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ESG投資のご紹介 

Section 1 
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企業のESGへの取り組みが、株価を左右 

ESG投資の概要： より良い未来への投資 

投資収益の向上が期待されます。 

ESG投資とは？ 

ESG投資は世界で急拡大しています。 

投資収益の向上 
を目指す投資手法 

社会課題の解決 
に向けた活動を支援 

 

各国政府・当局による積極的な促進 

1出所： Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015)、"ESG and financial 
performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies"、 ジャーナル・
オブ・サステナブル・ファイナンス&インベストメント、2015年12月 

長期的に持続可能な社会づくりへの参加 

機関投資家・個人投資家の関心の高まり 

2000超の研究結果によると、ESGを考慮した

投資は、考慮しない投資に比べ、良好なリスク
調整後の投資収益を生む傾向にあります1。 

出所作成： UBS アセット・マネジメント (UK) 
本図は説明のためのイメージ図であり、ESG投資が常にこのような成果をもたらすとは限りません。 
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ESG投資とは？ 

環境（Environmental）、社会（Social）、企業統治（Governance）を考慮した投資 

環境  
気候変動、環境汚染、森林
破壊、などの環境問題への
取り組み 

社会  
労働安全、差別・ダイバーシ
ティ、 サプライチェーンなど
の社会的課題への取り組み  

ガバナンス 
贈収賄防止、ビジネス倫理、  
適正納税、取締役会運営等
のコーポレートガバナンスへ
の取り組み  

 対策：環境問題が発生した際に、
影響を最小限に抑える為の事
前対策 

 恩恵：企業の環境対策を考慮す
る消費者の増加    

 

  

 対策：消費者による不買運動 
（ボイコット）や地域社会との争
いを回避する為の事前対策 
 

 恩恵：労働生産性の改善 
      
 
      

 対策：コンプライアンスを徹底
し、制裁金や追徴課税のリス
クを管理 

 恩恵：長期投資家による長期
間の安定した資金 

 

市場シェア拡大の期待 業績向上の期待 株価変動の抑制効果の期待 

出所・作成： UBS アセット・マネジメント (UK) 
本図は説明のためのイメージ図であり、ESG投資が常にこのような成果をもたらすとは限りません。 
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株価への影響：ESGへの配慮 

株価 

時間 

ESG に関す
る問題発生 株価回復 

買収ターゲット 

株価は小幅回復も、低迷 

ESGに関する事例 

 労働訴訟  
o バングラディッシュ：洋裁工場ビルの崩壊 

 自然災害 
o タイ：洪水による半導体メーカーへの影響 

o インド：ケーララ州の干ばつによるボトリング工場への
影響 

 環境対策不足 
o 化学工場の爆発 
o 原油流出事故 

 会計不正 
 商品品質の低下、消費者による不買運動（ボイコット）、 
 製品回収（リコール）地域社会との関係性の悪化 

ESGに配慮した企業は、ESG問題が発生しても、株価の立ち直りが早い傾向 

出所: ディナ・A.・コーラー、エリック・ J. ・ヘスペンヘイド (2013)、"Finding the value in environmental, social and governance performance"、デロイト・ユ
ニバーシティ・プレス。 作成：UBSアセット・マネジメント (UK)  本図は説明のためのイメージ図であり、ESG投資が常にこのような成果をもたらすとは限りま
せん。 これは、特定のいかなる投資のパフォーマンスも示すものではなく、該当する手数料、税金や経費などは一切考慮されていません。過去のパ
フォーマンスは将来の結果を示ものではありません。 
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株価への影響：学術的な検証例 
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高サステナブル企業群 

低サステナブル企業群 

ESGに配慮した高サステナブル企業群の株価は、低サステナブル企業群を上回る傾向 

■高サステナブル企業群と低サステナブル企業群の株価推移（1992年～2010年） 

注：研究の執筆者（ハーバード・ビジネス・スクール、(2011年)、"The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance"における、    

