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はじめに

本調査について

サステナブルな（持続可能な）社会の実現はたやす
いものではありません。私たち全員が自らの行動が
ひきおこす影響について意識を高め、力を合わせて、
より持続可能な社会のために貢献していくことが求
められます。シュローダーは、世界32の国／地域で2
万3,000人以上の投資家を対象に、サステナブル投
資に関する意識を調査しました。

話題にのぼることも増え、投資家はサステナブル投
資に関して積極的に情報を得たいと考えるようにな
っています。今回の調査の結果、サステナブル投資の
拡大を阻害しているいくつかの課題が明らかになり
ました。サステナビリティが倫理的な責任とみなされ
る一方、投資リターンの追求が優先される可能性も
あります。

明るい材料としては、サステナブル投資がより高い投
資リターンを生む可能性があると認識されているこ
とです。1

シュローダーは2020年4月30日から6月15日までの
期間、世界32の国／地域の投資家2万3,000人以上
を対象に、独自のオンライン調査を実施しました。対
象には、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フラ
ンス、ドイツ、インド、イタリア、日本、オランダ、スペイ
ン、英国、米国が含まれます。この調査では、今後12
ヶ月で1万ユーロ（またはそれに相当する額）以上を
投資する予定があり、過去10年間に何らかの投資行
動をとった方を「投資家」と定義しています。

※ 資料中の値は、端数処理等のため、合計が100%
にならない場合があります。

1 投資家の42%が、サステナブル投資はより高い投資リターンa可能性があり魅力的と回答。
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投資家は「サステナブル投資」の認証を求めて
いる
独立した第三者による認証があれば、サステ
ナブル投資として安心できるとした投資家の
割合が最も多かった（34%）一方、ほぼ同じ割
合の投資家（33%）が、運用商品提供会社が自
ら行った認証でも同程度の安心感が得られる
と回答しています。

サステナビリティは倫理観と結び付く
投資家の77%は、信条に反する投資は行わな
いとする一方、23%は高い投資リターンが見
込めれば信条に反しても投資を行うと回答し
ました。

環境への影響と高い投資リターンが、サステ
ナブル投資の主な魅力
世界の投資家の半数近く（47%）が、環境へ
の幅広い影響を理由としてサステナブル投資
に魅力を感じています。さらに、42%の投資家
は、高い投資リターンが期待できることを理由
に魅力を感じています。これは、投資家が投資
リターンと環境へのプラスの影響が共に実現
されるよう期待していることを示しています。

サステナビリティ投資の情報不足
65%の投資家が自身のファイナンシャル·アド
バイザーにサステナブル投資の話題を提示し
ていますが、頻繁に提示しているとした投資家
は25%にとどまりました。投資家の45%が、フ
ァイナンシャル·アドバイザーは要求された場
合にしかサステナブル投資についての情報を
提供していないと回答しており、求めなくても
情報が得られると回答したのは16%のみでし
た。

世界全体の責任 
世界の投資家の69%は、各国の政府や規制当
局が気候変動の抑制に責任を負うべきと考え
ており、さらに半数以上（59%）が、投資家自身
も責任を負うべきものとみなしています。資産
運用会社や主要株主が責任を負うべきと考え
る投資家は46%にとどまる一方、61%が企業
に責任があると回答しました。

持続可能な社会への貢献
投資家の47%が、サステナビリティの要素を考
慮しないファンドではなくサステナブル·ファン
ドに投資するという形で、より持続可能な社会
に貢献しています。この割合は、2018年の42%
から増加しました。

企業は地域社会への影響に優先的に取り組
むべき
とりわけ投資家が重要視しているのが、企
業による地域社会や社会全体への影響です

（70%）。環境への配慮（67%）と従業員の処遇
（66%）が続いています。

調査結果の概要
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サステナビリティをとりまく環境は急速に変化して
おり、現時点で「サステナブル投資」について共通の
基準や定義は整備されていません。投資家は資金
の投資先について安心できるような情報を求めて
います。

「グリーンウォッシング」（企業やその商品のサステ
ナビリティについて誤解を招く情報を提供すること）
が行われることによって、より環境に優しい、よりサ
ステナブルな投資判断を行いたい投資家が、企業
からの情報が正しいか確認することは困難になっ
ています。

