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＜要旨＞
・コロナショックは従業員の安全衛生や労働慣行、商品やサービスへのアクセス、サプライ
チェーンマネジメントなど、ESG課題のうち社会（S）とガバナンス（G）の重要性を浮
き彫りに

・投資家と企業の対話では、多くの投資家グループから短期的な株主還元より従業
員の安全や取引先、サプライヤーなどとの関係性、長期的な社会的責任や持続的な
価値に基づいた意思決定を求める声が高まり、ステークホルダー資本主義的な動きが
拡大

・ESGと投資パフォーマンスについては、少なくとも投資リターンを損なうものではないと
いう点については共通認識となりつつあると考えられ、受託者責任の観点からもESG
投資の追い風となる可能性

・コロナショック下では多くのESG投資戦略が良好な成績を残していることが報告され
ている一方、指数によってはパフォーマンスの傾向が大きく異なる場合もあり、より中長
期的な観点での評価や分析が重要
・ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（以下「SSGA」）独自のESGス
コアであるR-Factor™を用いたUS大型株式戦略は設定来でベンチマークに対して
安定的な超過収益を獲得しており、ファクターモデルを使った要因分析でも整合的
な結果に

1.イントロダクション 新型コロナウイルスによる市場および経済危機、いわゆるコロナショックは我々がこれまで経験したことの
ない公衆衛生危機という新しいタイプのショックを市場にもたらしました。急速な感染拡大とそれに伴う外出
制限や都市封鎖などのいわゆる「ソーシャル・ディスタンス」戦略は実態経済を直接かつ急速に冷え込ませ、
社会や企業に新たな環境への適応を迫っています。
金融市場もこの新しいタイプの危 図1:MSCIWorldの累積下落率
機による急激な不確実性の高まり
に直面し、かつてない速度と規模
で調整することとなりました。図1  
はMSCIWorld指数（米ドル
ベース）のコロナショック、リーマン
ショック、ITバブル崩壊時の推移を
示したものですが、今回の下落局
面では1か月足らずで30%以上
下落しており、過去の市場危機と比
べて非常に速いスピードで調整が
進んだことが分かります。

出所：FactSetのデータをもとにSSGA作成（2020年6月15日時点）
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米国を中心とした各国の財政と金融両面からの支援措置により、市場は4月以降落ち着きを
取り戻し、足元では3月の下落幅の3分の2程度を回復しています。感染拡大については先
進国を中心に一時鈍化傾向にありましたが、足元では米国の経済活動の一部再開に伴う感
染再燃が懸念されているほか、中南米を中心とした新興国での感染拡大が深刻化しており、
新規感染者の約8割を占めるまでになっています。ハーバード大学の研究者らは4月に発表し
た論文1で冬季の感染再燃を予想しており、医療崩壊を防ぐためには2022年にまで及ぶ断
続的なソーシャル・ディスタンス戦略が必要としています。新興国では在宅勤務可能な職業の
比率が先進国と比べて低く、感染拡大防止より経済活動の早期再開を優先する国もあり、
これから冬季を迎える南半球では感染の拡大・長期化のリスクが高まってきています。

このような新しい公衆衛生危機の中では投資や経営におけるESG課題は先送りされるとの見
方もありましたが、むしろ逆にS（社会）やG（ガバナンス）の観点から企業の対応や投資家
の行動がフォーカスされることとなり、ESG投資についても注目が集まりました。

図2はGoogleにおける「ESG

のトレンドを指数（最大100）
で表したものですが、近年増加
基調にあったものが新型コロナウ
イルスの世界的な感染拡大に伴
い今年1月と2月に急騰し、足
元も高い水準にあります。モーニ
ングスターは2020年1-3月期の
世界のファンドについて全体では
3,847億ドルの資金流出であっ
たのに対し、サステイナブル・ファン
ドは欧米を中心にネットで456
億ドルの資金流入となったと報
告しており2、資金フローからも

