
概要
 ■ 本入門ガイドは、責任投資とは何か、それを実行する主な方法、そ
の成長の原動力について簡単に要約したものです。

 ■ 責任投資とは何か、また責任投資に関する一般的な誤解についても
取り上げています。 

 ■ 本文中に参考文献が記載されています。本ガイドの内容の詳細や、
責任投資一般については、別途お問い合わせください。

責任投資とは、投資家が下記の環境・社会・ガバナンス（ESG）要因を運
用資産に組み込むアプローチです。

 ■ 何に投資するかについての投資家の判断

 ■ 投資家が所有者および債権者として果たす役割

責任投資は、リスク管理を改善しつつポートフォリオのリターンを高めるこ
と、また、投資戦略に投資家や受益者の価値観を反映することを目指し
ます。それは、伝統的な財務分析やポートフォリオ構築テクニックを補完
するものです。

シリーズ概要

他にもガイドを作成予定

責任投資とは 

何か？

方針、 

ストラクチャー

および 

プロセス

上場株式 債券
プライベート

エクイティ

ESG課題の例

環境

 ■ 気候変動
 ■ 資源の枯渇
 ■ 廃棄物
 ■ 汚染
 ■ 森林減少

社会

 ■ 人権
 ■ 現代の奴隷制
 ■ 児童労働
 ■ 労働環境
 ■ 従業員との関係

ガバナンス

 ■ 贈収賄および腐敗

 ■ 役員報酬

 ■ 取締役会の多様性および構造

 ■ 政治的なロビー活動および寄付

 ■ 税務戦略

国連環境計画・金融イニシアチブおよび国連グローバル・コンパクトとの連携による投資家イニシアチブ

責任投資とは何か ?責任投資の 
入門ガイド

http://www.unpri.org
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri/contact-us
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責任投資には多くの方法があります。そのアプローチは、通常 2つの包括的分野の組合せです。

ポートフォリオを構築するにあたってESG課題を考慮 
（ESG組み入れ）

投資先企業の ESGパフォーマンスを改善 
（アクティブオーナーシップまたはスチュワードシップ）

統合（インテグレーション）、スクリーニング、テーマの つのアプ
ローチを組み合わせることで、ESG課題を既存の投資活動に組み込
むことができます。

投資家は、投資先企業が ESGリスク管理を改善する、または、より
持続可能な商慣行を開発するよう促すことができます。

統合 スクリーニング テーマ エンゲージメント 議決権行使

リスクをより適切に
管理し、リターンを
向上させるために、
ESG要因を明示的
かつ体系的に投資
分析・決定に組み込
みます。

投資候補リストに
フィルターを適用し、
投資家の優先順位、
価値観または倫理
観に基づいて企業
を投資対象に含む、
または除外します。

魅力的なリスク・リ
ターン・プロファイ
ルを特定の環境また
は社会的結果に寄
与する意図と組み合
わせることを目指し
ます。インパクト投資
を含みます。

ESG課題について、その対応
（開示を含みます）を改善する
ために企業と議論します。これは
単独でまたは他の投資家と協力
して実行することができます。

議案の議決を通して承認または
不承認を正式に表明、また、特
定の ESG課題について株主提
案を提出します。

PRIリポーティング（PRI Reporting）で用いられているテクニカルな定義はここで入手可能です。

11年　米国初の 
社会的に責任を負う
ミューチュアルファンド、
パックス・ワールド・ 
ファンドのローンチ

1年代　 
アパルトヘイトに
抗議して 
南アフリカから 
広範な投資の 
引き揚げ

1年　エクソン
バルディーズ号 
原油流出事故の後、
バルディーズ原則
（後に CERES 
原則に改称）が成立

1年　社会的に 
責任を負う初の 
インデックスの一つ、
Domini  Social 
インデックスの 
ローンチ

1年　英国が初の 
コーポレートガバナンス・ 
コードを発表

1年　 
ダウ・ジョーンズ・ 
サステナビリティ・ 
インデックスの 
ローンチ

2年　キャンペーンや 
株主の圧力の中、グラクソ・ 

スミスクラインが発展途上国で
エイズ薬価格を引き下げ

2年　責任投資原則
（PRI）の発表

2年　 
世界銀行が自身初の 
グリーンボンドを発行

21年　 
国連が持続可能な 
開発目標（SDG）*を策定

21年　投資家による 
過去最大の企業 
エンゲージメント、 
Climate Action +の
ローンチ

21年　 
PRI署名機関数が
,に到達

*持続可能な開発目標

持続可能な開発目標（SDG）
は、世界を 2年までによ
り持続可能にするために世
界的に合意されたフレーム
ワークです。PRIのSDG投資
ケースは、SDGが投資家に
関係する つの理由につい
て説明しています。

