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ESG 投資の理解を深める 
はじめに 

サステナブル投資は、資産運用業界において最も急速に成長している分野の 1

つです。また、最も複雑な分野の 1 つでもあります。本稿では、これに関連するテ

ーマに関して明確にすることを目指します。 

サステナブル投資とは、投資判断を行う際に「非財務的要因」（環境・社会・ガバ

ナンス（ESG）要因）を考慮する（一緒にまたは別々に）ことを意味します。そうした

投資では、倫理的な理由による除外から包括的な ESG 統合に至るまで、様々な

形態を採用する場合があります。これに基づいて、ポートフォリオはベストインク

ラスの選択（非財務的メリットを最大化するため）として、または容認できない企

業や業種として受け止められる可能性がある投資対象を避けること（非財務的損

失を最小限に抑えるか、またはボトムアップ・アプローチを通じて ESG の変化を

促すために）により、構築される場合があります。ESG は、多くの要因（炭素排出

量、環境への影響、コーポレート・シチズンシップ（企業市民活動）及び人材開

発）から成る包括的分野であると言えます。業界用語では、ESG はしばしば低炭

素（また、「グリーン」とも呼ばれる）と区別されます。もちろん、低炭素は ESG の

環境的側面における重要な構成要素です。しかし、炭素の排出は気候変動に重

大な影響を及ぼすため、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスでは通常、サステナ

ビリティを 2 つのカテゴリー（ESG とグリーン（低炭素））に分類しています。当社

の目的上、ESG の枠組みにおける環境的側面はより多くの要因を捉える傾向が

ある一方で、グリーンは世界的な気候変動に対する脅威において重要な鍵と考

えられる 2～3 の要因に注目する傾向があります、図表 1 では、3 つの側面の区

別をさらに概説しています。 
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図表 1：ESG の定義 

 
出所：RobecoSAM, 「Measuring Intangibles: CSA Methodology.」図表は説明目的のために提示されています。 

ESG の枠組み内において、環境の構成要素には、廃棄物管理、水管理、及び他

の環境資源の使用などが含まれます。社会には、利害関係者（お客様、従業

員、及び産業施設の近くで暮らしている人々のような企業の存在により影響を受

ける全ての人々）の分析が含まれます。ガバナンスでは特に株主と経営陣に関

連するため、利害関係への影響に注目する一方で、取締役会の構成、経営陣の

報酬、及び株主の権利にも取り組んでいます。これら 3 つの要因は、サステナビ

リティの歴史において（特に財務面で）それぞれ重要な役割を果たしてきました。

図表 2 は、様々な動向を説明している年表です。 
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図表 2：サステナビリティの年表 

 

出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。図表は説明目的のために提示されています。 

サステナビリティ投資の進化 

図表 2 で概説されている通り、サステナブル投資への関心は、1960 年代後半に

おけるダイベストメントにより拍車がかかりました。しかし、近代的なサステナブル

投資の動きは、社会的責任投資（SRI）とともに 1990 年代後半に勢いを増しまし

た。社会的責任投資（SRI）では一連のスクリーニング基準（ネガティブまたはポジ

ティブ）を上場株式に適用しました。その 1 つ例としては、ダウ・ジョーンズ・サス

テナビリティ TM・ワールド・エンラージド・インデックス（酒、タバコ、賭博、兵器・銃

器、及びアダルト・エンターテイメントを除く）が挙げられます。これは、産業ごとの

最上位の ESG ランキング企業を、既存のユニバースに対するネガティブ・スクリ

ーンと組み合わせる指数です。 

社会的責任投資の動きがさらに浸透するに従って、明確に定義された環境また

は社会的目標に対して重大なプラスの影響を及ぼすと予想されるファイナンス・

プロジェクトを目的として、インパクト投資と呼ばれるアプローチが出現しました。

インパクト投資が最終的にサステナブル投資における最も近代的なスタイルの 1

1960年代後半

• ベトナム戦争への反対により、学生
は彼らの大学の投資ポートフォリオに
おいて、軍事請負企業からのダイベ
ストメント投資を要求する

1989年

• 石油タンカーのエクソン・バルディーズ号がアラスカの
プリンス・ウィリアム湾のブライ・リーフで座礁し、1,100
万～3,800万ガロンの原油が流出する海難事故が起き
たことで、世界的に環境問題が注目される重要な分岐
点となる