図2:Googleの「ESGInvesting」の検索数のトレンド
Investing」の全世界の検索数 （全世界）

2.コロナショックに対する
企業の対応と重要なESG
課題

ESGに対する高い関心がうかがえました。また、近年、急速に成長してきた多くのESG投資戦
略にとって今回の下落相場は初めてのストレステストとなりましたが、多くの戦略が概ね市場対
比で良好な成績を残しているとの報告もあります。

SSGAでは、このような環境下における企業の意思決定をサポートすべく、3月末に「スチュ
ワードシップのガイダンス - 新型コロナウイルスに対応する企業とのエンゲージメント」と題
したメッセージを公表し、その中で従業員の安全などが喫緊の課題となることへの理解と、長
期的な事業戦略における重要なESG課題に対する考え方を示しています。また4月には
「COVID-19とESG:4つの側面から考察する」と題したペーパー3を公表し、コロナショックが
ESGに与えるにインパクトついて4つの観点から解説しています。本稿ではこれらの内容を紹
介しつつ、まず、コロナショック下において企業が直面したESG課題や投資家の企業とのエンゲ
ージメント（対話）の動きを振り返ります。さらにコロナショック下におけるESG投資戦略のパフ
ォーマンスを概観しつつ、SSGA独自のESGスコアであるR-Factor™を活用した投資戦略の
パフォーマンスについてより長期的な観点から考察を加えたいと思います。

ESGは近年、企業経営や資産運用の世界で急速に普及してきました。ESGという言葉は、
2006年に国連が機関投資家に対しESGを投資プロセスに組み入れることを提唱した「責任
投資原則」（PRI）をきっかけに広く知られることとなりますが、その大きな潮流が生まれた
背景には、2008年のリーマンショックにおいて破綻した利益追求を至上命題とした
Greedy（強欲）なマネー資本主義のへの反省があると考えられます。金融危機におい
て我々が学んだことは利益の最大化のみを目的とした資本循環プロセスの限界であり、企
業経営と資産運用の世界双方においてより広範な社会的なファクターを組み込んだ経営
や投資目標の再定義が模索される中で、ESGは急速に普及を遂げてきました。今年1月
の世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）ではより明示的にこの議論が取り扱わ
れ、ミルトン・フリードマンが起源とされる株主利益の最大化を主眼とした株主資本主義か
らの脱却を目指し、社員や顧客、社会などのより広範な利害関係者を考慮したステークホ
ルダー資本主義が掲げられたのは記憶に新しいところです。

出所：GoogleトレンドのデータをもとにSSGA作成（2020年6月16日時点）
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2.1 重要なESG課題－
SASBのマテリアリティ・マップ
から

このようにESGが企業経営と資産運用のプロセス内に浸透し、企業と投資家の関係性につ
いても新しいステークホルダー資本主義という考え方が再定義されつつある中で起こったのが
今回の公衆衛生危機でした。その結果として第一に、長期的な経営戦略において重要であ
るESG課題、特にSとGが喫緊の経営課題としてその重要性が浮き彫りなりました。次に、投
資家と企業の関係性についてもリーマンショックの時などとは異なり、投資家サイドからは配当
や自社株買いなどの株主還元よりも従業員の雇用や安全を求める声明が多く出され、まさし
くステークホルダー資本主義的な動きがフォーカスされることとなりました。本章ではこれらの点
についてさらに詳細に見ていきたいと思います。
コロナショックで企業が直面した様々な問題は、まさしくこれまでESG課題として企業や投資
家がフォーカスしてきたものでした。ここではSSGA独自のESGスコアであるR-Factor™で
も採用している米国のESG会計基準を定めるサステイナビリティ会計基準審議会（サス
テイナビリティ・アカウンティング・スタンダード・ボード、SASB）のマテリアリティ・マップに基
づいて、コロナショック下の経営課題を整理したいと思います。

