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1

はじめに
MSCI ESGリーダーズ指数は、浮動株調整時価総額加重指数であり、同業他社比でESG
評価の高い企業群のパフォーマンスを表すようデザインされている。MSCI ESGリーダーズ
指数は、基礎となるMSCI Global Investable Market Indexesのセクターウェイトを反映した
セクターウェイトを目標とし、ESG選定過程で導入されるシステマティック・リスクを制限する
ことを目的としている。全体として、MSCI ESGリーダーズ指数は、基礎となるMSCI親指数
(以下「親指数」)の50%のカバレッジを目標としている。
現在、MSCIはすべての先進国・新興国のスタンダードサイズ（大型株・中型株）セ
グメントと米国小型株セグメントのMSCI ESGリーダーズ指数を構築している。

2

MSCI ESGリサーチ
MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG Researchが提供する企業格付けと調査を利用し
ている。特にこれらの指数には、MSCI ESG格付け、MSCI ESG Controversies、MSCI
Business Involvement Screening ResearchおよびMSCI Climate Change MetricsのMSCI
ESG Research製品が使用されている。
MSCI ESG Research のESGプロダクト一式の詳細については、以下を参照。
https://www.msci.com/esg-investing

2.1

MSCI ESG格付け
MSCI ESG格付けは、企業が環境、社会、ガバナンスに関するリスクと機会をどの程度適
切に管理しているかを調査、分析、格付けしている。
MSCI ESG格付けは、「AAA」から「CCC」までの7 段階の総合的な企業ESG格付けを提供
する。さらにESG格付けでは、企業がそれぞれの主要な問題を同業他社と比較してどれだ
けうまく管理しているかを示すスコアとパーセンタイルを提供する。
MSCI ESG レーティングスの詳細については、以下を参照。
https://www.msci.com/esgratings

2.2

不祥事スコア
MSCI ESG Controversies (旧 MSCI ESG Impact Monitor)は、企業の事業、製品、サービス
が環境、社会、および/またはガバナンスに与える負の影響が懸念される不祥事に対する
評価を提供する。MSCI ESG Controversiesに用いられている評価フレームワークは、国連
人権宣言、労働における基本的原則及び権利に関するILO 宣言、国連グローバル・コンパ
© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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クトに代表される国際規範と整合的なものとなるように設計されている。MSCI ESGの不祥
事スコアは0-10段階であり、「0」が最も深刻な不祥事となっている。
MSCI ESG Controversiesの詳細については、以下を参照。
https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de9cf85e957245b86b

2.3

ビジネス関与スクリーニング
MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR)は、機関投資家が環境、社
会、ガバナンス(ESG)の基準と制限を確実かつ効率的に管理できるようにすることを目的と
している。
MSCI ESG Business Involvement Screening Research,の詳細については以下を参
照。http://www.msci.com/resources/factsheets/MSCI_ESG_BISR.pdf

2.4

MSCI Climate Change Metrics
MSCI Climate Change Metricsは、気候リスクエクスポージャーの測定・報告、低炭素・化
石燃料フリー戦略の実施、気候変動研究のリスク管理プロセスへの織り込みなど、一連
の目的を達成しようとする投資家を支援するために設計されている。それは、炭素排出
量、化石燃料のエクスポージャー、環境影響(クリーンテクノロジー等)データおよびスクリ
ーン、ならびに低炭素移行スコアおよびカテゴリーなどの企業に関する気候関連のリスク
開示および管理評価を提供する。
MSCI Climate Change Metricsの詳細については以下を参照。
https://www.msci.com/climate-change-solutions

3

MSCI ESGリーダーズ指数の構築

3.1

ユニバース
MSCI ESGリーダーズ指数のユニバース選択は、MSCI Global Investable Market
Indexes(以下「GIMI」)の構成銘柄によって定義される。