責任投資の進化におけるマイルストーン

https://www.unpri.org/signatories/reporting-for-signatories
https://www.unpri.org/sdgs/the-sdg-investment-case/303.article
https://www.unpri.org/sdgs/the-sdg-investment-case/303.article
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いくつもの力が、責任投資の成長を牽引しています。

なぜ責任投資なのか？

ESG要因が企業の財務業績にどのように影響するかについての
2,000件を超える学術的調査の分析では、「プラスの結果が圧倒的
シェア」を占め、件のうちわずか 件がマイナスの関係を示しま
した。

PRIが委託した調査 は、ESG課題に関する企業への働きかけは、よ
り適切な ESGリスク管理やより持続可能な商慣行を促すことによっ
て、投資家と企業双方の価値を創出できることを示しています。

PRIリソース：

財務的に大きな問題となった環境、社会またはガバナンス出来事
の主な例

 ■ 年 :ディープウォーター・ホライズン原油流出事故、BP
は 538億米ドルの税引き前費用を計上

 ■ 年 :フォルクスワーゲンは、排ガス試験に合格するため
に ,万台のディーゼル車を不正に偽装したことを公表、
274億ユーロの制裁金・罰金を含む費用を計上

 ■ 年 : ケンブリッジアナリティカが 8,700万人のユー
ザーから同意なしに個人データを利用できたことで、フェイ
スブックの市場価値が数 億ドル消滅

重要性
金融業界や学会で、ESG要因が投資家のリターンに影響するという
認識が高まっています。リスクをより適切に管理し、リターンを向上
させるために ESG要因を明示的かつ体系的に投資分析・決定に組
み込むことは、ESG統合と呼ばれています。

顧客の要求
受益者および顧客の間で、出資した資金の投資先や投資方法につい
ての透明性強化への要求がますます高まっています。これは、ESG
要因が企業価値、リターン、評判に影響するという認識の高まりや、
投資先企業の環境や社会への影響が注視されるようになったことに
よります。特定のセクター、企業または商慣行を除外するネガティブ
スクリーニングは、価値観をポートフォリオまたはファンドに組み込
むために最も一般的に利用される方法です。

規制
年代の中頃から、責任投資に関する規制が大幅に強化され、
年の金融危機以降は政策介入が特に増加しました。規制上の
変化も、金融セクターが気候変動、現代の奴隷制、脱税など、グロー
バルな問題に対して重要な役割を果たすことができるとの認識が国
家や国際的な規制当局の間で高まったことにより促進されています。

重要性：
ESG要因がリスクおよび
リターンに影響を及ぼす
という認識の高まり

顧客の要求：
受益者や顧客が拠出した
資金の運用について透明
性を高める要求の高まり

規制：
ESG要因を考慮することは
投資家の受託者義務の一
部であるという規制当局か
らの指導強化
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政策介入の累積件数（新たな政策および政策改訂をカウント）

Top academic resources on responsible 
investment

 ESGエンゲージメントは投資家および企業にとっての価値をどのように創出するか；世界的に支援され現地が主導；エンゲージメント成功のドライバー

https://download.dws.com/download?elib-assetguid=714aed4c2e83471787d1ca0f1b559006&wt_eid=2156623951900953270&wt_t=1566240624353
https://www.reuters.com/article/us-bp-gulfmexico-settlement/bp-reaches-18-7-billion-settlement-over-deadly-2010-spill-idUSKCN0PC1BW20150702
https://uk.reuters.com/article/uk-volkswagen-emissions-trial/vw-investors-sue-for-billions-of-dollars-over-diesel-scandal-idUKKCN1LQ0WD
https://www.ft.com/content/87184c40-2cfe-11e8-9b4b-bc4b9f08f381
https://www.ft.com/content/87184c40-2cfe-11e8-9b4b-bc4b9f08f381
https://www.unpri.org/academic-research/top-academic-resources-on-responsible-investment/4417.article
https://www.unpri.org/academic-research/how-esg-engagement-creates-value-for-investors-and-companies/3054.article


Fiduciary duty in the 
21st century

Responsible 
investment 
regulation map

責任投資に関連する規制のほとんどは、投資プロセスの各種部分を反映して、つのカテゴリーに分類することができます。

アセット・オーナー スチュワードシップ 企業開示

アセット・オーナーに関する規制は一般的
に、年金基金の開示要件（例えば、投資原則
についての声明の一部として）または重要な
国営アセット・オーナーに関するものです。
規制当局は保険市場での気候リスクについ
て検討を始めています。

スチュワードシップ・コードは、ガバナンスの
向上を促し株主を保護するために、投資家と
投資先企業との交流を統制します。

ガイドラインは一般的に政府または証券取
引所から発表され、投資家が必要とする
ESGに関するリスクおよび機会に関する情
報の開示を、企業に奨励するまたは義務付
けます。開示は、企業内での ESG課題の認
識を高めることにもなり、結果として ESG課
題がより適切に管理されるようになります。

