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新型コロナウイルス感染拡大を受けた経済活動自粛の深刻な影響を懸念した投資家に

よって、いずれの資産も容赦なく売られました。米国株式市場は、今年2月から3月の間に

過去最速で弱気相場に突入しました。これはサステナブル投資が叫ばれてから初めての市

場全体の急落であり、我々の調査が示しているように、まさにサステナブル投資の時代の

到来を告げる出来事です。

異なるESG（環境・社会・ガバナンス）特性を持つ企業に対する今回の市場の急変動の影

響を分析するために、我々はフィデリティ・インターナショナルの独自のESGレーティング・シ

ステムを活用し、2,600社を超える企業のパフォーマンス比較を実施しました。

ファンダメンタルズのレーティングもそうですが、ESGレーティングはA～Eの5段階で構成さ

れ、企業の社会的責任へのエンゲージメントを示します。企業のサステナビリティ特性につ

いて、株式の総合レーティング同様に、先を見据えた評価を示すことを意図しています。

レーティング・システムの豊富なデータを活用することにより、今回の市場急落の局面で、

5段階のレーティング間のリターン格差の分析が可能となりました。

リサーチを始める際の仮定は、サステナビリティの特性が優れた企業は経営陣が堅実で保

守的であることから、市場危機の局面で底堅い動きをするというものです。

後に示すデータは、こうした見方が正しいことを裏付けました。今回の急落局面では、個別

銘柄の超過リターンとESGレーティングとの間に高い正の相関があることが確認できました。

この短期間でも、ESGレーティングが高い（A、B）企業の株式と債券は、レーティングが平

均（C）ならびに低い（D、E）企業の株式と債券をアウトパフォームし、極めて強い正の線形

関係が見られました。

後に述べるベータ調整、信用力、市場の急回復など、留意すべき点はあるものの、強いサ

ステナビリティ要因とリターンの間の関係性が確認できましたし、ファンダメンタル・リサーチ

の一環としてのESG要因分析の重要性について我々はさらに確信を深めました。
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表2： ヘルスケア・セクター内のリターン格差2月19日から3月26日の期間でフィデリティのESGレー

