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米国株式市場におけるESG投資の潮流 



米国株式市場における ESG 投資の流れをなぜ重視すべきか

クレイグ・スターリング
米国 株式調査部ヘッド
コア・エクイティ・ディレクター
ポートフォリオ・マネジャー

米国の ESG（環境、社会、ガバナンス）投資家は、米国企業が ESG に基づくディスクロー
ジャー（情報開示）や ESG の活動において、それぞれの分野でトップクラスのグローバル
企業との差を縮めるに従って、徐々にその恩恵を受けつつあります。米国が ESG を重視す
る流れは、企業の経営戦略に ESG を取り入れることを要求する投資家（アセット・オーナ 
ー）や、アルファ（相対的な超過パフォーマンス〔投資収益〕）の源泉に ESG を利用しよう
とする投資家、法的枠組みに ESG を取り込もうとする監督機関などが主導しつつあります。
ESG を重視する企業は、リスク調整後の投資収益率がプラスになる傾向があるなど、経験
的な実績が積み上がっています。これらの”ESG インプルーバー”は確固とした事業的基盤
を持つ企業であり、ESG 投資のリスクや投資機会を考えるに際して前向きな材料を与えて
います。持続的かつ質の高いビジネスモデルに投資の焦点を当てることで、潜在的にユニー
クなアルファの源泉を引き出し、アクティブな株式投資家にとって整合的な超過収益をも
たらすと私たちは考えています。

考察のキーポイント：
■ 格付会社によると、2020 年前半を通じ、米国は他の国・地域に対して ESG への取り組

みが遅れていた。
■ 米国企業は ESG への取り組みを積極化させ、先進的なグローバル企業との差を縮めた。
■ ESG への取り組みを重視する企業（ESG インプルーバー）へ投資することが、リスク

調整後のプラスリターンをもたらす事例が増加し、時代の潮流となる投資手法へのカギ
を提供している。

■ 11 月の米大統領選挙で民主党が大統領と議会の双方を制すれば、ESG を重視する米国
企業への投資が、他の国や地域よりもかなり大きな恩恵を得ると見込まれる。

■ ESG 基準を投資戦略や持続可能で質の高いビジネスモデルに融合させることは、ESG
と収益の質との間に密接な関係をもたらし、ESG の風景を改善させ、利を生むと私たち
は考える。
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米国における ESG 対応の格差縮小

米国全体にかかる新たな規則はないものの、ESG 関連情報の充実および情報開示は、米国
企業の間で加速度的に拡がっています。情報開示の欠如は、当該米国企業とそれぞれの分野
で ESG を重視するトップクラスの企業との間で、ESG の評価において格差が表れる十分な 
理由となるからです。

■ 環境、社会関連の株主決議が、株主議決権代理人の中で支持を増しています。ゴールド
マン・サックスによると、S＆P 500 指数対象企業の中で、最近の株主総会において環
境、社会関連の株主決議案を支持した投票数は 29％強と、ガバナンス関連の株主決議案
を支持した投票数の割合に近づきました。

■ これは、7 年前の約 2 倍となっています。
■ 環境、社会関連の株主決議の大半は、企業の透明性の向上と情報開示の改善を求めまし

た。これを受けて米国企業は、投資家にとってより適切な ESG 関連情報を整備し、他
の国や地域との格差を解消する努力を続ける必要が高まっています。

図 1 株主決議関連統計（S&P500 指数対象企業）
(決議案数)                             （支持票の割合）

環境・社会関連(E&S)決議案（左軸
（年）

ガバナンス関連(G)決議案（左軸）

E&S 決議案への支持票割合（右軸） G 決議案への支持票割合（右軸）

出所：ゴールドマン・サックス（2020 年 9 月末現在）

投資資金の流入が ESG 関連の情報開示を進展させるカギ

■ 世界の ESG 関連の投資信託の運用資産残高の 75％は欧州が占めていますが、米国でも
個人投資家向け、機関投資家向け双方で増加しています。2017 年初めの資産残高は 960
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億米ドルでしたが、2020 年 7 月時点では 1,450 億米ドルに増加しました。こうした状
況が、米国で”ESG インプルーバー”が重要な投資テーマになることを推し進めていくと
期待されます。

