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ESG にも�点を�てることは、地�債の発行�
に��、��、ガバナンスへの貢献を優先してい
くことなり、�果�に地域��にとって�ましい
ことになります”

Nuveen は、責任���則がお�様やコ
ミュニティにとって�期�利�に貢献す
るものと�えます。責任��では従来の
��リサーチと並行して ESG
（��・��・
ガバナンス）�則の�価を行うことによ
り、�期�な企業業�の向上に加え、�
��のリスク�理にも�立つと�えます。

地�債に��することで、��税��を生み、
ポートフォリオの�散を��することはすでに
知られていますが、���にとって積��な�
�貢献をする手�にもなります。ESG にも�点
を�てることにより、地�債の発行�は、��、
��、ガバナンスへの貢献を優先していき、その
�果、地域��へ貢献することになります。
※ �レポート中、「��」とは Nuveen Asset Management,
LLC を指します。

地�債の発行�の大��は住�の��、�全、�
�を促�する重�なインフラに�金を�じる�共
目�団�ですが、その成果が人や地�にとって�
��にプラスであるかマイナスになるかまでは明
�ではありません”
NUVEEN は ESG �則を�用戦略にどのよう
に�り�れているか?

ESG を重�した��地�債��はセクター特�
型で、��スチュワードシップ、�����、
�全な�共政策の��を促�するための�理と
いう�点から優れている発行�に�点を�てて
います。ESG 手�を��プロセスに�り�れる
ことで、��は ESG に�してリードする発行�
を��セクターから特�します。�に、��れ
�や、��セクター内において��へマイナス
な�果をもたらす可�性がある発行�を除�し
ます。さらに、��に配�した事業や���に
有�な事業に���金を提供するテーマ�債�
にも��しています。債�を発行して��した
�金を先���事業に�じている事例として、
風力や�陽エネルギー、きれいな�料水、大量
輸�インフラなどが挙げられます。���およ
び持�可�な債�は、����が手の届く価格
�の住�、教�、�療の供�を支える可�性が
あります。
地�債��自�がその性質上、ESG ��ではな
いか?

�ずしも ESG ��とは�い切れません。地�債
の発行�の大��は住�の��、�全、��を
促�する重�なインフラに�金を�じる�粋な
�共目�の団�ですが、その成果が人や地�に
とって���にプラスかマイナスかは明�では
ありません。
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��は、発行�同士を��して ESG に�して
リーダーシップを発揮している発行�や、��
�金を国�持�可�な開発目標（SDGs）に�っ
た��で使用している発行�に�して���金
を�り向けることを目指しています。SDGs とは、
2015 年に国�によって採択された���および
���な開発に�する一�の目標のことで、全
ての人々にとってより良く、より持�可�な未
来を�現するための行動��として 193 カ国に
よって��されています。

�用戦略は、単にグリーンボンドへ��するポー
トフォリオか?

��では、��先をグリーンボンドに��して
いません。発行された特�債�にグリーンの�
�がつけられているかに��なく、発行�の中
から ESG �則に基づきリーダーシップを発揮し
ている発行�を�んで��します。グリーンボ
ンドの他にも、��戦略では���且つ持�可
�な債�に��することもあり、その���金
用�のテーマ性から、��ではこれら全�をテー
マ性債�と��しています。��には、ESG 地
�債の一任�用��の持�の大半がテーマ性債
�ではなく、ESG でリーダーシップを発揮して
いる発行�です。

テーマ性債�の発行��価は、発行�による
ESG の�合��ではなく、���金用�が��
または��へのプラス・インパクトを�えてい
るかによって�価されます。さらに、発行�の
�くは、発行した債�にグリーンや���利�
といったラベル付けをしていないことが�く、
その様なラベルのない債�も購���としてい
ます。例えば、発�における石�の��度の�
い�共�力��は、ESG パフォーマンスが�い
可�性が�いです。しかしながら、同じ�共�
力��が風力発��を��することを目�に債
�発行した場合、��の�散�、��に�する
��を軽減となります。

ESG においてリーダーシップを発揮する発行�
をどのように見つけるのか?