1999年

• サステナビリティ・アセット・マネジメント（後の
RobecoSAM）との最初のグローバル・サステナビ
リティ指数であるダウ・ジョーンズ・サステナビリ
ティ・インデックスの算出を開始する。指数分野に
おける世界的なリーダーであるダウ・ジョーンズ・
インデックスは、サステナビリティ・ビジョンの初期
の提案者としての地位を確立する

2006年

• 国連は責任投資原則（UNPRI）を公表する。この
イニシアティブは投資家の国際的なネットワーク
から生じ、市場参加者や署名者がサステナビリ
ティの意味を理解し、これらの問題を投資判断や
オーナーシップの実践に組み入れることを支援す
る目的で、6つの原則が掲げられている

2008年

• 株式市場が暴落したため、市場参加
者は短期的な上昇を追求する代わり
に長期的な成果に注目することで、
ESG投資に軸足を移す

2009年

• S&PインデックスはTrucost社と協力して、S&P カーボン・エフィ
シ ェント・セレクト指数の算出を開始する。最初の気候変動指
数として、この指数は、ポートフォリオの脱炭素化のメリットと標
準的なベンチマークと同様なリスク及びリターン・プロファイルを
組み合わせている

2012年

• S&P インデックスとダウ・ジョーンズ・インデックが
合併したことで、2つの強力なサステナビリティ・シ
リーズが組み合わされ、パッシブ・サステナビリ
ティ・ソリューションの将来の成長に向けた堅固な
基盤が築かれる

2015年

• ル・ブルジェ（フランス）において、195の国が画
期的な協定に合意し、気候変動を阻止するため
に、世界のほぼ全ての国が温室効果ガス排出
量を削減させることに初めてコミットする

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-enlarged-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms-and-adult-entertainment-usd
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-enlarged-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms-and-adult-entertainment-usd
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-enlarged-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms-and-adult-entertainment-usd
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つになりました。これは、持続可能な活動を実証する企業が単純により適切な投

