
分析

専 門 家 に よ る 質 疑 応 答

ESG は、プライベート・デットを含む全投資分野で議論されています。

パートナーズ・グループのアンドリュー・べリスとクリストファー・ボーンは、

融資の形態によって異なるアプローチが必要であること、

企業との対話が重要であることを説明しています。

サステイナブル投資: 

評価されるべきクレジット投資
一見すると､プライベート・デット・ファンドの

運用会社は､企業の ESG 方針に決定的な

役割を果たすだけのレベルに達していない

ように見える。しかし、投資家は､ESG の資

格を保有する企業から、ESG に関する要求

を日々受けている｡デット・ファンドは､今日の

競争の激しいクレジット市場において､持続

可能性の実現に向けて本当に役割を果た

すことが出来るのだろうか。パートナーズ･グ

ループの流動性ローン部門の責任者である

アンドリュー・ベリスと､欧州のプライベート・

デット部門の責任者であるクリストファー・ボ

ーンが､投資運用会社とその投資家の両方

にとっての課題と機会について語る｡

デット投資家の間では ESG がど

の程度問題になっていて、プライ

ベート・エクイティ投資のように急速に

発展しているのでしょうか? 

スポンサー

パートナーズ・グループ

アンドリュー・べリス (AB):  

これは非常に重要なテーマですが、相手が

誰なのか、その投資家がどこに住んでいる

のか、どのようなタイプのファンドを検討して

いるのかによっても違いがあります。最近の

投資家向け電話会議では、おそらくこのテ

ーマに最も長い時間を費やしています。しか

し、多くのデット投資家が ESG をどのように

見たらよいか悩んでいます。ESG を投資判

断に反映させたいと考えていますが、デット

の世界ではその方法が明確でないことが多

く、エクイティの世界とは全く異なります。今

は、欧州の投資家にとって特に重要な時期

だと思います。

クリストファー・ボーン (CB):  

EU の Sustainable Finance Disclosure 

Regulation(持続可能な金融に関する情報

開示規則)がきっかけとなって、この 1 年間

でこのテーマは確実に取り上げられるように

なりました。欧州の投資家と話をしていると、

一般的に北欧諸国がこのテーマを非常に重

視していますが、英国や EU 全体でも同様

に重要になってきています。

Q

Q

投資マネージャーはどのよう

にして ESG を評価すればよ

いのか、また、シンジケート・

ローンとダイレクト・レンディン

グではアプローチに違いがあ

るのか? 
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Q ESG の今後の動向や、次に起こりそうなことは何でしょうか?

CB: 多くのマネージャーが ESG に注目し、どのようにアプローチすべきか悩んでいま

す。皆、ある種の標準化やベンチマークを求めています。あるマネージャーを他のマ

ネージャーと比較してどのように評価するのか。リターンをどのように判断するのか。誰

が KPI を決定し、誰がそれを満たしているかどうかをテストするのか。今はちょっとした

開拓時代です。

AB: 私たちはこの分野の初期段階にあり、これからも進化していくでしょう。このテーマが

いかに重要であるかを考えれば、私たちは今後もアプローチを強化し、このテーマの最前

線に立っていきます。将来的に興味深いのは、これまでは欧州を中心とした話題だったと

いうことです。しかし、米国では状況が変わりつつあり、それが続けば、よりグローバルなア

プローチが必要になると考えています。

CB:  