エックルス、イオアヌ、セラフェイム教授）によって定義された「高サステナブル企業群」は、特定の環境および社会的な面でのポリシーをすべて、あるいはその大半を採用して
いる企業であり、これらのポリシーをほとんど全く採用していない企業として定義される「低サステナブル企業群」をアウトパフォームしています。 
出所： Eccles, Robert G., Ioannis Ioannou, and George Serafeim. "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance"、Management 
Science 60, no. 11 (November 2014): 2835–2857。 作成：UBSアセット・マネジメント (UK) 

 

均等加重ポートフォリオに投資した1ドルの資産増加推移のシュミレーション 

 

過去の研究成果等の一例であり、ESG投資が常にこのような成果をもたらすとは限りません。これは、特定のいかなる投資のパフォーマンスも示すもの
ではなく、該当する手数料、税金や経費などは一切考慮されていません。過去のパフォーマンスは将来の結果を示ものではありません。 
 



ESG投資の普及 

Section 2 
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 運用資産の拡大 

o 米国のESG投資の運用資産残高は、   
約8.7兆米ドル（2016年時点）。 

o 2014年比33%増。 

o 米国市場の投資残高の21%に相当。 

 

 投資委託先を選別する際の必須項目 

o 機関投資家が投資委託先に提出を求める
質問事項にESGが含まれる割合： 

      2012年：60％→2014年：100％ 

 

 ESG投資の主なテーマ  

o サプライチェーンの管理 

o 気候変動（二酸化炭素排出量など） 

o 人権 

o 公害・環境汚染  

o 取締役会の運営  

 

(10億米ドル) 

ESG投資の本格的な普及 

ESG投資はもはや「ニッチ」ではない  
■米国におけるESG投資の運用資産残高（1995年～2016年） 

(年) 

出所：US SIF (サステナブル投資フォーラム)、2016年米国におけるサステナブル・責任投資におけるトレンドに関するレポートより引用。 2年ごとに更新。 
作成：UBSアセット・マネジメント (UK)  上記のデータは将来の動向を示唆、保証するものではありません。  
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ESG投資の分類 

特徴 

市場規模  1.4兆米ドル 

投資判断にESG要素
を考慮 

ポジティブ・スクリー
ニングを含むESG 
分析を取り入れた 
運用プロセス 

ESG課題に対し、  
より直接的な影響を
与える企業やプロ
ジェクトへ投資 

0.2兆米ドル  10.4兆米ドル 

ESG 
インテグレーション 

ESG 
フォーカス 

インパクト投資 
ネガティブ・ 
スクリーニング 

兵器・たばこ・原子力 
などの倫理観に反する  
特定の業種を除外 

15.0兆米ドル 

市場成長率 
(2014年-2016年) +15% +57% +17% +12% 

ESG投資の手段は多様化  

分類 

出所：グローバル・サステナブル・インベストメント・アライアンス（GSIA）、"2016グローバル・サステナブル・インベストメント・レビュー"、1つの投資手段が2つ以上のカテゴリー
に分類されている場合もあります。 
作成：UBSアセット・マネジメント (UK) 
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ESG投資は各地域で拡大 

世界のESG運用資産規模は22.9兆ドル（全運用資産の約26.3％） 

■ESG投資の成長率と投資残高  

2012年 2014年 2016年 

欧州 49.0% 58.8% 52.6% 

カナダ 20.2% 31.3% 37.8% 

米国 11.2% 17.9% 21.6% 

オーストラリア 12.5% 16.6% 50.6% 

アジア 0.6% 0.8% 0.8% 

日本 3.4% 

グローバル 21.5% 30.2% 26.3% 

2012年～2014
年成長率 

2014年～2016
年成長率 

2016年 
投資残高 

（単位：10億） 

欧州 55% 11.7% $12,040 

米国 76% 32.7% $8,723 

カナダ 60% 49.0% $1,086 

オーストラリア・ 
ニュージーランド 

34% 247.5% $516 

アジア（除く日本） *32% 15.7% $52 

日本 6689.6% $474 

合計 61% 25.2% $22,890 

■市場全体に占めるESG投資比率の推移 ■市場全体に占めるESG投資比率（2016年） 
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欧州が牽引、 
オーストラリアは急拡大 