3.2

適格基準
MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG Researchが提供する企業格付けおよび調査
を利用して、指数組み入れの適格性を判断する。

3.2.1 ESG格付け適格性

© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG格付けを利用して、自社のESGリスクと機会を管
理する能力を実証した企業を特定している。
企業は、MSCI ESGリーダーズ指数に組み入れられる資格を取得するために、「BB」以上の
MSCI ESG格付けを保有することが義務づけられている。

3.2.2 不祥事スコアの適格性
MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG Controversies Scoresを用いて、事業および/ま
たは製品やサービスが環境、社会、ガバナンスに与える影響に関わる非常に深刻な不祥
事に巻き込まれている企業を識別する。企業は、MSCI ESGリーダーズ指数に組み入れら
れる資格として、MSCI ESG Controversies Score 3以上を取得することが義務づけられて
いる。

3.2.3 ビジネス関与スクリーニングの基準
MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG Business Involvement Screening Researchおよび
MSCI Climate Change Metricsを用いて、以下の事業活動に携わっている企業を特定してい
る。ビジネス関与基準に該当する企業はMSCI ESGリーダーズ指数から除外される。これら
の基準の詳細については、Appendix2をご参照ください。

3.3

•

非人道的兵器

•

核兵器

•

民間銃器

•

たばこ

•

アルコール

•
•

通常兵器
ギャンブル

•

原子力

•

化石燃料抽出

•

石炭火力

指数構築
現在、MSCIは以下のユニバースにてMSCI ESGリーダーズ指数を構築している:
•

すべての先進国および新興国市場におけるスタンダードサイズ（大型株・中型株）セグメント

•

米国の小型株セグメント。

スタンダードサイズセグメントのMSCI ESGリーダーズ指数は、カナダと米国向けに別々に
構築されている北米を除き、地域レベルで構築されている。各地域ESGリーダーズ指数
© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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は、基礎となる親指数の各グローバル産業分類基準(GICS®)セクター内の浮動株調整後
市場時価総額の50%を目標としている。
以下の地域ESGリーダーズ指数を合計し、MSCIワールドESGリーダーズ指数を構築する。

MSCI地域ESGリーダ
ーズ指数

地域

MSCIパシフィックESGリー
ダーズ指数

アジア・パシフィック先進国 MSCIパシフィック指数

MSCI欧州・中東ESGリーダ
ーズ指数

欧州・中東先進国

MSCI欧州・中東指数

MSCIカナダESGリーダーズ
指数

カナダ

MSCIカナダ指数

MSCI USA ESGリーダ
ーズ指数

USA

MSCI USA指数

親指数
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以下の地域ESGリーダーズ指数を合計し、MSCI EM ESGリーダーズ指数を構築す
る。

