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責任投資とパフォーマンス： 
債券分野は責任投資のフロンティア

ESGを株式および債券のポートフォリオに導入する動
きが徐々に広がっているが、責任投資をリードするア
ムンディは、ESGの多様な側面および各資産クラスに
おけるESGの効果を深く理解することは極めて重要で
あると考え、当社リサーチ部はESGを最優先事項とし
て掲げている。

2018年、当社は2010～2017年のESG投資が株価
に及ぼすインパクトを考察した独自の調査論文を発
表したが、このたび2019年6月までのデータを分析
して調査結果をアップデートした。その結果、2010～

2013年においてESG投資はパッシブ運用、アクティブ
運用ともに、より低いリターンをもたらす傾向がみられ
たが、2014年以降はアウトパフォーマンスの原動力と
なり、とりわけユーロ圏ではベータ戦略にもなっている
ということが確認された。

本レポートは、研究者や専門家によって、まだ、十分に
検討されていない債券分野におけるESG投資のイン
パクトに焦点を当てる。今回の新たな調査研究によれ
ば、2010～2019年の社債市場におけるESG投資の
パフォーマンスは徐々に改善している。

2014年以降、債券のベスト・イン・クラス銘柄（上位
20％）とワースト・イン・クラス銘柄（下位20％）のロン
グ・ショート戦略におけるリターンは、ユーロ建て投資
適格社債（IG債）の場合、ESGすべてを反映したトータ
ルスコアのみならず、個々の3つの柱（E:環境、S:社会、
G:ガバナンス）でもプラスとなっている。ベンチマー
クに対するトラッキングエラーでリスクを調整しても、
結果はほぼ同じである。一方、ESG最適化ポートフォリ
オのパフォーマンスは2014年以前のリターンは低調
だったが、2014年を境にアルファを生み出している。

ドル建てIG債の場合、数値そのものは振るわないもの
の、ESGがパフォーマンスを押し上げる傾向はみられ
る。実際、ベスト・イン・クラスとワースト・イン・クラスの
ロング・ショート戦略およびベンチマークインデックス
からのリスクの乖離を抑えつつ最適化によりESGスコ

アの改善を図った戦略（以下、最適化戦略）では、2010
～2019年を通してみると、ESG投資がアンダーパ
フォーマンスの原因であった。しかしながら、2010～
2013年における大幅なアンダーパフォーマンスは、こ
こ数年で著しい改善をみせていることが分かった。

また今回の調査結果は、発行体の資本コストにESGが
及ぼすプラスの影響も示している。例えばユーロ建て
IG社債の場合、信用度を加味すれば、ワースト・イン・ク
ラス銘柄とベスト・イン・クラス銘柄の間で理論上の資本
コストの差は31bpsと推計される。ドル建てIG社債では
ユーロ建てに比べて低いとはいえ、15bpsと推計され
る。特にESG投資とESGファイナンスはコインの裏表で
あるから、この結果には無視できない重みがある。環境
および社会問題に取り組むためには、ESGは投資家と発
行体双方にとって利益を生むものでなければならない。

「アムンディは、責任ある資産運用会社として、常にESGの動向を把握し、責任投資の
リーダーであることを責務と考えています。昨年は株式に注目しました。さらに今年
はこの調査研究をアップデートし、社債について考察しています。最終的には、すべ
ての伝統的資産クラスをカバーしていきます」

ティエリー・ロンカッリ　クォンツリサーチ　ヘッド
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債券分野でのESG：
実情は複雑

ESGの株式運用プロセスへの統合は、財務リスクを平
均よりも低く抑え、従来の証券分析および銘柄選定プ
ロセスを実行、強化するために、投資家にとって当然の
戦略となっている。例えば、ガバナンスのスコアリング
は風評リスク低減に有効であろう。特に、株式市場の最
前線に立つ長期投資家にとってはESGの実行は喫緊の
課題である。一方、債券においては、様相は少し複雑で
あり、実際、投資家の動きは債券ポートフォリオの運用
においてあまり進んでいないようである。

ソブリン債を例に取れば、ESGフィルターが大胆な除
外やアンダーウェイトにつながり、流動性を圧迫する恐
れがあるが、他にも債券投資家がESG導入に消極的な
背景には以下のような理由がある。