そのため、世界の投資家の93%が、安心して投資す
るために、企業が何を「サステナブル」と考えている
か、より多くの情報を求めていると回答しています。

そして、投資家の72%が自ら調べて資産運用に関
する知識を得ていることを考えれば、投資家と運用
会社の双方にとって、サステナブル投資に関する情
報の役割が今後ますます重要になっていくでしょう。

独立した第三者による認証があれば、サステナブル
投資として安心できるとした投資家の割合が最も多
かった（34%）一方、ほぼ同じ割合の投資家（33%）
が、運用商品提供会社が自ら行った認証でも同程度
の安心感が得られると回答しています。しかし、投資
家の4分の1以上（26%）が、サステナビリティに関す
る「お墨付き」よりも、運用会社からの定期的な情報
公開を望んでいます。

認証の必要性

世界 欧州 アジア 米州 その他

「サステナブル投資」とみなすために必要な情報 

34%

33%

26%

7%

38%

32%

21%

9%

32%

38%

24%

6%

28%

34%

34%

5%

33%

26%

33%

8%

情報は不要

サステナブル投資であることを 
運用商品提供会社自身が認証

運用商品提供会社による定期的な情報公開

第三者機関による認証（サステナブル投資
であることを独立した第三者が確認する）
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サステナブル投資に求められる認証の要件を地域
別にみると、情報の必要性自体は共通であるもの
の、求める情報に対しては微妙な違いがあります。
欧州では、投資家の38%が第三者による認証を望
んでいる一方、米州では同じことを望む投資家は
28%にとどまり、自己認証と運用商品提供会社に
よる定期的な情報公開を望む投資家の割合がとも
に34%となりました。

「その他」に属する国 （々オーストラリア、UAE、南ア
フリカ）は自己認証によるサステナブル投資に最も
懐疑的であり、この方法で十分と回答した投資家
は26%にとどまっています。一方で、第三者による認
証、または運用商品提供会社による定期的な情報
公開を希望するとの回答がいずれも33%となりま
した。

ミレニアル世代と非ミレニアル世代を比較してみ
ると、ミレニアル世代（38%）は非ミレニアル世代

（30%）に比べて自己認証に対する懸念は限定的
で、非ミレニアル世代では第三者による認証が最も
多く求められています（34%）。

興味深いことに、投資に関して自らを初心者とみな
していても、専門家とみなしていても、必要とする情
報に顕著な差はみられませんでした。このことは投
資家が、投資に関する知識水準にかかわらず、信頼
できるサステナブル·ファンドに投資するため複数
の情報を求めていることを示唆しています。

58%の投資家は、サステナビリティの認証の可視性
が十分でなければ運用商品提供会社への信頼が
損なわれると回答しており、この種の情報の重要性
が示されています。

これはファイナンシャル·アドバイザーや運用商品
提供会社が改善可能な点でもあります。規制の高
まりに伴って、情報は取得しやすくなってきていま
す。情報開示を進めることは、サステナブル投資の
啓発につながるだけでなく、投資家からの信頼感を
高めることにも役立ちます。

「サステナブル投資」とみなすために必要な情報 （世代別）

6%

38%

33%

23%

8%

30%

34%

28%

運用商品提供会社による
定期的な情報公開

サステナブル投資であることを 
運用商品提供会社自身が認証

第三者機関による認証（サステナブル投資
であることを独立した第三者が確認する）

情報は不要

非ミレニアル世代（38歳以上）

ミレニアル世代（18～37歳）
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利益をとるか、道徳をとるか？ 「見て見ぬふり」をす
ることがますます困難になるこの情報化社会にあ
って、投資家はこの究極のジレンマに直面すること
になります。しかし、今回の調査結果は、多くの投資
家が個人的な信条を曲げたくないと考えているこ
とを示しています。

しかし、より高い投資リターンを求めて個人的な信
条を曲げることもあるのでしょうか？ 投資家の4分
の3以上（77%）が、個人的な信条に反する投資をし
ないと回答し、投資リターンが大きければ信条に反
した投資もするとの回答は23％にとどまりました。
これはある程度想定内でした。昨年の調査で、投資
家の過半数（60%）が、自身の投資判断がよりサス
テナブルな社会の実現に意味を持つと考えていた
からです。