ESG投資の成長率は
日本がトップ 

出所：グローバル・サステナブル・インベストメント・アライアンス、"2016 グローバル・サステナブル・インベストメント・レビュー"、2年ごとに更新。   
* 2012-14 日本を含めたアジア地域 
作成：UBSアセット・マネジメント (UK) 



UBSの取り組み 

Section 3 
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インパクト投資 

UBSが提供するESG投資戦略例 

ETF 

• グローバル株式インパクト投資戦略 
• がん治療インパクト投資戦略 

• 定量分析を用いた地球温暖化
対策株式戦略 

• ロングターム・テーマ・ファンド 
• グローバル・サステナブル戦略 
• 米国サステナブル戦略 

• サステナブル社債ETF 
• ESG分析を用いた米国社債戦略 

ESG株式戦略  

債券 

• 欧州で最大のESG投資ETF運用会社 
• ジェンダー平等ETF1 

気候変動 

• 95%の不動産ファンドが
GRESB2リアルエステイト評価
「グリーン・スター賞3」を受賞 

• 7つの不動産ファンドがGRESB
分類において1位獲得 

 

ESG投資の先駆者であるUBSは、多様なESG関連商品を提供 

不動産ファンド 

出所：UBSアセット・マネジメント (UK) 、GRESB、ETFGI's 2017年12月、 ヨーロピアン・ETF・レポーティング。1運用報酬の一部を、国連の持続可能な開発
目標（SDGs）の目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に沿ったプロジェクトを支援している慈善財団に寄付。2グローバル・リアルエステート・サステナブ
ル・ベンチマーク(GRESB)は不動産セクターのESGの取り組みを評価、データベースを提供。 3GRESBリアルエステイト評価において、環境配慮やサス

テナビリティ課題に関して「マネジメントと方針」及び「実行と計測」の両面で総合的に優れた取り組みを実践している不動産会社やファンドに付与される
賞。 
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UBSアセット・マネジメントのESG投資：株式戦略例 

ESGデータベースの活用  

 

 

総合的な運用アプローチ 

 

 

投資収益の創出 

より良い未来への投資 

 

UBS独自のESGデータベースを活用し、長期的に優れた収益の獲得を目指す 

• 株価分析とESG分析を用いて 
企業価値を総合評価します。 

             

① 株価分析（割安・割高） 

長期的な企業業績予想に基づき
現在の理論的株価を算出し、  
割安・割高の判断材料とします。 

 

② ESG分析（高スコア・低スコア） 

株価分析では評価されないESG要
素を、ESGデータベースを用いて
分析します。 

• ESGデータベースを用いて以下の
分析をします 

 

①業種ごとにESG項目を特定します。 

②個別企業におけるESG項目を評
価し点数を付与します。 

③個別企業のESG項目の点数を合
計し、総合的なESGの魅力度「ES
Gスコア」を算出します。 

• 株価分析において魅力的な会
社に投資をしつつ、より良い未
来づくりを応援する投資戦略。 

出所・作成：UBSアセット・マネジメント (UK)  上図は理解を深めることを目的としたイメージです。資金動向、信託財産の規模、市場動向等によって
は、上記のような運用が出来ない場合があります。 
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UBSアセット・マネジメントのESG投資：運用プロセス 

ESG分析 

株価分析 

ポートフォリオ構築 

株価分析とESG分析 
における高スコア銘柄 

株価分析 

Ｅ
Ｓ
Ｇ
分
析 

低スコア 高スコア 

高
ス
コ
ア 

低
ス
コ
ア 

社会の課題に挑む企業を応援しつつ、優良な投資効果が期待できるポートフォリオ 

（割安） （割高） 

出所・作成：UBSアセット・マネジメント (UK)  上図は理解を深めることを目的としたイメージです。資金動向、信託財産の規模、市場動向等によって
は、上記のような運用が出来ない場合があります。 
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UBSアセット・マネジメントのESG投資：主なESG項目 