MSCI地域ESGリーダ

地域

親指数

MSCIエマージング・マーケ
ッツ・アジアESGリーダーズ
指数

新興アジア

MSCIエマージング・マーケ
ッツ・アジア指数

MSCIエマージング・マーケッ
ツ・ヨーロッパ・中東・アフリカ
ESGリーダーズ指数

新興欧州・中東・アフリカ

MSCIエマージング・マーケッ
ツ・ヨーロッパ・中東・アフリ
カ指数

MSCIエマージング・マーケ
ッツ・ラテンアメリカESGリー
ダーズ指数

新興ラテンアメリカ

MSCIエマージング・マーケッ
ツ・ラテンアメリカ指数

ーズ指数

MSCI USA Small Cap ESGリーダーズ指数は、MSCI USA Small Cap指数の各セクター内
の浮動株調整後市場時価総額の50%を目標に構築されている。MSCI USA IMI ESGリーダ
ーズ指数は、MSCI USA ESGリーダーズ指数とMSCI USA Small Cap ESGリーダーズ指数
を合計したものである。
MSCI World ESGリーダーズ指数およびMSCI EM ESGリーダーズ指数を合計し、MSCI
ACWI ESGリーダーズ指数を構築する。
MSCI ESGリーダーズ指数の大型株と中型株のセグメントは、スタンダードサイズセグ
メントから算出されている。
他の地域・国のMSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ACWI ESGリーダーズ指数から特定
の地域・国の銘柄を組み入れ、浮動株調整後の市場時価総額に応じてウェイト付けする
ことによって決定される。例えば、MSCI EAFE ESGリーダーズ指数およびMSCI China
ESGリーダーズ指数は、MSCI ACWI ESGリーダーズ指数の構成銘柄で且つそれぞれが
MSCI EAFE指数およびMSCI China指数の構成銘柄である銘柄を浮動株調整後の時価総
額の割合でウェイト付けされている。

© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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4

MSCI ESGリーダーズ指数の管理

4.1

年次レビュー
MSCI ESGリーダーズ指数は、毎年5月に見直され、親指数の5月のリバランスに合わせて
レビューされる。実際の変更は5月末に実施となる。一般的にプロフォーマ指数は発効日
の9営業日前に公表される。
一般的に、MSCIは、MSCI ESGリーダーズ指数のリバランスのために、インデックスレビュ
ーの前月末時点のMSCI ESGリサーチデータ(MSCI ESG格付け、MSCI ESG
Controversies ScoresおよびMSCI Business Involvement Screening Researchを含む)を使
用する。一部の銘柄については、そのようなデータは、インデックスレビューの前月末まで
にMSCI ESG Researchによって公表されないことがある。そのような銘柄については、
MSCI は、MSCI ESG リーダーズ指数のリバランスのために、入手可能な場合には、月末
以降に公表されたESGデータを使用する。
年次インデックスレビューで、対象となるユニバースが更新され、親指数の各セクターの浮
動株調整後の累積株式時価総額50%カバーを目標に、指数の構成が再評価される。

4.1.1 適格ユニバースの更新
対象となるユニバースは、各年次インデックスレビュー中に更新される。
現在MSCI ESGリーダーズ指数の構成銘柄ではない企業は、セクション3.2に記載されてい
るのと同じ適格基準を用いて評価される。
MSCI ESGリーダーズ指数の既存の構成銘柄は、以下の条件をすべて満たした場合、適格
ユニバースに維持される:
•

MSCI ESG格付け「BB」以上

•

MSCI ESG Controversies Score が1以上

•

セクション3.2.3で述べたビジネス関与スクリーニング基準でスクリーニングされていない

4.1.2 適格銘柄の順位
各セクターについて、セクション3.2で述べた地域親指数の適格銘柄は、以下の基準
に基づいてランク付けされる:
•

ESG格付け

© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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•

ESG Trend¹(正のESGトレンドは中立的なESGトレンド、中立的なESGトレンドは負の
ESGトレンドよりも優先)

•

現在のインデックス・メンバーシップ(既存の構成銘柄が非構成銘柄に対し優先)

•

業種調整後のESGスコア

•

浮動株調整後の株式時価総額（降順）

4.1.3 適格銘柄の選定
各セクターについて、浮動株調整後の累積市場時価総額による目標50%のカバレッジ
に達するまで、次の順に、親地域指数の適格銘柄がランク付けされたユニバースから
選択される:
•

順位付けされたユニバースの浮動株調整後株式時価総額の上位35%に入る銘
柄。累積カバレッジが35%を超える最初の銘柄を含む。

•

上位50%の累積浮動株調整後市場時価総額カバレッジにおける‘AAA’と‘AA’の格
付けを有する銘柄。これには累積カバレッジが50%を超える最初の銘柄を含む。

•

順位付けされたユニバースの累積浮動株調整後市場時価総額カバレッジの上位
65%に入る現在の指数構成銘柄。これには累積カバレッジが65%を上回る最初の銘
柄が含まれる。