では、信条に反する投資判断の対価はどの程度な
のでしょうか？ 個人的な信条に反しても投資を行う
と回答した23%の投資家が、罪悪感を和らげるの
に十分といえる投資リターンの平均は21%でした。

投資家は、全体としては自身の倫理基準に沿った
投資判断を志向しているものの、その割合は国ごと
に異なっています。

投資の指針

国／地域 個人的な信条に反す
る投資は行わない

投資リターンが大き
ければ投資する

中国 90% 10%

イタリア 82% 18%

ポルトガル 82% 18%

ベルギー 81% 19%

スウェーデン 81% 19%

デンマーク 81% 19%

スイス 80% 20%

ロシア 80% 20%

台湾 80% 20%

オーストラリア 80% 20%

ドイツ 79% 21%

オランダ 79% 21%

英国 78% 22%

フランス 78% 22%

ポーランド 78% 22%

チリ 78% 22%

オーストリア 77% 23%

ブラジル 77% 23%

スペイン 76% 24%

日本 76% 24%

メキシコ 76% 24%

カナダ 74% 26%

アラブ首長国連邦（UAE） 74% 26%

香港 73% 27%

アルゼンチン 73% 27%

南アフリカ 73% 27%

インド 71% 29%

インドネシア 71% 29%

韓国 69% 31%

タイ 68% 32%

シンガポール 67% 33%

米国 67% 33%

倫理基準を重視する投資家の割合（国／地域別）

信条に反する投資を 
行う場合に必要となる
投資リターン

21%

どの程度の投資リターンで信条を犠牲
にするか？
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中国の投資家は、高い投資リターンを求めて個人的
な信条を曲げる割合が最も低く（信条に反する投資
を行うとした投資家は10%のみ）、シンガポールと米
国の投資家は信条に反する投資を行う割合が中国
の3倍以上高い結果となりました（33%）。

世代別でも興味深い傾向がみられました。しばしば
サステナビリティの意識が比較的高いとされている
ミレニアル世代は、高い投資リターンを求めて個人
的な信条を曲げる割合が、より年齢の高い世代より
も、わずかに大きくなりました。

また、投資知識レベル別でも興味深い違いがみられ
ました。

「初心者／初級レベル」の投資家の82%が個人的
な信条に反する投資は行わないとする一方、この割
合は「専門家／上級レベル」では11ポイント減少し
て71%、29%が金銭的利益を優先すると回答してい
ます。

全体として、これは非常に好ましい結果といえます。
投資家個人の信条に沿うファンドに対する大きな需
要があり、サステナブル投資は意識の高い多くの投
資家の要望を叶えられることを意味していると考え
られます。

※投資知識レベルは、投資家の回答に基づきます。

個人的な信条に反する投資判断（世代別）

個人的な信条に反する投資判断（投資知識レベル別）

初心者／初級レベル

71歳以上

ベビーブーマー世代（51～70歳）

ジェネレーションX（38～50歳）

ミレニアル世代（18～37歳）

中級レベル

専門家／上級レベル

71%

80%

82%

18%

20%

29%

投資リターンが大きければ投資する

投資リターンが大きければ投資する

個人的な信条に反する投資はしない

個人的な信条に反する投資はしない

84% 16%

80% 20%

76% 24%

75% 25%

投資家の多くは、 
個人的な信条を 
曲げたくないと 
考えている
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投資家がサステナブル投資 
を選ぶ理由 

サステナブル投資は最も効率的な投資手法である
とともに、個人的な選択であるように思われます。で
は、具体的に投資家はサステナブル投資のどこに魅
力を感じているのでしょう？ 

世界の投資家の半数近く（47%）が、環境への幅広
い影響を理由としてサステナブル投資に魅力を感じ
ており、よい行いにつながるということが、高い投資
リターンが期待できる（42%）こと以上に大きな動機
となっていることを示しています。

多くの投資家がサステナブル投資を美徳と考えてお
り、一方で、高い投資リターンを見込めないとの考え
から魅力的な投資機会とはみなさない投資家は少
数でした（11%）。この結果は、サステナブル投資は
投資リターンを犠牲にするものではないと多くの投
資家が認識していることを示しており、非常に明る
い材料といえます。

