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コアとなるベータ志向の気候戦略に、サテライトとなる

高い確信度に基づいたアルファ志向の気候戦略を組

み合わせることで、トラッキングエラーを抑制しながらア

ルファの追求と分散投資が可能です。 
 

ESGと気候変動は、多くの政治的・規制面でのアジェンダ（議題項目）の最上位に位置し

ており、機関投資家の対応すべきタスクをより複雑なものにしています。機関投資家 からよく

ある質問には次のようなものがあります。  

• どのような気候変動に対応した尺度を用いるべきか。また、それはフォワードルッ キン グ

（将来予測）モデル、またはヒストリカル（過去）データのどちらに依拠したものである

べきか、あるいはその両方を組み合わせたものであるべきか。  

• 同じ気候指標を異なる資産クラス、したがって資産配分において適用することができ る

か。 

• 気候変動に対応して最適な形で資産配分を行うために、除外スクリーニング、最適化、

高い確信度などをどのように適用すべきか。 

• トラッキングエラーの許容値をどのように設定すべきか。また、どの程度の分散が必要な

のか。 
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アルファとベータの 

ソリューション 

 

気候変動に関する戦略的見解をポートフォリオに組み入れたい投資家に対して、ステート ・ス

トリート・グローバル・アドバイザーズは、アルファとベータ志向の両方のソリューションを提供して

います。当社のアルファ追求型戦略は、ファンダメンタル・グロース＆コア株式（FGC）チーム

が運用するグローバル気候移行戦略で、MS CIワールド（またはA CWI）指数に対 して 3 %

の超過リターンを目標としています。また、当社のベータ志向型戦略はステート・ストリ ー ト・ サ

ステナブル気候世界株式戦略で、気候変動に対応して最適化された幅広いエ クス ポ ー

ジャーを提供しており、MS CIワールド指数をベンチマークとしています（図1参照）。 

グローバル気候移行戦略は、FGCチームのアナリストによる独自開発の気候変動に関連 し

たフォワードルッキングなスコアに基づいた銘柄の選択を通じてアルファの創出を目指す集中

投資のアプローチです。この戦略の目的は、各業界における気候変動対策のリーダーであり、

かつ影響力のある30〜40社を選ぶことです。 

ステート・ストリート・サステナブル気候世界株式戦略は、より広範で完全なルールベースの戦

略であり、気候変動パラメーターはヒストリカル・データに焦点を当てたものとなっています。  

この2つの戦略は、投資スタイルと確信度の点でお互いを非常に補完し合うものになっていま

す。本稿ではまず、2つの戦略の気候変動に対するアプローチと指標の概要につい て説明 し

ます。そして、様々なコアサテライト・ポートフォリオの配分の中で、それらがいかに効果的に作

用するかを解説します。 

 

図表1 

投資アプローチ 

 

 
ステート・ストリート・ 

サステナブル気候世界株式戦略 
ステート・ストリート・ 

グローバル気候移行戦略  

概要 

最適化を通じて推定トラッキングエラー
を最小限に抑え、ベンチマーク・ユニバー
スの炭素強度の低減効果を最大化さ
せる（ただし気候変動パラメーターによ
る制約を受ける）システマチックなアプ
ローチ  

綿密なファンダメンタルズ調査と確か
な銘柄選別能力（確信度）に基
づくアプローチ。市場ベータではなく、
企業固有のリスクがパフォーマンスを
左右 

ベンチマーク  MSCIワールド 
MSCIワールド 

（またはAC W I）  

保有銘柄数 500銘柄程度  30〜40銘柄  

リターン目標  ベータ：超過リターン目標なし アルファ：3%の超過リターン目標 

アプローチ  ボトムアップ ボトムアップ 

保有銘柄  広く分散 集中 

気候関連データ  主にヒストリカル 主にフォワードルッキング  

推定トラッキングエラー 1% 4〜8% 

インフォメーション・レシ
オ目標 

0 0.5 

除外ルール あり なし 

SFDR区分 第9条 
ファンドとして提供される場合には第

9条に準拠予定  

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。  
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気候変動関連の指標

と除外 

 

