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エグゼクティブ・サマリー 

 

• クオリティは、二元的なバリュー対グロース論争や低

リスク投資に新たな視点を提供。今後の市場や景

気サイクルの観点で有効性が期待され、ESG投

資の拡大も追い風となる可能性。 

• クオリティは、収益性と安定性にフォーカスしたディ

フェンシブなファクター。学術的には新しいファクター

群に属するものの、バリュー投資において非常に古

い実践の歴史。 

• バリュー、グロース、低ボラティリティなどの投資スタイ

ルにクオリティを組み入れることは、リスク低減、ファ

クター分散、さらにリターン改善の観点でも有効。 
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イントロダクション 

 

2020年の新型コロナウイルスの感染拡大による市場混乱（コロナショック）とその後 の政府、

中央銀行の金融・財政支援策を受けた上昇局面において、代表的なディフェンシ ブ フ ァク

ターである低ボラティリティとクオリティのパフォーマンスは大きく明暗が分かれる結果となりま した。

図表1はMS CI Worldの最小ボラティリティとクオリティ指数について2020年の累積リ ターンを

示したもので、前者が低ボラティリティ、後者がクオリティファクターの推移を示します。低 ボラ

ティリティは下落局面において有効な下値抑制効果を示しましたが、その後の上昇局面で市

場ベンチマーク（MS CI World）に対して大きく劣後しました。クオリティは低ボラティリ テ ィと

同様にダウンサイドで有効であった一方で、上昇相場でも市場に対する優れた追随能力を

見せた結果、市場ベンチマークを上回るパフォーマンスを上げています。公衆衛生危機 という

新しい市場危機の中でレジリエンス（回復力）を示したことで、クオリティにはこれまで以上に

注目が集まっています。 

本稿ではこのようなクオリテ ィの特性や有効性について、主にファクター投資の観 点からレ

ビューを行います。まず、クオリティに着目する 4つの理由や背景を説明し、次に株式投資にお

けるクオリティの歴史や実践について紹介します。最後にクオリティを他のファクターやスタイルに

組み入れることによる効⽤について議論します。  

 

図表1 

コロナ禍におけるクオリティと

低ボラティリティのパフォーマ

ンス 

  MSCI World  クオリティ 

  MSCI World  最小ボラティリティ 

  MSCI World  

 
 

出所： Factsetのデータを元にステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（ SSG A）作成（2 020年12月末時

点、USDベース）。 
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クオリティに今、着目する
4つの理由 

 

本章ではクオリティに今、着目する4つの理由や背景を説明します。最初に現在、注目されて

いる2つのトピック、バリュー（割安株）対グロース（成長株）の論争と代表的な低ボラテ ィ

リティ投資の一つである最小分散戦略が直面している課題を紹介します。次に市場サイクル

におけるファクターの有効性の観点から議論を行います。最後に、クオリティとES Gの関係性

について取り上げます。 

 

1 

 

バリュー対グロースを超えて 

図表2が示すように、緩和的な金融環境などを背景にバリュー株はグロース株を長期に渡っ

てアンダーパフォームしてきました。足元、バリューにリバーサルの動きが見られるものの、本格

的にバリュー株への投資を考えた時には長らくパフォーマンスが低迷してきたことを背景 とした

警戒感も否めません。一方でグロース株は金融相場の末期において一部過熱感や割高感

のある銘柄もあるものの、図表3が示すようにその収益性や成長性は依然として高いものがあ

ります。このようなバリュー対グロースの二元的な議論に対して、クオリティは新たな視点 を提

供してくれます。

図表2 

バリューとグロース指数の  

超過リターン（対MS CI 

World、過去10年） 

  MSCI World  グロース 

  MSCI World  エンハンスト 

バリュー 

 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（2 021年3月末時点、 U SDベース）。
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図表3 

バリュー指標によるファンダ 

メンタルズ分析（先進国） 

  長期EPS 予想成長率  

（3～5年）  

  ROE 

  売上高 営業利益率 

  売上高 純利益率 

 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（2 021年3月末時点）。バリュー指標として5つのファンダメンタルズ（収

益、キャッシュ フロー、売上、配当、純資産）対株価比を⽤いてユニバース（ M SCI World、除く金融・不動

産）を5分割。  
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低ボラティリティを超えて 

図表4、図表 5の最小ボラティリティ指数のパフォーマンスが示すように、代表的な低ボラテ ィリ

ティ戦略の一つである最小分散投資は、長期的に高い投資効率性や下値抑制効果が期

待できる一方、市場ベンチマークに対する高いトラッキングエラーや、コロナショック後の相場展

開で見られたような上昇局面での劣後が課題として考えられます。このような最小分散投資

が持つ課題に対して、クオリティは市場追随能力を改善した多面的な低リスク投資 ソリ ュ ー

ションを考える上で鍵となるファクターになります。  

 

