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新型コロナウイルスの先を見通す：
長期的な投資テーマの持続

Michael Solecki, CFA 
Chief Investment Officer, 
Fundamental Growth and 
Core Equity 

経済ファンダメンタルズの改善、金融・財政刺激策、低金利と低イ
ンフレ期待の持続、ワクチン接種の普及を受けて、世界的に株式
市場の回復が続いている。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大が世界各地で加速する中、ワクチンの迅速な配布が喫緊
の課題として、ますます重要になっている。前例のない規模の財政・金融刺激策やワクチン接種の進展状況を
背景に、株式をめぐる市場環境は引き続き良好である。COVID-19で最も深刻な影響を受けた市場セグメ
ントも一部で回復が見られるだろうが、他のセグメントではバリュエーションを裏付けるだけの持続的な利益成長
が求められる。失業率、需給ギャップ、中央銀行による介入がインフレや金利を抑制するとみられ、ステート・ス
トリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）は、市場ローテーションは限定的だと考えている。最終的に、
市場では2022年以降の景気回復がどのような形になるかに注目が集まると予想される。現在の株式バリュエ
ーションは米国を中心に高水準にあり、投資家にとって重要な懸念材料となっている。しかし、長期の投資期
間で見れば、ボトムアップのアプローチを取ることにより、持続可能な潜在成長性という点で魅力的な投資機
会をグローバルレベルで見出すことは引き続き可能と考える。

長い視点で見ると、ここ数年の市場を形成してきた長期テーマは持続しているように見える。例えば、技術革
新が加速して経済のあらゆる側面に浸透した結果、生産性の伸びが加速している。このトレンドには5Gテクノ
ロジーの運用開始も寄与しており、これについては次章で詳しく考察する。また、ESG（環境・社会・ガバナン
ス）と持続可能性を当社の企業分析に組み込む手法についても、消費者セクターを例に後の章で論じる。

こうした長期テーマから成果を上げる最適な方法は、将来を見据えたアクティブなアプローチを取り、質が高く、
持続可能な成長性があり、バリュエーションが妥当な企業に投資することである。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、このアプローチで成果を出しており、最近では2020年に9つの戦略のう
ち7つがそれぞれのベンチマークをアウトパフォームした。これは当社チームの奥深い取り組み、規律あるプロセス、
そして長期的視点を示す証左と言える。 
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5Gとその投資へのインプリケーション
を理解する 

Diego Cardenas, CFA 
Research Analyst 

Sandra O’Keefe, CFA 
Research Analyst 

William Pitkin 
Research Analyst 

次世代モバイルネットワーク技術「5G」が、急速に現実のものと
なりつつある。5Gがもたらす接続性の改善は、スマートフォンを
はるかに凌駕する影響を及ぼし、完全にネットワーク化された
経済に向けた重要なステップとなる。同時に、5Gの普及によっ
て複数の産業や国にまたがる課題も浮かび上がる。当社の運
用チームは、この破壊的な変革をもたらし得るテクノロジーが投
資先企業に与える影響を理解するよう努めている。本稿では、
テクノロジーとメディアセクターを担当する3名のリサーチ・アナリ
ストとこの分野の動向について議論するとともに、5Gに関する
見解を提示する。

議論を始める出発点として、ビルに5Gについて説明していただきたい。 

5Gとは第5世代のモバイルネットワーク技術で、以前の世代（G）に比べて非常に多くのことを実現すると推察され
る。第1世代（1G）はアナログ音声、2Gはデジタル音声を提供した。3Gではモバイルデータの送信が可能になり、
4Gはより高品質なモバイルのブロードバンドやインターネット通信を実現した。5Gネットワークは最終的に、数ギガビッ
トのデータ通信速度、極めて低い遅延（レイテンシー）、より高い信頼性、膨大なネットワーク容量、柔軟な拡張
性、高度なセキュリティを、いずれも現在の4Gネットワークよりも低消費電力で提供するはずだ。5Gネットワークが完
全に構築された暁には、ほぼすべての人とモノ（機械、家電、モバイル機器など）を繋げるより包括的かつ広範な存
在となるだろう。こうした接続性によって、5Gネットワークは、「近未来的な」モノのインターネット（IoT）、スマートシ
ティ、スマートファクトリー、スマートホームの現実化に資すると期待される。
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5Gは4Gに比べてどれほど優れているのか？ 