サステナブル気候世界株式戦略およびグローバル気候移行戦略には、精選されたE S G と気

候変動の指標を適用しています（参照した指標の詳細については用語集をご覧ください ）。  

どちらの戦略も、非人道的兵器や、国連グローバル・コンパクトやスウェーデン倫理評議会か

ら報告された違反行為のある銘柄については除外します。 

気候変動（ES Gの「E 」に注目）に関しては、両戦略とも、石油・ガス探査、石炭火力発

電、オイルサンド、北極圏の開発、シェールエネルギーに関連する活動についてスクリーニ ング

を行います。 

サステナブル気候世界株式戦略では、これらのカテゴリーに属する企業を除外した 結果、

131銘柄（MS CIワールドの10.1％）が投資ユニバースから除外されています1。グローバル

気候移行戦略では除外ルールを明示的には使用していませんが、FG Cチームのアナリ ストは、

クオリティ、持続可能な成長、気候変動対応（脱炭素化への移行）という点で魅力的で

ないと判断した場合、これらの分野への投資を行わないことを選択できます。  

 

 

気候変動の 

パラメーター： 

サステナブル気候 

世界株式戦略 

 

サステナブル気候世界株式戦略は、完全なルールベースの戦略です。除外スクリーニン グの

後、MSCIワールド指数の残りの投資ユニバースに対して最適化が行われ、以下の制約の下

で炭素強度が最小化されます。 

• 推定アクティブ・リスク1％未満  

• 気候変動関連のヒストリカルなパラメーター 

—  化石燃料の埋蔵量90％低減  

—  ブラウン収益スコア90％低減  

—  グリーン収益スコア300％増加   

• 気候変動関連のフォワードルッキングなパラメーター 

—  適応スコアのZスコアの改善度0.25  

その他の典型的なポートフォリオ運用の実行上の制約も含まれていますが、気候変動パラ

メーターとは関連していません。 

この戦略は主にヒストリカル・データに依存しており、新しい情報が入ってくるとポートフ ォリ オの

調整が行われますが、必要な調整を実施する際にその他の条件が全て同じでも回転率の

上昇につながる可能性があります。  
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気候変動の 

パラメーター： 

グローバル気候移行

戦略 

 

グローバル気候移行戦略は、銘柄選択プロセスにおいて過去の気候変動に関するデ ータを

考慮していません。しかし、R-ファクター™（用語集参照）やその他のヒストリカル・データは、

スクリーニング・プロセスにおいて、またポートフォリオ・マネージャーがFGCチームのセクターアナリ

ストと議論する際に重要な参考情報となります（図表 2参照）。 

確信度の高いアプローチであるグローバル気候移行戦略は、ユニバース（MS CIワールドま た

はACWI）から30〜 40銘柄を選び、3年間の投資サイクルにおいて年平均 3%程度のアル

ファを生み出すことが期待されます。選定されるのは以下のような特徴を持つ銘柄とな ります。  

1. 高い成長性と合理的なバリュエーション（GA RP：Growth at a Reasonabl e Price） 

2. 高い銘柄確信度（CQ）：FGCチームでは2000年代初頭からES Gの特徴が明示

的に盛り込まれた定性的なCQによる選定プロセスを投資分析に利用しています。  

3. ネットゼロへの移行に対する強力なポジショニング：独自の気候スコアカードで定性的

に評価。 

上記1と2の指標は、投資ポートフォリオにおいて底堅く優れた好パフォーマンスを実現するた

めに、FGCチームが長年使用してきた分析ツールに由来するものです [4]。3番目の指標は、

FGCチームが最近開発したものです。 

 

図表2 

グローバル気候移行戦略

のポートフォリオ構築に 

おけるFG Cのアプローチ   

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。 上図は例示目的です。 
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図表3 

ステート・ストリート気候戦

略とMS CIワールドの気候

関連の指標 

2022年6月末時点

 

 
MSCIワールド 

ステート・ストリート・ 
サステナブル気候  

世界株式戦略  

ステート・ストリート・ 
グローバル気候移行

戦略 

構成銘柄数 1,513 457 30 

推定トラッキングエラー ― 1.1% 5.4% 

ヒストリカル指標  

炭素強度：直接＋間接T ier 1 

（CO2換算トン／100万米ドル） 

215.1 85.1 211.7 

削減率 ― -60.4% -1.6% 

加重平均炭素強度（T CF D） 162.05 53.26 124.16 

削減率 ― -67.1% -32.7% 

総埋蔵排出量  157.34 15.92 0.00 

ブラウン収入  2.61 0.26 1.22 

グリーン収入  3.15 12.59 5.54 

フォワードルッキング指標  

適応スコア（高いほど良好）  0.65 0.73 0.76 

MSCIによるインプライド気温上昇 

（低いほど良好）  

2.7°C 2.4°C 2.1°C 

出所：MSC I、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。  

 