図表4 

ファクター・スタイル指数の 

投資効率性（MS CI 

World） 

 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（1 997年12月～2 021年3月、 U SDベース）。投資効率性はリターン・リ

スク比率（年率）を表示。  
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図表5 

MSCI World最小ボラティリ

ティ指数の平均超過リターン

（対MS CI World） 

 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（1 997年12月～2 021年3月、 U SDベース、年率）。  
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景気循環のダウンサイドに備える 

図表6は、景気循環や金融政策を軸に市場サイクルを4つに分けて、各局面で有効と考 えら

れているファクターを図示したものです。足元の金利上昇やバリュー株のリバーサルな どの動き

から、市場は現在、金融相場から業績相場への過渡期にあると考えられます。短期的には、

業績相場への移行やテーパリングに関する議論が市場のリスク要因となりそうですが、中期

的には、金融引締めやその後の逆金融相場や逆業績相場などの下落局面が予想されます。

クオリティのディフェンシブ性から市場サイクルやダウンサイドを意識したポジショニングとしても重

要性が増しています。 

 

図表6 

市場サイクルとファクターの 

有効性 

 

 
 

出所： SSGA、上記の情報は例示的なものです。  
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ESG投資への注目の高まり 

クオリティとES G（環境・社会・企業統治）投資は、親和性があることが指摘されています。

Kulkarni et al.（2017）は、MS CIグローバル株式モデルのリスクファクターとES G特性の相

関を調べた結果、E S G格付スコアは投資クオリティ、収益性などのファクターと正の相関があ

る一方、利益変動性、レジデュアル・ボラティリティ、簿価株価比などと負の相関があること、さ

らにこれらの相関の有意性が観測期間を通じて強く、その水準についても持続的か つ比較

的安定していることを指摘しました。Chan et al.（2020）は、クオリティと低ボラティリテ ィ は

バリューやサイズ、モメンタムなどのファクターと比べて、炭素削減やE S Gスコアの改善の観点

で優れたES G特性を持つことを報告しました。このようなクオリティとES Gの親和性を背景に、

ESG投資の拡大がクオリティにも追い風になる可能性があります。  
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クオリティを再考する 

 

本章では、まずクオリティの概念や定義を再確認し、その後、その学術的な歴史や株式投資

における実践について振り返ります。 
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クオリティの多面性 

クオリティは比較的幅広い定義を持つ1一方、ファクター投資の文脈では一般に収益性 と安

定性にフォーカスしたファクターとして理解されています。図表 7に例示されているように、収益

性には自己資本利益率（ROE）や総資産利益率（ROA）などの指標が含まれる一方、

安定性は資本構成や利益の安定性、質などの観点から企業のディフェンシブな特性を捉え

ます。一般にバリュー、サイズ、モメンタムは景気循環的なファクター、クオリティや低ボ ラテ ィリ

ティはディフェンシブなファクターに分類され、前者のリターンの源泉が追加的なリスクに対する

対価（リスクプレミアム）と考えられる一方で、後者は投資家の行動や認知バイアスな どを

背景とした持続的なアノマリーと考えられています。  

 

図表7 

クオリティの代表的な 

構成要素と指標 

 

 

構成要素 指標 

収益性 ROE、ROA 

資本構成 負債自己資本比率、キャッシュフロー負債比率 

利益の安定性 利益ボラティリティ 

利益の質 会計アクルーアル 

 
 

出所： SSGA 
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クオリティの歴史と実践 

クオリティは学術的な歴史の中では比較的新しいファクターになります。ファクター投資の起源

は、ファクターモデルの構造に関する議論の礎となった1960年代から70年代にかけ ての資本

資産価格モデル（CAP M）や裁定価格理論（A P T）まで遡ることができます。そ の後、バ

リューやサイズ、モメンタムなどの個別ファクターに関する研究が1970年代から90年代にかけて

進みました。クオリテ ィに関しては利益の質が高い株式の超過リ ターンを指摘した S l o a n 

(1996)が先駆的な研究になりますが、本格的な議論はNovy -Marx (2013)、As ness et al.  

