現時点では持続可能な航空燃料（SAF）の使用拡大を阻む制約が
あるものの、同社はサプライヤーと積極的に協力してSAFの産出
を増やすために取り組み、大手SAF生産会社との長期調達契約 
も締結するなど、コモディティ供給ショックの影響から自社を守る
ため、追加的な措置を講じています。

• 社会的課題に関しては、労働組合に所属する従業員は 10人中ほ
ぼ9人と、同業他社の4倍に上り、同社は2022年に公正報酬の 
認証を受けました。また、構造的な男女賃金格差をより的確に 
特定し修正するためのソフトウェアも開発したほか、先ごろ経営 
幹部の報酬をESG目標に連動させました。

企業側の対応
• 同社は「行動に基づく」取り組みを通じて排出量削減への積極的
な姿勢を強めています。ただ、排出量削減や代替エネルギーに関
して具体的な目標を設定することは引き続き拒否しています。

• 情報開示に関しては、初のコーポレート・サステナビリティ報
告書を発行しましたが、排出量関連の開示はスコープ1のGHG 
排出量に限定されており、目標設定には触れていません。

• ダイバーシティ＆インクルージョンに関して、同業他社からの遅れ
を取り戻すことに消極的です。遅れの原因は拠点の場所や業界に
あるとしてダイバーシティ目標を設定する考えはないとしています。

結果
• 航空業界は逆風に直面していますが同社のモメンタムはポジ
ティブと考えられます。同社は私たちとのエンゲージメント後、 
同社が2021年にSAFを百万ガロン以上使用した米国で唯一の
航空会社であることについて詳細に説明したESG報告書を公表
しました。私たちは引き続き労組との関係についてエンゲージメ
ントを行う予定です。

結果
• 当チームはモメンタムがネガティブなことからエンゲージメント 
の結果に満足しませんでした。同社の債券のスプレッドがミッドス
トリーム企業の中でもワイドな水準で取引されていたのは、ESG 
課題への対応が進展していなかったことも一因と考えられます。 
したがって私たちはエクスポージャーを引き下げ、同社のサステナ
ビリティ関連のアクションを注視していく方針です。
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25ﾠ�The Search for Greener Ethylene�、C&EN、2021年3月。 

循環型経済と廃棄物削減  
－ エンゲージメントの15％

E
S

G

化学セクターのインパクト・ 
レポーティング（影響評価報告）に 
関する建設的対話

公益事業会社の事業活動で 
排出される廃棄物の 
リサイクル目標の設定

背景
• 事例 : エチレンなどの化学製品の生産で主導的立場にある企業。
エチレンは二酸化炭素排出の大きな要因であり、製造に伴う二
酸化炭素排出量はエチレンだけで世界全体の0.8％を占めると 
推定されています25。

• エンゲージメント目標 : 同社に排出量削減やプラスチックのより 
持続可能な用途に重点を置いた明確な環境戦略の策定を促す 
こと。

同社がサステナビリティ関連の情報開示を改善し、ベストプラク
ティスに合致するための助言を当チームに求めてきたのは2022年
初めのことです。私たちは循環型経済プロジェクトのインパクト・
レポートの定期発行ならびに詳細な排出量報告書（特にスコープ3
のGHG排出量に関して）の策定を提案しました。

背景
• 事例 : 送配電公益事業者に対しESGに重点を置くエンゲージ
メントを新たに開始。

• エンゲージメント目標 : 事業活動に伴い生じる廃棄物の一部の用
途変更やリサイクルのために同社がこれまで導入してきた取り組み
は、同業他社に比べて積極性に欠けていました。そのため、循環
型経済への取り組みのさらなる進展を促し、同社の取り組みにつ
いて理解を深めるためにエンゲージメントを実施しました。

企業側の対応
• 同社は以下に示すように、先ごろ導入した循環型経済への取り 
組みの幾つかに重点を置きました。

– 合成原料をバイオ原料に換えるために上流工程工場の一部を 
再活用。

– プラスチックの用途変更やリサイクルおよび代替パッケージング
の使用に関して顧客にエンゲージメントを実施。

• また、同社は生産量増加にもかかわらず、効率的なプロセス、 
革新的な二酸化炭素回収、天然ガスを水素に転換する技術を 
通じて、絶対排出量の削減で優れた実績を上げました。

企業側の対応
• 同社は現在50％というリサイクル目標を掲げており、これを引き
上げる方法を検討中だと回答しました。進捗状況は次回のサステ
ナビリティ報告書で公表する予定としています。