サステナブル気候世界株式戦略は60.4%という高い炭素強度削減率を示していますが、グ

ローバル気候移行戦略では1.6%の低減にとどまっています。グローバル気候移行戦略は、

現在の炭素強度はあまり重視せず、むしろフォワードルッキングな指標の枠組みでの企業の

頑健性と適応可能性を検討します。 

サステナブル気候世界株式戦略の推定トラッキングエラーは1%をわずかに上回っており、 これ

は戦略の最適化制約に対応しています。グローバル気候移行戦略は、1,500以上の銘柄の

中から30〜 40銘柄のみを選択する高い確信度に基づいた集中投資のアクティブ戦略である

ため、トラッキングエラーは5.4％と高くなっています。 
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コアサテライト・ポート

フォリオ構築 

 

グローバル気候移行戦略はその特質からコアサテライト・ポートフォリオ構築のためのサテライト

に適していると当社は考えています。コアがMS CIワールド指数をトラッキングしている と仮定し

て、サテライトの配分を調整することによって機関投資家が設定したトラッキングエラー 目標を

達成できます。例えば、MS CIワールド指数に75％、グローバル気候移行戦略に25％のウェ

イトを置いた場合、トラッキングエラーは1.35%、目標アルファは年率 75bpsとなります（図表

4参照）。 

広く分散されたサステナブル気候世界株式戦略は、気候移行戦略をサテライトとする と、 コア

としてうまく機能しますが、それは次のような理由によります。  

• サステナブル気候世界株式戦略には、多数の証券が含まれており、構造上、 MS C I

ワールド指数に対するトラッキングエラーが低くなっています。 

• MSCIワールド指数をベンチマークとするサステナブル気候世界株式戦略を使用すること

で、（サテライト部分だけでなく）株式ポートフォリオ全体に気候変動要素を導入する と

いう投資家の戦略的決定をよりよく反映します。 

• ポートフォリオのコアとして組み入れることで炭素強度の大幅な低減が可能となります。 

• アクティブな気候移行戦略により株式ポートフォリオ全体のレベルで超過リターン目標を

設定することができます。 

 

図表4 

様々なコアサテライト構築

における主要な指標  

 

ユニバース／戦略  
トラッキン
グエラー 

トータル 

リスク 

超過リターン
目標 

(年間bp s) 

炭素強度  

低減 

インプライ
ド気温上
昇 

MSCIワールド - 20.95% 0 0% 2.7°C 

サステナブル気候世界株式  1.19% 20.48% 0 60.4% 2.4°C 

グローバル気候移行 5.40% 21.69% 300 1.6% 2.1°C 

75% MSCIワールド 
25% グローバル気候移行  

1.35% 21.01% 75 0.4% 2.6°C 

50% MSCIワールド 

25% サステナブル気候世界株式  
25% グローバル気候移行  

1.40% 20.88% 75 15.3% 2.5% 

75% サステナブル気候世界株式  
25% グローバル気候移行  

1.66% 20.65% 75 45.7% 2.3°C 

出所：MSC I、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。  

 

75%のサステナブル気候世界株式戦略と25%のグローバル気候移行戦略のポートフォリ オ で

は、炭素強度の低減が顕著である一方で、トラッキングエラーは1.66%と僅かに増加 している

だけです。さらに、目標超過リターンの 75bpsに加え、ベンチマークのトータルリスク20. 9 5 %に

対してこの配分のポートフォリオは20.65%とトータルリスクも低下しており、分散効果が表れて

います。 
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まとめ 

 

当社のコアとなるベータ志向の戦略とサテライトとなるアルファ志向の高い確信度に基づいた

戦略は、いずれも気候変動への対応がもたらす恩恵を提供します。また、組み合わせて使用

することで、トラッキングエラーを抑制したアルファ創出と分散効果を得ることができます。 2つの

戦略は明確に、 

• 気候変動への対応を考慮に入れた戦略的配分の観点において、ともにうまく適合 して

います。 

• コアサテライト・ポートフォリオ構築の観点で、相性が良好です。  

サステナブル気候世界株式戦略はファンド形式で提供されており、欧州委員会の S F D R

（サステナブルファイナンス開示規則）の第 9条に準拠した開示が行われています。 グロー バ

ル気候移行戦略については、ファンドとして提供され次第、同様に開示される予定です 。詳

細については、ステート・ストリートの担当者にお問い合わせください。  

 