(2013)、Fama and French (2013)などにより2010年代に入って行われました。 

このようにクオリティは学術的には新しいファクター群に分類される一方、株式投資における実

践という意味では非常に古いルーツを持っています。いわゆるバリュー投資の父として知 られる

ベンジャミン・グレアムは益利回りのようなバリュエーションと合わせて、持続的に収益力を持っ

た質の高い企業を見つけ出すべきだと著書（G raham、1949）に記しています。ま たグレア

ムの弟子としても有名なウォーレン・バフェットもクオリティに着目していたと考えられています。

Frazzi ni et al. (2018)はバークシャー・ハサウェイの投資ポートフォリオのリターンが市場 、バ

リュー、サイズ、モメンタムファクター加えて、クオリティと低ボラティリティを説明変数に加えること

で説明が可能だと報告しています。
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クオリティの効⽤ 

 

本章ではクオリティを他のファクターや戦略に組み入れることによる効⽤について検討します。

最初に他のファクターとの相関から分散投資効果について取り上げます。次に計量的な尺度

と景気循環の観点からリスク低減効果について説明します。最後に配当割引モデル やフ ァク

ターリターンの特性に着目することでリターン改善効果について議論します。 
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ファクター分散 

クオリティをバリューやグロース、低ボラティリティ投資に組み入れることでファクター分散効果が

期待できます。図表 8はMS CIのファクターやスタイル指数から計算したファクターリターン の相

関を示しています。クオリティとバリューはファクター定義や経済的な特性の観点で対照的な

性質を持つことから、相関は -0.52となっています。景気循環における有効性が異なり、負 の

相関を持つこの2つのファクターを組み合わせることはファクターリスク分散の観点で有効である

と考えられます。 

同じディフェンシブファクターでも低ボラティリティとの相関は0.35と比較的低い結果とな っていま

す。これは低ボラティリティが株価リターンの情報に基づいた低リスクファクターであるのに対して、

クオリティはファンダメンタルズという異なる視点から企業の低リスク特性を捉えているためです。

このような2つの異なる低リスクファクターを組み合わせることで、株価リターンとファンダメン タル

ズ情報双方を活⽤した多面的な低リスク投資ソリューションの提案が可能と考えます。  

グロースとクオリティの相関は0.46と正相関の傾向にあり、これはクオリティが収益性のよ う な

成長性に関連する要素を内包していることに依ります。クオリティはグロースと親和的なフ ァク

ターと考えられ、その投資リターンの改善や安定性の強化に寄与すると考えられます。 
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図表8 

ファクターリターンの相関  

 

 
 

 グロース バリュー サイズ モメンタム 低ボラティリティ クオリティ 

グロース 1.00      

バリュー -0.51 1.00     

サイズ -0.46 0.66 1.00    

モメンタム 0.45 -0.20 -0.26 1.00   

低ボラティリティ -0.20 -0.14 0.03 0.21 1.00  

クオリティ 0.46 -0.52 -0.52 0.30 0.35 1.00 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（1 997年12月～2 021年3月、 U SDベース） 
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リスクの低減 

クオリティのディフェンシブな性質から、リスク低減や景気循環のダウンサイドにおけるヘッジ効

果が期待されます。図表9はMS CI Worldのファクターとスタイル指数についてボラティリティ、

ベータ、最大ドローダウンの3つのリスク指標を算出しており、クオリティの低リスク特性が確認で

きます。またクオリティは景気サイクルの観点でもディフェンシブなファクターです。図表10はクオ

リティのファクターリターン（36カ月ローリング）と経済協力開発機構（OE CD）加盟国の

景気動向を示す景気先行指数（CLI）を表示していますが、安定性に関する構成要素を

持つクオリティが景気後退局面で有効性を発揮する傾向が見て取れます。  

 

図表9 

ファクター・スタイル指数の 

リスク指標（MS CI World）

 

 

 

 MSCI World グロース バリュー サイズ モメンタム 低ボラティリティ クオリティ 

年率ボラティリティ 15.54% 16.12% 18.11% 16.79% 15.88% 11.07% 14.13% 

ベータ 1.00 1.01 1.09 1.04 0.89 0.64 0.88 

最大ドローダウン -53.65% -56.20% -57.86% -55.80% -52.48% -43.01% -44.46% 

 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（1 997年12月～2 021年3月、 U SDベース） 
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図表10 

景気サイクルとクオリティの 

有効性（質への回避） 

  クオリティ（36か月ローリング、

右軸） 

  OECD CLI（左軸）  

 

 

 
 
 

出所： OECD、 Fa ctse tのデータを元に SSG A作成（ U SDベース、20 21年4月末時点） 
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リターンの改善 