個人的な信条に合致しないとの理由からサステナ
ブル投資を魅力的でないと考える投資家は、更に少
数の4％となっています。

地域または世代による顕著な差異はみられなかっ
たものの、投資知識レベルごとにみると、興味深い
傾向がみられました。

サステナブル投資によって高い投資リターンが期待
できると考える割合が最も高いのは、専門家／上
級レベルの投資家です（「初心者／初級レベル」の
35%に対して44%）。一方で、個人的な信条に合致
しないとの理由からサステナブル投資に魅力を感じ
ない投資家は、初心者／初級レベルで8%と、中級
レベルや専門家／上級レベルの投資家（4%）の2倍
となっています。

専門家／上級レベルの投資家は、サステナブル投資
によって高い投資リターンが期待できると考える割
合が最も高く（44%）、一方で、高い投資リターンを
見込めないと考える割合が最も低く（9%）なってい
ます。この結果は、投資家がサステナビリティのため
に高い投資リターンを犠牲にする必要はないと考え
ているという、明るい材料となります。

サステナブル投資に魅力を感じるか

サステナブル投資に魅力を感じるか（投資知識レベル別）

はい（理由：環境への幅広い影響）

はい（理由：高い投資リターンが期待できる）

はい（理由：個人的な信条に合う）

いいえ（理由：高い投資リターンが見込めない）

いいえ（理由：個人的な信条に合致しない）

初心者／初級レベル 中級レベル 専門家／上級レベル

47%

42%

32%

11%

4%

29
%

28
%

38
%

35
%

4
2% 4

4
%

4
2% 4

5%

51
%

15
%

11
%

9%8%

4
%

4
%

いいえ（理由：高い投資リターン 
が見込めない）

はい（理由：環境への幅広い影響）

はい（理由：高い投資リターンが期待できる）

いいえ（理由：個人的な信条に合致しない）

はい（理由：個人的な信条に合う）

※投資知識レベルは、投資家の回答に基づきます。
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サステナブル投資に関する 
情報は誰から？

投資家の61%が、ファイナンシャル·アドバイザーに
は投資教育を行う責任があると考えています。サス
テナブル投資に関してはどうなのか、興味深い点で
す。

投資家の65%が、サステナブル投資に関する話題を
アドバイザーに提示している一方、45%は自分から
促さない限り、ファイナンシャル·アドバイザーはサ
ステナブル投資に関する情報を提供していないと回
答しており、自分から促さなくても情報が得られると
回答した投資家は16%にとどまっています。

この結果から、投資家の多くはサステナブル投資に
ついて議論し、より多くを学びたいと考えているもの
の、これを最重要議題とし、ファイナンシャル·アドバ
イザーと投資家がサステナブル投資について頻繁
に会話できるようにするには、まだ課題が残ってい
るということが分かります。

サステナブル投資に関する会話を主導しているのは？

25%

33%

23%

16%

40%

45%

12%

6%

しばしば、ファイナンシャル·アドバイザー
と話す際にはほぼ毎回

投資家が 
サステナブル投資に

関する情報を 
求める頻度

ファイナンシャル· 
アドバイザーが 

サステナブル投資に
関する情報を 
提供する頻度

しばしば、ファイナンシャル·アドバイザー
と話す際にはほぼ毎回

まったく求めない

ときどき、必ずしも自分が尋ねた場
合とは限らない

ときどき、自分から

ときどき、自分が求めた
場合のみ

該当なし－ファイナンシャル· 
アドバイザーとは話さない

全くない

投資家の多くは 
サステナブル投資 
について議論し、 
より多くを学びたい 
と考えている
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興味深いことに、この結果は、一つの特徴的な例外
を除き、全世界で共通しています。欧州では、ファイ
ナンシャル·アドバイザーは他地域に比べてサステ
ナブル投資に関する会話に最も消極的とみられ、し
ばしば情報を得ていると回答した投資家は28%で
した。これに対して、アジアでは38%、米州では37%
となっています。