資先候補であるという考え方です。市場参加者はますます、出発点としてサステ

ナビリティ基準に基づいてスクリーニングされたポートフォリオを使用し、オーバ

ーレイとしてその他の投資戦略を適用しています。 

また、最近における政府改革の実施に伴い、サステナビリティの動きも形成され

ています。国際取引所連合によると、2000 年～2009 年の間に、中欧及び東欧の

大手上場企業は財務及び非財務の報告を大幅に改善したことで、ESG 要因に

関する情報の開示が拡大しました。これは主に、現地の証券取引所1 によりこの

地域全体にわたり実施されたコーポレート・ガバナンス改革により推進されまし

た。開示におけるこうした進展を通じて、より高品質のデータ提供が可能となりま

す。このことは利害関係者にとって有益となる可能性があります。 

ESG ベンチマークの役割 

サステナブル投資が始まった頃には、サステナブル投資は活発な投資分野に集

中していました。また、インパクト投資の投資家も ESG 関連プロジェクトにおける

プライベート・デットや株式公開に注目しました。ESG 関連プロジェクトは大きなプ

ラスの社会的成果を示しました。サステナビリティ投資への関心が引き続き高ま

り、より多くの市場参加者がこの分野に参入する中で、流動性の制約や限定的

な拡張性が露呈したため、上場株式分野へのシフトが生じました。サステナブル

投資のベースとしての上場証券の受容力が拡大したことにより、別な強力な動き

（指数ベースの投資 2）とサステナブル投資の合流が可能となりました。2 

最初の指数ファンドは、バンガードにおいて John Bogel 氏によって 1976 年にロ

ーンチされました。同ファンドは今日も依然として運用されており、S&P 500®に連

動しています。このファンドの運用資産残高は 2016 年 4 月現在、約 2,290 億米

ドルに拡大しています。最初の上場投資信託（ETF）は 1990 年にローンチされ、

これに次いで 1993 年にはスタンダード・アンド・プアーズ預託証書（SPDR）がロ

ーンチされました。3 指数ベースの投資の人気は引き続き高まり、今日では金融

の世界で顕著な特徴となっています。2014 年現在、ミューチュアル・ファンドを保

有していた世帯の 31%が少なくとも 1 つの株価指数ミューチュアル・ファンドを保

有しており、指数ミューチュアル・ファンドへの純資金流入額は 1,480 億ドルに達

しています。4 

 
1  国際取引所連合「Exchanges, ESG, and Investment Decisions」2010 年 9 月 

2  RobecoSAM, http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/focus-themes/impact-investing/index.jsp. 

2  Financial Times, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3c0c960-a56c-11e4-bf11-00144feab7de.html#axzz49svz4S4C. 

 
4 Investment Company Institute, 2015 年 Investment Company Factbook, 「The Growing Popularity of Index Funds」 

https://www.ici.org/pdf/2015_factbook.pdf. 
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htp://spindices.com/indices/equity/sp-500
http://www.world-exchanges.org/home/index.php/files/18/Studies%20-%20Reports/22/2010%20Exchanges,%20ESG%20&%20Investment%20Decisions.pdf
http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/focus-themes/impact-investing/index.jsp
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b3c0c960-a56c-11e4-bf11-00144feab7de.html%23axzz49svz4S4C
https://www.ici.org/pdf/2015_factbook.pdf
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もちろん、指数は指数ファンドのベースとして、またアクティブ戦略のベンチマーク

として機能しています。上場アクティブ ESG 投資の機会が拡大したことにより、適

切なベンチマークの開発が必要となりました。今日では、ESG 指数がアクティブ

戦略のベンチマークとして使用されるとともに、指数ファンドの基礎を形成してい

ます。指数ベースの投資は通常、流動性が高く、大きな規模に対応可能であるた

め、こうした動向は市場参加者にとって有益なものとなっています。 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと ROBECOSAM のパートナーシッ