多くの面で優れている。速度に関しては、5Gは4Gに比べて10～100倍速く、データ転送速度はピーク時で20ギ
ガビット/秒（Gbps）、平均で100メガビット/秒（Mbps）超となる見込みだ。これに対して、現在の4GとLTEの
ピーク時のデータ転送速度は300Mbpsと10～30Mbpsである1。5Gの通常のダウンロード速度は2～3Gbpsの
範囲となる公算が大きく、高解像度の映画1本を数秒でダウンロードするのに十分な速度だ。しかし、速度の向上
は5Gによるメリットの一部にすぎない。5Gは容量の大幅な拡大をサポートできるように設計されており、トラフィック
容量とネットワーク効率性は100倍上昇するとみられる。さらに5Gでは、レイテンシー（信号がネットワークを通じて、
末端から末端まで届くのにかかる時間）が大幅に低下し、場合によっては、約10ミリ秒から1ミリ秒に10分の1に短
縮される可能性がある。 

話がうま過ぎるように聞こえるかもしれないが、これらはいずれも5Gの「将来的な見通し」である点に注意することが
重要だ。5Gの潜在能力を最大限に活用するには、そのためのネットワークを構築する必要があり、まだ予測できて
いない多数の各種アプリケーションを創り出すことによってその将来性が活かされることになる。一方、過去のネットワ
ークのアップグレード時と同様に、誇張されたマーケティングが行われる可能性が高い。そのため、当初の顧客体験
は、容量と利用可能地域の制限や、高周波数帯に特有の限界（壁や悪天候によって信号の伝送が阻害される
点など）によって、期待する水準に届かないことも考えられる。 

5Gの実現には何が必要か？ 

5Gには3つの構成要素が必要だ。すなわち、複雑な多層ネットワーク、膨大な空き周波数帯、建設段階における
資金調達のための多額の資本である。当初5Gネットワークは既存の4Gネットワークにオーバーレイする形で構築さ
れ、4Gネットワークは5Gサービスが利用できない場所のバックアップとして残る。 

5Gネットワークの反応性、信頼性、セキュリティを高め、場合によっては消費電力を抑えるため、独立したネットワー
クも構築される。まずは人口が密集する都市圏での構築が見込まれる。アーキテクチャーの面では、5Gは単一ネッ
トワークではなく、実際には3つの別々の物理的ネットワークから構成されている。各ネットワークは異なる周波数帯
で稼働し、異なるプロトコルを利用し、3つの異なる目標に向けて最適化されているという特徴を有する。それらの
目標とは、超高速と広帯域、超低遅延の保証、超低消費電力での長期稼働である。

5Gの2つ目の構成要素は周波数帯だ。5Gはそれまでの世代とは異なり、低周波数帯から中・超高周波数帯ま
で、通信周波数帯全体を最大限に活用する。過去の世代が低周波数帯（600MHz～2.5GHz）を利用して
きたのに対し、5Gは中周波数帯（3GHz～6GHz）と高周波数帯（24GHz超）も利用する。これはカバレッジ
（通信可能な範囲）と通信容量を最大化するために必要なことだ。周波数帯を1本の「管」と考えれば、分かり
やすいだろう。低周波数帯は細長い管（カバレッジ大/容量小）、高周波数帯は短いが非常に太い管（容量大
/カバレッジ小）のようなもので、中周波数帯はその中間に位置する。 

最後の構成要素は、ネットワークの構築・維持に必要な多額の資本である。通信会社は通常、年間約1,600億
ドルを設備投資に支出しており、5Gの構築には最低でも10年かかる。これは、最新世代の通信技術である5Gの
導入を開始するに当たり、世界中の通信会社やサービスプロバイダーが直面する最も重要な課題と言えよう。 
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サンディ、周波数帯について詳しく説明していただきたい。

周波数帯とは、無線信号が送信される周波数のことであり、モバイル機器などの利用を可能にするものだ。周波数
帯は有限であるため、需要と供給によってその価値が決まる。米国では、連邦通信委員会（FCC）がオークション
を通じて周波数帯の長期商業利用の免許を付与している。既存の無線通信プロバイダーは、それぞれ長年にわた
り独自に周波数帯を取得してきた。各通信会社の周波数帯の「在庫」は、5G導入に向けた各社のアプローチに影
響を及ぼす。最近FCCのオークションの対象となったCバンドは、800億～900億ドルの収益を創出すると予想され
ている。Cバンドは4～8GHzの周波数帯であるため、中周波数帯とみなされるが、このオークションはCバンド周波数
帯でどの企業がどのような免許を取得するかによって、通信会社の5G戦略を左右する可能性もある。 

