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重視を打ち出すことを発表しました。
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保険会社や信託銀行、年金基金、資産
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資産活用のヒントをお届けします
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運用独立行政法人」通称
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クに日本企業が昨年の倍近い
国を抜き世界首位に。「日本企業に何が起きたのか」
との声も。

利で行き場を失った投資マネーにとっては高リター
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ESG が金融・企業を救う
●世界の運用資産

ESG 投資は欧米を中心に広く浸透し、投資残高も
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●世界最大

ESG 投資を大々的に採用したことで話題を呼んだ
のは、日本の公的年金の運用を行う「年金積立金管理
運用独立行政法人」通称

＜公的年金で
世界最大規模の年金基金：
ESG を重視した株式インデックスを
て運用を開始。運用額は当初
18 年度末で

米最大の公的年金カルパース（カリフォルニア州職
員退職年金）は全ての投資判断に

●日本企業
この 1 月、環境分野の情報開示や取り組みで企業

を評価する国際
わせが。対象の全世界企業
クに日本企業が昨年の倍近い
国を抜き世界首位に。「日本企業に何が起きたのか」
との声も。 

＜背景に
この格付けが重みを持つのは条件が厳しいだけで
なく、世界の
こと。高評価を得られないと投資家から資金を集
められなくなる。対象企業の時価総額は全世界総
額の 5 割以上とか。

温暖化対策は巨額な資金が必要ですが、世界的低金
利で行き場を失った投資マネーにとっては高リター
ンを得るチャンスとも。リターンを犠牲にすると言わ
れた ESG 投資は今や主流の投資手法になりつつあり
ます。 
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