サステイナビリティやCSR報告に関する基準にはグローバル・レポーティング・イニシアティブ
（GRI）などが存在していますが、SASBはそれまで企業が各々判断する必要があった持続
可能性に関する重要な課題について、業種ごとに「財務的に重要」、すなわち将来的に重
大な財務インパクトを及ぼす可能性の高いESG項目を特定し、企業や投資家にとって最も
重要な（マテリアルな）ESG課題に的を絞って報告できるようマテリアリティ・マップを定義し、
公表しています。例えば鉱業や石油・ガスなどの産業では温室効果や大気汚染など環境に
関する項目は重要であると考えらえる一方、金融ではこのような環境に関わる項目よりも、
受託者責任などの事業倫理、金融システムを維持するためのシステマティックなリスク管理な
どの項目が重要視されます。SASBはこのように業種や産業ごとに重要なESG項目は一般
的に定義可能であるとの考えに基づき、6年以上にわたる議論を経て2018年に世界初の
産業別の基準を発表しています。

SASBのマテリアリティ・マップ 図3-1：SASBのマテリアリティ・マップにおける重要なESG項目
では11セクター77産業につ
いて、図3-1のように環境、
社会関係資本、人的資本、
ビジネスモデル及びイノベー シ
ョン、リーダーシップ及びガ バ
ナンスの5つのESG課題
が定義されており、その下に
26の一般項目が存在しま
す。

図3-2はSASBのマテリアリティ・マップを一部抜粋したものですが、例えばResource
TransformationやServicesなどのセクターレベルでは3段階に重要性が区分けされてい
ますが、Technology & Communicationsセクターに含まれるHardwareやInternet
Media & Serviceなどの産業レベルでは一般項目についてその産業に属する企業にとって
重要か重要でないかを示しており、SSGAのR-Factor™ではこの産業レベルのマテリアリティ
（重要性）をもとにスコアを算出しています。
図3-2：SASBのマテリアリティ・マップ（一部抜粋）

図3-1、2出所：SASBウェブサイト（https://materiality.sasb.org/）
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2.2コロナショックで企業が
直面したESG課題

従業員の安全衛生、
労働慣行

アクセスおよび手頃な価格

「COVID-19とESG:4つの側面から考察する」ではSASBのマテリアリティ・マップで定義され
たESGに関する一般項目の中から従業員の安全衛生、労働慣行、アクセス及び手頃な価
格、サプライチェーンマネジメント、競争的行為、重要インシデントリスク管理の6つをコロナショ
ック下に関連した項目として挙げています。ここではその中の幾つかについて具体例を交えなが
ら解説したいと思います。

従業員の安全衛生はまさしくコロナショックで企業が直面した最重要の課題の一つと言って良
いでしょう。感染拡大防止から多くの国でリモートワークが実施され、従業員の安全を最優先
する動きが見られた一方、米国では医療、交通、生活必需品などのサービスに従事し、外出
規制の例外となったエッセンシャル・ワーカーの労働環境に関する問題がクローズアップされ、抗
議活動や訴訟に発展するケースも見られました。労働慣行についても、フレキシブルな労働慣
行を保持している企業はリモートワークの環境へスムーズに移行できた一方、従業員の時間
管理を重視する企業ではリモートワークでの労働管理の難しさに直面しています。

アクセスおよび手頃な価格という観点では、コロナショックでは身近なところではマスク、消毒液、
生活必需品が一時的に品切れとなる現象が広がりましたが、これらに限らず、外出規制に
よって様々なサービスへのアクセスが制限されています。例えば医療や金融機関では対面のサ
ービスが制限され、遠隔診療などインターネットを使った遠隔サービスが急速に浸透し始めてい
ます。教育でも同様の試みが始まっていることは周知の通りかと思います。コロナショックは消費
者へのサービスの供給という観点でパラダイムシフトを社会に促していると言えるでしょう。

サプライチェーンマネジメント 今回の危機ではグローバルなサプライチェーンマネジメントの脆弱性も浮き彫りになりました。
中国から原材料や部品供給がストップし、サプライチェーンが寸断された反省から、中国依
存リスクに対してその見直しの必要性が指摘されています。これまではコストの観点からサプラ
イチェーンのグローバル化が進んできましたが、これからは今回のような公衆衛生リスクを含め
た様々なシナリオを考慮した上で頑健なサプライチェーンの構築が必要となるでしょう。