•

順位付けされたユニバースの残りの適格銘柄

ランク付け・選定ルールの詳細は、Appendix1をご覧ください。

4.2

四半期レビュー
MSCI ESG リーダーズ指数も、親指数の通常のインデックスレビューと一致するように四半
期ごとにレビューされる。変更は2月末、8月末、11月末に実施される。プロフォーマ指数は
実行日の9営業日前に公表されている。
四半期レビューでは、MSCI ESG格付け、MSCI ESG Controversies Score
AssessmentsおよびMSCI BISRのデータは、インデックスレビューの前月末、すなわち1
月、7月および10月時点の物が使用される。一部の銘柄については、このデータは本
指数の前月末までにMSCI ESG Researchによって公表されないことがある

1 ESGトレンドとは、直近12ヶ月間のESG格付けの変化を指す。過去12ヶ月間にESG格付けが変更しない銘柄は、中立的なESGトレンドをもつことになる。また、ESG格付け業種の変化により
再格付けを受けた企業は、中立的なESGトレンドを有していると定義される。

© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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そのような銘柄については、MSCI は、MSCI ESG リーダーズ指数のリバランスのた
めに、入手可能な場合には、月末以降に公表されたESGデータを使用する。
四半期インデックスレビューでは、セクション4.1.1に記載された適格要件を満たさ
ない構成銘柄はMSCI ESG リーダーズ指数から削除される。適格基準を満たす
既存の構成銘柄は、指数に保持される。
セクション3.2の適格銘柄からの追加は、現在の時価総額カバレッジが45%未満の
セクターに限って、50%の目標に達するまで行われる。
市場価格の変動は、インデックスレビュー間のセクター・カバレッジにわずかな乖離を引
き起こすかもしれない。従って、回転率を最小化するために、目標カバレッジ50%に対し
て10%のバッファーを用いてカバレッジが低過ぎるかどうかを判定する。

4.3

コーポレートイベントに関連する変更
次のセクションでは、MSCI ESG リーダーズ指数内の一般的なコーポレートイベントの取り
扱いについて簡単に説明する。
インデックスレビュー間において、指数には、(下記を除き)新しい銘柄は追加されない。な
お、以下のように親指数に追加銘柄が発生した場合のみ、銘柄の追加が行われる。
また親指数における銘柄削除は同時に反映される。
MSCI ESG格付けの格下げおよび/またはMSCI ESG Controversies Scoreの低下、およ
び/または事業への関与の変更により、銘柄が適格にならなくなったことを理由として、イ
ンデックスレビュー間でMSCI ESGリーダーズ指数からの削除は行われない。

イベントタイプ

EVENTの詳細

親指数の新規追加分

親指数に追加された新銘柄
(IPO、その他の早期組み入れ、異なるサ
イズセグメントからの移行など)は、セクシ
ョン3.2で述べた適格要件を満たし、当該
銘柄が属するセクターの時価総額のカバ
レッジが45%未満である場合にのみ、銘柄
組み入れ日にMSCI ESGリーダーズ指数
に追加される。

© 2021 MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document.
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スピンオフ

既存の指数構成銘柄のスピンオフの結
果として創出されたすべての銘柄は、イ
ベント実施時にMSCI ESGリーダーズ指
数に追加されない。指数に追加するため
の再評価は、その後のインデックスレビ
ューで行われる。