業種ごとに企業価値の形成に重要なESG項目を特定し、ESGスコアを算出 

E 

環境 

S 

社会 

G 
ガバナンス 

＜ESG項目例＞ 

• 二酸化炭素排出量 

• エネルギー効率 

• 再生可能エネルギーの 
使用計画 

• 有害廃棄物削減 

＜ESG項目例＞ 

• 従業員の定着率 

• 従業員の安全への配慮 

• サプライチェーンの管理 

• 顧客情報の取り扱い 

 

＜ESG項目例＞ 

• 経営者の報酬 

• 贈収賄防止規定 

• 社外取締役比率 

• 女性取締役比率 

 

出所・作成：UBSアセット・マネジメント (UK)   
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UBSアセット・マネジメントのESG投資：ESG分析 

• ESG項目についてESG運用チーム内で評価 

• 業種やESGの専門アナリストから幅広く情報収集 

• ESGデータベースを補完する情報を外部から入手
（議決権行使の推移、各業界の規制への対応など） 

 

【重視されるESG項目】 

• 従業員の定着率 

• 従業員の安全への配慮 

• 女性取締役比率  

• 従業員の育成プログラム 

【追加的なESG情報の入手・分析】 

• 女性社員の育成・登用への取り組み：育児休暇、介護休暇、
従業員ネットワーク・サポート体制、など  

• 採用プロセスにおけるダイバーシティの推進 

【エンゲージメント】 

• 女性管理職比率の提出を要求  

• ダイバーシティ促進に費やした時間・費用の提出を要求 

• ダイバーシティに関する開示情報の改善と目標設定を要求 

ESG分析  

ESG投資におけるエンゲージメント 

• UBSアセット・マネジメントでは、ESG投資における
エンゲージメント（投資先企業との対話）を積極的
に行っています。 

o 企業のESG課題への具体的な取り組みや
追加情報を入手することで、ESG評価の精
度を高めます。 

o 企業のESG課題への取り組みに対し、更な
る改善案を提案します。 

 

出所・作成：UBSアセット・マネジメント (UK)  上記は例示を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。 

日本の製薬会社の事例 



日本でもESG投資が本格化の兆し 
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まとめ: 2018年は日本でサステナブル投資が本格化の見込み 

日本のESG投資は、大きく分けて下記2つの変化が成長をけん引すると考える 

投資家の変化 

• グローバルトレンド:  ESG投資は、世界の投資家の間で重要な投資戦略となっており、日本
においても拡大の余地は大きい。 

• GPIF:  世界最大の年金運用法人であるGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）も2017
年7月にESG投資を開始し、今後投資規模が拡大する見込み。GPIFの動きを受けて国内機
関投資家もESG投資を拡大することが見込まれる。 

• 日銀： 日本銀行は4月に、「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」の購入を通じて、ESG投
資を開始すると発表。 

 

企業側の変化 

• 働き方改革： 日本政府は、2013年に資本効率性の改善を狙ったコーポレートガバナンス・
コードの適用を決定したのに続き、2017年からは労働文化の改善に向けて働き方改革を打
ち出した。 

• 生産性の向上： 日本の生産年齢人口は毎年1%ずつ減少している。失業率は2%前半で、

企業にとって労働力不足は喫緊の課題となっている。サステナブルな成長を目指すため、企
業は日本政府が後押しする働き方改革を通じて、生産性の向上が求められている。 
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グローバルトレンド：ESG投資は世界の主要投資戦略に   
なりつつある-日本も例外ではない 

