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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的な大流行）は、私
たちの生活の公私両面にわたるほぼ全てに計り知れない影響を及ぼしている。私たち一
人ひとり、そして社会全体がいかに脆い存在であるかを突きつけられた。また、世界が特
に商業や貿易を通じて相互に繋がっていることも浮き彫りとなった。 
これは ESG（環境・社会・ガバナンス）の価値やその導入にどのように影響するのだろう
か? 

伸び率でみると、ESG投資は金融の世界で最も急速に成長している分野の一つである。だ
が、絶対金額ベースではまだ主流になっていない。そこで次のような疑問が浮上する。このトレ
ンドは現在のパンデミックでさらに加速するのか、それとも減速するのか。

今のところ、ESG導入に関するセンチメントに与える影響は良好とみられ、英国の責任投資
専門メディアのレスポンシブル・インベスターが最近実施した調査では、回答者の3分の2が
「パンデミックはESGの転換点になる可能性がある」と述べている1。これはESG投資が真の主
流となるために必要な追い風になるかもしれない。

その一方で、これを疑問視する見方もあり、ESGは「あると助かる」が、今回のような危機時
に企業にはESGを重視している余裕はなく、ESGは優先項目から外れるだろうと指摘する。 

本稿では、COVID-19 パンデミックが企業のESG導入にどのような影響を及ぼす可能性が
あるのか、次の 4 つの重要な側面に注目して考察する。 

• ESG基準の重要性
• 気候変動対策への影響
• ESGのパフォーマンス
• スチュワードシップとエンゲージメント（企業対話）
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側面 1: 
ESG基準の重要性 

一見では明白ではないが、今回の危機は長期的な価値の創造に ESG評価指標が重要
な役目を果たすことを明らかにしている。 

社会（S）要素はやや曖昧だと批判され、重要視されないことも多い。今回の危機でその
見方が誤りであることが証明された。社会の側面は株式、債券いずれの世界でも重要であ
り、パンデミックの影響と闘うための各種ソーシャルボンドの組成がそれを示している。

企業にとってショックに対する底堅さと危機管理計画は、特に危機時において、長期パフォー
マンスを左右する極めて重要な要因だ。そのため、投資家はガバナンス（G）関連の問題
に着目し重視するようになるだろう。

サステナビリティ会計基準審議会（SASB）のフレームワークを考慮すると、特に
COVID-19に関連する重要課題として、以下の事柄が挙げられる。

アクセスとアフォーダビリティ（手ごろな価格） この項目では、企業が商品やサービ
スを広く提供できているかという課題について、特に十分な提供を受けていない市場や
人口グル ープの観点を扱う。ヘルスケア、金融サービス、公益事業、教育、通信など
に手ごろな価格でアクセスできるかといった、普遍的ニーズに関連する問題の管理も含
まれる。
例: 薬価

労働慣行 この項目では、職場において一般に受け入れられている労働基準
を順守できているかを扱う。最低賃金の方針や福利厚生の提供状況も、どれ
だけ人材を引き寄せ、定着させ、やる気を引き起こせるかに影響する要因であ
り、この項目に含まれる。 
例: フレックスタイム制、在宅勤務、シフト制 

従業員の健康と安全 この項目では、傷害、死亡、疾病（慢性および急
性）とは無縁の安全で健康的な職場環境を構築し、維持できているかを扱
う。安全管理計画の実施、従業員および請負業者に対する研修・訓練の義
務付け、請負業者および再委託先の事業慣行に対する定期的監査の実施
などが、従来からの方法である。また、企業がテクノロジー 、研修・訓練、企業
文化、規制順守、モニタリングとテスト、個人用防護具などを通じて、労働者の
心身の健康をどのように維持しているかをさらに把握する。
例: 危機時おける安全な職場の維持、非接触配送
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サプライチェーン管理 この項目では、企業のサプライチェーン内における
ESG（環境・社会・ガバナンス）リスクの管理を扱う。サプライヤーが事業活動
を通じて生み出した環境・社会的外部性に関連する課題が対象となる。具体
例として環境責任、人権、労働慣行、倫理・汚職などが挙げられるが、これらに
限られない。経営陣は、環境や社会に与える影響に関して、スクリーニング、選
択、モニタリング、サプライヤーとのエンゲージメントを行う場合がある。
例: サプライヤーが事業活動を通じて生み出した外部性