米国の通信会社は5Gをどのように展開しているのか？ 

米国の通信市場は最近4社から3社に再編・統合された。AT&T、ベライゾン、Tモバイルの3社は、5G導入を含め、
合計で年間約500億ドルの設備投資を実施している。この500億ドルは周波数帯の購入を除いた金額である。各
社には十分な資本があるが、バランスシートの相対的な強さと既存の保有周波数帯が5G戦略へのアプローチに影
響を及ぼすと考えられる。これらの無線通信会社は、追加的な周波数帯、電波塔の改良、スモールセル（小規模
な携帯電話基地局）によって既存の4Gネットワークを強化し、5Gの通信能力を構築している一方、異なるアプロ
ーチでも5G導入に取り組んでいる。ネットワーク全体でユビキタスな5G通信能力の構築に取り組んでいる企業もあ
れば、人口密集地域での5Gサービスに的を絞っている企業もある。また、新規参入企業によって全く新たな地域で
も5Gネットワークが構築されつつある。ネットワークを新規に構築するメリットとしては、従来の輻輳（通信の混雑）
やハードウエアとソフトウエアの互換性の問題に影響を受けることなく、空き周波数帯や、最新のテクノロジーを採用
する機会を得られることなどが挙げられる。従って、こうした新たなネットワークは、既存のサービスプロバイダーに対して
コストとサービスの面で優位に立つ可能性がある。成功すれば、長い目で見て破壊的なイノベーションをもたらすかも
しれない。

現在、米国で5Gスマートフォンのサービスは提供されているか？ 

最新のスマートフォンは、5Gサービスに対応した最初の世代だ。とはいえ、この高度なサービスは、まだ通信会社や
地域を問わずに利用できるわけではなく、通信会社がネットワークを5Gに更新した地域でしか利用できない。消費
者の日常的な無線通信以外では、米プロフットボールリーグ（NFL）の20カ所以上のスタジアムなどで、通信量の
急増への対応を狙いとして5Gが導入されている。そのため、5G対応スマートフォンを持っていても、現時点では常に
5Gサービスの恩恵を受けられるとは限らない。 

米国の通信会社に付随的なメリットはあるか？ 

まだ初期段階ではあるが、5Gネットワーク事業者は新商品として、住宅用の固定無線ブロードバンドの提供を計画
している。これは、5Gネットワークが構築され通信能力に余剰がある地域において、既存の住宅用の有線ブロードバ
ンドと競合することが予想される。現時点では、市場で存続しそうな商品は皆無であるため、消費者にとってどれほど
魅力的であるか、ひいては既存のブロードバンド事業者にとってどれほどの脅威になるかは分からない。
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ケーブルテレビ事業者は現在、住宅用ブロードバンド市場で約70％のシェアを有しており、DOCSIS 4.0技術を活
用して、高い費用対効率で上り・下り共に10Mbpsの通信速度を達成するためのロードマップを策定している。ケー
ブルテレビ業界が長年にわたりアルファベットなどの「オーバービルダー」（競合する通信事業者）との競争に効率的に
対処してきたことは注目に値する。アルファベットは、グーグル・ファイバーのサービスを限定的に展開した後、提供地域
の拡大を停止した。

ディエゴ、5Gはどれくらいのペースで世界中に普及するだろうか？ 

アジアが5Gネットワークの展開で先行し、米国と欧州がそれに続くと予想される。2019年初めに5Gネットワークを初
めて導入した韓国は、5Gの普及で世界をリードしており、2019年時点で国民100万人当たり1,400カ所以上の
5G基地局が存在している。これに対して、中国は80カ所、米国は60カ所、欧州はわずか8カ所だ。絶対数では、
中国は既に最大の5G市場となっている。5Gサービスの契約者数は2億件で、世界の5G契約者数の70％超を中
国が占める。