過去2年間で世界のESG投資資産は25%拡大 
日本の成長率は最も高く68倍拡大。2017年9月も前年同期比2.4倍と高成長が続いている 

ESG投資資産の成長率： 世界主要国 vs 日本 

注：投資資産には株式・債券・不動産・プライベートエクイティなどが含まれる 
出所：Global Sustainable Investment Alliance, 日本サステナブル投資フォーラム、UBS, 2018年5月 
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グローバルトレンド：投資家層の構造変化 

88%の女性は、 

社会貢献活動に投資したいと考えてい
ます** 

女性の資産成長率（年率7%増）は、男
性（3-5%増）を上回っています*** 

出所：*Campden 2015 UHNW Millennials Research Report 
**アーンスト・アンド・ヤング「Harnessing the power of women investors in wealth management」 
***ボストンコンサルティンググループ「Global Wealth 2016 : Navigating the client landscape」、UBS, 2018年5月 

 

69%の超富裕層の 

ミレニアル世代 
は、社会的責任投資に「非常に興味がある」
もしくは「興味がある」* 

40%の 

ファミリー・ 

オフィスは、 

ESG投資を拡大したいと考えています* 
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GPIFがESG投資へ積極化 

• 2015年9月：国連責任投資原則(PRI)へ署名 → 国内機関投資家も追随 

• 2017年1月：CIO水野氏がPRI理事へ就任 

• 2017年7月：ESG投資を開始。投資規模は現在の年間1兆円→数年後に3-4兆円へ拡大すると
予想される。GPIFのESG投資に対する積極的な動きは、国内機関投資家のESG投資を加速
させると予想。 

GPIFがPRIへ署名後、国内機関投資家は追随 

出所：国連Principles for Responsible Investment、UBS, 2018年5月 

国連責任投資原則（PRI）は、国連機関である国連環境計画（UNEP）と国連グローバル・コンパクト（UNGC）が推進しているイニシアチブで、世界
の年金基金などアセットオーナーや運用会社がESG投資を推進していくことを自主的に署名し参加を表明しています。 

日本 

世界 
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政府主導の働き方改革は企業のESG姿勢を後押し 

• 働き方改革は、日本のビジネス慣習を大きく変える取組み。 

• 働き方改革により、企業は人材投資（効率化、昇給、ワークスタイル）を促進し、資本効
率、生産性の向上への投資を加速すると思われる。 

• 既に先進的な日本企業はESGの取組として、働き方改革に積極的に着手し始めている。 

• 2017年10月26日の伊藤レポート2.0では、コーポレートガバナンスのさらなる向上、ESG
関連の開示促進・投資家との対話を企業へ促している。 

日本政府は、2013年以降の、コーポレートガバナンス改革に続き、2017年には働き方改革を推進 

Governance (2013-2016) 

スチュワードシップコード 

伊藤レポート（ROE 8%目標） 

コーポレートガバナンスコード 

Social (2017~) 

働き方改革 

伊藤レポート2 

伊藤レポートとは、伊藤邦雄教授を座長とする経済産業省によるプロジェクトによる報告書。伊藤レポート1.0は2014年8月に発表。 
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2018年はS(社会)セグメントの改善が、日本のESGを牽引する 

出所：MSCI、UBS, 2018年5月 

日本のESGスコアは世界と比較しても高水準 
2018年は、働き方改革、人手不足が起因となり日本企業のＳ（社会）セグメントの格付け向上が
期待できる。結果、世界の投資家からの資金を引き付ける可能性が高い 

MSCIとはニューヨークに本拠を置く金融サービス企業。株価指数の算出や、ポートフォリオ分析など幅広いサービスを提供している会社。MSCIのESG格
付けは37のキーイシューにおいてデータを分析し、企業のコアビジネスとインダストリーの重要ESGイシューに焦点を当てて分析している。特にそれらは
長期視点から投資先の重要リスク・機会になるものと考えられる。企業ESGレーティングはインダストリー内容相対評価でAAA～CCCに評価される（MSCI
より） 

注：各10が最高スコア 

ESGスコア：日本企業 と 世界企業の平均 
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