「ときどき求める」と「まったく求めない」について
は、特別な傾向はみられない一方、専門家／上級レ
ベルの投資家は、中級レベル、または初心者／初級
レベルの投資家よりも、情報を頻繁に求める割合
が高いことは明らかです。専門家／上級レベルの投
資家は、ファイナンシャル·アドバイザーと話すたび
に毎回サステナブル投資に関する情報を求める割合

（34%）が、初心者／初級レベルの投資家（16%）に
比べ、2倍以上となっています。

80%以上の投資家が中級または上級レベルの金融
知識を持ちたいと回答していることを考えれば、こ
の結果はサステナブル投資にとって確実にプラスと
いえそうです。投資家は、サステナブル投資に関する
情報により多く接することにより、知識の向上が期
待されます。

ファイナンシャル·アドバイザーがサステナブル投資に関する情報を提供する
割合（地域別）

投資家がサステナブル投資に関する情報を求める頻度 
（投資知識レベル別）

28% 38% 37% 32%
欧州

初心者／初級レベル

中級レベル

専門家／上級レベル

アジア 米州 その他

該当なし－ファイナンシャル·
アドバイザーとは話さない

ときどき、サステナブル投資に 
関する情報を求めることもある

サステナブル投資に関する情報 
はまったく求めない

しばしば、ファイナンシャル·アドバイザーと話す際にはほぼ毎回

しばしば、ファイナンシャル·アドバイ
ザーと話す際にはほぼ毎回、サステ
ナブル投資に関する情報を求める

19%26%39%16%

12%19%48%20%

9%26%32%34%

※投資知識レベルは、投資家の回答に基づきます。
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地球規模の問題への影響 
資産運用業界では、さまざまな取組みによりESG 

（環境、社会、ガバナンス）の要素が過去数年間で
急速に広がってきましたが、ファイナンシャル·アド
バイザーがしばしば話題にするには依然として課
題が残っているようです。しかし、特に、それが気候
変動のような地球規模の問題に与え得る影響の大
きさを考えれば、そうした会話を促す必要がありま
す。

では、投資家はこの最大の社会的課題の解決に対
し、誰が最も大きな責任を負うべきと考えているの
でしょうか？

どの主体についても近い割合となったことは、責任
の程度には明らかな違いがあるものの、私たち全
員が何らかの責任を負っていることを確認する内

容となりました。世界全体だけでなく、地域別でも
同様の結果となりました。

世界の投資家の69%が、気候変動問題の解決に各
国政府や規制当局が責任を負うべきと考えており、
さらに半数以上（59%）が、この課題を投資家自身
も責任を負うべきものとみなしています。

各国の債務は対GDP比で拡大しており、気候変動
の影響を抑制し、管理していくために必要な投資
を政府だけで賄うことはできないでしょう。そのた
め、61%の投資家が企業も責任も負うべきと考え
ています。また、投資家の46%が資産運用会社も
責任を負うべきと考えていることを見ると、資産運
用会社の役割は重要といえます。

気候変動の抑制に対して誰が責任を負うべきか

69%

61%

56%

65%

59%

55%

46%

各国政府／規制当局

企業

圧力団体／社会運動

国際組織（国連など）

個人（自分自身）

NGO（非政府組織）／慈善団体

資産運用会社／主要株主
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しかし、この結果は、企業に対する資産運用会社や
株主の影響力に投資家が気付いていない可能性
があることを示しています。77%の投資家は個人的
な信条に反する投資は行わないとしていますが、
気候変動のような課題の解決において資産運用会
社の責任を十分に認識していない場合、投資と投
資の結果もたらされる影響とのつながりを弱めて
しまうことになります。

投資知識レベル別にみた場合、注目すべき違いは
みられなかったものの、ミレニアル世代と非ミレニ
アル世代との比較では特筆すべき点がいくつかみ
られました。気候変動の抑制に関し、非ミレニアル
世代はミレニアル世代（66%）よりも各国政府／規
制当局に責任を求める割合が高い（71%）という結
果となりました。企業に関しても、非ミレニアル世代
の65%が企業が責任を負うべきとする一方、ミレニ
アル世代は過半数が企業に責任を求めているもの
の、その割合がやや低くなっています（57%）。

