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コメントする場合はここをクリック》
2020 年 4 月 30 日の市場終了後、S&P500 ESG 指数は 2019 年 1 月に算出を開始してから 2 回目の年次リバラン
スを行いました。昨年のリバランスではいくつかの変更があり、これはメディアで大きく取り上げられました。2019 年の
最も大きな変更としては、S&P500 ESG 指数からフェイスブックが除外されたことが挙げられます。現在、新型コロナ
ウイルス（COVID-19）の感染拡大で市場が混乱している中、ESG への関心はこれまでで最も高まっています[1]。した
がって、「どの銘柄が S&P500 ESG 指数に採用されなかったか？」といった問題はかつてないほど関心を集めている
と思われます。
最初に、S&P500 ESG 指数とその目的を簡単に要約します。S&P500 ESG 指数は、先ず ESG 原則に基づいて特定
の企業を除外し、S&P500 の採用銘柄から出来るだけ多くの企業を維持することを目的としています（したがって、リス
ク/リターンを緊密に複製する）。残存企業については時価総額に基づいて再ウェイト付けされます。世界の同業他社と
比較して ESG スコアが低い企業、非人道的兵器やタバコに関与している企業、国連グローバル・コンパクトの原則に
照らしてパフォーマンスが低調な企業、ESG パフォーマンスに対して重大と見なされる論争に関与している企業（SAM
のメディア及び利害関係者分析による）などは除外されます。これらの除外を行った後、S&P DJI ESG スコア[2]を用い
て最も優れた ESG パフォーマンスを示した銘柄を選択します。このメソドロジーでは S&P500 の各産業グループ内の
時価総額の 75%を目標とします。したがって、以下のような企業は指数に採用されない可能性があります：(a) 適格性
基準を満たしていない企業、または(b) たとえ適格性基準を満たしていたとしても、同業他社と比較して S&P DJI ESG
スコアのパフォーマンスが低調であることから、単純に選択されない企業[3]。

構成銘柄の選択
2020 年のリバランス時点で、311 社が S&P500 ESG 指数の構成銘柄となり、56 社が「不適格」、138 社が「適格で
はあるが、選択されなかった」として分類されました。図表 1 は、S&P500 の構成が 2020 年の S&P500 ESG 指数の
構成にどのように変換されたかを示しています。

図表 1：S&P 500 の構成要素の中で S&P 500 ESG 指数に採用されなかった構成要素の割合

それでは、実際に前回の年次リバランスから何が変わったのでしょうか？図表 2 は、今年の主要な追加及び除外銘柄
を時価総額の大きい順に列挙しています。
図表 2：2020 年の年次リバランスにより S&P 500 ESG 指数に追加及び同指数から除外された上位企業

（*）これらの企業は、2019 年のリバランスにおいて指数から除外された後に再び追加されました。フェイスブックに関しては、S&P DJI ESG スコアの改善（主にガ
バナンス・スコアの改善による）と産業の再分類により、S&P DJI ESG スコアのパフォーマンスが同業他者と比較して改善しました。サーモフィッシャーサイエンティ

フィック及びリジェネロン・ファーマシューティカルズの S&P DJI ESG スコアも上昇しました。一方、コストコホールセール、イーライリリー・アンド・カンパニー、ウェル
ズ・ファーゴ、及びアメリカン・タワー・コーポレーションの S&P DJI ESG スコアは実際に低下しましたが、これらの企業の同業他社のスコアがそれ以上に低下した
ため、これらの企業のそれぞれの産業グループ内でのランキングは改善しました。

