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株式投資におけるESGと

企業の質（クオリティ）の統合

• ESGファクターは、企業の質と持続可能な成長見通しを評価す

る際に考慮すべき重要な要素である。

• ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）のファ

ンダメンタル・グロース&コア株式チームは、長年にわたり企業の

ファンダメンタルズ分析にESGの考え方を取り入れてきた。

• 当社は、ESG評価が高い企業ほど当社が追求する持続可能な

成長を実現できる可能性が高いとの考えに基づき、銘柄確信度

（Confidence Quotient＝CQ）という独自の指標を用いて

企業の質の評価にESGを取り入れている。

かつて、ESG（環境・社会・ガバナンス）を考慮した投資といえば、既存のポートフォリオにESGファクタ

ーを上乗せする手法、すなわち銘柄のスクリーニングに用いるケースが多く、投資プロセスに組み込む手

法のことではなかった。しかし過去10年間に、資産運用会社の間で、アルファ創出とリスク緩和の効果

を高めることを目指し、投資方針にESGの考え方を取り入れる動きが見られるようになった。 

運用マネージャーによっては顧客ニーズに応えるためにESGを投資プロセスに組み込み始めたケースもあ

るようだが、当社のファンダメンタル・グロース＆コア（FGC）株式チームは、長年にわたり企業のファンダ

メンタルズ分析にESGの考え方を取り入れてきた。

当チームにおける投資哲学を一体化させているのは、次の信念だ。それは、「魅力的なバリュエーション

を持ちつつ持続可能なペースで成長する質の高い企業が、長期的に平均を上回る投資リターンを生み

出す源泉となる」というものだ。当社は、ESG評価が高い企業ほど当社が追求する持続可能な成長を

実現できる可能性が高いとの考えに基づき、銘柄確信度（Confidence Quotient＝CQ）という独

自の指標を用いて、企業のクオリティ評価にESGを取り入れている。従って、ESGについて考慮すること

は当社のアルファ創出戦略に不可欠な要素であり、投資プロセスに単純に上乗せするものではない。

2020年6月
（翻訳版*）

*当レポートの原本は
2020年5月発行
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FGC株式チームは、サステナビリティ（持続可能性）をあらゆる意味で重視している。「持続可能な成

長」とは、企業が長期的な競争優位性をどの程度維持できるかを示す。当チームは、自社の事業におい

て重要なESG課題に優れた対応をする企業は、長期的に持続可能な成長を実現するのに有利だと確

信している。当社は、財務上重要な持続可能性を反映した独自のESGスコアリング・モデルであるR-ファ

クター™を開発し、加えてアセット・スチュワードシップに関して業界トップクラスの洞察力を有している。これ

らはESGを投資プロセスに取り入れるチームの取り組みにとって大きな力となった。 

当社の使命 - 経済的繁栄と社会の進歩を可能にするために責任を

持って投資を行う 

—ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのミッション・ステートメント 

図表1

R-ファクターを用いた手法

の強み 

R-ファクターとは？

ESGデータに関する課題を解決し、より持続可能な資本市場の構築を支えることを目指した透明性の高い当社独

自のESGスコアリング・システムで、業界において有力なサステナビリティ会計基準審議会（SASB）の基準に沿っ

て開発 

財務上のマテリアリティ
（重要性）の考慮 - 
SASB 

透明性の高い枠組み 複数のデータソース 強力なスチュワードシップ 

長期的に持続可能なリタ

ーンの創出に寄与すること

が証明された、各企業や

セクター にとって重要な

ESG課題にフォーカスした

スコアリング1

合計で資産金額が33兆ド

ルに上る多くの投資家に支

持されているフレームワーク

に基づき、ESGのパフォーマ

ンスとスコア改善のロードマ

ップを企業に提供 

複数のデータソースを裏付

けとすることで、単一のデー

タプロバイダーで生じやすい
バイアスを最小限に抑え、

より多くの企業をカバー 

全ての投資家のために

ESG開示を強化するイン

センティブを企業に与える

ことで、持続可能な資本

市場の構築を支援 

1 Serafeim Khan et al. 「Corporate Performance: First Evidence of Materiality（企業のパフォーマンス: マテリアリティの最初の証拠）」
* ハーバード・ビジネス・レビュー（HBR）2017年。
出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。R-ファクターの手法の詳細については「R-Factor™ Scoring Model whitepaper（R-ファクターTM