 

参照 

 

 

[1] 気候関連指標を理解する：投資家の手引き 

[2] Net Zero: An Investor’s Implementation Guide 

[3] R-Facto r™ — A Transp arent ESG Scoring System 

[4] コアサテライト型ポートフォリオ構築における、アクティブ・ファンダメンタル株式戦略の活用  

[5] インプライド気温上昇 (msci.com) 

 

 

脚注 

 

 

1：2022年６月末時点。 

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/insights/climate-metrics-a-primer-for-investors-jp
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/net-zero-an-investors-implementations-guide.pdf
https://www.ssga.com/es/en_gb/institutional/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/insights/core-satellite-portfolio-construction-japanese
https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/net-zero-solutions/implied-temperature-rise
https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/net-zero-solutions/implied-temperature-rise
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参照 

 

 

R-ファクター：R-ファクター [3]は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが開発した

ESG指標で、様々なベンダーから提供されたES Gデータを集約して共通のSAS B フレ ー ム

ワークにマッピングしています。R-ファクターのスコアリングに基づいて、ユニバース内の各証券は、

ラガード、アンダーパフォーマー、平均、アウトパフォーマー、リーダーに分類されます。グローバル

気候移行戦略では、アウトパフォーマーまたはリーダーに分類された候補証券（すなわち 、 五

分位で上位2つのスコア）のみが保有されます。  

サステナブル気候世界株式戦略においては、ポートフォリオ構築においてR-ファクター・ スコアリ

ングを利用していません。  

炭素強度：S&P Trucostが提供する直接排出+ Ti er1間接排出[1] の値で、川上のスコー

プ3を含む、売上げ100万ドル当たりのCO 2換算としてレポートされています。  

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の加重平均炭素強度（W A C I）： 

TCFDのWA CI[1]は、スコープ1＋スコープ2の炭素排出量を含みますが、スコープ 3の排出

量は含みません。そ のため、 この指標で表される炭素強度は、 川上のスコープ 3 を 含 む

Trucostの定義よりも低い値となります。スコープ 3は企業が直接管理できないため、管理が

困難な排出量に分類されます。  

総埋蔵排出量：S&P Trucostが提供する、企業が保有する化石燃料の埋蔵量 [1 ]は、企

業が保有する化石燃料の確認・推定埋蔵量が燃焼した場合に発生しうるCO2 換算排出

量と定義されています。  

ブラウン収入：S &P Trucostが提供する実現ブラウン収入 [1]は、企業が化石燃料の採掘

から得る収入または発電のための化石燃料の使用から得る収入の割合と定義されています。   

グリーン収入：FTS E Russellが提供するグリーン収入 [1]は、企業が環境に優しい事業活

動や低炭素技術から得た収入の割合と定義されています。  

適応スコア：適応スコア [1]は ISS -ES Gから入手したもので、ユニバース内の各企業は 0

（最も適応していないと予想）から1（十分に適応していると予想）の間のスコア が付され

ます。このスコアは、定性的な2つの測定指標を組み合わせたもので、1つは気候変動に対す

る企業の姿勢を評価する指標、もう1つは企業の温室効果ガス排出削減目標とその達成に

向けた施策・行動計画の有無とその質を評価する指標です。  

インプライド気温上昇（ITR）：MS CIのインプライド気温上昇ソリューション[5]である I TR

は、企業の排出スコアを、産業革命以前のレベルと比較した推定気温上昇幅に変換するた

めの指標です[5]。参考指標では、2070年に2.7度（現在が 1.15度で、NDC（各国が決

定する貢献計画）の公約が実現されると仮定）です。サステナブル気候世界株式戦略で

は2.4度の改善をもたらすとみられ、グローバル気候移行戦略では2.1度とさらなる改善をもた

らすと考えられます。 
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

当社は、世界各国の政府、機関投資家、金融アドバ イザーを顧客とし、顧客の皆様 が

財務上の目標を達成する手助けを行うために、指針となる以下の原則を毎日実践 し てい

ます。 

• 厳格さが礎 

• 幅広い選択肢からの構築 

• スチュワード（受託者）として 

• 将来への投資 

過去40年にわたり、これらの原則のおかげで当社は激しく変動する投資の世界で翻弄 さ

れることなく、数百万もの人々の金融面の将来を守る手助けを行ってきました。これ は、世

界30拠点で活動する従業員の存在、そして、常に向上しようという全社共通の強い信念

がなければ実現できなかったと確信しています。その結果、約 3.48兆ドル2を運用する世界

第4位1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 21年1 2月末時点。  
2 .  2022年6月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー
（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約6 64 .3億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 
 