合併・買収

既存の指数構成銘柄が非構成銘柄によ
って買収された場合、既存の構成銘柄
は指数から削除され、買収先の非構成
銘柄は指数に追加されない。

銘柄特性の変化
銘柄特性(国、セクター、規模など)に変化
があった場合、その銘柄は引き続き指数
構成銘柄となる。継続的に指数に組み入
れるための再評価は、その後のインデッ
クスレビューで行われる。
この指数に関連するコーポレートイベントの具体的な取扱いについての詳細および例示
は、MSCIコーポレートイベントメソドロジーブックに掲載されている。
MSCIコーポレートイベントメソドロジーブックは以下を参照。
https://www.msci.com/index-methodology
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Appendix1:50%の業種カバレッジ目標に関するガイドライン
MSCI ESGリーダーズ指数は、地域ごとの親指数における各GICS セクターの浮動株修正
時価総額の 50%をカバーすることを目標としている。指数メンテナンスにおいては、可能な
限り 50%近い業種カバレッジを確保することが求めらると同時に、指数の安定性を確保する
ことが求められる。
それにあたり、以下のガイドラインが用いられる。
各セクターにおいて、親指数構成銘柄は、まず ESG 格付け順にランク付けさ
れる。
ESG格付けが同じ2銘柄の場合、ESG トレンドが高い銘柄が優先される（正のESGト
レンドは中立的なESGトレンド、中立的なESGトレンドは負のESGトレンドよりも優
先）。
ESG格付けが同じでESGトレンドが同じ2社の場合、指数の安定性を維持するため
に、既存構成銘柄が優先される。同一のESG格付けかつ同一のESGトレンドを持つ
既存の構成銘柄同士の場合には、業種調整後のESGスコアが高い企業が優先さ
れる。業種調整後のESGスコアが同じ既存銘柄同士については、浮動株調整後の
時価総額の大きい方が優先される。
各階層の累積セクター・カバレッジを計算する。
各セクターでは、セクション4.1.2で述べたルールに従い銘柄を選定し、セクターの累積

カバレッジが50%を超えるか、適格銘柄全てを選択するまで銘柄選定が行われる。
MSCIは、上記のセクターの累積カバレッジを50%以上に増加させる銘柄を「マージナル企
業」と定義している。
-

マージナル企業が現在のESGリーダーズ指数構成銘柄であれば常に選択され
る。

-

マージナル企業が現在のESGリーダーズ指数構成銘柄でない場合、マージナル
企業とのセクターカバレッジの累積が、マージナル企業がない場合のセクターカ
バレッジの累積と比べて50%に近い場合にのみ、選択される。

累積セクター・カバレッジの最低レベルは45%に設定されている。
-

セクターの累積カバレッジ45%を達成するために必要な場合、マージナル
企業は常に選択される。

セクション4.1.1で適格とされない銘柄は、すべての適格銘柄を選択した後のセクター
の累積カバレッジが50%を下回っても選択されない。
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Appendix2:ビジネス関与スクリーニング基準
MSCI ESG Researchは、不祥事のある活動への重要な関与を定義するために設計された
フレームワークを開発した。このフレームワークには次の４つの制限レベルがある；最も制
限的、非常に制限的、中程度制限的、最小制限的。
MSCI ESGリーダーズ指数によってスクリーニングされた各不祥事の活動(化石燃料採掘お
よび石炭火力を除く)は、これらの制限レベルのいずれかに割り当てられている。

「最も制限的」スクリーニングが適用されるもの
非人道的兵器
-

非人道的兵器(クラスター爆弾、地雷、劣化ウラン兵器、生物/化学兵器、
ブラインドレーザー、検出不可能な破片・炎上兵器)と何らかの関連性を
有するすべての企業。これらはMSCI Ex-Controversial Weapons指数のメ
ソドロジーで定義されている（https://www.msci.com/indexmethodology）

「非常に制限的」スクリーニングが適用されるもの
核兵器
-

核弾頭および/または原子力ミサイル全体を製造するすべての企業

-

核兵器(弾頭やミサイル)専用に開発または大幅に改造された部品を製造する
すべての企業

-

核兵器の輸送を目的に開発または大幅に改造された輸送プラットフォームを
製造または組立するすべての企業

-

核兵器に関する補助的サービスを提供するすべての企業

-

核兵器(武器、ミサイル)の専用用途としては開発されていない、または大幅に改
造されていないが、核兵器に使用できる部品を製造する全ての企業

-

核兵器の専用の輸送用途のために開発されていない、または大幅に改造されて
いないが、核兵器を輸送する能力を有しているデリバリープラットフォームを製造ま
たは組み立てるすべての企業
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-