スコアリング・モデル・ホワイトペーパー）」を参照。

ファンダメンタルズ・リサ

ーチのプロセス: 銘柄

確信度（CQ）と質の評

価を統合したアプローチ 

当チームはこれまで受託者として培ってきた経験や知識を活かし、長期アセットオーナーとしての視点から投資を行っ

ている。ボトムアップ型のリサーチ・プロセスは、質、持続可能な成長性、妥当なバリュエーションを3つの柱とする投資

哲学に基づいて構築されている。まず、スクリーニングを実施し、さらにファンダメンタルズ分析を行う価値のある企業

を特定する。スクリーニングのプロセスは、質、成長、モメンタム、バリュエーションを計測する指標を含め、複数のファク

ターを用いる定量的なスコアリング手法に基づいている。

次に、さらに詳細なファンダメンタルズ分析を行い、確信度の高さを模索する。リサーチアナリストは定量分析と定性

分析の両方を実施し、定量分析では、キャッシュフロー、利回り、成長率、収益性、目標株価などを推定するフォワ

ードルッキングなモデルを構築する。また各企業の長期的に持続可能な成長率の推定値も算出する。バリュエーショ

ンと持続可能な成長率を組み合わせれば、成長力を備えつつ妥当な価格水準で取引されている魅力的な企業を

特定することができる。 

https://www.ssga.com/Press%20Releases/R-factor-reinventing-esg-through-scoring-system_JP.pdf
https://www.ssga.com/Press%20Releases/R-factor-reinventing-esg-through-scoring-system_JP.pdf