プ 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは 1999 年、サステナビリティ投資のパッシブ

運用に参入し、その際に、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデッ

クス（DJSI ワールド）を構築するために RobecoSAM と提携しました。5 これらの

ベストインクラスの企業同士の協力は、この分野においてユニークな提携をもた

らしました。 

RobecoSAM は現在、様々なダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス

（DJSI）、S&P 環境・社会責任指数、S&P LTVC グローバル指数、及び S&P ESG

指数シリーズに対して、それぞれのメソドロジーの下で銘柄選択またはウェイト付

けを決定する ESG スコアを提供しています。 

RobecoSAM は、ESG 指標の最初の一般的な標準化や統合を考案しました。コ

ーポレート・サステナビリティ評価（CSA）（約 3,000 の上場企業に対する年間の

ESG 分析）に基づき、RobecoSAM では、財務的に重要なサステナビリティ統計

値から成る世界で最も包括的なデータベースの 1 つを蓄積しています。また、

RobecoSAM は国連責任投資原則（UNPRI）、欧州社会的責任投資フォーラム

（Eurosif）、アジア持続可能責任投資協会（ASrIA）、及びセリーズ（1989 年のエク

ソン・バルディーズ号の石油流出事故への直接対応で設立されたチューリッヒに

本拠を置く組織）の署名者でもあります。 

コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）及びスコアリング 

RobecoSAM は毎年、コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）を公表していま

す。CSA では 59 の異なる産業を特定し、広範囲に及ぶ産業固有の財務的に重

要な質問を行っています。この質問はサステナビリティの 3 つの重要な側面をカ

バーしている基準にグループ分けされています。 

CSA は、経済問題、環境問題、及び社会問題に関する企業固有の情報や質問

の分析を通じて設計されており、長期的な価値を生み出す企業の能力に重要な

影響を及ぼす産業固有の基準に特に注目しています。全ての調査及び評価を定

期的にアップデートし、適合することで、各産業セクターの最前線で企業の競争

環境に影響を及ぼす可能性のある新たなサステナビリティ・トレンドを把握しま

 
5  パートナーシップが形成された当時、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスはダウ・ジョーンズ、RobecoSAM は SAM でした。 
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ベンチマークの開発
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http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
https://spindices.com/index-family/sustainability/djsi
https://spindices.com/index-family/sustainability/djsi
http://spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-es-responsible-indices.pdf
http://spindices.com/indices/strategy/sp-ltvc-global-index
http://www.sustainability-indices.com/images/S%26P_ESG_index_family.pdf/
http://www.sustainability-indices.com/images/S%26P_ESG_index_family.pdf/
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す。したがって、CSA は重要なサステナビリティ情報の概念に関する企業の理解

を深め、公開の最良執行を促します。図表 3 は、スコアリング・プロセスに関する

詳細を提供しています。 

図表 3：CSA スコアリング基準 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC and RobecoSAM。図表は説明目的のために提示されています 

様々なスコアリング・システムを形成する上で、これらの様々な基準を組み合わ

せることが可能です。当社のほとんどのサステナビリティ指数（ダウ・ジョーンズ・

サステナビリティ・インデックス（DJSI）または DJSI ダイバーシファイド・シリーズ ）

は、3 つの全ての側面を集計したトータル・サステナビリティ・スコアを含んでいま

す。環境及び社会責任指数では環境と社会の要素を使用する一方で、S&P 

LTVC グローバル指数では経済的側面のスコアのみを組み込んでいます。 

RepRisk によるニュース・イベントの継続的なモニタリングに基づくメディア及び利

害関係者分析を通じて、サステナビリティにおける企業の関与や、重大な経済・

社会・環境問題または危機の管理をさらに検証することが可能となります。さら

に、サードパーティ（Deloitte LLP）が CSA プロセス全体を監査し、年間ベースで

幅広い範囲の品質チェックを行っています。 

ESG スコアが高い企業は、非上場企業より高い透明性を提供する傾向があるた

め、ESG 投資と上場株式へのパッシブ投資を上手く組み合わせることができま

す。CSA に参加し、自らを評価する企業は、好業績を挙げると信じているに違い

ないため、透明性の程度は高いと言えます。さらに、メディア・カバレッジの調査、

株主コメンタリー、及び RepRisk ESG ビジネス・インテリジェンスにより分析される

公に入手可能なその他の情報源とともに、企業の自己報告及び開示も考慮され

ます。 

国連責任投資原則（UNPRI）及びダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・イ

ンデックス（DJSI）の対応 

図表 2 で示された通り、国連責任投資原則（UNPRI）の設立は、サステナブル投

資、責任投資、及びインパクト投資の動きに対するキーポイントになりました。図

表 4 では、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスがベンチマークのプロバイダーの

経済

• コーポレート・ガバナン
ス

• 行動規範、コンプライ
アンス

• リスク及び危機管理

• イノベーション管理

環境

• 環境管理システム

• 環境パフォーマンス

• 気候戦略

• 製品ステュワードシッ
プ

社会

• 人材開発

• 優秀な人材の誘致及
び保持

• 職場の健康と安全

• ステークホルダー・エ
ンゲージメント

• 社会的報告

http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-diversified-family-overview/index.jsp
http://spindices.com/indices/strategy/sp-ltvc-global-index
http://spindices.com/indices/strategy/sp-ltvc-global-index
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役割をどのように見ているかに関する概要とともに、6 つの原則が示されていま