2.3SSGA独自のESGスコア・
R-Factor™

SSGA独自のESGスコアであるR-Factor™は前項で紹介したSASBのマテリアリティ・マップに
基づいてスコアを算出することにより、業種固有の財務的に重要なESG課題にフォーカスした
ESGスコアです。R-Factor™はSASBのマテリアリティ・マップに加えて各国のコーポレートガ
バナンス・コードなど透明性が高く、多くの投資家に支持されている枠組みを採用していること、
複数のESGデータプロバイダーの基礎データを活用することでカバレッジの拡大やバイアスの
低減を図っていること、そしてSSGAアセットスチュワードシップ・チームとの強力な連携がその
特徴として挙げられますa。具体的にはでは2020年から、米、英、オーストラリア、日本、ドイ
ツ、フランスの大型株指数に含まれる企業を対象に、R-Factor™のスコアが最低水準で、
スコア改善に向けた具体的計画を策定していない企業の取締役会に対して、反対や棄権
も含め、問題意識を提起するために必要な議決権行使を行います。さらに、2022年以降
には対象を拡大し、スコアが数年間連続で同業他社を下回り、かつ有意義な変化
が認められない企業についても同様の行使アクションをとる予定です4。

また、R-Factor™を投資プロセスに組み込む取り組みも既に始まっています。2019年から
BloombergよりR-Factor™に基づいた米国大型株・社債、ユーロ社債などを投資対象と
したESG指数が公表されていますb。またSSGA内でもグローバル株式やスマートベータ戦略に
R-Factor™を組み込んだ戦略に加え、R-Factor™と気候変動にフォーカスした戦略などが
開発されています。

a R-Factor™の概要や詳細な算出方法については以下を参照ください。
ラキ・クマール、「R-Factor™ 透明性の高いスコアリングの仕組みを通じてESG投資を再構築する」（2019）
Bender, Bridges, and Shah, “R-Factor™ Scoring Model Bringing Transparency to ESG  
Investing” (2019)

bBloomberg SASB ESG指数については以下を参照ください。
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/sasb/
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3.コロナショックとエンゲ
ージメント（企業対話
）

3.1グローバルな投資家
グループからの声明

3.2 SSGAのアセットスチュ
ワードシップ

コロナショック下では投資家と企業の対話についてもこれまでと異なる動きが見られました。投
資家サイドから配当や自社株買いなどの株主還元よりも従業員の雇用や安全を求める声明
が多く出され、ステークホルダー資本主義時代の幕開けとも言えるような動きが広がりました。
日本では足元で3月末決算企業の株主総会シーズンを迎えていますが、大手運用会社や議
決権行使助言会社はコロナショックの影響を考慮して、手元資金の確保への理解や自己資
本利益率（ROE）に基づいた賛成条件の緩和など、議決権の柔軟な行使を図ることで、企
業をサポートする姿勢を示しています。本章ではコロナショック下における企業と投資家の対話
について振り返ってみたいと思います。

日本でも年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が2015年に署名し、署名機関の
運用総資産が世界で100兆ドルを超える国連PRIは、3月末に責任ある投資家がコロナショ
ックにどのように対応すべきかについて声明を発表しています5。声明では企業に対して短期的
な株主還元よりも従業員や取引先、サプライヤーとの関係性を長期的な観点から評価するよ
う促す一方、政府には前例のない支援が必要と指摘しています。さらに投資家に対しては危
機管理に失敗した企業との対話や企業対話における優先事項の見直し、長期的な観点で
の投資意思決定など7つの項目を即座に必要なアクション・プランとして提案しています。

運用総資産54兆ドルの投資家がサポートするInternational Corporate Governance
Network（ICGN）も4月に同様の声明を出しています6。そこでも従業員の安全の優先、
長期的な社会的責任や公平性、持続的な価値の追求、従業員やステークホルダーなどとの
関係性を考慮した公正な資本配分などが強調されています。Interfaith Center on  
Corporate Responsibility（ICCR）も臨時有給休暇の付与、従業員の健康と安全、
雇用の維持、サプライヤーや顧客との関係の維持、自社株買いの自粛や役員報酬の制限な
どを提言する声明を出しており7、2020年6月時点で賛同する機関投資家の数は300、合
計運用総資産9兆ドルを超えるに至っています。