ティングが高い（A,B）企業は市場全体をアウトパフォーム

し、レーティングがCからEの企業はアンダーパフォームし

ました。

今回の急落局面では、各ESGレーティングを1段階上げる

と、リターンが平均で2.8%ポイント改善する結果となりま

した。

セクター・ビュー

新型コロナウイルス感染拡大を抑え込むための幅広い経

済自粛による市場下落という通常でない状況の下、ウイ

ルスの感染拡大が企業に及ぼす影響に応じて、一部のセ

クターは他のセクターをアウトパフォームしました。

情報技術セクターおよびヘルスケア・セクターは、資本財・

サービス・セクターや金融セクター等に比べて底堅い動き

を示しました。ほとんど全てのセクターにおいて、A~Eの

レーティングに応じたリターン格差が確認されました。

例えば、MSCIセクター・インデックス内で2番目に高いパ

フォーマンス（-16%）を示したヘルスケア・セクターでは、

同様のリターン格差が見られました。ESGレーティングが

Aの銘柄は-12%下落し、Bの銘柄は-18%下落しました。

一方、Eレーティング銘柄（1銘柄のみ）は-32%下落しまし

た。C、Dレーティングのヘルスケア銘柄のリターンに差は

なく、-20%下落し、レーティングが高い企業をアンダーパ

フォームしました。

表1： ESGレーティング別パフォーマンス

（注）フィデリティ・インターナショナル。2,689社のレーティング・データを使用。

世界株式

（注）フィデリティ・インターナショナル。

原油価格の急落が発生していなければ、全体として、

ESGレーティングに沿ったリターン格差が生まれるという

パターンは一層顕著になったと考えます。しかし、

-40%と最も下落したエネルギー・セクターは、他のセク

ターとは正反対の動きとなりました。

Aレーティングのエネルギー企業は-49%下落し、エネル

ギー・セクターをアンダーパフォームしました。一方、Eレー

ティングのエネルギー企業は同セクターに対して3%アウト

パフォームしました。これは、原油価格が20ドル/バレル近

辺まで急落したため、より割安にエネルギーを供給できるよ

うになった火力エネルギー企業に対して、クリーン・エネル

ギー企業の株価パフォーマンスが悪化したためと考えます。

ESGレーティングの見通し

ESGレーティングを付ける際に、アナリストは対象企業の

ESGレーティングが、今後改善、悪化、横ばいとなるとい

う見通しも示しています。アナリストは対象企業の31%が

今後ESGレーティングが改善し、僅か4%が悪化すると見

ています。これはESGが、経営陣に優先度が最も高い経

営課題と真剣に受け止められていることを広く示している

と思われます。

株価リターンを見ると、大半のレーティング・レベルで、

ESG見通しが悪化する企業は、横ばいや改善する企業に

対してアンダーパフォームしました。全体では、今回の市

場急落局面で、「横ばい」企業が-26.5%、「改善」企業が-

27.6%下落したのに対して、「悪化」企業は-29.6%下落し

ました。

ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

相対パフォーマンス
（対ユニバース
平均リターン）（%）

A 12% -23.1 +4.0

B 39% -25.7 +1.3

C 33% -27.7 -0.7

D 14% -30.7 -3.6

E 2% -34.3 -7.3

ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

A 13% -12

B 44% -18

C 34% -20

D 8% -20

E 1% -32
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表3： ESG見通し別パフォーマンス

表4： フィデリティESGレーティングとベータ調整後のパフォーマンス

（注）フィデリティ・インターナショナル。2,689社のレーティング・データを使用。

（注）フィデリティ・インターナショナル。ブルームバーグ、2,689社のレーティング・データを使用。

市場ベータの調整

市場全体の動きに対して、ESGレーティングだけではなく、

ベータ値（変動性）でも同様のリターン格差が見られました。

これは、高ESGレーティング企業が総じて低ベータ銘柄

（市場の下落局面では下げ幅が小さく、上昇局面では上

げ幅が小さい）でもあることを示していると考えます。

市場ベンチマークに対して各ESGレーティング・グループ

がどのような動きをするのか分析を行う際に、ベータの違

いで説明できる部分も、ESGの効果に含めて結論を導い

てしまう危険があります。

これを踏まえ、ブルームバーグより未加工のベータ値デー

タを取得し、ESGレーティング・グループ毎のベータ調整

後リターンを算出しました。

全体としては、この新たな分析の下でも、リターン格差は

見られました。レーティング間の格差はベータ調整しない

場合に比べて縮小しますが、依然として、Aレーティングお

よびBレーティングの銘柄は低レーティングの銘柄をアウ

トパフォームしました。

各銘柄のベータ値は0.75~1.50とレンジが幅広くなってい

ます。ブルームバーグ・データに基づく平均ベータ値は、

約1.06となりました。2,600社を超える幅広い対象企業の

ベータは本来1に近づくものと予想されますが、このことが

全体の方向性と分析の結果に影響を与えるとは思われま

せん。

市場の回復

市場が急上昇した1日について、各ESGレーティング・グ

ループのパフォーマンスを比較すると、状況は少し変わり

ます。

2020年4月6日のパフォーマンスを分析しました。この日、

ESGレーティング・ユニバースは平均5.7%上昇しました。

この上昇においては、既述のようなリターン格差のパター

ンは見られませんでした。Aレーティング銘柄は5.2%上昇

し、平均に対して0.5%アンダーパフォームしました。一方、

Cレーティング銘柄とDレーティング銘柄は、平均5.8%上

昇しました。ただし、Eレーティング銘柄の平均上昇率は

4.5%に留まり、市場の急上昇に対して大きく劣後しました。

ESGレーティング
方向性

全体に
占める割合

株価
リターン（%）

改善 31% -27.6

横ばい 65% -26.5

悪化 4% -29.6

ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

相対パフォーマンス
（対ユニバース
平均リターン）（%）

未加工のベータ
ベータ調整後株価
リターン（%）

5年平均ROE

(株主資本利益率）
（%）

A 12% -23.1 4.0 0.93 -25.0 20.5

B 39% -25.7 1.3 1.04 -24.7 17.1

C 33% -27.7 -0.7 1.09 -25.4 14.0

D 14% -30.7 -3.6 1.12 -27.4 12.7

E 2% -34.3 -7.3 1.10 -31.2 16.3
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そこで、各発行体のクレジット・ベータの当初の水準を調整