結果
• サステナビリティ目標の達成という点ではESG課題への対応 
見通しはポジティブで、同社の事業戦略にも恩恵をもたらす可能
性があります。同社のサステナビリティ関連の情報開示に関する
高い基準は同業他社の指針にもなりそうです。私たちとの関係
が生み出すシナジー効果により、同社はより包括的かつ投資家に
配慮した報告を行うことができ、一方、私たちは化学セクターの
循環型経済を促進するための効果的な措置について理解を深め
ることができました。

結果
• エンゲージメントから数週間後に新たに発行されたサステナビリ
ティ報告書によると、リサイクルされた廃棄物の割合は60％超に
上昇し、同社が信念をもって循環型経済への取り組みを推進する
意向であることが裏付けられました。経営陣は私たちの懸念に 
対して明確な回答と理解を示し、私たちは満足いくエンゲージ 
メントだったと考えています。
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企業におけるダイバーシティと
インクルージョン  

– エンゲージメントの18％

E
S

G

携帯電話サービス企業の 
デジタル・インクルージョンの機会を 
評価

ソーシャルボンドを活用して 
医薬品へのアクセスを拡大

背景
• 事例 : 非公開の携帯電話事業者。現時点で大手の第三者ESG評
価機関からのレーティングは非付与。

• エンゲージメント目標 : 同社のESG戦略をより深く理解し、同業 
の上場企業と比較し、最近の買収に関連して同社がインクルー
シブな文化を定着させるための措置を導入し、男女の賃金格差 
是正のための行動を起こすよう促すためにエンゲージメント 
を実施しました。

背景
• 事例 : 初のソーシャルボンド発行を計画しているバイオ医薬品 
会社。

• エンゲージメント目標 : 同社のソーシャル・ファイナンス（社会的
課題を解決することを目的とした資金調達手段）の枠組みが通常
の事業運営に対してどの程度追加されるのかを評価するためにエ
ンゲージメントを実施しました。希少疾病用の医薬品へのアクセ
ス拡大によるポジティブ・インパクトが先進国だけでなく新興国の 
コミュニティにも確実に及び恩恵がもたらされるように、私たちの
主な懸念事項である調達資金の地域分散への対応を求めました。

企業側の対応
• 2021年にダイバーシティ計画が承認されました。計画には男女
平等やデジタル・インクルージョンに重点を置く一連の取り組みが 
盛り込まれています。同社は管理職の男女比率を改善する必要
があり、そのため、最近はこの点を重視して経営幹部の採用にあ
たっています。ただし具体的なダイバーシティ目標はまだ設定して 
おらず、私たちは設定するよう要請しました。

• 同社の既存のデジタル・インクルージョン・プロジェクトはイン 
ターネットへの安定したアクセスを提供することで農村部や限界
コミュニティに既に恩恵をもたらしています。また他の電話
会社とのジョイントベンチャーにより5Gネットワークの構築
も加速させています。

• 最後に、同社はヘルスケア、育児休暇、フレックスタイム制、会社
による通勤手段の提供など、サステナビリティに配慮した手厚い 
従業員向けの福利厚生制度を提供しています。本国では最優秀 
雇用主ランキングで第3位にランクインしています。

企業側の対応
• 同社は、調達資金は先進国だけでなく世界中の患者のために 
使用されること、また定性および定量データを掲載した報告書を発
行し、これまでの臨床試験やイノベーションへの取り組みによって
生まれたインパクトに関するケーススタディを提供する計画である
ことを確認しました。

結果
• サステナビリティへの取り組みに関して全般的に詳細な説明が 
あり、エンゲージメントは満足いくものでした。サステナビリティを
事業の優先課題とし、エンゲージメントでは経営陣の積極的な取り
組みやポジティブな見通しが明らかとなり、当チームアナリストの
同社クレジットに対する前向きな見解が裏付けられました。私たち
は同社がこの先さらに前進すると予想しています。

結果
• 当チームはこの枠組みが同社に与えた追加性の水準に満足した 
ため、ソーシャルボンドへの投資を決めました。調達資金の使途
は、十分な医療を受けられない人々を含め幅広い地域を対象に、
研究や治療の選択肢が限られる疾病に限定しました。

• 先ごろ、同社はソーシャルボンドのインパクト・レポートを発行
しました。このレポートは、定性的ケーススタディの観点からは 
粒ぞろいではあるものの、地域分散以外のインパクトに関する 
定量的な洞察が充実すればさらに有益だったと思われます。当
チームは数年後のレポーティングに反映できるような具体的な 
改善点を引き続き提言していく考えです。
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26ﾠ英国民間航空局、2019年。