おそらく、最も興味深い側面は違いではなく、類似
性です。ミレニアル世代は、しばしば、よりサステナ
ビリティを意識した考えを持ち、最も積極的にサス
テナビリティを推進する世代と考えられています。
しかし、気候変動の抑制に自らが個人として責任
を負っていると考える投資家の割合が、非ミレニア
ル世代の59%に対しミレニアル世代では58%であ
ることを考えると、実際のところ、サステナビリティ
に関するミレニアル世代の意識は他の世代と変わ
らないことを示唆しています。

気候変動の抑制に対して誰が責任を負うべきか（世代別）

ミレニアル世代（18～37歳） 非ミレニアル世代（38歳以上）

各国政府／規制当局

国際組織（国連など）

個人（自分自身）

企業

NGO（非政府組織）／慈善団体

圧力団体／社会運動

資産運用会社／主要株主

71%

66%

63%

58%

59%

57%

65%

56%

54%

55%

57%

47%

45%

67%
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サステナブルな社会に貢献する
ための投資
投資家は、気候変動の抑制などの問題に自らが個
人として最も大きな責任を負っているとは考えてい
ませんが、何をどこで購入するかから、どこに投資す
るかに至るまで、投資家の選択がよりサステナブル
な社会に影響を与えています。

サステナブルな社会に貢献するためにしばしば行っていること

01
65% 56% 53%

52% 50% 47%

46% 44% 20%

04

07

02

05

08

03

06

09

家庭ごみの削減·リサイクル

移動手段や家庭の電力選択において 
二酸化炭素排出量に配慮

食品の選択において常に環境に配慮 
（ベジタリアンの徹底／地元産など）

長距離輸送された物品ではなく、 
地元で生産された製品の購入

社会的責任に関し良い実績のある企業で購入

使い捨て容器を使用しない

社会的責任を果たしていない企業を避ける

サステナビリティを考慮していないファンドよりも、
サステナブル·ファンドに投資

古着の購入



シュローダー·グローバル投資家意識調査2020 15

私たちの活動が地球環境や地域社会に対して及ぼ
す影響について、かつてないほどの意識が高まり、サ
ステナビリティに関する議論が積極的にされるように
なってきています。そしてそれは、サステナブルな活動
の活発化へとつながっています。

65%の投資家が家庭ごみの削減またはリサイクル
を行っており、サステナブルな社会に貢献するために
最も一般的な方法となっていますが、「良い」企業を
支持し無責任な企業を避けることも、世界の投資家
の半数近くにとって一般的となっています（それぞれ
50%と53%）。

この中で、サステナブル·ファンドへの投資は中位で
はありますが、47%と多くの投資家がしばしばサステ
ナブル投資を選択しています。さらに35%の投資家が
ときどきサステナブル·ファンドへの投資によって貢献
していると回答しています。

この割合は2018年の調査結果（42%）から5ポイント
高くなっており、望ましい方向に進んでいる明るい材
料といえるでしょう。

地域ごとにみても、サステナブル投資に対する関心が
世界的に高まっていることが分かります。サステナブル
投資を行う割合は米州の投資家が最も高く（52%）、 
次いでアジア（49%）が僅差で続きました。欧州では
44%にとどまりました。サステナブル投資を行う割合
が最も低かったのは、「その他」（UAE、南アフリカおよ
びオーストラリア）でした。

世代別にみると興味深い違いが見られました。全体
的には、ミレニアル世代と非ミレニアル世代はサステ
ナブルな社会にほぼ同程度貢献しているものの、家
庭ごみの削減·リサイクルを行う割合は非ミレニアル
世代（68%）の方がミレニアル世代（61%）よりも高く
なっています。

サステナブルな社会に貢献するためにしばしば行っていること（世代別）

サステナブル·ファンドへの投資（地域別）

欧州 米州アジア その他
0%

10%

20%

30%

40%

50%

44%

49%

61%

56%

54%

56%

52%

53%
52%

48%

44%
51%

48%
45%

45%
43%

23%
18%

53%

52%

43%

ミレニアル世代（18～37歳）

サステナビリティを考慮していないファンドよりも、サステナブル·ファンドに投資

非ミレニアル世代（38歳以上）

家庭ごみの削減·リサイクル

移動手段や家庭の電力選択において 
二酸化炭素排出量に配慮

食品の選択において常に環境に
配慮（ベジタリアンの徹底／地元
産など）

長距離輸送された物品ではなく、 
地元で生産された製品の購入

社会的責任に関し良い実績のある
企業で購入

使い捨て容器を使用しない

社会的責任を果たしていない企業
を避ける

サステナビリティを考慮していない
ファンドよりも、サステナブル·ファン
ドに投資

古着の購入

68%
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利益と地球環境の難しい関係
気候変動抑制の責任を資産運用会社に求める投
資家は46%にとどまっているものの、58%の投資家
は、化石燃料産業から資金を引き揚げるべきだと
考えています。