��は、ESG においてリーダーシップを発揮す
る発行�を見つける��として、各セクターの
状況を�みながら、どの様なプラス�果を��
しているか測�することで ESG リーダーを特�
する独自且つ��な手�を��しました。例え
ば、�共�力セクターについて、全��な��
状況、�頼性、料金��、エネルギーの���力、
再生可�エネルギーの��などを��しながら
発行�をスコア�します。一�で、都�を�価
する場合は、大気�染の状況、住��、��犯
�率といった様々な��を��します。

ESG ��を��・�析する�力があれば、��
状況、持�可�性、�����を��した相�
�な価�が見えてくる可�性があります。”
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ESG �則は、相�価�を��するサポート��
になるのか?

地�債の�析に ESG を�用すると、相�価�
を��しやすくなる場合があります。発行�で
ある自��は、�用格付けが同等であっても
ESG プロファイルに開きがあることがあります。
ESG ��を��して�析する�力があれば、�
�状況、持�可�性、�����を��した相
��な価�が見えてくる可�性があります。例
えば、� 1 の�析で、2 つの�立大学の�用格付
けと ESG の測��を��してみます。

�用に�してはどちらの大学も��したような
測��と格付けを�持しているのですが、ESG
プロファイルはかなり�っています。一例を挙
げると、インディアナ大学とコロラド大学は同
じような合格率と�学率ですが、�大学のキャッ
シュ・フロー・マージンと�籍学生�には開き
があります。ESG �析を�用することによって、
標��な自���用�析だけでは把�できない
価�を検�できる場合があります。

�たような�用プロファイルどうしの相�価�を明らかにする

例:ESGの�点からの自��のスコアリング

インディアナ大�

�用�付け (Moody’ s/S&P/Fitch)

Aaa/AAA/AA

��率

78%

フルタイム�算�生�
��率

キャッシュ・フロー・マージン
手元�金回�日�
レバレッジ

ESG ステータス

81,870
29%
7%
240
4%

�格

コロラド大�

�用�付け (Moody’ s/S&P/Fitch)

Aa1/NR/AA+

��率

81%

フルタイム�算�生�
��率

キャッシュ・フロー・マージン
手元�金回�日�
レバレッジ

ESG ステータス

30,389
25%
15%
336
3%

不�格

その他�慮事項
• �了率 :同等の大� 64％よりも良い�果

その他�慮事項
• �了率 :同等の大� 23％よりも良い�果

• コスト�率 :同等の大� 58% よりも良い�果

• コスト�率 :同等の大� 10% よりも良い�果

• 申�により��される奨�金「ペル・グラント」を受�
している�生 :同等の大� 61% よりも良い�果

• 申�により��される奨�金「ペル・グラント」を受�
している�生 :同等の大� 12% よりも良い�果

��:InvestorTools, 米国��省 – �米����センターおよび Nuveen、アクセス日:2019年12月31日
例えとして利用した�用プロファイルは Nuveen が作成したものです。当��用プロファイルは��のみを目的としており、
現行または��に�用された�品の��のパフォーマンスの�果を�映しているものではなく、��アドバイスを目的として�
�されるべきではありません。ここに��された��に��することで��に利�が得られた、または��利�が得られると
保�するものではありません。��告書は��の��売買についての�奨を��したものではなく、またいかなる��アドバ
イスを目的としておりません。��の情�は当�が�頼できると�える�三者の情��より�得されていますが、その正�性ま
たは��性については保�いたしません。��の業�は�来の�果の保�とならないことをご了�ください。
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国�の��可�な開発目標によって、��アプローチはどう��を受けたか?