競争的行為 この項目では、独占状態の存在に関連して起きる社会的課題
（例えば、過度な価格設定、低品質のサービス、非効率性など）が対象とな
る。交渉力、談合、価格の固定や操作、特許および知的財産権（IP）の保
護に関連する課題など独占的で反競争的な慣行をめぐる法的・社会的期待
を企業がどう管理しているかを扱う。 
例: 独占的行為の回避 

重大インシデントリスク管理 この項目では、発生確率は低いものの環境・社
会的外部性に大きな影響を及ぼし得るインパクトの強い事故や緊急事態を特
定し、理解し、発生を回避または最小限に抑えるための管理システムやシナリオ
計画の使用に関する課題を扱う。会社での安全性を重視する企業文化、関
連する安全管理システムや技術的制御、不測の事態が生じた場合の人、環
境、社会への影響、さらに組織・団体、労働者、社会に与える長期的影響な
どに関連する。 
例: テレワークのインフラ 

出所: サステナビリティ会計基準審議会（SASB）およびステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 
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このことは、企業の成功には財務上重要なESG要素が重要な意味合いを持つことを示してい
る。従って、このデータをポートフォリオの構造と投資判断に取り入れることが価値向上に繋がる
のは明らかだ。

これに対応するため、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（以下「当社」）が開発
したのがR-ファクターTMである。これは、各企業が属する業種が直面する財務上重要なESG
課題を示すSASBのマテリアリティ（重要性）・マップを利用して、企業の事業運営とガバナン
スのパフォーマンスを測定するESGスコアリング・システムである。現在、当社はこれを投資ソ
リューションとレポーティングに加えて、スチュワードシップ・プログラムに取り入れている。

だが、上述した重要課題はいずれも社会（S）とガバナンス（G）に関するものだ。環境
（E）要素全般、特に気候関連の施策の優先順位は２番目になるということなのだろうか?

側面2: 
気候変動政策への影響 

ESGの世界では、気候変動とそれに関連する環境と経済のリスクが、最近の話題の中心と
なっている。それでは、環境危機ではない COVID-19 パンデミックは、どのような影響をもた
らすのだろうか? 注目対象は変化するのだろうか? 

英国政府は先ごろ、2020年にグラスゴーで開催予定だった国連気候変動枠組み条約締
約国会議（COP26）を2021年に延期すると発表した。また、欧州投資信託協会
（EFAMA）―― 持続可能な金融に関する EU アクションプラン策定における重要プレー
ヤーの一つ ―― も進捗が遅れている旨を発表した。

会議の延期と業界団体によるスケジュール修正は、気候変動と闘うための重要な施策をさ
らに支援するために不可欠な決定の遅れに繋がり兼ねない。 

しかし、より重要なことは、低炭素経済への移行に必要なプロジェクトや研究・開発
（R&D）投資に資金を振り向ける官民のファンドが優先順位を引き下げるのではないか、
という点だ。米国は国内経済への打撃を軽減するための経済対策に GDP の 10％に相当
する 2 兆ドルを支出する計画だ。一方で、気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃以内
に抑えるためには、今後 10 年間に年間 2 兆 4,000 億ドルの支出が世界で必要になる
と推測される。そのため、この質問は優先順位と相互排他性の問題だということもできる。だ
が、そう結論付けるのは危険だろう。 

気候変動は緩やかに進行する、というより、正確には「緩やかに拡散する」パンデミックといっ
た方が適切だろう。気候変動の長期的な悪影響は、環境、社会、経済の全ての面で、最
終的に現在のパンデミックよりさらに深刻なものになる恐れがある。 

今回の危機では、イノベーションとサイエンスの重要性、ならびに国境を越えた協力の必要
性が非常に明確になっている。これらはいずれも気候変動と効果的に闘うために必要な要
素だ。 

従って、一部の気候関連の施策は短期的に延期されるかもしれないが、気候変動の重要
性に対する認識は高まるはずであり、そうすれば中長期的には気候変動に対応するための
支援や資金供給の拡大につながる可能性がある。 