働き甲斐のある人間らしい 
仕事、安定した仕事  

– エンゲージメントの12％

E
S

G

金属・鉱山企業における強固な 
人権基準の促進

ソブリン・グリーンボンドへの投資を
通じて雇用創出を促進

背景
• 事例 : 過去に、ESG専門チーム発足後にエンゲージメントを実施
したことがある金属・鉱山企業。同社は鉱滓ダム決壊により現地 
コミュニティにネガティブ・インパクトを与えたとして、国連グロー
バル・コンパクトから警告を受けた経緯有り。

• エンゲージメント目標 : 復旧プロセスの進展と人権政策のさら 
なる推進を求めました。

背景
• 事例 : 初のグリーンボンドの発行、ならびにその枠組みへの社会
的要因の組み入れを検討しているソブリン。同国は既に野心的
な国別削減目標（パリ協定に参加する各国が国連に提出するも
の）を設定し、国内で事業を行う企業に義務づける気候関連の
情報開示要件を策定。

• エンゲージメント目標 : レポーティング段階だけでなく、プロジェク
ト選定段階でも社会的要因 – 特に雇用創出 –をグリーン・ファイ
ナンスの枠組みに組み入れるよう提言するため、同国政府へのエ
ンゲージメントを実施しました。その後、発行日が近づいた段階
で、債務管理庁（DMO）の担当チームと面談し、債券の最終的な
ストラクチャーの詳細について議論しました。

企業側の対応
• 新たに発足したESGチームは適正な内部監査システムの不備を
指摘しました。ダムが決壊する以前から建築技師によって問題は
指摘されていました。

• 現地コミュニティへの賠償金を管理するための基金が創設されまし
た。あるコミュニティでは約80％の世帯が再定住を認められるな
ど、大幅な進捗がみられます。

• 鉱滓ダム評価の枠組みの見直しが行われました。新たな枠組み 
ではダム評価の頻度を増やし、将来に対するリスク評価を取り入れ
ています。その結果、既存の鉱滓ダムの一部は閉鎖・移転されま
した。これは同社が不祥事の解決に真剣に取り組んでいることを
明確に示すものです。

• 以前よりその土地で居住あるいは活動していたグループへの対応
に関するエンゲージメントを実施したのち、同社は「土地利用に 
関する協定」と「和解に関する活動計画」の2点を柱とする包括的
なプロセスを発表しました。この取り組みでは、以前よりその土地
で活動を行っていた企業への投資や自発的な社会的投資などの
積極的なアクションを通じて、現地の法的要件以上に踏み込んだ
対応がなされました。

国側の対応
• DMOとの会議により、この枠組みが、環境・社会活動の独立し
たタクソノミー評価構築という、同国のより幅広い目標の一貫で
あるという有益な知見が得られました。適格グリーン・プロジェ
クトの大半は、SAFの研究・開発のような適格プロジェクトを含
むクリーン輸送を対象にしており、同国が航空交通量で世界トッ
プクラスの空港を擁している点を踏まえると、確固たる対応と
言えるでしょう26。

• 同国はこの枠組みにより追加された社会的利益について報告
する考えです。国内の輸送インフラ開発をめぐる論争を踏ま
え、当チームは、この枠組みがこれらのリスク軽減に確実に寄
与するようエンゲージメントを実施しました。同国はまた公的資
金を投入して設立された有名なサステナビリティ組織から発行
前のインパクト評価も受けており、プロセスに対する信頼性の 
向上につながりました。

結果
• 会合により、同社が過去の不祥事を解決するために行った措置に 
さらに注目が集まりました。エンゲージメントの数カ月後、 
同社は定評のある第三者評価機関からのESG格付けがAに 
格上げされました。

結果
• 当チームはグリーン・ファイナンスの枠組みで説明された透明性や
情報開示の水準に満足しました。債券発行時に買い入れ、保有を
継続しています。ただし政府に対しては、こうしたメリットを事後に
報告するだけでなく、グリーン・プロジェクトの選定段階で社会的
要因を組み入れることを検討するよう提言しました。今後も同国
の対応状況に基づき、またインパクト関連の報告書が発行された
際にはそれも考慮して、さらにエンゲージメントを実施する必要が 
あるか再度判断する考えです。
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コーポレート・ガバナンスと 
レポーティング 

– エンゲージメントの17％ E
S

G

同族会社における取締役会の保身と 
経営陣の過剰報酬の問題に対応

サステナビリティ・リンク債（SLB）を 
通じて透明性のある気候関連の 
情報開示を促進

背景
• 事例 : 同族経営の建設会社で、契約の入札慣行や取締役会の 
構造について懸念が集まっていました。特に、当チームのクレ 
ジット・アナリストは取締役会が採用する相対多数制（過半数に
達していなくても最多得票を獲得すれば勝者となる）に大きな 
問題があり、保身やCEO（最高経営責任者）の過剰報酬につなが
ると指摘していました。