受託者義務
（多くの国・地域で受託者の義務とみなされる）受益者の最善の利益
のために行動する投資家の義務は、ESG要因が財務的な要因では
ないという誤解のために、ESG課題を投資の判断に組み込まない理
由として一部の投資家に利用されてきました。

しかし、このテーマに関する PRI の取り組みは、以下のように財務的
に重要な ESG要因が、投資判断に組み込まれなければならないこと
を明らかにしました。

 ■ 投資家は、義務の期間と一致する ESG要因を考慮する必要が
あります。

 ■ 投資家は、その顧客および／受益者の ESG優先順位を理解し、
組み込む必要があります。

 ■ 投資家は、その後のプロセスの開示を検討する必要があります。

PRIリソース：
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https://www.unpri.org/fiduciaryduty/
https://www.unpri.org/sustainable-markets/regulation-map
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誤解

責任投資の業界は急速に進化しており、以下をはじめとして、それが
何をもたらすかについての誤解が生じています。

・・・責任投資は、特定の投資戦略または商品に投資するものである。
責任投資は、特定の戦略または商品への投資を必ずしも義務付けて
いません。これは単に、リスクおよびリターンを評価する際、すべて
の関係する要因が考慮されるように ESG情報を投資の意思決定や
スチュワードシップの実践に組み込むことに過ぎません。投資家が責
任投資を厳密にどのように実行するかは大きく異なります。

・・・責任投資は投資リターンを押し下げる。
責任投資はリターンの犠牲を必要としません。実際には、リスク・リ
ターン・プロファイルを強化します。投資家は、特定の ESGデータ
や幅広い ESGトレンドの分析なしには見つけられない可能性のある
リスクや機会を特定する一連のテクニックを適用します。

・・・責任投資は持続可能な倫理的、社会的に責任を負うインパクト
投資と同じである。
環境、社会、ガバナンス問題を考慮する 投資アプローチに関連する
多くの用語があります。そのほとんどは正式な定義がなく、しばしば
混同されて使われています。責任投資がそれらの概念よりもどれだけ
広いかを理解する鍵は、多くの投資家がモラル上または倫理上の目
標を主な目的とするのに対して、責任投資は、唯一の関心事が金銭
的パフォーマンスの投資家でも追求することができ、追求すべきもの
であるということです。
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PRIはどのような役割を果たすのか？

Asset owner 
resources

Information on PRI 
reporting

Issue-specific 
guidance and 
research

PRI Collaboration 
Platform

Academic research

PRI Academy

Asset class-specific 
guides

Events 

Policy and 
regulatory resources

PRI Data Portal

SDG resources

PRIリソース：

PRIは、投資業界において責任投資の導入を奨励および支援するグローバルな組織です。責任投資に対する関心は、年の PRIの設立
以降急速に高まっており、PRI署名機関の数は現在 ,を超え、世界中に広がっています。

本レポートは「What is Responsible Investment」の日本語参考訳です。

署名機関数運用資産（兆米ドル）

運用資産合計署名機関数
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PRI署名機関は、その組織全体で 6つの責任投資原則を実行するこ
とにコミットしています。PRIは以下を通じて、投資家の原則実行を
支援します。

 ■ リソース：投資家による責任投資の実践を支援するために、広
範なテーマに関する指針およびツールを提供します。

 ■ 協働エンゲージメント：優先度の高い ESG課題に関して企業に
働きかけるために、署名機関グループの間を調整します。

 ■ 公的政策：より持続可能な金融システムを構築するために、関
連する問題に関して政策立案者に働きかけます。

 ■ 学術的調査：責任投資に関する革新的な調査を支援し、調査結
果を投資家に公開します。

 ■ 投資家向け会合を開催：知識を共有するために、イベントや地
域ネットワークを通して署名機関を互いに結びつけます。

 ■ リポーティング：PRIリポーティング・フレームワークは、署名
機関がその強みや改善すべき分野を把握することを可能にしま
す。また、署名機関は非公開でスコアリングされ、同業他社と
比較できます。署名機関は非公開の報告書を共有することがで
き、PRIは透明性提供のために一部の情報を公開します。

 ■ PRIアカデミー：オンライン講座を通して投資専門家にトレーニ
ングを提供します。

 ■ ツールおよびプラットフォーム：投資家が PRI協働プラットフォー
ム上で協力し、PRIデータポータル上での責任投資のトレンドや
慣行の把握を可能にします。

https://www.unpri.org/asset-owners
https://www.unpri.org/signatories/reporting-for-signatories
https://www.unpri.org/esg-issues
https://www.unpri.org/esg-issues/explore-the-pri-collaboration-platform
https://www.unpri.org/sustainable-markets/academic-research
https://priacademy.org/
https://www.unpri.org/investor-tools/
https://www.unpri.org/events
https://www.unpri.org/sustainable-markets
https://www.unpri.org/signatories/pri-data-portal-explore-signatories-reporting-data/391.article
https://www.unpri.org/sdgs
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