す。これらの原則は任意のものですが、ESG 問題を投資の実践に取り入れる上

で、資産クラス全体にわたる可能な行動のメニューを提供しています。これらの

原則は、各組織の投資戦略、アプローチ、及びリソースに適合するように調整さ

れており、伝統的な受託の枠組み内で活動している様々な大手機関投資家の投

資スタイルに適合するように設計されています。RobecoSAM 及び S&P ダウ・ジョ

ーンズ・インデックスはともに国連責任投資原則に署名しています。 

図表 4：UNPRI 及び DJSI の原則の統合 

国連責任投資原則 DJSI のメリット 

1. 私たちは、投資分析と意思決定の

プロセスに ESG 課題を組み入れる。 

DJSI シリーズは、投資判断及びファンドの設立趣旨の遵守に対

してベストインクラスのベンチマークである。 

2. 私たちは、私たちは活動的な所有

者となり、所有方針と所有習慣に 

ESG 問題を組入れる。 

DJSI シリーズを使用すること（アクティブ・ファンドのベンチマーク

として、または、パッシブ・ファンドのベースとして）は、所有方針

及び所有習慣に ESG 課題を組入れることを目指している市場参

加者にとって積極的な選択である。また、これは、企業に対する

エンゲージメントを行い、改善分野に関して企業に改善を要求す

る上で、良いプラットホームでもある。 

3.私たちは、投資対象の企業に対して

ESG 課題についての 適切な開示を

求める。 

DJSI シリーズは、広範な企業の証拠資料に支えられている

RobecoSAM のオンライン質問状（CSA）に基づいている。次に、

メディア・カバレッジの調査、株主コメンタリー、及び RepRisk 

ESG ビジネス・インテリジェンスにより分析される公に入手可能

なその他の情報源とともに、企業の自己報告及び開示も考慮さ

れる。 

4：私たちは、資産運用業界において

本原則が受け入れられ、実 行に移さ

れるよう働きかけを行う。 

パッシブ・マネージャーは DJSI シリーズを使用し、関連する投資

ビークルを構築することができるため、UNPRI を容認し、実施す

る投資家を支援することが可能となる。アクティブ・マネージャー

は、ベンチマークとしてまたは受託基準の遵守を示すための参

考として DJSI シリーズを使用することができ、サステナビリティ

投資の主流化の動きをサポートすることが可能となる。 

5：私たちは、本原則を実行する際の

効果を高めるために、 協働する。 

同原則の有効性を高める最高の方法の 1 つは、投資家を教育

することを通じて達成される。サステナビリティの指数化を産業

基準にすることにより、この教育目標が促進される。 

6：私たちは、本原則の実行に関する

活動状況や進捗状況に関して報告す

る。 

レポーティング（企業への質問状や、客観的な第三者期間から

集められる情報の両方を通じて）は、RobecoSAM がデータベー

スを継続的にアップデートする方法の不可欠な一部である。

RobecoSAM の調査への企業の参加は、世界的な UNPRI に参

加する企業の取り組みを示している。 

出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC 及び国連責任投資原則。 図表は説明目的のために提示されて

います。 

DJSI シリーズ 

DJSI シリーズは現在、世界中の ESG ベンチマークの中で最も長期にわたり利

用されており、倫理、社会、及びガバナンスの枠組みを投資プロセスの一部にし

たいと考えている市場参加者にとって、重要な基準点となっています。 

DJSI ワールド 

毎年、約 3,000 の企業がダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスへの採

用のために評価されています。これらの指数は、世界でベストインクラスの ESG

パフォーマーのパフォーマンスに連動することを目指しています。 
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DJSI ワールドは、RobecoSAM の CSA クラシック・スコアに基づいて世界でベス

トインクラスの上位 10%の企業を選択します。時価総額規模またはカントリー・エ

クスポージャーを無視するため、高いトラッキング・エラーにつながる可能性があ

ります。 

また、DJSI シリーズ内には先進諸国、エマージング市場、及び 3 つの地域（北

米、欧州、及びアジア太平洋）の指数もあります。同様に、特定の国の指数もあ

ります。6 DJSI シリーズは、産業アプローチごとにベストインクラスを望む市場参

加者にサービスを提供するように努めています。ターゲットとする投資家として

は、コーポレート・レーティング・システムを模索している投資家や、純粋な社会的

責任投資（SRI）の市場参加者、アクティブ・マネージャーなどが挙げられます。 

図表 5：DJSI ワールドの過去 10 年間のパフォーマンス 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2016 年 9 月 30 日現在のデータ。過去のパフォーマンスは将来