資産運用会社に求められる説明責任と投資家から
の期待との間にかい離はあるものの、投資家は気
候変動の抑制に関して、運用会社が然るべき影響
力を行使することを期待しているといえます。

また、投資家の41%は資産運用会社が化石燃料産
業に投資を続けるべきだと考えていますが、この背
景には複数の異なる理由があります。14%は、利益
が見込める限り、運用会社は投資を続けるべきだ
と考えています。

化石燃料関連の企業に対し、資産運用会社はどう対応すべきか？

36% 27% 22% 14%
成長力を抑制するため、投資を引
き揚げる

変化を促すために投資を
続ける

倫理的観点から投資を引
き揚げる

利益が見込める限
り投資し続ける

責任あるサステナブルな投資判断 
が意味することについては、複数の
解釈がある

※端数処理等のため、合計が100%にならない場合があります。
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化石燃料関連企業に対する対処方法の違いは、責
任あるサステナブルな投資判断が何を意味するか
については、複数の解釈があることを示しています。
投資家が自らの信条に合致した投資を行っている
かどうか知るためには、情報を精査する必要がある
でしょう。

最も興味深いのは、非ミレニアル世代（31%）はミレ
ニアル世代（23%）よりも、運用会社は変化を促す
ために投資を続けるべきと考える投資家の割合が
高いことです。この結果は、より若い世代が資産運
用会社の影響力に懐疑的であることを示していま
す。

化石燃料関連の企業に対し、資産運用会社はどう対応すべきか？ 
（投資知識レベル別）

非ミレニアル世代は
ミレニアル世代
よりも、運用会社は
変化を促すために
投資を続けるべきと
考える投資家の
割合が高い

成長力を抑制するため、投資を引き揚げる

変化を促すために投資を続ける

倫理的観点から投資を引き揚げる

利益が見込める限り投資し続ける

初心者／初級レベル 中級レベル 専門家／上級レベル

34% 38% 36%

20%

19%
26%

30%
31%

23%

15%
13%

15%

※投資知識レベルは、投資家の回答に基づきます。
※端数処理等のため、合計が100%にならない場合があります。
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ステークホルダーとして 
企業に求める行動

単に投資家としてだけではなく、将来のサステナブ
ルな社会におけるステークホルダー（利害関係者）
として、投資家は投資先企業にどのような行動を
期待しているのでしょうか？

すべてが高い割合となっており、多くの投資家がこ
れらの行動すべてを企業にとっての重要事項と考
えていることが示されています。また、企業が注力
できる事項が複数あることを示しています。

最も重要視する企業行動

投資家は企業による地域社会や社会全体への影
響を特に重要視しており、70%の投資家が「非常に
重要」と回答しています。環境への配慮（67%）と従
業員の処遇（66%）がそれに続いています。

企業内部に焦点があたる項目については、投資家
の重要度は低くなっています。例えば、企業内の労
働力の多様性を重要視した投資家の割合は52%、
企業幹部と従業員との報酬格差を非常に重要と考
える投資家の割合は56%でした。

投資家は、明確に、環境や社会に幅広く影響をもた
らす行動を企業に期待しています。

投資知識レベル別にみても、傾向は大きく変わりま
せんでした。しかし、専門家／上級レベルの投資家
は、初心者／初級レベルの投資家に比べて、それ
ぞれの行動を重要と評価する割合が高いという点
は、注目すべき点といえそうです。

専門家／上級レベルの投資家の64%がこれらの
企業行動を「非常に重要」としたのに対して、初心
者／初級レベルの投資家では57%、中級レベルの
投資家では61%でした。