同指数から除外された著名な企業としては、クロロックス、ツイッター、エキファックス、フォード・モーター・カンパニー、
バイアコム CBS、ノードストローム、及びサウスウエスト航空などが挙げられます。これらはほとんどが適格性基準を
満たしていましたが、単純に選択されませんでした。ただし、エキファックスとバイアコム CBS は、世界的な産業グルー
プ内で S&P DJI ESG スコアが下位 25%にランク付けされたため除外された一方、ツイッターは国連グローバル・コン
パクトに基づくスコアが低かったことから不適格となりました。一方、アメリカン航空グループ、ロイヤル・カリビアン・ク
ルーズ、DTE エナジーなどの有名企業が追加されました。論争の的になった事象に関与したことで 2019 年 10 月に
除外された一握りの企業（ジョンソン・エンド・ジョンソン、スリーエム、及びデュポンなど）については、「当該理由で除外
された企業は、1 暦年間にわたり同指数への再採用を認めない」旨の規定があることから、再採用には至りませんでし
た。最近の追加及び除外にもかかわらず、数多くの企業が 2019 年及び 2020 年においてルールに基づく選択基準を
満たしていないために、S&P500 ESG 指数から除外されています。図表 3 は、S&P 500 ESG 指数から今年除外され
ている大手企業を示しています。
図表 3：2019 年及び 2020 年のリバランス時点で S&P 500 ESG 指数に採用されなかった上位 10 社

結果とパフォーマンス
S&P 500 ESG 指数は S&P500 と比較して、S&P DJI ESG スコアのパフォーマンスを総計 21.17%も向上させ、管理
職への女性の登用、温室効果ガス排出量削減目標、効果的なリスク文化、及びその他多くの問題に好影響を与えまし
た。S&P500 ESG 指数はこれらのインパクトを達成しており、過去 5 年間のトラッキング・エラーは 83bps、同期間の
超過リターンは 0.53%となっています[4]。ただし、5 年間のリターン値には、S&P500 ESG 指数が算出を開始した以前

の履歴が含まれているため、過去 1 年間において 1.09%のトラッキング・エラーでこの指数のベンチマークである
S&P500 に対して 2.68%の超過リターンを上げたことは特に注目に値します（図表 4 参照）。
図表 4：S&P 500 ESG 指数の過去 1 年間のトータル・リターンの推移

S&P500 ESG 指数の目的は、ベンチマークをアウトパフォームすることではありません。S&P500 ESG 指数は、
S&P500 と同様のリスクとリターンで S&P 500 の代替となるサステナブル指標を提供すると同時に、測定可能でポジ
ティブな影響により S&P DJI ESG スコアのパフォーマンスを向上させています。しかし、最近では市場のボラティリティ
が高いにもかかわらず、ESG 原則に基づく S&P500 ESG 指数は実際にこの目標を達成するとともに、良好なアップ
サイドのパフォーマンスも実現しています[5]。

[1] ESG ファンドには 2019 年に記録的な資金流入が見られる一方（例えば、CNBC、Citywire、及び Morningstar の
記事を参照）、市場のボラティリティが高いにもかかわらず、多くのレポートは 2020 年第 1 四半期及び第 2 四半期に
おける ESG 戦略のアウトパフォーマンスを強調しました（例えば、Responsible Investor、Reuters、The FT、及び
S&P Global Market Intelligence の記事を参照）。また、いくつかのレポートは、新型コロナウイルス（COVID-19）の感
染拡大を踏まえ、ESG の重要性や関心が高まっていることも指摘しています（例えば、Forbes、Schroders、
AlphaSense、及びイ Investment News の記事を参照）。
[2] S&P DJI ESG スコアの詳細については、下記 URL をご覧ください。
https://spdji.com/topic/esg-scores.
[3] S&P ESG 指数シリーズ・メソドロジーの詳細については、以下 URL でメソドロジー資料をご覧ください。
https://spdji.com/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf.

[4] 仮説に基づく過去のトータル・リターン指数のパフォーマンスに基づいています。S&P 500 ESG 指数は 2019 年 1
月 28 日に算出を開始しました。
[5] S&P500 ESG 指数の最近のアウトパフォーマンスについては、以下 URL をご覧ください。
https://www.indexologyblog.com/2020/03/24/through-the-turbulence-a-new-breed-of-esg-indices-delivers/
引用：
climate, climate change, ESG, ESG scores, GHG emissions, rebalancing, S&P 500 ESG Index, S&P DJI ESG
Scores, sustainability
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最新のブログ 「Indexology」（英語） をご覧になりたい方は、こちらのサイト www.indexologyblog.com よりご
登録いただけますと、更新の都度メッセージが届きます。