また、投資家グループが製薬企業に直接的なメッセージを出したことも今回のショック下で特徴
的な出来事でした。オランダの年金基金PGGMなどを含む2兆ドルを運用する投資家連合が
製薬会社に対し、新型コロナウイルス治療薬開発について競争や短期的利益の追求ではなく
協力を求めました8。

SSGAでは3月末に「スチュワードシップのガイダンス - 新型コロナウイルスに対応する企業との
エンゲージメント」と題したCEOレターを公表し、コロナショック下における企業との対話では、従
業員の健康、顧客への対応と保護、サプライチェーン全体の安全といった喫緊のESG課題が
中心になるとしつつ、企業の設備投資、自社株買い、配当の規模縮小や費用の削減などを
含む様々な決定の短期的・長期的影響について各社が熟慮するのをサポートするとしていま
す。一方で、重要なESG課題は長期戦略を構成する要素として全体的な事業戦略に組み
込まれるべきとし、投資家との対話での説明を求めています。

SSGAのアセットスチュワードシップ・チームではグローバルでこの問題に取り組んでおり、新型
コロナウイルスの影響については2020年および以降の年についても企業との対話において
フォーカスする項目として、発行体と密接に連携していきます。SSGAのアセットスチュワード
シップ・チームの共同ヘッドであるBenjamin Coltonは次のように述べています。

「我々は新型コロナウイルスが企業のビジネス、財務状況、評判、運営に及ぼす影響とリスク
の分析に取り組んでいます。社会問題、特に人的資本管理と従業員の安全に関連する問
題は、私たちの多くの議論の中心にあります。これらの問題に対する影響と、企業がそれらに
対処するために取っている対応策を理解したいと考えています。気候変動などの長期的なリ
スクを含むスチュワードシップの優先事項について企業との取り組みを継続することを約束しま
すが、企業の従業員およびその他の利害関係者の安全と福祉は最優先事項です」
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4.コロナショックと
ESG投資戦略

4.1ESGと投資パフォーマ
ンス

c ESGと投資パフォーマンスに関する先行研究
について比較的包括的なサーベイを行ったものと
して以下が挙げられます。
湯山智教、「ESG 投資のパフォーマンス評価を
巡る現状と課題」(2019)

近年、急速に成長してきた多くのESG投資戦略にとって今回の下落相場は初めてのストレス
テストとなりましたが、コロナショック下の特に2020年第1四半期（1-3月）では多くのESG戦
略が市場ベンチマークをアウトパフォームしたと報告されています。それらによるとESGの観点で
良好な特性を持つ企業（高ESG企業）の株式はこのような下落相場や市場混乱時におい
て下方耐性があることが指摘されています。本章ではESGと投資パフォーマンスの関係について、
コロナショック下におけるESG指数のパフォーマンスやSSGAのR-Factor™を投資プロセスに組
み込んだBloomberg SASB ESG指数のパフォーマンスのレビューなどを含めて、より詳細に
見ていきたいと思います。

ESGと投資パフォーマンスの関係についての研究の歴史は古く、1970年代まで遡ることができ
ますが、近年の世界的なESG投資に対する機運の高まりからより注目を集めています。高
ESG企業株式に対する投資成果に関する実証研究は膨大かつ多岐に渡り、未だに統一的
なコンセンサスは得られていませんが、ポジティブな結果を報告する研究が比較的多く、少なくと
も明確にポジティブとも言えないまでも有意にネガティブでもない、つまりESG投資は投資リター
ンを損なうものではないという点については共通認識になりつつあると考えられます。環境省の
ESG金融懇談会の提言9にあるように、「少なくとも投資期間における財務パフォーマンスを下
げないのであれば、ESG要素を踏まえた中長期的な視点をもった資産運用は受託者責任に
矛盾しないとの認識が共通化しつつある」ことを踏まえれば、これらの結果はESG投資を促進
する上では追い風となりそうです。また株価変動リスクについても高ESG株式は低ESG株式よ
り低リスクである点もよく指摘される点です。前述の通り、この議論に関する研究は膨大で多
岐に渡るためここではそのいくつかを紹介しておくに留めますc。