地域別、世代別に大きな違いは見られませんでし
たが、いくつかの興味深い特徴もみられました。例
えば、欧州で労働力の多様性を「非常に重要」とす
る割合は、世界全体（52%）と比較しても地域別の
比較でも最も低くなっています（46%）。

社会的責任（地域社会および社会
全体への影響など）

環境への配慮（温室効果ガス排出
量、再生可能エネルギーの利用、企
業活動の生態系への影響など）

従業員の処遇

性別による報酬格差の是正

経営幹部とその他の従業員との
報酬格差への対処

企業内の労働力の多様性（性
別／民族／年齢／社会的·経済
的背景など）

70%

67%

66%

59%

56%

52%
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利益と社会への配慮の両立
以下のような「サステナビリティ関連指標」につい
て、これらがどのように人々、地球環境、利益という
三つの要素を一元化していくのか検討することが重
要です。

投資家は、企業が環境や従業員に配慮した取り組
みを行うことが高い投資リターンにつながると考え
ているのでしょうか？

この結果は二つの点で実に興味深いものです。

第一に、投資家がサステナビリティの観点から最も
重要と考えている行動は、投資リターンに最も大き
な影響をもたらすと考えられている行動でもあり、
他の項目についてもおおむね対応しているという
点です。

利益と社会への配慮：投資家は最も重要視する企業行動が高い投資リターンにつながると考えているか？

投資家が「非常に重要」とした割合 投資リターンに最もプラスの影響をもたらすと考える投資家の割合

社会的責任（地域社会および社会全体への影響など）

環境への配慮（温室効果ガス排出量、再生可能エネルギーの利用、企業活動の生態系への影響など）

従業員の処遇

性別による報酬格差の是正

経営幹部とその他の従業員との報酬格差への対処

企業内の労働力の多様性（性別／民族／年齢／社会的·経済的背景など）

70%
68%

67%

67%

59%
59%

56%
58%

52%
56%

66%

66%

第二に、最も重要と考えられている「社会的責任」
に関する行動は、高い投資リターンにつながると考
える割合が、わずかではあるものの、低い点です。
一方、従業員の処遇や報酬格差への対処といった、
より企業内部における慣行については、重要性と
比較して、高いリターンにつながると認識される割
合が同程度かそれ以上に高くなっています。

この傾向は、地域や世代を超えてみられました。こ
の結果は、投資家は責任ある企業行動と高い投資
リターンを結び付けて考えており、責任ある行動を
とる企業は、結局のところ事業も有望であると考え
ていることを示しています。
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重要なお知らせ：
本資料は、情報提供を目的として、Schroder Investment Management 
Limitedが作成した資料をシュローダー·インベストメント·マネジメン
ト株式会社が抄訳したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込
み、その他勧誘を目的とするものではありません。英語原文と本資料
の内容に相違がある場合には 、 原文が優先します 。本資料に示され
ている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を
示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によ
りもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀
損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動
により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信
頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はそ
の内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではあ
りません。本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で
知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、
将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。市場環境や
その他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資

資産運用知識の向上を目指す？ 
投資家が、意識の高い投資家となるために必要な対
策を講じたいと考えていることは明らかです。

今回の調査によって、投資家は、環境、社会、ガバナン
スに関する要素を考慮するサステナブル投資に魅力
を感じており、かつサステナブル投資によってより魅
力的なリターンを期待できると考えていることが示
されました。

サステナブル投資に関して十分な情報提供がされ、
投資家がその知識を身につけていくことが、サステ
ナブル投資が資産運用の世界で主役となっていく上
での鍵となりそうです。現在の情報不足は、資産運用
会社やファイナンシャル·アドバイザーなどが補うこ
とのできるもので、今後、サステナブル投資に関する
会話がより活発に行われていくものと期待されます。

シュローダー·インベストメント·マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第90号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協 会

料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導
出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不
確実性により変動し、将来の投資成果に影響を与える可能性がありま
す。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とす
るものです。今後、経済や市場の状況が変化するのに伴い、予測値の前
提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合
があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場
状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供
を行う義務を有しません。本資料中に含まれる第三者機関提供のデー
タは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁
じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証
も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作成者あ
るいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。シュローダ
ー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー·グループに
属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊社の
許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。
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