■ モーニングスターによると、2020 年は個人投資家向けの ESG 戦略投資信託への資金流
入が大幅に増加しています。米国では記録的なペースで資金流入が続き、4-6 月期は 104 
億米ドルに達したと見られます。これは、1-3 月期の資金流入とほぼ同規模で、2020 年
前半では 209 億米ドルとなり、2019 年の年間流入額 214 億米ドルに迫る勢いです。米
国において”ESG インプルーバー”が重要な投資テーマとなったことの証左といえます。

図 2 世界の ESG 関連投資信託の運用資産残高（地域別、月次）
（10 億米ドル）

欧州 ｱｼﾞｱ・太平洋 米国 その他

2017                      2018                     2019                 2020           （年）

出所：モーニングスター

図 3 米国の ESG 関連投資信託への資金流入（四半期）
（10 億米ドル）
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出所：モーニングスター                                               （年・月期）
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ESG を重視する姿勢の拡大がアルファの源泉

ESG への取り組みが改善している企業は、財務格付が改善する可能性があり、それが自社
の株式価値に好影響を与えると期待されます。MSCI と国連責任投資原則（UN PRI）の調
査によると、2009 年から 2018 年にかけて、企業が ESG をより重視することで、ESG スコ
アの改善を通じて、リスク調整後のリターンを押し上げました。UN PRI は、2017 年 6 月
時点で、過去 10 年間に ESG スコアが改善した企業で構築した仮想ポートフォリオでパフ
ォーマンスを測定した結果、米国企業は ESG スコアが上昇傾向にあり、利益を得る状態に
あると結論づけました。

図 4 ESG スコア変動の上位 20％と下位 20％とのパフォーマンス格差
（累積パフォーマンス：％）

（年）

出所：国連責任投資原則（UN PRI）、ESG スコアの変動は前年比による

さらに、UN PRI によると、米国の ESG スコアの変動に基づくポートフォリオは、ESG 格
付に基づく静的なポートフォリオと比較して、リスク調整後リターンが優れていました。
これは、米国の当該ポートフォリオが最も高いインフォメーション・レシオ（リスク当たり
の超過収益率）を示したという測定結果に基づいており、米国企業がグローバル市場の中で
ESG への取り組みや情報開示への姿勢をより改善できれば、アルファを獲得することが期
待されることを意味します。
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表 1 リスク調整後リターン（米国の ESG インプルーバーと世界または主要地域との比較）

出所：国連責任投資原則（UN PRI）「The PRI’s ESG and alpha study」（2018 年 3 月）

企業の ESG への取り組み姿勢が収益の質を予測

企業の ESG への姿勢は収益の質を予測すると考えられます。BOA（バンク・オブ・アメリ
カ）の調査によると、ESG への取り組み姿勢に係るランキングは、将来の業績リスクを測
るのに最も適しており、その他の財務、収益性等の質を測る手法に勝っていました。この調
査は、2005 年から 2018 年の期間を対象としています。

図 5 将来の業績リスクを測る最善のシグナル：ESG ランキング低下で修正性が悪化
（向こう３年の EPS 変動率〔中央値〕）

第 1 グループ（最上位） 第 2 グループ      第 3 グループ     第 4 グループ（最下位）

（ESG 総合ランキング〔四分位〕）
出所：Refinitiv、BOA 米国株式・クオンツ戦略（許可に基づく再掲）
注１：上図は、バンク・オブ・アメリカまたはその関連会社が当該情報の見解、解釈、使用を承認することを意味する
ものではありません。また、バンク・オブ・アメリカまたはその関連会社は、当該情報の正確性、完全性を保証するも
のではありません。
注２：向こう３年の EPS（一株当たり利益）の変動率（S&P500 指数対象企業）は、2005 年 12 月から 2016 年 12 月の
ESG 総合スコアに基づき、2019 年 12 月までの変動率を算出
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「コロナ後」の企業業績に不透明感が残る中、企業が ESG 対応を改善させることは、将来
的に収益の質を高める要因となることは明らかです。米国で ESG 関連の情報開示が進展す
ることは、今後の多くの厳しい局面で、収益の質への支援材料になるでしょう。