ここではクオリティによるリターン改善効果について直観的な理解を得るために、古典的な配

当割引モデルを⽤いて議論を行います。簡単化のために配当性向を 1と仮定すると2、 ゴード

ンの定率成長モデルの期待（要求）収益率は次のように表すことができます3。 

期待収益率 =
収益性

バリュエーション
+成長性 

バリュー投資では低バリュエーション（株価純資産倍率）から高いリターンが期待される一方、

割安な株式には成長性や収益性が低いなどのそれ相応の理由がある場合があります（い わ

ゆるバリュートラップ）。上式はこのようなリスクを回避、軽減するためにはクオリティ（収益性）

を考慮することが重要であることを示唆しています。グロース投資では成長性が高い一方、バ

リュエーションも高い結果、思ったほどのリターンが上げられないリスクが考えられ、ここでもクオリ

ティが重要であることが分かります。 

低ボラティリティに関する項は上式には明示的に現れていませんが、一般に低ボラティリ テ ィ株

式は、収益は安定している一方、成長性は低いと考えられます。低ボラティリティ株式の バ

リュエーションについて一貫した議論をすることが難しいことを考慮すれば、低ボラティリテ ィ投資

においても期待リターンを改善するためにはクオリティを考慮することが重要であると考えられま

す。 
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クオリティの上方耐性 

図表11はMS CI Worldのリターンを横軸にファクターリターンを縦軸に取り、低ボラティリ テ ィとク

オリティのファクターリターンとその近似曲線を示したものです。低ボラティリティの近似曲線は

はっきりとした右下がりとなっており、強い下値抑制効果を持つのに対して、上昇相場での劣

後傾向が顕著です。クオリティについても同様にダウンサイドでの有効性が確認できる一方、

近似曲線が右側で上に折れ曲がっていることから上昇相場における一定の耐久性がう かが

えます4。このようなリターンの凹性はクオリティの中の収益性に関する構成要素に起因 してい

るものと考えられます。このことからクオリティと低ボラティリティを組み合わせることで、低 ボラテ ィ

リティの下値抑制効果を損ねることなく、上昇局面での追随能力を改善した低リスクソ リュ ー

ションの提案が可能になると考えます。 

 

図表11 

ファクターリターンのプロット 

 

●  低ボラティリティ 

  近似曲線（低ボラティリティ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  クオリティ 

  近似曲線（クオリティ） 

 

 
 
 

 
 
 

出所： Factsetのデータを元にSS G A作成（1 997年12月1日～20 21年3月31日、 U SDベース）  
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まとめ 

 

本稿では最初にクオリティに今、着目すべき 4つの理由を紹介しました。クオリティは二元的な

バリュー対グロース論争に新たな視点を提供し、低リスク投資の観点でも最小分散投資が

抱える市場追随性の課題解決の鍵になると考えられます。今後の市場や景気サイクルの観

点でも有効性が期待されるファクターであり、ES G投資の拡大も追い風となる可能性があり

ます。 

次にクオリティの概念や定義、株式投資における歴史を振り返りました。クオリティは収益性と

安定性を構成要素として持つディフェンシブなファクターです。学術的には新しいファクター 群

に属するものの、グレアムやバフェットに代表されるバリュー投資において非常に古い実践の歴

史を持ちます。 

最後にクオリティを投資戦略に組み入れる効⽤について議論しました。バリュー、グロース 、低

ボラティリティなどの投資スタイルにクオリティを組み入れることで、リスク低減だけでなくフ ァク ター

分散やリターン改善が期待できると考えられます。 

このようにクオリティは今後の市場や景気サイクルの中においてますます重要性や有効性が期

待されており、SS GAではアクティブやスマートベータ投資においてクオリティを考慮した投資戦

略の提案に力を入れています。 
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脚注 

 

 

1  クオリティ指標としての変数例 としては、 R O E

（Haugen and Baker、1996）、会計アクルーアル

（Sloan、1996） , 資産成長率（ Coo pe r et a l.、

2008）、財務レバレッジ（G eo rge and Hwang、

2010）、グロス収益性（N ov y -Ma rx、201 3）などが

ある。  

3  ゴードンの定率成長モデル 

（𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑 𝑛𝑒𝑑

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑅𝑒 𝑡𝑢𝑟 𝑛 − 𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑡ℎ
）を 

 
𝑃𝑟 𝑖𝑐 𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘
=

𝑃𝑟 𝑜𝑓 𝑖 𝑡 𝐵𝑜𝑜𝑘⁄ ×𝐷𝑖𝑣 𝑖𝑑𝑒 𝑛𝑑 𝑃𝑟 𝑜𝑓 𝑖𝑡⁄

𝐸𝑥𝑝𝑒 𝑐𝑡𝑒𝑑𝑅 𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑛 − 𝐺𝑟 𝑜𝑤𝑡ℎ
 に書き換えた。  

またここではRO Eを収益性、株価純資産倍率を 

バリュエーションとし、収益性をクオリティと考 えて議論

を進めている。  

2  純利益（税引後利益）を全て配当にまわすことを意

味するため、純利益割引モデルと考 えることができる。  

 

4  このようなリターンの凹性は Asne s s et a l.（2013）

によるQ uali ty - Minu s -Jun kファクターでも報告 されて

いる。  
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