• エンゲージメント目標 : 同社が投票プロセスを過半数方式に変更
する意向があるかを確認するとともに、過半数方式への変更を 
求めるためにエンゲージメントを実施しました。

背景
• 事例 : 消費財およびサービス・セクターに重点を置くグローバル
な投資会社に対し、同社初のSLB発行を前に、エンゲージメン
トを実施しました。同社は非公開企業であり、その結果ガバナ
ンスの透明性が欠如していることが主な理由で、第三者による 
評価は低いものでした。

• エンゲージメント目標 : 同社はSLBの枠組みで3つの重要業績
評価指標（KPI）を設定していました。KPIが対象としていたのは 
バリューチェーン全体における排出量削減とジェンダー・ダイバー
シティです。私たちのエンゲージメントの目的は、KPIの重要性
を評価し、同社のサステナビリティ・ガバナンスおよび投資先企業 
全体のESGに関する情報開示改善に向けた取り組みに対する 
理解を深めることでした。

企業側の対応
• 創業者がCEO兼取締役会議長を務める同社は、通常では考えら
れない低い価格で政府の建設事業の入札を勝ち取り、その後コス
トを引き上げ、増加分を納税者が負担する格好になっているとの
疑惑が長年くすぶっていました。米国の一部の州の法律では最低
金額での入札者と契約を交わすよう地方自治体に義務づけてい
るため、同社はこのプロセスを何度も繰り返すことが出来ました。 
同社はこれについて建設業界の「誤った認識」だと述べ、こうした
リスクを厳格に管理するため、コストを綿密に精査した後でコスト
分析を修正していると回答しました。

• 同社から私たちに対して、相対多数制の投票プロセスを変更 
する計画はなく、取締役会のメンバーは全員、法的に独立して
いるとの報告がありました。しかし、当チームのアナリストは、 
外部評価にもとづき、1名の取締役は独立しているとは見なされ
ないと指摘しました。

企業側の対応
• 同社のサステナビリティ・リンク債のKPIの1つは、排出量削減目標
がSBTiから承認されている投資先企業の比率を上げることに重点
を置いていました。同社は、ポートフォリオの45％を占める非公
開の投資先企業もこのSBTiの目標に含まれるため、同社のポー
トフォリオの99％および今後の投資先がこの目標の対象となると 
いう点を強調しました。

• 同社は先ごろ気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）に 
従って気候関連のレポーティングを開始しました。そして目標達成
に向けて、投資先企業自身のサステナビリティ戦略、排出量削減の
指標、レポーティング・プロセスの開発を支援するために、投資先
企業の80％超に対してエンゲージメントを実施しました。

結果
• 私たちの変更案に対して前向きな回答がなかったため、状況は
変わらないと考えています。そのため当チームは、エンゲージ
メントの結果に満足せず、取締役会メンバーの保身は引き続き
問題であり、今後の資金の使い方にネガティブ・インパクトを
与えると考えました。

CEOが同社の大株主であり、後継者育成計画が近く策定される 
見込みもないため、当チームはこれをクレジットのリスク要因と 
認識し、同社の債券を売却することにしました。

私たちが債券を売却した後に公表された同社の第2四半期決算で
は、EBITDAは 175％減少し、赤字に転落しました。さらに、同社
は過去に裁定された損害賠償の差し戻しを含む係争中の訴訟を 
理由に、2022年通期ガイダンスを撤回しました。

結果
• この将来を見据えたアプローチは、取締役会の非業務執行取締役
に占める女性の割合を最低30％にすること（枠組みの第3のKPI
達成のため）に関して投資先企業に実施した積極的なエンゲージ
メントに支えられ、正しい方向に向けた力強いポジティブ・モメン
タムを生み出しました。ポートフォリオに占める非公開企業の割合
を考えると、同社の対応はとりわけ素晴らしいと言えます。

以上から、私たちはこの取引に参加することを決め、この債券を 
引き続き保有しています。同社が目標達成に向けて進んでいる 
ことを確認するために、新たにSLBが発行される際には同社に 
対して再びエンゲージメントを実施する考えです。
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モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（MSIM）は、2013年10月よりPRIの署名機関となっています。債券チーム
は、PRI主導の「信用リスクと格付けにおけるESGイニシアティブ」の支持者でもあります。