の結果を保証するものではありません。図表は説明目的のために提示されています。 

図表 5 で示した通り、DJSI ワールドのパフォーマンスは過去 10 年間にわたり変

動していますが、S&P グローバル中大型株と似通った動きになっています。2006

年～2008 年まで、DJSI ワールドはベンチマークをややアウトパフォームしまし

た。 

DJSI ワールド・ダイバーシファイド 

DJSI ワールド・ダイバーシファイドに関して、この指数のユニバースは DJSI ワー

ルドのユニバースと同じですが、国毎及び世界産業分類基準（GICS）のセクター

毎に、時価総額で上位 33%の企業が選択されます。全ての地域及び国の指数は

DJSI ワールド・ダイバーシファイドのサブセットであるため、当指数は単純に細か

く分けることが可能です。さらに、地域やセクターの配分が対象ベンチマークと同

じであるため、この指数のトラッキング・エラーは低くなります。構成銘柄のウェイ

ト付けだけが、セクター及び地域ごとに再配分されます。DJSI ワールド・ダイバ

ーシファイドは、地域及びセクター・アプローチごとにベストインクラスを望む市場

 
6  地域及び国の指数は異なる選択基準値を有しているため、DJSI ワールドのサブセットではなく、別の指数ファミリーになります。 
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DJSI ワールドは、

RobecoSAM の CSA 

クラシック・スコアに基

づいて世界でベストイ

ンクラスの上位 10%の

企業を選択する。 

ターゲットとする利投

資家としては、サステ

ナビリティ金融市場に

興味を持っているリス

ク回避の年金基金が

挙げられる。 

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
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参加者にサービスを提供するように努めています。ターゲットとする投資家として

は、サステナビリティ金融市場に興味を持っているリスク回避の年金基金が挙げ

られます。低いトラッキング・エラーは、図表 6 で容易に確認することができま

す。 

図表 6：DJSI ワールド・ダイバーシファイドの過去 10 年間のパフォーマンス 

 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2016 年 9 月 30 日現在のデータ。過去のパフォーマンスは将来

の結果を保証するものではありません。図表は説明目的のために提示されており、過去の仮説に基づく過去の

パフォーマンスを反映しています。バックテストされたパフォーマンスに関連する固有の限界に関する詳細情報

については、本レポートの最後のパフォーマンス開示を参照ください。 

DJSI ワールド、DJSI ワールド・ダイバーシファイド、及び S&P グローバル大中型

株の違いについては、図表 7 でさらに明らかになっています。 

図表 7：パフォーマンス 

期間 DJSI ワールド 
DJSI ワールド・ 

ダイバーシファイド 

S&P グローバル  

大中型株 

年率リターン(%) 

1 年 9.92 14.50 12.74 

3 年 2.84 5.96 5.74 

5 年 8.89 11.32 11.19 

10 年 2.89 4.77 5.00 

年率リスク(%) 

1 年 16.48 15.44 15.55 

3 年 12.93 11.93 11.78 

5 年 14.83 13.55 13.52 

10 年 18.05 16.75 17.00 

リスク調整後リターン 

1 年 0.60 0.94 0.82 

3 年 0.22 0.50 0.49 

5 年 0.60 0.84 0.83 

10 年 0.16 0.28 0.29 
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http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
http://www.spindices.com/indices/equity/sp-global-largemidcap-us-dollar
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トラッキング・エラー(%) 

1 年 2.51 1.01 - 

3 年 2.43 1.60 - 

5 年 2.50 1.44 - 

10 年 2.58 1.61 - 

出所： S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2016 年 9 月 30 日現在のデータ。指数のパフォーマンスは、米