Nuveen は国�の 17 の持�可�な開発目標のための測�可�なターゲットに�っ
てその�現に貢献する枠�みを策�しており、そのうち�の 8 項目が��します。
• ��撲滅

• �価でクリーンなエネルギーの提供

• 全ての人へ質の�い教�を提供

• 不平等の�消

• 全ての人へ��・��を提供
• きれいな水と�生向上
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• 働きがいのある仕事と��成�
• 住み�けられる街づくり

重�なお知らせ

ヌビーン・ジャパン株式��（�下「当�」といいます。
）は、�二種金��品��業、���用業�び��助�・代理業
を行う金��品��業者です。
�二種金��品��業者として、当�は金��品���（昭和二十三年�律�二十��、その�の�正を�む）�二�
二項に��された有価��についてのみ��を行うことができます。従って、当�が提供する�料は、��業�の範疇
で当�が�募の��いを行う��とはならない同有価��、�びその他いかなる有価��の�得の��を��して提
供されるものではありません。
���用業者として、当�は日�の���向けに��一任�用サービスを提供することができます。従って、当�が提供する�
料は、��業�の範疇で�められていないいかなるサービスの提供��を��して提供されるものではありません。
��助�・代理業者として、当�は��助�の提供�び国内���用業者と��の�用業者との間の��助���あるいは�
�一任��の��の代理を行うことができます。従って、当�が提供する�料は、��業�の範疇で�められていないいかなる
サービスの提供��を��して提供されるものではありません。
��料に��の情�は�料作成時点で��的に正しいと�えられますが、その情�の正�性あるいは��性を当�が��ある
いは保�するものではありません。データは�料作成者が�頼しうると��した提供元から�得していますが、その正�性を
当�が保�するものではありません。
��の�用��は�来の��成果を示�あるいは保�するものではありません。����の価�および��によりもたらされ
る��は��することもあれば減�することもあり、���は��元�を失う可�性もあります。
��料に�まれる見�は、�料作成時点での�料作成者の�見や��であり、�来予告なく�更されることがあります。また、
それらの見�は、��あるいは�来の動向についての��あるいは保�とみなして��されるべきものではありません。
��あるいは�場に�する予測は不��性を�い、�場、政�、��などの状況により��する可�性があります。
��料中に個別�付けの��が�まれる場�、下�ウェブページの「����付に�する��書」をご�ください。https://www.
nuveen.com/ja-jp/global/-/media/nuveen/documents/legal-and-compliance/unregisteredratingagencies.ashx
Nuveen, LLC �びその�下の����を�じて「Nuveen」あるいは「ヌビーン」と�する場�があります。Nuveen, LLC は Teachers
Insurance and Annuity of America（TIAA、米国��員��年金 / 保��� ) の���用�門です。
��料は、情�提供を目的として、受領者�りの�料としてご提供するものです。��料を当�の書面による�諾なく�三者に
よる使用または�三者への提供を禁じます。
��料は、情�提供を目的として、受領者�りの�料としてご提供するものです。��料を当�の書面による�諾なく�三者に
よる使用または�三者への提供を禁じます。
金��品���に基づく�告�制に�する重�事項
【�用】当�が��一任��口�にてお��から受�した��の�用を行う場�、お��には、�用�酬、売買手�料、保��
用等をご負担いただきます。�用�酬やその他手�料については、��形�、����、�用手�等によって異なるため、あ
らかじめその料率やその上��を��料中に�示することはできません。�体的な�用については、����に先立ってお�
しする����前�付書面をよくお�みください。
【リスク】受���の�用に�しては、��れファンドの価��動リスク、��れファンド内で��する有価��等����の
価��動リスク、金利および金��場の�動リスク、流動性が十�でないために��できない流動性リスク、株式や債�に�
�する場�には発行体の�用リスク、���て��の場�は為替�動リスク等の��を受けます。これらの��により、��
��の価�が�動して損失を生じ、��元�を失う可�性があります。�用によって生じた損失はすべてお��に�属します。
�体的なリスクについては、����に先立ってお�しする����前�付書面をよくお�みください。
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