米選挙で大統領、議会共に民主党が制した場合、ESG を重視する流れが加速

欧州が主導する ESG に関する各種規則は、今後さらに米国でも取り入れられると見込まれ、
米国での ESG 戦略はますます収益機会が与えられると考えられます。これは、トランプ大
統領が再選された場合でも、方向性は大きく変わらないと見込まれます。投資家が企業に対
して環境、社会への対応を高め、情報開示の充実を求める傾向に変化はないからです。また、
ESG 投資へ実際に資金流入が加速していることも支えですが、民主党が勝利すればその傾
向はさらに強まると考えられます。民主党が選挙に勝利し、議会で主導権を握れば、ESG 重
視の流れはより顕著となると見込まれます。

■ 2019 年 9 月、民主党が多数を握る下院金融サービス委員会で、ESG 開示簡素化法案
（ESG Disclosure Simplification Act）が可決されました。当法案は証券取引委員会(SEC) 
に対して、重要な ESG 指標を定義し、企業には財務諸表で ESG 指標と事業戦略との関
係性および、関係性を判断するプロセスについて開示することを義務付けるよう要求す
るものです。

■ また、当法案は「サステナブルファイナンス諮問委員会（Sustainable Finance Advisory
Committee）」を SEC 内に設置することを掲げています。これは、企業が情報開示を義
務付けられる ESG 指標に関する助言や、サステナブルファイナンスへの資本流入を促
進させる政策提言をすることを目的とするものです。

■ この提案は、民主党のサンダース、ウォーレン、オカシオ・コルテスなどが掲げるグリ
ーン・ニューディール政策において、金融サービス、資本市場に関する政策立案の優先
的な事項となっています。

■ こうした ESG に係る提案は、バイデン候補が支持する民主党の気候変動・環境政策と
一心同体です。

「バイデン・プライオリティ」の多くは、ESG 対応に積極的な企業に報いることでしょう。

■ 環境関連の法規制
■ バイデン候補は、気候変動を選挙活動における主要なテーマとしてきました。民主党が

政権を握ると、規制や課税強化によって化石燃料の生産コストを引き上げる一方で、補
助金などを通じて再生可能エネルギー（風力、太陽光、EV〔電動自動車〕、バイオ燃料
など）の生産コストを押し下げ、化石燃料離れを促進させることが期待されます。企業
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にとっては、炭素排出量の管理、利用状況が‘E’（環境面）の大枠となります。
■ 民主党は、素材、水、資源に対するより大掛かりな環境規制を導入する公算が大きいと

思われます。

バイデン政権成立なら社会政策が加速する

■ バイデン政権になると、消費者金融保護局（Consumer Finance Protection Bereau
〔CFPB〕）が主な規制で重視され、顧客に対して公正な金融機関にとっては追い風にな
ると思われます。

■ データのセキュリティとプライバシーに関する法整備の強化が、金融、消費者、テクノ
ロジー企業にとってさらに重要なテーマになると予想されます。すでに、ESG で差別化
が促される重要な点です。

■ 民主党は、労働者の交渉力、賃金、雇用保障、および雇用の柔軟性を高めるための強力
な労働改革を求めて団結しています。不平等を抑制するため、労働改革はバイデンの政
策課題の中核となっており、バイデン政権となれば早期に追求される可能性が高いと考
えます。 労働政策については民主党の中で幅広いコンセンサスを得ています。例えば、
特に、労働者の権利を優先する企業は、すでに、連邦政府が定める最低賃金（時間当た
り 15 米ドル）を超える賃金を支払い、組合に加入している場合は、より適切に管理さ
れています。労働者を優先する企業は、明らかに ESG の評価が上がります。

■ バイデン候補と民主党は、海外から得る所得に対して満足に納税していない企業をター
ゲットにすると公約しています。これは、特にテクノロジー企業にとっては ESG の評
価においてペナルティとなるでしょう。