すると、ESGレーティング間のリターン格差は調整前に比

べて縮小しましたが、依然として高レーティング企業の債券

は低レーティング企業の債券をアウトパフォームしました。

算出にあたっては、全銘柄を、当初の平均クレジット・スプ

レッドによって5分位に分け、各スプレッド別グループごと

に、各ESGレーティングの平均リターンを算出し、再び

ESGレーティングごとに5分位グループの数値を平均して、

最終数値を算出しています。尚、銘柄数が少ないことから、

Eレーティングの全銘柄とクレジット・クオリティが最低分位

の全銘柄を除外して計算しています。

世界株式および社債のまとめ

今回の市場変動は極めて深刻なものです。こうした危機

的な調整局面では、投資家は短期的な業績や企業倒産

の可能性に集中し、投資行動も自然に短期的となりがち

です。当然、環境対応や社会的責任、企業関係者全体の

繁栄、コーポレート・ガバナンスなどの長期的な問題はわ

きに置かれやすくなります。

しかし、このような短期志向は実際には近視眼的なもので

す。一見、すべての銘柄が区別なく売られているように見

える急落も、実はESGの取り組み次第でリターンに格差

があることが、今回の分析で確認できました。

これは、サステナビリティ要因を重視する企業は、基本的

に取締役会および経営陣の質が高いという我々の見解を

裏付けています。つまり、市場急落局面で底堅さを示す企

業は、経済活動が再開された後も、事業機会を優位に捉

える事が可能です。ESGが企業業績以上にアクティブ運

用の中核要因になることを示していると考えられるのです。

（注）フィデリティ・インターナショナル。1,398社のレーティング・データ。

株式で明らかとなったことが債券でも同じように見られまし

た。年初以降、3月23日までの期間、高ESGレーティング

企業の債券は、低ESGレーティング企業の債券をアウト

パフォーム（調整前）しました。

Aレーティング企業（149社）の債券の平均リターンは-

9.23%、Bレーティング企業は-13.16%、Cレーティング企

業は-17.14%となりました。Dレーティング企業とEレーティ

ング企業の平均リターンに差は見られず、-20%水準近く

となりましたが、後者のサンプル数が27社と少なかったこ

とが原因と考えます。

クレジット・クオリティの調整

全ての社債は信用リスクがそれぞれ異なります。高ESG

レーティング企業は、相場下落局面に入る前からクレジッ

ト・スプレッド（OAS オプション調整後スプレッド）が低い

状態にありました。つまり、高ESGレーティング企業は信

用リスクが低い、高クオリティ企業であり、市場変動が激

しい局面では、低クオリティ企業をアウトパフォームするの

は当然と考えられます。

グラフ1： 発行体のESGレーティング別の

社債リターン

（注）フィデリティ・インターナショナル。1,398社のレーティング・データ。

表5： ESGレーティング別のスプレッド

社債

A B C D E

-25%   

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

グラフ2： 発行体のESGレーティング別の

社債リターン （クレジット・スプレッド調整後）

A B C D

-15%

-10%

-5%

0%

OAS

（オプション調整後スプレッド）

A 95

B 142

C 218

D 300

E 399
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日本株式市場に関する分析

日本株式についても同様の分析を行うと、TOPIXが2020

年2月6日の高値から3月16日の安値まで下落する間、

フィデリティのESGレーティング・ユニバースは平均で

-29.9%下落しました。ユニバースのレーティング別パ

フォーマンスを見ると、世界株式と同様に、ESGレーティン

グが高い（A、B）企業はユニバース平均をアウトパフォー

ムし、レーティングがより低い（C、D）企業はアンダーパ

フォームする結果となりました。

セクター・ビュー

セクター別では、全てのセクターで同様の結果となったわ

けではありませんが、一般消費財サービス・セクターでは

ESGレーティングが高い（A、B）企業がESGレーティング

がより低い（C、D）企業のパフォーマンスを上回るという同

様の結果が見られました。

このセクターは、自動車・自動車部品、電気製品からレ

ジャーまで消費に関連する製品やサービスを提供する企

業が対象で、新型コロナウイルスによる需要急減の影響

を受けている企業が多く含まれます。今回のように突然顕

在化した危機における株価下落に際しても、企業の本質

的な競争力を左右するESGファクターが株価形成に反映

されていたという興味深い結果となりました。

日本株式