世界各国で5Gネットワークを展開するタイミングに大きな差があるのはなぜか？ 

通信会社の資本基盤が強固で、政府の支援がある国・地域はアーリーアダプター（早期導入者）となる。例えば、
2018年の韓国の5G周波数帯オークションは、2019年初めの5G展開を加速する役割を果たした。対照的に、他
の多くの国では5G周波数帯オークションはまだ実施されていない。 

健全なバランスシートと市場動向も影響する。欧州で5G基地局の普及率が低い背景には、欧州の通信会社のバ
ランスシートの相対的な脆弱さが一因となっている。これは過去10年に及ぶサービス料金の継続的低下や、業界内
の競争激化によるものだ。

5Gの普及に大きく寄与する用途は何か？ 

通信、テクノロジー、サービス企業は、個人向け市場と法人向け市場の双方で、5Gの用途を開発すると予想される。
個人向け市場の5Gの用途としては、固定無線アクセス（FWA）、高度なモバイル・ゲーミング・ソリューション、スマ
ートホーム機器などが挙げられる。法人向け市場の用途は、主に「モノのインターネット」（IoT）技術を中心に展開
している。IoTは、医療、自動車、公共セクターなど、経済全体で適用されるだろう2。 

重要な点として、5Gは人工知能など、プロセスや機械の有効性・効率性を向上させるために膨大なデータ量を必要
とする他の技術をイノベートする起点になることが見込まれる。 

法人向け5Gの用途について、具体例をいくつか教えていただきたい。 

5Gの最も明確な収益機会は法人向けセグメントにあると考えられる。このセグメントでは、何十億もの機器・デバイス
を接続し管理するためにIoTソリューションが使用されると予想されている。一部の推計では、同時接続可能なデバイ
スの数は2030年までに、約200億から約500億に増加する可能性がある（Statista）3。
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5Gネットワークは自動運転車に欠かせないものとなりそうだ。自動運転車は、安全性、ナビゲーション、高解像度のエ
ンターテインメントを提供するために大量のデータを生み出すと想定されているが、そのデータ量は、2018年に市販さ
れた先進的なコネクテッドカーの月30GB（ギガバイト）から、2025年までに月1TB（テラバイト）超に増加すると
予想される（Gartner）4。

カンザスシティーはスマートシティソリューションを導入しており、街灯、監視カメラ、水源などのインフラを、300カ所のコネクティ
ビティスポットを通じて接続し、資源管理、公共安全、モビリティの改善を目指している5。同様に、メルセデス・ベンツはSクラ
スモデルの製造に向けてスマートファクトリーを進めている。5Gネットワークを利用したIoTソリューションは、工場の効率性を
25％改善することに寄与する可能性がある6。

個人向けで5Gの普及に大きく寄与する用途は何か？ 

固定無線アクセス（FWA）は、固定回線ブロードバンド接続の置き換えを後押しするであろう5Gの用途だ。フィン
ランドのような国では、FWAの普及率を高めるためには5G無線ネットワークを展開するほかないだろう。
Barclaysによれば、フィンランドでは人口の40％超が既に4Gモバイルネットワークのみによる接続を利用して
いる7。

モバイルゲーミングでは、「拡張現実（AR）」や「仮想現実（VR）」などの新技術を駆使したゲームを最大
限に活用するためには、大量のデータと超低遅延モードが求められるだろう。英国のEEなどの通信会社は、ゲ
ーム愛好者向けに月約10ドルで5Gデータ通信パッケージの提供を開始した8。

最後になったが、スマートホーム機器も重要だ。こうした機器は、スピーカー、アラーム、ビデオカメラ、住宅周辺
のセンサーの接続にIoT技術を利用する。この分野の市場規模は400億ドルに上り、急速に成長しており、通
信会社は月約5ドルで住宅用ソリューションの提供を始めている9。 

こうした5Gの世界の新たな用途の見通しはいずれも有望と言える。HIS Markitがクアルコムのために実施し
た5Gの経済性に関する調査によれば、5Gは2035年までに13兆2,000億ドルの総経済生産量を生み出し、
2,230万件の新規雇用を創出することによって、GDPを2兆1,000億ドル押し上げる可能性がある10。