1970年以降の2000以上のESGに関する論文をレビューした研究10では、約9割の研究に
おいてESGとCorporate Financial Performance（CFP）の関係がネガティブではない
（無相関かポジティブ）であったとし、半数以上の研究においてポジティブであったこと、さらにこ
の関係性が時間経過に伴う市場の学習効果によって失われていないことを示しています。

モーニングスターが今年2月に公表したレポート11では、サステイナリティクスのESG格付を用い
てファーマ・フレンチ型のESGのファクターポートフォリオ（BMW: Better Minus Worse）を
構築し、2009年から2019年の10年間のファクターリターンを検証しました。その結果、グロー
バル株式について高ESGと低ESG銘柄群のリターンに統計的に有意な差はない、つまり高
ESG銘柄への投資がリターンを犠牲にするものではないと結論づけています。

金融危機下において高ESG企業やESGファンドのパフォーマンスが良好であったとの結果も報
告されています。2000年から2011年における米国における社会的責任投資（SRI）ファン
ドのパフォーマンスを分析した研究12では、分析期間全体ではSRIファンドとその他のファンドに
有意な差がない一方、グローバル金融危機において特にESGに着目したSRIファンドがその他
のファンドをアウトパフォームしたとしています。個別企業の金融危機下のパフォーマンスに着目
した研究13では、高ESG企業が低ESG企業を企業特性やリスクファクターの影響を除いた後
でも有意に上回ったとしています。

日本を対象とした実証研究はそれほど多くありませんが、同様にポジティブな結果を示すものと、
無相関ないしネガティブな結果を示すものが混在しています。TOPIX構成銘柄を対象として
BloombergのESG開示スコアを用いた研究14では、ESG情報開示と株式リターンの関係は
有意にポジティブとは言えないが、マイナスとも言えないとしています。ESGファクターとして独立
取締役と管理職や役員への女性登用と株式リターンとの関係を分析した研究15では、独立
取締役選任に積極的な企業や女性登用を進めている企業のリターンが高い傾向があったと
報告されています。

ESGとCFPや株式リターンの関係性を考える上では因果関係の特定の難しさなどに加え
て、ESG評価機関のスコアにばらつきがある16ことなどから、これらの結果をもって一概にESG投
資の有効性を論ずるのは難しい側面もあることには注意が必要です。また適切な評価方法に
ついてもさらなる議論が必要とされています。GPIFの経営委員も務める京都大学の加藤康之
氏は今年4月の証券アナリストジャーナルの論考で、ESG投資の目的として経済的リターンと
社会的リターン（インパクト）を挙げ、ESG投資について経済的超過リターンを狙う「ESGアク
ティブ運用」、社会的超過リターンを狙う「サステイナブル運用」、市場全体の経済的リターン向
上を狙う「ベータ向上運用」に分類し、それぞれの評価方法について議論しています17。
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4.2コロナショック下における
ESG指数のパフォーマンス

モーニングスターは米国の206本のETFの2020年1-3月期のパフォーマンスを調べたところ、
約7割のサステイナブル株式ファンドが四分位の上位2分位に入り、44%が最上位の分位に
入ったと報告しています18。さらに地域別でもサステイナブル株式ファンドの平均リターンは市
場ベンチマークを上回る傾向にあり、その主な要因としてエネルギーセクターのアンダーウェイト
と良好なESG特性に起因した銘柄選択を挙げ、高ESG企業の多くが今回のような危機の
中で下方耐性があると指摘しています。