COVID-19 と ESG: 4つの側面から考察する 
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側面 3: 
ESGのパフォーマンス

ESGのパフォーマンスをめぐる議論はESGデータの集計開始以来続いている。多くの投資家
は、ESGデータを取り入れること、特に「ベスト・イン・クラス」アプローチ（ESG評価の高い企業
をシステマティックにオーバーウェイトとする）は、ポートフォリオのリスク・リターン特性に悪影響を
及ぼすと考えている。一つの理由として、ESGパラメーターを取り入れることはマイナスの影響を
もたらす制約要因だと考える投資家がまだ一部にいることが挙げられる。

しかしながら、モーニングスターが最近実施した調査結果2は、「世界でESG評価の低い企業
でなくESG評価の高い企業に投資する場合、投資家はリターンを犠牲にする必要がある
との証左はない」と結論付けている。 

実際、複数の分析・研究によって、ESG要素を取り入れるESGインテグレーションと企業業績
の各種指標の間に正の関係があることが確認されている。2,000件以上の学術研究を対象
に行われた周知のメタ研究3では、90％がESG基準を取り入れることと企業の財務パフォーマ
ンスの間に負の関係がないことを示し、63％で正の関係が確認された。

ハーバード大学の調査4 では、重要な持続可能性課題 ―― SASB の定義による ――
のパフォーマンスが高い企業は、これらの課題でパフォーマンスの低い企業を大幅にアウトパ
フォームしたことが示された。

現在の厳しい環境でさらに重要な点は、ESGファンドは市場下落局面で従来型ファンドと比べ
てどのようなパフォーマンスを示すかである。近年のESG投資の成長は、市場が相対的に良好
な環境下で起きたことであるため、これを検証する機会はまだほとんどない。ESGインテグレー
ションは、強固なバランスシート、ガバナンスとリスク管理慣行、および労働基準を有する高格
付けの発行体に投資することでポートフォリオのリスク軽減に繋がるだろう。足元の相場下落に
関するデータはこれを裏付けているだろうか?

HSBCは、気候ソリューションが売上高の10％以上を占めている世界の上場企業613社
（時価総額5億ドル超）を対象に、株式パフォーマンスを分析した5。また、HSBCはESGスコ
アが特に高く、時価総額が世界平均を上回る 140 社の株式も分析対象とした。分析は
2019年12 月10日～2020年3月23日と、2020年2月24日～2020年3月23日の期
間を対象に行った（後者は市場のボラティリティが大幅に上昇した時期）。その結果、気候
変動の問題を重視している企業の株式は、他の株式をそれぞれ7.6％（12月以降）、3％
（2月以降）アウトパフォームした。ESGスコアが高い企業の株式はいずれの期間においても、
他の株式のパフォーマンスを約7％上回った。

モーニングスターによる別の調査では6、サステナブルおよびESG株式指数は 2020年3月20
日までの１カ月間に、グローバル、欧州、米国大型株セクターの親指数をアウトパフォームした
ことが分かった。これらの調査は、ESG要素を取り入れたポートフォリオは、市場が動揺する局
面で優れたダウンサイドプロテクションを提供することを裏付けている。

債券では、新興国債券を中心に、2020 年 3 月はESG関連指数がアウトパフォームした7。
また、幅広い市場エクスポージャーを提供するESGファンドでは、同等の標準的なファンドに
比べて資金の流れが遥かに堅調だった8。 

とは言え、COVID-19パンデミックはまだ初期段階にあることを忘れてはならない。データは限ら
れているため、上記の分析調査の結果の扱いには注意が必要だろう。パンデミックの今後の展
開とともに、ESGファンドのパフォーマンスとリスク特性を引き続き注視していく。
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側面 4: 
スチュワードシップと
エンゲージメント
（企業対話）

現在のような危機的状況下において、企業とのエンゲージメント（対話）は、従業員の健康、顧客へのサー
ビス提供や顧客保護、サプライチェーン全体の安全確保など、より喫緊のESG課題に必然的にシフトすると思
われる。加えて、企業は眼前の危機を乗り切るための財務の底堅さを重視せざるを得ないだろう。実際に、多
くの企業は設備投資、自社株買い、配当の規模縮小や費用の削減を検討している。 