核兵器専用輸送プラットフォームの部品を製造するすべての企業

「中程度制限的」スクリーニングが適用されるもの
民間銃器
-

5%以上の収益を民間市場向けの火器および小型武器の生産から得ているすべ
ての企業。軍、政府および法執行市場に提供している企業は含まない。

-

民間使用を目的とした銃器又は小型武器弾薬の製造販売(卸売又は小売)によ
る総収入が15%以上を占めるすべての企業

たばこ
-

たばこ関連製品の生産から5%以上の収益を得ているすべての企業

-

たばこ関連製品の生産、流通、小売、供給、ライセンス供与により、総収入の15%
以上を得ている全ての企業

「最小制限的」スクリーニングが適用されるもの
アルコール
-

アルコール関連製品の生産から10%以上の収益を得ている全ての企業

通常兵器
-

従来型の武器・部品の生産で10%以上の収益を得ている全ての企業

ギャンブル
-

賭博関連事業活動を所有し、それにより売上高の10%以上を稼ぐ全ての企業

原子力
-

原子力発電所の所有・運営により10%以上の収益を得ている全ての企業
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特定の制限レベルは適用されないもの
化石燃料抽出
-

一般炭鉱業および非在来型石油・ガス採掘から5%以上の総収入(報告値また
は推定値)を得ているすべての企業。
o

一般炭鉱業：一般炭の採掘(炭酸、無鉛、無炭、蒸気炭を含む)及びその外部
への販売による収入。原料炭、自家発電用石炭(例:垂直統合型発電事業者)、
自社内における石炭の販売、石炭トレーディング収入は含まない。

o

非伝統的なオイル&ガス抽出：オイルサンド、オイルシェール（ケロゲンリッチ鉱
床）、シェールガス、シェールオイル、石炭シームガス、石炭ベッドタウンからの
収益。北極の陸上/沖合、深層水、浅層水、その他の陸上/沖合を含む、在来
型石油・ガス生産の全てのタイプは含まない。

石炭火力
-

5%以上の収益(報告または推定)を一般炭ベースの発電から得ているすべて
の企業。
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Appendix3:メソドロジーの移行
2013年6月
2013年5月のインデックスレビューに先立ち、世界ソクラテスESG格付けを用いてMSCI ESG
リーダーズ指数を構築した。2013年5月のインデックスレビューにより、MSCI ESGリーダー
ズ指数はMSCI ESG IVA Ratingsに移行した。ESG格付けが「CCC」以下の企業は、MSCI
ESGリーダーズ指数に組み入れられなかった。MSCI ESGリーダーズ指数は、基礎となる
MSCI地域ESGリーダーズ指数のGICS 業種の浮動株修正時価総額の 50%をカバーするこ
とをを目標に構築された。