注意深く見ていく必要があるで
しょう。また当然ながらより中長
期的な視点での評価や分析も
忘れてはならないでしょう。

MSCIは4つのグローバルESG株式指数の2020年1-3月期のパフォーマンスが親指数であ
るMSCI ACWIをアウトパフォームしたと報告しています19。その要因としてまずESG効果が
最も顕著であったとし、その他に低ベータやクオリティ効果がプラスに寄与したとしています。さら
に先進国でも同様の傾向があった一方、新興国では一部の指数が国別配分効果によりマイ
ナスになったものの、ESGの効果はプラスであったとしています。

コロナショック下において比較的良好な成績を収めたESG投資戦略が多かったとされる一方、
ベースとなるESGスコアによってはパフォーマンスの結果は大きく異なる場合や、4月から5月
からの反発局面では市場を劣後している場合もある点は注意が必要です。

図4は日本市場における4つの図4：日本市場におけるESG指数の動き
ESG株式指数の年初来の各
親指数に対する超過リターンを
示したものです。1月はどの指数
も親指数をアウトパフォームして
いますが、特に市場が下落した
3月にパフォーマンスが二極化
し、さらに市場が反発した4月と
5月はアンダーパフォーム傾向に
あったことが分かります。年初来
でもESG指数のパフォーマンス
は二極化しておりこれらがベース
となるESGスコアの違いによるも
のなのか、あるいは指数の構築
方法や特性に起因しているのか

出所：BloombergのデータをもとにSSGA作成（2020年5月末時点）

SSGA独自のESGスコアであるR-Factor™に基づいたESG指数としてBloombergより米
国大型株や社債、ユーロ社債を投資対象とした一連の指数が公表されていますが、ここでは
米国大型株を対象とした最適化型の指数（Bloomberg SASB US Large Cap ESG  
Ex-Controversies Select Index、以下当指数）のパフォーマンスについて見ていきたい
と思います。

当指数はBloombergの米国大型株指数（B500）を投資ユニバースとして、ESGの観点
から懸念のある銘柄を除外した上で所与の制約条件下でポートフォリオのR-Factor™スコア
が最大となるように最適化を行います。現在、グロース、バリュー、高配当指数などを含む5指
数が公表されていますが、当指数は最適化時の推定トラッキングエラーが0.9%以下、構成
銘柄のアクティブウェイトとセクター・アクティブウェイトはともに±1%となるよう制約が課されてい
ます。指数のリバランスは四半期ごとに行われます。

4.3R-Factor™を活用した
ESG指数のパフォーマンスと
分析
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出所：BloombergのデータをもとにSSGA作成（2020年5月末時点）

図5に当指数の設定来（2014 
年4月以降）のパフォーマンスを
示していますが、ベンチマークとな
る米国大型株指数をトラックしつ
つ設定来で安定的に超過収益
を獲得していることが確認できま
す。表1に同期間のパフォーマン
スの概要を示しています。設定
来で年率約60bpsの超過収
益を獲得している一方、実績ト
ラッキングエラーは制約条件に近
い1%程度に抑制されており、そ
の結果ベンチマークに対するベー
タもほぼ1となっています。

図5：設定来のパフォーマンス実績（2014年4月以降）

表1：設定来のパフォーマンス・リスク実績（2014年4月以降、年率）
Bloomberg SASB US Large
Cap ESG Ex-Controversies
Select Total Return Index

Bloomberg US  
Large Cap  

Total Return  
Index

Active

Return 11.24% 10.65% 0.59%

Risk 13.68% 13.79% 1.15%

Return/Risk 0.82 0.77 0.51

Beta 0.99 - -

出所：BloombergのデータをもとにSSGA作成（2020年5月末時点）
次に超過収益に寄与した要因につい図6-1：超過収益のファクター要因分解
て見ていきたいと思います。図6-1  
にBloombergの米国ファンダメンタ
ル株式モデルを使った超過リターンの
要因分解を示しています。ファクター
要因が20bps弱のマイナスであった
のに対し、銘柄固有要因が80pbs  
程度のプラスとなり、超過収益のほと
んどが既存のファクターで説明できな
い銘柄固有要因から得られているこ
とが分かります。図6-2にはファクター
効果の詳細を示していますが、スタイ
ルや業種要因はすべて±10bps以下