表6： ESGレーティング別パフォーマンス

（注）フィデリティ投信。216社のレーティング・データを使用。

表7： 一般消費財サービス・セクター内のリターン格差

（注）フィデリティ投信。ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

相対パフォーマンス
（対ユニバース
平均リターン）（%）

A 13% -26.2 +3.7

B 44% -29.4 +0.6

C 38% -31.2 -1.2

D 5% -35.2 -5.3

E 0% -

ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

A 10% -29.7

B 45% -27.8

C 38% -35.3

D 8% -33.7

E 0%
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株価
リターン（%）

超過リターン(%)

（対S＆P500）

表8： フィデリティESGレーティングとベータ調整後のパフォーマンス

（注） フィデリティ投信。ブルームバーグ、216社のレーティング・データを使用。 。

市場ベータの調整

日本株式についても、ブルームバーグより未加工のベー

タ値データを取得し、ESGレーティング・グループ毎の

ベータ調整後リターンを比較すると、ベータ調整後におい

ても、リターン格差が見られました。世界株式と同様に、

レーティング間の同格差は縮小しますが、Aレーティング

の銘柄は、Dレーティングの銘柄を依然としてアウトパ

フォームしました。

までのパフォーマンスを分析すると、ESGレーティング・ユ

ニバースは平均で18%上昇しました。この上昇期間にお

いては、既述のようなリターン格差のパターンは見られま

せんでした。Aレーティング銘柄は14.6%上昇し、平均に

対して3.4%アンダーパフォームしました。一方、Cレーティ

ング銘柄は、20%上昇しました。また、Dレーティング銘柄

の平均上昇率は16.1%に留まり、平均の上昇に対して劣

後しました。

日本株式のまとめ

セクター別の分析結果などに多少の違いはありますが、

世界株式と同様に、日本株式のESGレーティングについ

ても、レーティングとパフォーマンスには正の相関があるこ

とが裏付けられました。日本株式においても、ESGはファ

ンダメンタルズに基づく投資において非常に重要な要素で

あると確信しています。

回復局面の考察

日本株式市場の回復局面について、各ESGレーティン

グ・グループのパフォーマンスを比較すると、状況は少し

変わります。

TOPIXが回復基調を辿った2020年3月23日から4月30日

ESG

レーティング
全体に

占める割合
株価

リターン（%）

相対パフォーマンス
（対ユニバース
平均リターン）（%）

未加工のベータ
ベータ調整後株価
リターン（%）

5年平均ROE

(株主資本利益率）
（%）

A 13% -26.2 3.7 0.95 -27.7 12.5

B 44% -29.4 0.6 1.04 -28.8 10.8

C 38% -31.2 -1.2 1.13 -28.4 14.1

D 5% -33.2 -5.3 1.12 -32.3 10.6

E 0% - - - - -
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ご注意点

• 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確
性・完全性について当社が責任を負うものではありません。

• 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況
によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運
用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

• 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として
申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものでは
ありません。

• 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であ
れ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

• 当資料は、販売会社等に対する情報提供を目的としたものであり、ファンドの推
奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。
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