ドル建てのトータル・リターンに基づいています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではあり

ません。図表は説明目的のために提示されており、過去の仮説に基づく過去のパフォーマンスを反映していま

す。バックテストされたパフォーマンスに関連する固有の限界に関する詳細情報については、本レポートの最後

のパフォーマンス開示を参照ください。 

2016 年はやや不安定な動きとなっていますが、DJSI ワールド・ダイバーシファイ

ドはベンチマークを上回るパフォーマンスとなりました。また、ベンチマークと比較

して、DJSI ワールド・ダイバーシファイドの低いトラッキング・エラーがよく示され

ています。 

結論 

サステナブル投資の動きは金融セクターにとって新たな動きですが、2016 年 11

月の UNPRI や COP22 で示されているように、急速に成長しており、市場を超え

て影響を及ぼしています。 

サステナブル投資の将来は明るいように思われます。モルガン・スタンレー投資

研究所によると、個人の市場参加者の 65%は、サステナブル投資が今後 5 年間

において増加すると予想しています。また、モルガン・スタンレーは、ミレニアル世

代の市場参加者が特定の社会的または環境的成果を目標とする企業またはフ

ァンドに現在のほぼ 2 倍投資する可能性があることを見出しました。7 

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスには現在、150 以上のサステナビリティ指数

があり、その中には、カーボン・エフィシェント、化石燃料フリー、インパクト投資、

及び定量的オーバーレイを行うサステナブル指数などが含まれます。 

パッシブ運用のルールに基づいたメソドロジーにより、アクティブ運用よりも透明

性を高めることが可能となるため、当社では、パッシブ運用の ESG 市場において

さらなる成長が見込まれると予想しています。需要が引き続きサステナブル投資

にシフトし、市場を形成している中で、当社は、今後もますます提案を拡大するこ

とにより、こうした変化に取り組んでいく方針です。 

 
7  モルガン・スタンレー投資研究所, “Sustainable Signals: The Individual Investor Perspective.” 

新世紀世代の市場参

加者が、特定の社会

的または環境的成果
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はファンドに現在の約

2 倍投資する可能性

がある。 

http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
http://spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-diversified-index
https://www.morganstanley.com/sustainableinvesting/pdf/Sustainable_Signals.pdf
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PERFORMANCE DISCLOSURE 

The Dow Jones Sustainability World Diversified Index was launched on May 30, 2013. All information presented prior to an index’s Launch Date is 

hypothetical (back-tested), not actual performance. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect on the index 

Launch Date. Complete index methodology details are available at www.spdji.com.  

S&P Dow Jones Indices defines various dates to assist our clients in providing transparency. The First Value Date is the first day for which there is a 

calculated value (either live or back-tested) for a given index. The Base Date is the date at which the Index is set at a fixed value for calculation 

purposes. The Launch Date designates the date upon which the values of an index are first considered live: index values provided for any date or time 

period prior to the index’s Launch Date are considered back-tested. S&P Dow Jones Indices defines the Launch Date as the date by which the 

values of an index are known to have been released to the public, for example via the company’s public website or its datafeed to external parties. For 

Dow Jones-branded indices introduced prior to May 31, 2013, the Launch Date (which prior to May 31, 2013, was termed “Date of introduction”) is 

set at a date upon which no further changes were permitted to be made to the index methodology, but that may have been prior to the Index’s public 

release date. 

Past performance of the Index is not an indication of future results. Prospective application of the methodology used to construct the Index may not 

result in performance commensurate with the back-test returns shown. The back-test period does not necessarily correspond to the entire available 

history of the Index. Please refer to the methodology paper for the Index, available at www.spdji.com for more details about the index, including the 

manner in which it is rebalanced, the timing of such rebalancing, criteria for additions and deletions, as well as all index calculations. 

Another limitation of using back-tested information is that the back-tested calculation is generally prepared with the benefit of hindsight. Back-tested 

information reflects the application of the index methodology and selection of index constituents in hindsight. No hypothetical record can completely 

account for the impact of financial risk in actual trading. For example, there are numerous factors related to the equities, fixed income, or commodities 

markets in general which cannot be, and have not been accounted for in the preparation of the index information set forth, al l of which can affect 

actual performance. 