ビル、担当企業の中で、5Gの恩恵を受けると考えられるのはどこか？ 

5Gといった大規模な長期成長トレンドの受益者を特定することは重要だが、当社の集中型のポートフォリオに株式を
組み入れるに当たっては、持続的な成長が可能で、株価が合理的な水準にある質の高い企業を特定するためにか
なり厳格なスクリーニング手法を採用している。当社が質の高い企業を特定する方法の一つは、市場ポジションのサ
ブスコアなど当社独自の銘柄確信度（Confidence Quotient＝CQ）のプロセスだ。市場ポジションのスコアが高
い企業の多くは、5Gなどの力強い長期成長トレンドの恩恵を受ける傾向がある。 

通信機器プロバイダーのエリクソンとノキアは、担当企業の中で、5G導入の恩恵を受けることが明らかだ。ファーウェイ
（非上場の中国企業）や、サムスン傘下の通信機器子会社と並び、両社は5G基地局と関連機器を世界で独占
的に提供している。世界最大の上場タワー事業者であるアメリカン・タワーも、5G通信能力のニーズが見込まれること
を主因に、携帯電話基地局の成長が加速する公算が大きい。 
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担当企業の中で、最も純粋に5Gの直接的なメリットを受けるのはクアルコムだ。同社は先進の無線技術の主要プロ
バイダーであり、特にスマートフォンなどのモバイル機器の5Gモデムだけでなく、高周波（RF）フィルター、自動運転
車、IoTなどの隣接市場の5G技術も手掛けている。 

その他の5G受益者としては、5Gが4Gの100倍の光ファイバーを必要とすることから、世界最大の垂直統合型光ファ
イバーソリューションプロバイダーのコーニングが挙げられる。5G機器向けの研究・開発用、実地試験用、測定用のツ
ールを製造しているキーサイト・テクノロジーズも成長が期待される企業だ。

最後に、NXPセミコンダクターズやテキサス・インスツルメンツなど、5G対応スマートフォンやネットワーク機器の重要な
部品を提供している多くの半導体企業や、アンフェノールなどのコネクター/センサー企業も有望と考える。 

サンディ、あなたの担当企業の中で5Gの恩恵を受けるとみられる他の銘柄は？

自動運転に長期投資している企業が数社あり、例えば、アリゾナ州で試験走行を行っているアルファベット傘下のウェ
イモなどがそうだ。一方、リフトとウーバーは、自動運転を今後のサービスプラットフォームの一部とする構想を立ててい
る。

フェイスブックとグーグルは、ARとVRの用途として、消費者向けと商業用の開発に取り組んでいる。フェイスブックは、
VRゲームとエンターテインメントの愛好者向けに、ヘッドセットのオキュラスの展開を続けている。価格が低下し適用範
囲が拡大するにつれて、これらの機器は消費者に広く浸透するようになるだろう。

最後にディエゴ、あなたの担当企業で5Gの恩恵を受ける銘柄を教えていただきたい。 

アメリカン・タワーと同様に、5Gの展開は欧州のタワー事業者にも恩恵をもたらすだろう。具体的には、無線インフラの
建設を専門とするセルネックスなどが挙げられる。

5Gネットワークの採用は複数の産業にまたがり、建設や農業といった、依然としてアナログあるいは手動的なプロセス
に依存しているセクターのデジタル化を促すだろう。こうしたデジタルトランスフォーメーションを円滑化するソフトウエア企
業、例えばダッソー、ヘキサゴン、キャップジェミニ、CGIやショッピファイは、5Gエコシステムに関する新規で高度なソリュ
ーションの開発による恩恵を受けるとみられる。 

通信会社には、差別化しにくい既存の接続サービスに加え、より高付加価値なサービスの導入によって5Gテクノロジ
ーを活用する豊富な機会がある。 

1 “What is 5G|Everything You Need to Know About 5G”（「5Gとは何か｜5Gについて知る必要があること
の全て」）, Qualcomm, https://qualcomm.com/invention/5g/what-is-5g#howfast-is-5g. 