パートナーズ・グループでは、デットだけでな

く、プライベート・エクイティ、インフラストラク

チャー、不動産ビジネスなど、包括的なアプ

ローチを行っています。ダイレクト・レンディン

グの分野では、私たち自身がドキュメンテー

ションの交渉を行っています。ESG に関して

は、3 つの分野に分けて考えられます。

まず、ESG 問題の審査ですが、特定のサブ

セクターには融資しないという除外基準が存

在します。タバコや石炭は当然のことです

が、それだけに限るものではありません。

2 つ目の分野は、投資先企業に要求するレ

ポーティングについてです。ダイレクト・レン

ディングの場合は、より詳細な報告を得るこ

とが可能です。私たちは月次報告書を受領

し、その際、情報提供の一環として、特定の

KPI を含め、何を見たいかを明確に指定す

ることが出来ます。その KPI とは、業界によ

っては、生産工程で使用されるリサイクル素

材の割合や、企業が使用するグリーンエネ

ルギーの割合、役員に占める女性の割合な

どがあります。私たちは、企業にとって重要

かつ関連性があり、ステークホルダーにポジ

ティブな影響を与える可能性のある KPI を

選択し、契約書に組み込みます。

3 つ目の分野は、ESG ラチェットで、企業が

ESG パフォーマンスを向上させるためのイ

ンセンティブとなるような、事前に定義された

適切な KPI を設定しています。これらのラチ

ェットがすべてのタイプの融資に有効である

かどうかについては疑問がありますが、ダイ

レクト・レンディングの分野では、私たちの達

成して欲しい ESG の項目を要求するにあた

っては、適切な方法であると考えています。

この数ヶ月間、ESG マージンラチェット付き

の ESG リンク型ユニトランシェを 3 件実行し

ました。このラチェットとは、特定の ESG の

KPI をコベナンツに含め、四半期ごとにテス

トを行うというものです。もし、ポートフォリオ

の企業がこれらの基準を満たしていなけれ

ば、マージンは 5bps または 7.5bps 上がり、

その逆もまた然りです。

5bps の変化は大したことではないと思われる

かもしれません。

しかし、その会社の誰かがその KPI を達成する

責任があり、もし 1 億ポンド（1 億 4,100 万ドル、

1 億 1,600 万ユーロ）のローンを抱えていて、そ

れが 5bps であれば、その人の責任はかなりの

ものになります。また、企業にとって重要で、リス

ク低減に貢献する KPI を選択し、マネージャー

と投資先企業の双方にさらなるインセンティブを

与えることも重要です。

AB: シンジケート・ローン側のアプローチも、

同じ哲学に基づいています。スクリーニング

も行っていますが、社内でのスクリーニング

と、ファンドや特にCLOの契約書で認められ

ているものとでは、ニュアンスが異なります。

CLO 市場では、契約書に除外項目の文言

が含まれていることが多いのですが、それは

かなり広範囲にわたります。例えば、カジノを

運営している会社への投資は認めない、と

いうような内容です。

しかし、この除外基準は、事業収益のうちカ

ジノ事業からの収益が一定の割合(通常は

50%)を超えないことに基づいています。

そのため、私たちは独自の内部基準を設け

ています。これはより強固なものだと考えて

います。また、ESG に関するスコアリング・シ

ステムも開発しました。私たちが注目する全

企業に ESG スコアを割り当て、そのスコア

やその他の ESG に関する懸念事項を投資

判断に反映させています。現在、ESG スコ

アを集計したレポートを投資家の皆さまに提

供しており、ESG パフォーマンスに関するよ

り多くの情報を提供しています。

ラチェットについては、シンジケート・ローン

側でどのような効果があるのか、どのように使

われているのかについて懸念しています。
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ESG ラチェットの基準の中には、実際には

ESG に関連しておらず、企業が通常の事業

運営の中で行うべきことが含まれていると考

えています。それは時にグリーンウォッシング

のようにも感じられます。

漠然と ESG に関連するラチェットを全てのロ

ーンに入れるのではなく、例えば、ESG リス

クの高い分野で事業を展開している企業に

ラチェットを設け、積極的にポジティブな変化

を促す方が適切だと思います。

また、クリスがダイレクト・レンディング側で保

有している利点としては、彼が条件を主導出

来ることです。シンジケート・ローンでは、特

にリスクオンの傾向が強いため、そのようなこ

とは非常に難しいです。このように、ラチェッ

トはポジティブな開発ではありますが、まだ正

しい方法で常に使用されているとは言えませ

ん。LSTA のような業界団体がフレームワー

クの開発に取り組んでいますので、将来的に

はこの分野での方向性を示すことができるか

もしれません。

Q では、シンジケート・ローン側では、企業

の ESG アプローチにどのように影響を与え

ることができるのでしょうか?

AB:  

シンジケート・ローンは、仕組みが異なり、市場

ベースのアプローチに依存しています。スコアリ

ング・システムを開発する際、私たちは企業に

ESG の取り組みに関する多くの質問をしなけれ

ばなりませんでしたが、それは多くの企業にとっ

て初めてのことでした。今日では、私たちだけが

質問するのではなく、より多くの企業が参加して

います。私たちはこれまで先行してきましたが、

他の市場参加者にもこのことを考えてもらうこと

が重要です。

その結果、情報提供に消極的な企業や適切

な行動を取らない企業は、多くの市場参加者

が貸し渋りをするため、負債コストの上昇という

ペナルティを受けることになるかもしれませ

ん。

Q ダイレクト・レンディングでは、ESG 要

素について借手と対話することは容易な

のでしょうか？

CB:  

まず、あなたが既に融資を行っている借手

がいます。借手がどこにいるかによって、話

の内容が大きく変わってきます。

英国で「御社の特定の ESG ポリシーについ

て議論したいので、ESG を担当している会社

の人と話したい」と言えば、おそらく了承し

て、情報と連絡先を教えてくれるでしょう。し

かし、同じ質問を米国の同業他社にしてみる

と、違った答えが返ってくるかもしれません。こ

れは地理的な問題もありますが、企業はこのよ

うな会話に対して異なった準備をしています。

今日、新たに行われる投資に関しては、その違

いが顕著です。私たちが融資を実行するため

に競う際には、タームシートにESGを盛り込み、

レポーティングやコミットメントについて話し合う

ようにしています。企業はすぐにでも ESG に取

り組みたいと思っているかもしれませんし、基本

的な融資条件を先に決めて、ESG については

後から話したいと思っているかもしれません。し

かし、この 1 年間で、このテーマについてスポン

サーからの支援が格段に増しました。

Q ESG を謳うファンドの信頼性を、投資家

はどのように確認できるのでしょうか？ESG

の主張が不明確なものがあるというリスクは

ありますか?

CB:  

ファンドの ESG 証明書を見ても、マネージャー

がどのように ESG に取り組んでいるかを知らな

ければ、あまり意味がありません。投資家は、ボ

ンネットを開けるように中身を見てみるべきで

す。マネージャーが投資プロセスにESGを組み

込んでからどのくらいの期間が経っているのか、

最新の国連責任投資原則(UNPRI)のスコアを

聞いたり、事例を聞いたりします。私は、特定の

ファンドを信用しすぎるべきではないと思いま

す。私はそれについては懐疑的です。

AB:  

ファンドでも CLO でも、先入観は非常に誤解を

招きやすいものです。私たちは、何かを「ESG

対応」と評価することは危険だと考えています。

何に準拠しているのかが明確ではありません

し、一人の人間が準拠しているものと他の人が

準拠しているものは異なります。もちろん、ファ

ンドや CLO の条件も重要ですが、マネージャ

ーとそのプロセスの方がはるかに重要なので

す。

「ファンドの ESG 証明書

を見ても、そのマネージ

ャーがどのように ESG

に取り組んでいるかを知

らなければ、意味があり

ません。」

クリストファー・ボーン
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