The Index returns shown do not represent the results of actual trading of investable assets/securities. S&P Dow Jones Indices LLC maintains the 

Index and calculates the Index levels and performance shown or discussed, but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment 

of any sales charges or fees an investor may pay to purchase the securities underlying the Index or investment funds that are intended to track the 

performance of the Index. The imposition of these fees and charges would cause actual and back-tested performance of the securities/fund to be 

lower than the Index performance shown. As a simple example, if an index returned 10% on a US $100,000 investment for a 12-month period (or US 

$10,000) and an actual asset-based fee of 1.5% was imposed at the end of the period on the investment plus accrued interest (or US $1,650), the net 

return would be 8.35% (or US $8,350) for the year. Over a three year period, an annual 1.5% fee taken at year end with an assumed 10% return per year 

would result in a cumulative gross return of 33.10%, a total fee of US $5,375, and a cumulative net return of 27.2% (or US $27,200). 

http://www.spdji.com/
http://www.spdji.com/
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GENERAL DISCLAIMER 

この資料は英語で作成された資料の翻訳版です。日本語版と英語版との間で相違がある場合は英語版をご参照ください。英語版は www.spdji.com に

掲載されています。 

Copyright © 2016 by S&P Dow Jones Indices LLC, a part of S&P Global. All rights reserved. Standard & Poor’s ®, S&P 500 ® and S&P ® are 

registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), a subsidiary of S&P Global. Dow Jones ® is a registered trademark of 

Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Trademarks have been licensed to S&P Dow Jones Indices LLC. Redistribution, reproduction 

and/or photocopying in whole or in part are prohibited without written permission. This document does not constitute an offer of services in 

jurisdictions where S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P or their respective affiliates (collectively “S&P Dow Jones Indices”) do not have 

the necessary licenses. All information provided by S&P Dow Jones Indices is impersonal and not tailored to the needs of any person, entity or group 

of persons. S&P Dow Jones Indices receives compensation in connection with licensing its indices to third parties. Past performance of an index is not 

a guarantee of future results. 

It is not possible to invest directly in an index. Exposure to an asset class represented by an index is available through investable instruments based 

on that index. S&P Dow Jones Indices does not sponsor, endorse, sell, promote or manage any investment fund or other investment vehicle that is 

offered by third parties and that seeks to provide an investment return based on the performance of any index. S&P Dow Jones Indices makes no 

assurance that investment products based on the index will accurately track index performance or provide positive investment returns. S&P Dow 

Jones Indices LLC is not an investment advisor, and S&P Dow Jones Indices makes no representation regarding the advisability of investing in any 

such investment fund or other investment vehicle. A decision to invest in any such investment fund or other investment vehicle should not be made in 

reliance on any of the statements set forth in this document. Prospective investors are advised to make an investment in any such fund or other 

vehicle only after carefully considering the risks associated with investing in such funds, as detailed in an offering memorandum or similar document 

that is prepared by or on behalf of the issuer of the investment fund or other vehicle. Inclusion of a security within an index is not a recommendation 

by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. 

These materials have been prepared solely for informational purposes based upon information generally available to the public and from sources 

believed to be reliable. No content contained in these materials (including index data, ratings, credit-related analyses and data, research, valuations, 

model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse-engineered, reproduced or 

distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of S&P Dow Jones Indices. 

The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P Dow Jones Indices and its third-party data providers and licensors 

(collectively “S&P Dow Jones Indices Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the  Content. S&P Dow 

Jones Indices Parties are not responsible for any errors or omissions, regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content. 

THE CONTENT IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS. S&P DOW JONES INDICES PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 

USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT’S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT 

THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Dow Jones Indices Parties be 

liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, 

or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content even if advised of 

the possibility of such damages. 

S&P Dow Jones Indices keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity 

of their respective activities. As a result, certain business units of S&P Dow Jones Indices may have information that is not available to other 

business units. S&P Dow Jones Indices has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information 

received in connection with each analytical process. 

In addition, S&P Dow Jones Indices provides a wide range of services to, or relating to, many organizations, including issuers of securities, investment 

advisers, broker-dealers, investment banks, other financial institutions and financial intermediaries, and accordingly may receive fees or other 

economic benefits from those organizations, including organizations whose securities or services they may recommend, rate, include in model 

portfolios, evaluate or otherwise address. 