–   すでに評価基準の中にESGリスクを組み込み済み
である、と発表する信用格付け機関がますます増え
ている。

–   債券のスコアリングシステムは、主にデュレーショ
ン、クレジットスプレッド、流動性の3要素に左右され

る。十分に分散されたIG債ポートフォリオでは、ESG
を採用して個別リスクを負う余地はほとんどない。

–   債券分野では流動性の問題が重要で、ESGのシグ
ナルに沿ってアクティブ運用のポートフォリオをリバ
ランスすることは難しい。

–   債券の投資目的および投資期間は株式とは異なる。
リターンが決まっているため、債券投資家が目指す
のは満期日までデフォルトリスクを最低限に抑える
ことである。よって、ESGリスクへの関心は株式投資
家の方が債券投資家より高くなる。

こうした理由により、債券におけるESG導入はポート
フォリオ・マネジメントというよりも、グリーン、ソーシャ
ル、サステナビリティ（GSS）ボンドによるポートフォリ
オ構築に類するものが多くなっていると考える。しかし
ながら、債券投資においてESGが引き起こしている実
際の影響を観察するためには、GSSボンドだけでなく、
伝統的な債券市場における需給の不均衡に目を配る
必要があると思われる。

注目すべき結果：
北米とユーロ圏の分断が現実化

株式市場における前回調査と同様の方法を使用した
結果、ESGスクリーニングが投資適格社債ユニバース
に及ぼすインパクトについて以下のように考察する。

–   ユーロ建てIG社債の場合、結果は株式とほぼ同じで
ある。

–   2010～2019年は、ベスト・イン・クラス銘柄が
ワースト・イン・クラス銘柄をアウトパフォームし、
特に2014～2019年は2010～2013年よりも
その傾向が顕著だった。例えば、ベスト・イン・クラ
ス銘柄（上位20%）をロング、ワースト・イン・クラ
ス銘柄（下位20%）をショートとした場合、2014
～2019年には年率で37bpsのプラスのリター
ンを達成したことになる。

–   ESGを組み込んで債券インデックスを最適化す
ると、その超過リターンは2010～2013年はマ
イナスだったものの、2014～2019年はプラス
となった。例えば、トラッキングエラーが25bps

の最適化戦略の場合、2014～2019年には年率
3bpsの超過リターンを達成したことになる。

「一般的な見方とは対照的
に、ESG投資はユーロ建て
IG債のパフォーマンスにプ
ラスに寄与している可能性
があります。米ドル建てIG債
の場合は、逆に、ESG投資が
ネガティブになっています。
しかし、近年になってESG投
資のマイナス効果は大幅に
低下しており、明るい兆しが
出てきています」
アルバン・ドゥ・ファイ
SRI債券プロセス　ヘッド
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–   2014～2019年のリターンを押し上げた主な要因
は社会要素であった。

–   米ドル建てIG社債をみると、ロング・ショート戦略、
最適化戦略ともに、ユーロ圏に比べて結果は思わ
しくなく、ESGスコアリングとパフォーマンスの間
に正の関係は認められない。例えば、両戦略の米ド
ル建てIG債の数値は-32bpsと-9bpsだったが、
ユーロ建てIG債は+37bpsと+3bpsだった。しか
し、2014～2019年のESG投資は2010～2013
年に比べて改善している。

以上の結果から、ESG投資を実行する際には通貨（ユーロと米ドル）が重要なファクターであることが見てとれる。
しかし、ユーロ圏と北米の違いが発行済み社債の通貨に関係しているのか、それとも地域の特性の問題なのかは
疑問である。例えば、ユーロ建て社債は欧州企業のみならず、欧州以外の企業も発行できる。実際、ベスト・イン・
クラスとワースト・イン・クラスのロング・ショート戦略の場合、ユーロや米ドルといった通貨の種類にかかわらず、
ESG投資は欧州ではほぼ例外なくプラス寄与、逆に北米はマイナス寄与となることを当社の調査結果は示してい
る。最適化ポートフォリオについても結果はほぼ同じである。したがって、北米とユーロ圏の違いとは、通貨ではな
く、地域に基づいており、ESG投資は、欧州のIG債にとってはアウトパフォーマンスの源泉、米国IG債にとってはア
ンダーパフォーマンスの原因となっていることを示している。