従って、企業は従業員、顧客、株主、規制当局、そして社会全体から多様な、そして時には相反するニーズ
を上手く調整しなければならず、そうしたバランスの取り方は企業、業界、地域によって異なるだろう。そのため
エンゲージメント（対話）はこれらの動向に注意して実施する必要がある。

だがこれは、株主は企業にESG課題をないがしろにできる「自由裁量権」を付与すべきという意味ではない。な
ぜなら、ESG課題は長期的な価値創造に寄与する不可欠な要因になるとみられるからだ。 

こうしたことを踏まえて、株主は企業に次のことを促すべきだろう。 

• 短期的にはプラスに働くものの長期的な財務の安定性やビジネスモデルの持続可能性を損なう恐れが
あるような不当なリスクを取ることを控える。

• COVID-19 によって予想される事業運営やサプライチェーンへの短期的・中期的影響、それに対する経
営陣の備え、シナリオの策定や分析について、投資家に説明する。

• COVID-19 によって予想される、長期事業戦略の一環としての重要なESG課題に対する取り組み方
への影響について、具体的に提示する。

さらに、パンデミックの影響で、企業は投資家が意見を表明する重要な機会である年次株主総会を、
直接対面する形式で開催することが難しくなっている。そのため、総会はオンラインによるバーチャル開催
に変更せざるを得ないと思われる。バーチャル株主総会を開催する場合でも、通常の株主総会で株主
に付与される全ての権利や機会が保持されることが求められるはずだ。最も重要な点として、株主に
は経営陣および取締役会との積極的かつ活発な適時の対話が確保されるべきだろう。 

加えて、財務上重要なESG課題やこれらの課題がエンゲージメント活動にどう適用されるかという点について
も、注目が高まると考える。 

COVID-19 と ESG: 4つの側面から考察する 
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まとめ COVID-19パンデミックは、財務上重要なESG基準をポートフォリオに取り入れる重要性について検証する根
拠を、企業に提供している。 

気候変動関連の施策の一部は延期される可能性が高いものの、気候変動は緩やかに拡散するパンデミック
と同じであり、中長期的にパンデミックと同規模の（より深刻でないとしても）影響を及ぼすことが認識される
ことで、目先の進展の遅れを十二分に打ち消す効果に繋がるだろう。 

パフォーマンスに関しては、ポートフォリオ戦略にESG基準を取り入れるとプラス効果があることを示す証左が増
えており、これには相場下落局面も含まれる。 

賢明なエンゲージメント（企業対話）とスチュワードシップ慣行は、特にこうした困難な時期には極めて重要
である。株主は危機の短期的影響に配慮する必要があるが、企業のエンゲージメント戦略の一部である重要
な ESG 課題に注目することを忘れてはならない。 

以上考察してきたように、ある程度の混乱は避けられないが、ESG課題が企業にとって長期的に重要であるこ
とに変わりはない。結果として、危機により、ESG投資への関心やこうした投資を採用する動きが高まる可能
性も十分にあると考える。 

脚注 1 「RI Survey: Pandemic could be tipping point for 
ESG（RI サーベイ: パンデミックは ESGの転換点となる可能
性がある）」（2020年）。 

2 「Better Minus Worse: Evaluating ESG Effects on 
Risk and Return（ベター・マイナス・ワース: ESGがリスク・
リターンに与える影響を評価）」、 Patrick Wang および
Madison Sargis（2020年）。

3 「 ESG and financial performance: aggregated 
evidence from more than 2000 empirical studies（
ESG と財務パフォーマンス: 2,000件超の実証研究に基づく
包括的証拠）」、  Gunnar Friede, Timo Busch、
Alexander Bassen（2015年）。 

4 「 Corporate Sustainability: First Evidence on 
Materiality（企業の持続可能性: マテリアリティ（重要性）に
関する最初の証拠）」、Mozaffar Khan、  George 
Serafeim、Aaron Yoon、ハーバード大学（2015年）。 

5 「ESG stocks did best in COVID-19 slump（ESG株は
COVID-19 の下落局面で最も好調だった）」、Ashim Paun
（2020年）。 

6 「How ESG ETFs Have Performed in the Sell-Off（
ESG の ETF はセルオフ局面でどのようなパフォーマンスを見せた
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