株式投資におけるESGと企業の質（クオリティ）の統合 3 

定性分析は、FGC株式チームが開発したCQの枠組みに基づいて実施される。CQを用いることで、アナリストは市

場ポジション、経営陣の能力、全般的な透明性など、企業の重要な特性を数値化できる（数値スコアは、当

該企業に対するアナリストの確信度を示す）。CQは企業のクオリティ評価に関する当社独自の指標であり、

企業が長期的に持続可能な成長を実現する力に関する当社の確信度を示す。単純なクオリティというファクタ

ーの定義とは異なり、CQはフォワードルッキングな指標であり、セクターおよび企業に関するチームの深い知識に基づ

いている。 

ESGファクターは、企業の質や成長の持続可能性を評価する際に考慮すべき重要な要素である。当社はCQの評価

にESGファクターを明確に取り入れている。例えば、企業のガバナンス、労働慣行、環境面の懸念材料などが挙げられ

る。ESG慣行に積極的に取り組むことで、企業の事業モデルの持続可能性は高まる。従って、そうした慣行は企業の

CQスコアの上昇につながる可能性が高く、その結果、当社の枠組みにおける当該企業の魅力は高まると考えられる。 

図表2 

銘柄確信度（CQ）に

ESGを組み込む 

ESGファクターは、企業の質および持続可能な成長見通しを評価する際に考慮すべき重要な要素である。 

経営陣 経営陣/取締役会のダイバーシティ 

行動規範/汚職防止 

ガバナンス 

市場ポジション 公正労働基準 

環境実績 

ファンダメンタルズのモメンタム 環境面/規制面の変更に対するエクスポージャー 

金融環境 環境面/規制面の罰則に対するエクスポージャー 

透明性 ディスクロージャー 

出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。

ESGはCQの枠組みに新しく追加されたわけではない。ESGの考え方は2002年にCQの枠組みが開発された時から組み

込まれているが、時間の経過とともに進化して一定の形となった。このプロセスを強化するためにSustainalytics社、さら

に最近では当社のR-ファクターなど、ESG関連の外部の情報源を取り入れて分析力を高めている。さらに、CQスコアカー

ドにより詳細な論点（特定のESG要因に関する論点など）を加えることで、CQのプロセスをより厳格化した。また、自動

化されたデータ可視化ツール（図表3を参照）とR-ファクターに関する詳細なレポートを用いることで、各企業のESG課

題への洞察を高めている。 

外部情報源に基づいた企業に関する見解は、当社アナリストの見解と異なる可能性がある。当社はアナリストに独立

した判断を行うよう求めており、これにはESGの分野も含まれる。当社はフォワードルッキングな姿勢で、企業の見通し

の改善または悪化を予想することを目指しているが、外部情報の多くはバックワードルッキングとなる傾向がある。当社

はアナリスト独自の独立したリサーチを信頼し、企業の質（ESG関連の評価など）に関する適切なCQ評価を実施し

ている。 
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図表3 

ESGスコアカード 

当社が独自に作成したESGダッシュボードはR-ファクターの内訳をすべて示している（企業名は除外） 

銘柄の詳細 ESGスコア 2020年4月30日現在のデータ 

スコア グローバル
平均 

ユニバー
ス、  ％

ユニバースの
レーティング

グローバル業
種平均 

業種 
％ 

業種のレ

ーティング 

企業名 Rファクターのスコア 86.91 50.00 99.50 リーダー 49.80 100 リーダー

ブルームバーグのティッカー ESGのスコア（90％） 86.26 50.00 — — 49.91 — — 

SICS業種分類 加工食品 コーポレートガバナンスのスコア

(10％）
63.82 49.55 — — 48.51 — — 

ユニバース全体の銘柄数 7289 — 業種ユニバース全体の銘

柄数 

114 

Rファクターのサブセクター 

環境 

カテゴリー スコア グローバル業種平均 グローバル業種平均 

エネルギー管理 68.72 50.75 56.81 

廃水管理 77.74 47.52 53.98 

社会資本 

カテゴリー スコア グローバル業種平均 グローバル業種平均 

製品の品質と安全性 76.32 54.55 62.18 

顧客の幸福 63.48 48.16 53.67 

販売慣行・製品のラベリング 75.42 46.75 49.22 

事業モデルおよびイノベーション 

カテゴリー スコア グローバル業種平均 グローバル業種平均 

製品デザイン・ライフサイクル管理 74.67 45.26 50.73 

サプライチェーン管理 65.99 48.60 62.06 

原材料調達の効率性 69.42 48.92 60.24 

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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物議を醸すような武器を製造している場合を除き、顧客から指示がない限り、ESGパフォーマンスの低い企業を検討

対象から明確に除外することはない。むしろ、当社が魅力的な投資対象（ESGの観点からの魅力も含め）を発見す

るために信頼しているのは、質と持続可能な成長性を重視する当社の投資プロセスだ。タバコなどの業種はESGの観

点で不利なことから魅力的と評価されにくい。従って、当社が追求する持続可能な成長を示す可能性は低い。その結

果、当然ながら当社の投資哲学寄りの、ESG評価が高めのポートフォリオが構築される。 

R-ファクター・モデルは、当社の投資先企業のほぼ全ての企業にスコアと定性的なレーティングを付与する。図表4

に、当社のグローバル株式セレクト戦略のリサーチポートフォリオを構成する企業のR-ファクタースコアとCQスコアの

関係を示す。大半のポジションのCQスコアと定性的R-ファクタースコアは高く、「アウトパフォーマー」または「リーダ

ー（トップランナー）」となっており、企業のファンダメンタル面の質とESGがプラスの相関関係にあることを示してい

る。また、グローバル株式セレクト戦略のESG評価（Rファクターに基づく）は市場と比べても高い（図表5を参照）。 

ESGを考慮した投資は持続可能な成長に関する評価を向上させ、その結果としてアルファ創出力が高まると当社は

考えているため、ESGファクターを最初から組み込んだ投資手法を採用している。その一例として、図表5に示すように、

2020年3月31日までの5年間の同戦略のアルファの約10％は、ESGティルトの資産配分の影響で説明されることが

挙げられる。 

図表4 

グローバル株式セレク

ト戦略のCQとR-ファク

ターのスコア

当社の グローバル株式セレクト戦略（バブル）およびリサーチ保有ポートフォリオ（ドット）のCQやR-ファクター

のスコアは、いずれも高スコアに偏っていることを示している（バブルの大きさは対MSCIオール・カントリー・ワール

ド指数に対するオーバーウェイトの量を示す）。 

低CQ 

R-ファクター「リーダー（トップランナー）」

高CQ 

R-ファクター「アウトパフォーマー」

R-ファクター「平均」

R-ファクター「アンダーパフォーマー」

R-ファクター「劣後」

銘柄確信度（CQ） 

先進国（除く米国） 米国 新興国 

出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。

R
-フ
ァ
ク
タ
ー
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図表5 

当社のグローバル株式

セレクトとMSCIオー

ル・カントリー・ワールド

指数（ACWI）の 

R-ファクターのエクスポ
ージャー

グローバル株式セレクト

MSCI ACWI 

当社のグローバル株式セレクト戦略のR-ファクターのエクスポージャーとMSCIオール・カントリー・ワールド指数のR-ファ

クターのエクスポージャー:

48% 

リーダー アウトパフォーマー 平均 アンダーパフォーマー 後塵 

出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。
注: 未分類の証券が6％あるため合計は100％にならない。 