ESG投資とESGファイナンス： 
コインの裏表

今回の調査結果は、ESGスコアと信用格付けの間に正の相関関係があることを示している。ESGの限界的な効果を
特定するため、当社はESG・クレジット・プライシングモデルを開発した。このモデルでは、ESGが資本コストにポジ
ティブな影響を及ぼすことを示す形跡が認められた。つまり、信用格付けが同じでもESGスコアが高い発行体の方
がESGスコアの低い発行体よりも資本コストは低い。市場均衡下において、2014～2019年にはベスト・イン・クラス
銘柄とワースト・イン・クラス銘柄のイールドスプレッドの差はユーロ建てIG債は31bps、米ドル建てIG債は15bps
だが、2010～2013年においてはESGのインパクトはさほど大きくなかった。

あまり理論的ではない極端な例を挙げるとすれば、例えばESG基準を導入した分散されたクレジット・ポートフォリオ
の場合、イールドスプレッドの差はユーロ建てIG債では3～8bps、米ドル建てIG債はその半分である。この結果は、
ESGが投資家のみならず企業にとっても重要であることを示している点で注目に値する。ESG投資が債券分野で今
後も拡大していく点を踏まえ、企業は社債発行の際にこのような確認された事実を考慮する必要がある。

ロング・ショート戦略への寄与度（bps） 

 欧州    北米    その他出所：アムンディ

ESG 環境 社会 ガバナンス
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注目すべき論点

こうした新たな局面に対応するため、投資家は方向性を明確に決める必要が出てくるだろう。今回の調査結
果のさらに先を見据え、今後、注目すべき論点は以下の通りである。

  ESGは新たな段階に入った。2014～2019年
のESGとパフォーマンスのポジティブな関係
は、ESGがファクターとして確立したことを示し
ている。したがって、ESGは投資の重要な判断
要因としてみなされるべきである。

  ESG基準が信用格付けに導入される傾向が顕
著になっている。その結果、ESG基準が債券の
バリュエーションに与えるインパクトが増大し、
ESGと信用格付けの間にはある程度の相関関
係が認められる。

  投資ライフサイクル全体の調査の結果、ESG
導入のメリットとしては次のような点があげら
れる。（a）ESGレーティング手法を明確に説明
できる、（b）信用分析においてESGレーティン
グを明らかにする、 （c）信用の質に対するESG
のインパクト評価を詳しく説明できる、（d）以上
の要素をすべて投資家と共有する。

  ESGの導入はすでに一般化しており、投資家は
財務パフォーマンス向上の原動力としての役
割、および3つの柱（環境、社会、ガバナンス）そ
れぞれへのインパクトを評価するようになって
きている。したがって、ESGの導入を信用分析
にとどめるべきではない。投資方針には、3つの
柱に対する包括的なアプローチに基づくESG
レーティングの目標を組み入れる必要がある。
最も明確な目標は、3つの柱ごとの除外方針を
用いてベンチマークよりも高いESGポートフォ
リオスコアを実現することである。

  アセットマネジャーの選定にあたり、財務パ
フォーマンスの創出とESGのポジティブなイン
パクトを証明する力量を投資家が精査する傾
向が強まっている。したがって、ESGの導入はア
セットマネジャーと投資家の双方にとって信認
の問題となってきている。

「ESGの流れは止められません。ESGの導入はアセットマネジャーと投資家の双方に
とって信認の問題となっているのです」

エリック・ブラール　債券運用部門グローバル・ヘッド

ESG投資と債券：
今後の見通し

アムンディは、責任ある投資家として、今後もESG投資の動向に目を配り、ESG投資が金融資産のプライシングに
どのようなインパクトを及ぼすか把握し、顧客のニーズに応じたポジション構築に努めていく。今回の調査は過去
の市場動向を、ありのままに把握したものである。過去の結果を単純に延長するだけでは不十分だが、このような
調査結果は、今後のトレンドを予測するうえでの一助となろう。
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