2 Gartner の調査結果、2018年12月 
3 IoT Connected Devices Worldwide 2030（2030年に世界でIoTに接続された機器数）、Statista 
4 5G Networks have paramount role in Autonomous Vehicle Connectivity（5Gネットワークは自動運転車のコネクティ

ビティーに不可欠な役割を果たす）、Gartner、2018年6月 
5 Cisco, Sprint, and Kansas City, MO., Announce Agreement to Deploy Smart+Connected City 

Framework, press release （シスコ、スプリント、ミズーリ州カンザスシティー、スマート+コネクテッドシティーの枠組み導入に
関する合意の発表）、プレスリリース、2015年6月 

6 Daimler Installing Own 5G Network （ダイムラーが自社5Gネットワークを導入）、Hanover Messe、2019年7月 
7 Telecom Services and Tech Hardware: 5G — The Return of Fixed Substitution（通信サービスおよびハイテクハードウエア：

5G — 固定回線置き換えの再来）。Barclays、2019年9月 
8 Global 5G Primer — Looking for the Killer App.（グローバル5G入門 — キラーアプリの探求）。Bank of America Merrill 

Lynch、2019年9月 
9 Forecast Size of Global Smart Home Market （世界のスマートホーム市場規模の予測）、2016～2022年 
10 IHS Market with OMDIA, The 5G Economy in a Post-Covid-19 Era（コロナ後の時代の5G経済）、2020年11月 
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持続可能性：生活必需品セクター
における重要な差別化要素 

Jonathan Cook, CFA 
Research Analyst 

変化に適応する 

持続可能な製品に対する需要の高まりに伴い、生活必需品セクタ
ーにリスクや機会が生み出されている。最も成功している企業は、
持続可能性を受け入れ、その見返りに消費者と投資家の双方か
ら評価を受けると考える。 

ファンダメンタル・グロース&コア（FGC）株式チームは長年、「持続可能な成長」を投資プロセスに組み入れ
ている。生活必需品セクターを評価するに当たっては、当社は需要と供給の観点で持続可能性を捉えている。
企業は絶えず変化する消費者の嗜好に訴求する製品を開発するだけでなく、そうした製品を地球に配慮した
方法で生産することを求められている。ネスレのように最も成功している企業はこれを実行しつつ、同時に業績
面でも満足できる結果を上げている。

生活必需品セクターに関して、当社は需給の両面から持続可能性を捉えている。「健康に良い」製品（グルテンフ
リーの食品やパラベンフリーのパーソナルケア用品など）に対する需要の高まりに伴って、新たな市場機会が生み出
されている。新しい市場に対応した製品やブランドが開発されるケースもあれば、既存のブランドが新たなセグメントに
参入するケースもある。そのような動きは、新規の消費者グループはもちろんのこと、既存の消費者グループとの関係
を一段と緊密にする。大半の企業は市場環境の変化に対応するためにマーケティングやイノベーションへの投資を拡
大しているが、こうした投資により、企業は消費者のニーズに敏感に対応することが可能になり、ひいては事業の長
期的健全性につながり得る。

消費者の間では、購入する製品が自然を破壊しない方法で生産されているかどうか確認したいとの意識が高まって
いる。生活必需品セクターは「消費者と直接接点を持つ」という性質上、事業を効果的かつ責任を持って運営でき
ていない企業に対するレピュテーションリスクリスクは極めて高い。世界のサプライチェーンの透明性を高めるためには、
企業は事業全体に対する責任を負う必要がある。消費財セクターの場合、水消費、農業および労働慣行、含有
物の処理、プラスチックや梱包材のリサイクル、温室効果ガス排出といった問題が含まれる。 
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ネスレの優れた事例

まとめ 

世界最大の食品・飲料企業であるネスレは、需要と供給の両方の観点で優れた成果を出している。需要サイ
ドでは目を見張る商品ポートフォリオを有する。ネスプレッソ、ペリエ、ピュリナなど34のブランドを展開し、各ブラン
ドの年間売上高は10億ドルを超える。最近ではヘルス・サイエンス分野での企業買収や、菓子・加工食品分
野での事業売却など、M&Aを活用して長期的な消費者トレンドに一段と沿ったポートフォリオ構成を図っている。 

供給サイドでは、ネスレは以前から持続可能な生産に取り組んでおり、同社の「共通価値の創造（CSV：
Creating Shared Value）」プログラムは高く評価されている。最近も気候変動対策への約36億ドルの投
資を発表したばかりであり、こうした様々な活動を通じて、ネスレは将来的に主導的地位をさらに高めると当社
は考える。 