結論

その分野におけるトップクラスの ESG 対応は、米国株式市場にとって喫緊の課題であり、
ESG 投資における長期的な指針として、今や先導する欧州との格差を縮め始めています。
米国では ESG 関連の情報開示が充実し、幅広い投資家層で ESG 投資への資金流入が増加
しています。また、これと相乗する形で、米企業は環境、社会に関する主要な ESG 対応に
ついてより良い成果を得るべく、加速度的に注目度を高めています。大統領と議会を、今般
の選挙で民主党が制すれば、ESG を重視する流れはより加速する公算大です。ESG への対
応を重視し、ESG を投資プロセスに適切に取り入れることで、”ESG インプルーバー”を選
定していくことが今後ますます重要となり、従来のベンチマークに対して、より良好なリス
ク調整後リターンとアウトパフォーマンスが得られるようになると考えられます。ESG で
十分な実績と経験を有する大規模な資産運用業者は、投資家の中で有意な地位を占めると
考えます。彼らは、ESG 対応を進展させている企業を選定するための手法、プロセス、調
査能力に優れ、未来の「ESG リーダー」を見極めていくものと考えられます。
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当資料で使用した主な定義

■ アルファ：ベータ調整後の期待超過収益率。アルファがプラスとは、リスク調整後の株
式価値が対象となるインデックスを上回ることを示す。

■ ベーシス・ポイント：0.01％（1 万分の 1）を 1 ベーシス・ポイントと呼ぶ。
■ ベータ：市場の変動性との連動度合いを示す指標。ベータが 1 の場合は市場全体の変動

性と同水準、1 を下回る（上回る）場合はそれよりも小さい（大きい）ことを示す。
■ インフォメーション・レシオ：ベンチマークに対する超過収益率を超過収益率の標準偏

差で除した数値。対象となるポートフォリオの超過収益獲得の効率性を測る指標。
■ オープンエンド・ファンド：投資の一部または全部の買い戻し（または償還）が保証さ

れているファンド。各ファンドの約款で条件が定められている。
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本資料のご利用に当たっての注意事項等
本資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものです。
本資料は、本資料に含まれるいかなる金融商品の販売や媒介を意図、または購入あるいは売却を勧誘する
目的で作成 されたものではありません。
本資料は法令に基づく開示資料ではありません。
投資信託に係る費用について
投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただきます。その料率は投資信託によって異なります。さ
らに、下記以外の手数料・費用をご負担いただく場合、一部の手数料・費用をご負担いただかない場合もありま
す。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）・契約締結前交付書面をご覧ください。または、販売会社
へお問い合わせください （カッコ内には、アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する公募投資信託のうち、
最も高い料率を記載しています。）。
投資信託の購入時：購入時手数料〔最高料率３．８５％（税込）〕
投資信託の換金時：信託財産留保額〔最高料率０．３％〕
投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）〔実質最高料率２．２５４％（税込）〕、監査費用
運用管理費用（信託報酬）、監査費用は、信託財産の中から日々控除され、間接的に投資者の負担とな
ります。その他に有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税費
用等を間接的にご負担いただきます。
また、他の投資信託へ投資する投資信託の場合には、当該投資信託において上記の手数料・費用が掛かるこ
とがあります。
※上記の費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
本資料は、特定のお客様の特定の投資目的および財務状況または要望を考慮して作成されたものでありま
せん。

本資料に記載した弊社の見通し、予測、意見等（以下、見通し等）は、本資料作成日現在のものであり、 
今後予告なしに変更されることがあります。また、見通し等や過去の運用実績を含むいかなる内容も、将来
の投資収益等を示唆または 保証するものではありません。 本資料は、信頼できると考えられる情報に基づ
き作成しておりますが、情報の正確性、完全性について保証するものでは ありません。 本資料に記載されて 
いる内容は、全て本資料作成日以前のものであり、今後予告なしに変更される可能性があります。 弊社
は、本資料に含まれる情報から生じるいかなる責務（直接的、間接的を問わず）を負うものではありませ
ん。 弊社の許可なく、本資料を複製または再配布することはできません。

リスクについて
•金融商品等の投資にあたっては、市場動向等、また投資信託等へ投資する場合にはその裏づけとなっている
金融商品等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
•金融商品等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行
者または保証会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合、金融商品等の価格が変動することによって損失
が生じるおそれが あります。
•デリバティブ取引においては、預託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがあります
ので、相場の変動の要因等により生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがありま
す。

投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入のお客様が負うことになります。
投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関を通じて購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりませ
ん。
お申込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内
容をご確認のうえご自身でご判断ください。
販売会社店頭に投資信託説明書（交付目論見書）をご用意してあります。
投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。

アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 350 号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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