ESGファクターを投資プロセスに組み込んでいることを示す一例として、当社の米国株式セレクト戦略とグローバル株

式セレクト戦略が2020年3月31日現在保有していた米国の冷暖房空調装置メーカーが挙げられる。同社はR-フ

ァクターの枠組みでは「リーダー」にレーティングされている。持続可能性の発展に注力し、製品のイノベーションを

長年にわたり主導してきた企業だ。ビルの冷暖房方法や、冷凍食品、医薬品、その他の生鮮食品の輸送方

法を変革することで、顧客の二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる。同社は基本使命においても、また

ガバナンスや開示といったESG関連の指針の順守という点でも、ESGに優れた対応を示している。当社の枠組

みでは、ESGへの優れた対応、経営陣と市場ポジションの強さを反映し、CQスコアは高い。 

投資先企業とのエンゲ

ージメント 

FGC株式チームの取り組みは当社における全社的なESGの取り組みとシナジー効果を生み出している。当チームはフ

ァンダメンタルズ分析にESGファクターを取り入れるだけでなく、当社のアセット・スチュワードシップ・チームと緊密に協力し、

企業とのエンゲージメント（対話）を実施している。当社は世界最大級の資産運用会社の一つとして、企業と定期

的にエンゲージメント（対話）を行っており、当チームのアナリストは当社の規模および網羅する市場の幅広さを利用

して企業の経営陣にアクセスできる。同様に、FGCチームのアナリストはアセット・スチュワードシップ・チームに協力し、企

業とのエンゲージメントでどのような行動を取るべきかについて包括的な見解を提供する。ESG関連トピックにおける業

界リーダーとしての当社の立場が引き続き強まることから、企業は責任ある持続可能なベストプラクティス遂行のための

取り組みをさらに向上させるために、当社に助言を求めると考えられる。 
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ESG課題に関するエンゲージメント（対話）の最近の例として、FGC株式チームがアクティブ・ポジションを保有す

る（そして全体で見ると当社が大株主となる）2社の企業間での株式公開買付期間中に実施されたものがある。

株主としての存在感は当社の規模による強みだ。この事例では稀なケースだが、両社の経営上層部および取締役

会と対話することができた。最高経営責任者（CEO）と筆頭取締役とは、複数回にわたり電話会議を行った。ま

た、買収企業が相手企業の取締役会で多数派を形成するために取締役会の新メンバー6名の指名を目指してい

たため、当社は当社オフィスで会議を主催することができた。会議に参加したのは買収企業のCEO、最高財務責

任者（CFO）、6名の取締役候補のうちの4名などで、他に取締役候補1名が電話で参加した。こうした会議な

どを通じて、ガバナンスの観点から各企業に適切なスコアを付与することができ、また各企業の経営陣や戦略の相

対的な強みと弱みについて、より深く理解した上で確信を強めることができた。こうしたことは最終的に、合併プロセ

ス中およびそれ以降もそれぞれの株式の保有を継続するかどうかの判断材料となる。

結論 FGC株式チームが最も重要だと考えるのは受託者責任の精神、すなわち考え方である。数十年続く確固たる地位

のスタートは、米国の大手企業年金基金の受託者としてであった。ここをルーツとして、コンプライアンス厳守、強いリ

スク認識、企業のクオリティ重視、規律あるプロセスを必要とする長期視点などの基本理念に基づく投資手法を構

築した。その柱であるESGは、長期的な持続可能性を追求することであり、従って受託者精神に不可欠な要素で

ある。ESGの考え方は企業のクオリティ評価という当社の投資手法に最初から組み込まれており、ESGの原則は長

期的に持続可能な成長の重要な牽引役であると考えている。当社がESGを取り入れた投資手法を採用するのは、

そうすることが正しいからだけでなく、当社の投資哲学に元々組み込まれているからであり、それがアルファ向上につな

がると確信しているからだ。 

執筆者 Alison Gardner, CAIA 

ポートフォリオ・ストラテジスト 

Thomas Kronzer, CFA 

ポートフォリオ・ストラテジスト 

Nicholas Trager 

ポートフォリオ・スペシャリスト
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ザーズについて

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政
府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供していま
す。厳密なリサーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮
型アプローチをもとに、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優
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環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客様に理解を深めていただく
よう努めています。インデックス運用とETF、ESG投資の先駆者として、投資における
新しい世界を常に切り拓き、約2.69兆ドル*を運用する世界第3位の資産運用会社へと
成長しました。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コー
ポレーションの資産運用部門です。

*運用資産残高には、約500.1億ドル(2020年3月末時点）のステート・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（以下「SSGA　FD」）が取り扱っている
SPDRの残高を含みます。SSGA FDは SSGAの関連会社です。

ssga.com/jp
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