（2014年4月～2020年5月、Bloomberg米国ファンダメンタル
株式モデル）

図6-2：スタイルと業種効果
に抑えられており当指数の特性として （2014年4月～2020年5月、Bloomberg米国ファンダメンタル株式

モデル）スタイルや業種の観点で偏りのないこと
を示しています。
Bloombergの株式リスクモデルには
ESG要因を直接的に捉えることがで
きませんが、既存のスタイルファクター
や業種からの寄与度は低位にコント
ロールされており、超過収益のほとんど
がこれらのファクターで説明できない銘
柄固有要因として表れていることは、
当指数のESG戦略と整合的な結果
と言えそうです。

図6-1、2 出所：BloombergのデータをもとにSSGA作成
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5.まとめ 本稿ではまず、コロナショック下において企業が直面したESG課題や投資家と企業の対話につ
いて振り返りました。コロナショックではESG課題のうち従業員の安全衛生や労働慣行、商品や
サービスへのアクセス、サプライチェーンマネジメントなど、企業の特に社会（S）とガバナンス
（G）の側面について注目が集まりました。投資家と企業の対話では、多くの投資家グループ
から短期的な株主還元より従業員の安全や取引先、サプライヤーなどとの関係性、長期的な
社会的責任や持続的な価値に基づいた意思決定を求める声が高まり、ステークホルダー資本
主義の幕開けとも言える動きが広がりました。

次にESGとCFPや投資パフォーマンスの関係ついての先行研究に触れつつ、コロナショック下にお
けるESG投資戦略のパフォーマンスを概観し、さらにSSGA独自のESGスコアであるR-Factor™  
を用いた株式投資戦略についてより長期的な観点からレビューを行いました。ESGと投資パ
フォーマンスについては、少なくとも投資リターンを損なうものではないという点については共通認
識となりつつあると考えられ、受託者責任の観点からもESG投資の追い風となりそうです。コロナ
ショック下では多くのESG投資戦略が良好な成績を残していることが報告されている一方、指
数によってはパフォーマンスの傾向が大きく異なる場合もあり、より中長期的な観点での評価や
分析が重要と考えられます。R-Factor™を用いた米国大型株式戦略は設定来でベンチマー
クに対して安定的な超過収益を獲得しており、ファクターモデルを使った要因分析結果もESG戦
略と整合的な結果となりました。

最後に本稿では直接的に議論しなかったESGのE（環境）、特に気候変動の問題について触
れておきたいと思います。経済活動の制限による一時的な二酸化炭素排出量の減少や原油価
格の下落、第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP26）の1年延期などを背景
に、気候変動問題への取り組みの機運の後退を懸念する声もあります。一方で投資家とNPO  
が連携して大手銀行や石油会社に環境関連の株主提案を行う環境アクティビズムと呼ばれる動
きが注目されていることや国連の責任銀行原則（PRB）の要請に基づき世界の大手銀行が脱
炭素の動きを見せ始めていること、さらにヨーロ ッパを中心にグリーンリカバリーを目指す動きも見ら
れ、気候変動問題に対する取り組みは着実に広がっていると考えられます。SSGAの中東及びア
フリカのESG投資戦略責任者である Carlo M. Funkは気候変動を「緩やかに拡散するパンデ
ミック」と表現し、今回の危機で浮き彫りとなったイノベーションとサイエンスの重要性や国境を越え
た協力は気候変動と効果的に闘うために必要な要素であり、気候変動が中長期的にパンデミッ
クと同規模の影響を及ぼすことが認識されることで目先の遅れを十二分に打ち消す効果につながる
だろうと指摘しています。SSGAでは気候変動問題をアセットスチュワードシップにおける優先事項
の一つとして企業との対話を継続するとともに、気候データへのアクセスや投資ソリューションの提
供を通じて投資家の皆様が気候変動に着目した固有の投資目標を達成するための手助けを行って
おります。
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