食品包装用の再生プラスチック市場の創出を目指すプロジェクトは、サプライチェーンに対する同社の取り組み
を示す好例だ。ネスレは2025年までに包装資材の100％をリサイクル可能・リユース可能にするという目標を
掲げている。現在の包装業界では、食品包装に使用可能な高水準の品質の再生プラスチックの供給量が限
られていることから、ネスレは自社の目標を達成するためにサプライチェーン全体にわたり変化を促す必要があっ
た。そこで同社は2020年1月、代替となる包装ソリューションの開発を加速するために、最大20億スイスフラン
（22億米ドル）を投資することを発表した。バージン（未使用の）プラスチックから食品包装用の再生プラス
チックに切り替えたサプライヤーへの対価にプレミアムを上乗せすることで、切り替えを促進する。同社はまた、こ
れらの分野に重点的に取り組むスタートアップ企業に投資するため、2億5,000万スイスフランの持続可能な包
装業界向けのベンチャーファンドを立ち上げる。エコシステム全体にこれほど有意義な変化を促すための資源や
ビジョンを持ち、実際に行動を起こしている企業は極めて少ない。

こうした全体的な展開は、当社の銘柄確信度（CQ）レーティングで高スコアを獲得するクオリティ特性の具体
例として最適と言える。当社はCQの枠組みを用いて企業の質を評価しており、下表はCQの主要な評価項目
である。 

CQの柱 ネスレが高スコアを獲得する理由 裏付けとなる証左 

経営陣 持続可能性に関する長期実績。2050年に向けた意欲的
で具体的な計画 

共通価値の創造報告書 

市場ポジション 競争優位性の向上。サプライチェーンとの関係の深化 市場シェアの上昇。排出量ネットゼロに向けたロードマップ 

ファンダメンタルズのモメ
ンタム

栄養価向上のための製品改良。高成長カテゴリーを重視し
た製品構成 

増収率の加速。M&A戦略 

透明性 総合的で質の高いレポーティングとステークホルダーとのエン
ゲージメント 

総合報告書。会長を交えたラウンドテーブル 

財務状況 内部効率の向上と事業成長を通じ、持続可能性に関す
る主な取り組みへ資金を拠出 

コンセンサス予想に対する影響は限定的

企業やブランドにとって、持続可能性は消費者との関係性を高めるための大きな機会である。重要な課題は、全てを
実行しつつ、同時に株主の期待に応えることである。自己資金を投じて持続可能性に取り組むネスレの姿勢は望まし
いものだが、コスト削減を図り、その削減効果を別の方法、例えばマーケティングやR&D費の追加、または配当や自社
株買いという形での株主還元といった方法で再循環させるのも有用な方法と考える。これは生活必需品セクターの全
ての企業が直面する課題であり、ユニリーバやダノンをはじめとする多くの企業が持続可能性を実現するために大胆な
選択を行っている。最も成功する企業とは、持続可能性への取り組みに投資するという選択をした結果として、事業
面での優位性が向上したことを実証できる企業であろう。企業に問われているのは、そうした投資をするべきかどうかで
はなく、消費者に寄り添い続けたいと考えた場合に投資をしないでいられるかどうか、ということかもしれない。 
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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

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、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてス
チュワード（受託者）として、社会、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3.47兆ドル*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751.7億ドル(2020年12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。

本資料は有価証券の売買の勧誘を目的として作成されたものではありません。勧誘は目論見書等の資料によってのみなされます。 本資料はステート・
ストリート・グローバル・アドバイザーズ（当社）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ならびに編集したもので
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。

投資にはリスクがあり、元本を失うことがあります。本資料に記載されている見解は2021年1月の原本作成時点のものであり、市場およびその他の条件
によって変更される場合があります。本資料には将来の見通しに関する記述とみなされうる可能性のある一定の情報が含まれています。本資料に含まれ
る過去の事実以外の全ての記載は、当社が将来発生する可能性があると予測する、信頼する、または起こると見込まれる可能性のある活動やイベン
ト、展開が含まれています。これらの見解は、当社が過去の傾向や現在の状況、予測される将来の展開および状況において適切であると考えるその他
の要因の経験と認識に照らし、当社が行った特定の仮定と分析に基づいています。それらは多くの仮定やリスク、不確実性が含まれており、その多くは当
社の制御が及ばないものです。将来の運用成果を保証するものではなく、実際の結果や展開はそうした予想とは大きく異なる可能性があることにご注意くだ
さい。

本資料に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。

本資料の二次使用、複写、転載、転送等を禁じます。 

ssga.com

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
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