2016年6月
2016年5月のインデックスレビューでは、MSCI ESGリーダーズ指数は、MSCI ESG
Controversies (旧MSCI Impact Monitor)の機能強化を反映させた。主な変更内容は以下
のとおりである。
MSCI ESG Controversiesの変更には、オレンジ・フラグの導入を含め、スコアを個々の不
祥事レベルに合わせるためにスコアリング・モデルを調整することが含まれた。またESG
不祥事スコアをイベント主導の不祥事に集約させる為に、特定の不祥事ビジネス関与
(CBI)基準をモデルから外すことなどが含まれていた。
MSCIは、現行の指数構築目標との整合性を維持するため、2016年6月1日付でMSCI ESG
リーダーズ指数メソドロジーに以下の変更を実施した:
1. 旧MSCIのESGインパクト・モニター・メソドロジーによれば、インパクト・モニ
ターのスコアが0と1であった銘柄は、レッドフラグが付与されていた。新メ
ソドロジーでは、ESGの不祥事スコアが0の銘柄のみが、レッドフラグを付
与される。Impact Monitorのスコアが0または1(現在のレッドフラグ)の場
合、構成銘柄が指数に組み入れられない指数については、MSCI ESGリー
ダーズ指数にレッドフラグ銘柄のみを除外し続けるため、除外基準をESG
Controversiesのスコア=0に変更した。
2. 旧MSCI Impact Monitorは、アルコール、タバコ、ギャンブル、原子力、従来型兵
器、非人道兵器に関連する不祥事事業の関与基準に基づいて除外ルールを定め
ていた。そのため、旧MSCI Impact Monitorのスコアに追加されたアルコール、タバ
コ、ギャンブル、原子力、従来型兵器、非人道兵器に関連する不祥事事業の関与
基準に基づく除外ルールが、MSCI ESGリーダーズ指数のメソドロジーに導入さ
れた。除外規定の詳細は、Appendix2に記載されている。
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2018年6月
2018 年5 月の年間インデックスレビュー前は、MSCI ESG リーダーズ指数の既存構成銘
柄は、そのMSCI ESG格付けが「B」以上であれば、適格ユニバースに維持することができ
た。2018年5月の年間インデックスレビューから、対象ユニバースに維持されるためには、
既存の構成銘柄はMSCIのESG格付け「BB」以上であることが義務付けられている。

2020年12月
2020年11月のインデックスレビューから、不祥事ビジネス関与基準が強化され、MSCI ESG
Researchが設計した枠組みを反映して、不祥事ビジネス活動への重要な関与が定義され
た。このフレームワークにより4つの制限レベルが導入された（最も制限的、非常に制限
的、中程度制限的、最小制限的）。また、「化石燃料抽出」や「火力石炭発電」のスクリーン
を追加した。
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Appendix4: MSCI各国・地域ESGリーダーズ指数
MSCI CountryとRegion ESGリーダーズ指数は、ESG(環境、社会、ガバナンス)パフォーマ
ンスの高い企業のパフォーマンスを表すことを目的として構築されている。
MSCIカントリーESGリーダーズ指数は、ESG選定過程で導入されるシステマティック・リス
クと各国固有のリスクを制限するために、基礎となるカントリー指数のセクターウェイトを反
映したセクターウェイトを目標とすることを目的としている。現在、先進国および新興市場
のスタンダードサイズセグメントについては、MSCIカントリーESGリーダーズ指数を構築す
ることができる。
MSCI Region ESGリーダーズ指数は、MSCI ESGリーダーズ指数の構築に使用されている
ものとは異なる地域について構築することができ、基礎となる地域指数の相対的セクター
ウェイトを反映したセクターウェイトを目標とすることを目的としている。現在、先進国および
新興国市場のどの地域においても、スタンダードサイズセグメントについてMSCI Region
ESGリーダーズ指数を構築することができる。
MSCI CountryとRegion ESGリーダーズ指数は、MSCI ESGリーダーズ指数の構築に用いら
れた特定の地域レベルではなく、セクション3で詳述した指数構築ルールを指数対象国・地
域レベルに適用して構築されている。
MSCI CountryとRegion ESGリーダーズ指数は、親指数にあたる国・地域指数の各GICS業
種の浮動株調整後市場時価総額の50%を目標としている。MSCI CountryとRegion ESGリ
ーダーズ指数は、セクション4で述べたMSCI ESGリーダーズ指数と同様のインデックスレビ
ュー・サイクル、メンテナンス・ルール、コーポレートイベントの取扱いに従う。
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Appendix5: MSCI Extended ESGリーダーズ指数
Appendix 5：MSCI Extended ESGリーダーズ指数に関しては下記リンクより英文メソドロジ
ーブックをご参照下さい。
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_ESG_Leaders_Methodology_N
ov2020.pdf
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