2021年のPRI評価の一部として、MSIMの債券運用部門は以下の評価項目（モジュール）において中央値を大きく上回るスコア
を獲得し、最高ランクである5つ星の評価を受けました27

評価項目（モデュール）
MSIMスコア / 中央値
（最高100点）

MSIM評価
（最高5つ星）

インハウス運用 – 債券 – 国債・国際機関債・政府関係機関債 98 / 50 ★★★★★
インハウス運用 – 債券 – 社債 98 / 62 ★★★★★
インハウス運用 – 債券 – 証券化商品 98 / 55 ★★★★★

出所：PRIによるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの2021年評価報告書。署名機関は、報告フレームワークの資産別評価項目（モジュール）
に対応することで、責任投資活動に関する報告を行います。各モジュールには、責任投資に関する特定の題目に対応する様々な指標が含まれています。報告後、
署名機関の回答は評価され、結果はアセスメント・レポートにまとめられます。アセスメント・レポートには、指標スコア（達成した個々のスコアをまとめたもの）、 
モジュールスコア（類似した指標スコアを各モジュール（例：方針、保証、ガバナンス）にまとめ、中央値と比較したもの）、モジュール内のすべての指標 
スコアを集約して5段階の評価を付与したもの、などが記載されます。PRIスコア手法：ESGを行わない、または0%以上25%以下のスコアは 1つ星。25%超
40%以下のスコアは2つ星。40%超65%以下のスコアは3つ星。65%超90%以下のスコアは4つ星。90%超のスコアは5つ星。詳細はPRIウェブサイト 
（https://www.unpri.org/reporting-and-assessment/how-investors-are-assessed-on-their-reporting/3066.article）をご参照ください。
これらの評価は会社に対するものであり、特定の投資に対するものではありません。

PRIによる2021年MSIMトランスペアレンシーおよびアセスメント・レポートはこちら

27ﾠ MSIMという用語は、一般に、モルガン・スタンレーの傘下にある各登録投資顧問を含みます。ただし、特に断りのない限り、MSIMへの言及は、2021年3月1日
にモルガン・スタンレーが買収したイートン・バンス・マネジメント、カルバート・リサーチ・アンド・マネジメント、アトランタ・キャピタル・マネジメント・カン 
パニー、パラメトリック・ポートフォリオ・アソシエイツを含みません。

https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/im/publication/insights/articles/article_MSIM_UNPRI_assessmentandtransparencyreports_2021.pdf
https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/im/publication/insights/articles/article_MSIM_UNPRI_assessmentandtransparencyreports_2021.pdf
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本書は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが海外で発行した
レポートを邦訳したものです。本書と原文（英語版）の内容に相違がある場合には
原文が優先します。

本書はグローバル債券運用部門が運用する運用戦略に関する情報提供を 
目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。本書
は信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、
その正確性や完全性をお約束するものではありません。本書の内容は作成時
点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。本書中のグラフ、
数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するもの
ではありません。また、特定の銘柄及び市場等全般の推奨や価格の上昇又は
下落を示唆するものではありません。

当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

重要事項

本書は、当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して提
供されるものであり、特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的と
するものではありません。また、当社は、本投資戦略によって運用されている
金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。

1. 投資一任契約の概要

投資一任契約は、お客様の資産の運用に関し、お客様があらかじめ運用の基
本方針を定めた上で、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断のすべてを
当社に一任し、当社がこれをお引き受けするものです。お客様は投資を行う
のに必要な権限を当社に委任し、当社は委任された権限を行使するにあたっ
ては、当社の投資判断に基づきこれを行い、お客様は個別の指示を行わない
ものとします。

2. 元本損失が生ずることとなるおそれ

受託資産の運用には、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の
価格変動リスク、株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク及び株式そ
の他有価証券等を売却あるいは取得する際に市場に十分な需要や供給がな
いため、十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる流
動性リスク等による影響を受けます。また、外貨建て資産に投資するため為替

変動リスクの影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に
帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失が生ずることとなるお
それがあります。

3. 投資一任契約締結に際しての留意事項

受託資産の運用は、個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、 
取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりま
すので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧 
ください。

４. 受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対
して年率 2.20%（税込）を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてか
かります。また、一部の戦略では、前記の報酬に加えて成功報酬がかかる場
合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・
オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担いた
だく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状
況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。

リスクについて

当運用戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、当該有価証券
の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建ての
資産は為替変動による影響も受けます。従ってお客様の投資元本は保証さ 
れているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰
属します。投資する可能性のある金融商品等には、価格変動リスク、信用リ 
スク、流動性リスク、為替変動リスク、デリバティブ取引に伴うリスク、カント 
リーリスク等のリスクを伴います。
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