本書はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したもの で す 。

内容については原文が優先されることをご了承下さい。本書は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示 資 料で
はありません。本書は、弊社の運用手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目的の もの で は

ございません。弊社グループの運用戦略をもとに弊社が運用を再委託することにより提供可能となる運用戦略も含まれ ます。本書は、特 定 の金 融

商品の勧誘を目的とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。なお、投資 信 託の

場合は投資信託毎に設定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運 用 報酬 、
信託報酬やその他費用がかかります。各金融商品に関する運用リスクや手数料等諸費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面 やお客 様

向け資料等をご覧下さい。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの書面による明示的な同意なしに、本著作物の全部または一部 を複製 、

複写もしくは送信、またはその内容を第三者に開示してはな りません。本書で述べられている見解は 、 2022年 9月 11日に終了した期間に お け る

Hélène VeltmanとKam al Guptaの見解であり、市場およびその他の状況によって変更となる可能性があります。本書には、将来予想に 関する 記
述とみなされる可能性がある特定の記述が含まれます。このような記述は 、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果または展開 は、

予測されたものとは大きく異なる可能性があることに留意してください。投資には 、元本割れリスクを含むリスクが伴います 。提供された情報は 、投 資

助言に該当するものではなく、そのような ものとして依拠されるべきではありません。本情報は、有価証券の購入の勧誘または売却の申出とみな さ れ

るべきものではありません。本情報は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したものではありません。ご 自 身の
税務・財務アドバイザーにご相談ください。すべての情報は、別段の記載がない限り、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによるもの であ り 、

信頼できると考えられる情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。これらの情報は、現在の正確性、信頼 性 もしく

は完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や保証はなく、これらの情報はそのようなものとして依拠さ れるべ き

ではありません。ここで言及されている商標およびサービスマークは、それぞれの所有者の所有物です。第三者のデータ提供者は、データの 正 確性 、
完全性または適時性に関していかなる保証または表明も行わず、また、かかるデータの使用に関連するいかなる種類の損害に対しても責 任 を負い

ません。株式証券の価値は、個々の企業の活動や一般的な市場および経済状況によって変動し、大きく下落する可能性があります。ステート ・ スト

リート・グローバル・アドバイザーズ（S SGA）は、リターン向上とリスク管理のために、定量的モデルを使用しています。SSGAはこれらのモデ ル が 予 想

通りに機能すると想定していますが、予測と実際の事象との間に乖離が生じた場合、優位性が喪失し、または SS GAが望むものとは反対 の結 果が
生じる可能性があります。特に、これらのモデルは、将来の取引または市場パフォーマン スを適切に予測できない固有の過去データ を利用し てい る 可

能性があります。すべての市場条件において、モデルが予想通りに機能するという保証はありません。さらに、定量的モデルの作成に使用さ れたコ ン

ピューター・プログラミング 、またはそのようなモデルが動作する際に依拠するデータには、エラーが含まれている可能性があります。このようなエ ラ ー は 、

発見されない、またはポートフォリオがこれらエラーに関連した損失を被った（またはパ フォーマンスが低下した）後に発見される場合があります 。第 三
者のモデルは、今後その可用性が低下、または利用できなくな る可能性があります 。ポート フォリオにおける特定のESG基準を満たさない 企 業を 除

外した有価証券ポートフォリオのリターンは、そのような企業を含む有価証券ポートフォリオのリターンを下回る可能性があります。ポートフォ リオに おけ

るESG基準によって、市場全体をアンダーパ フォームする産業セクターまたは有価証券への投資が行われる可能性があります。レスポンシブル・ フ ァク

ター（Rファクター）のスコアリングは、特定の ESG特性を反映するためにステート・ストリートが設計したものであり、投資パフォーマンスを表 すも ので

はありません。スコアリング・モデルから生成された結果は、スコアリングされた企業のサステナビリティとコーポレート・ガバナンスの観点に基づいてい ます 。  

ステート‧ストリート‧ グローバル‧ アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23 -1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 3 45号  

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証 券業協会  
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