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題の分析·評価を統合するアプローチだ。ともすれば社

会的利益を優先しがちなインパクト投資や社会的責任

投資（SRI）などとは一線を画している。

「３つのミッション」を通じて
中長期のパフォーマンス向上を目指す
　シュローダーのESGチームには、大きく3つのミッ

ションがあるという。1つは「ESGリサーチの探求」だ。

ESGチームには「サステナブル投資アナリスト」が所属

し、通常のリサーチアナリストとは別に、独自の調査を

行っている。彼らは、個別企業の株価を評価することは

ない。また、ESGレーティングを付与することもない。規

制の動向と各業界の対応、潜在的なリスクなどに目を

光らせ、より幅広い視野でテーマやセクターの調査·分

析を行い、必要に応じて各団体へ発表、提言を行ったり

している。

　前出の「気温上昇予測ダッシュボード」とは、一般社

会への情報発信と運用への示唆という２つの目的から

開発された分析ツールで、四半期ごとに継続してモニタ

リングしている。パリ協定では世界の平均気温上昇を

2℃未満に抑える目標が掲げられたが、各分野で現状

にさらなる改善がされない場合、将来的に気温が4℃

　「シュローダーでは、グループ·チーフ·エグゼクティブ

のピーター·ハリソンがESGに対し強いコミットメント

を持ち、運用業界の主導的役割として、いち早くその取

り組みを進めてきました」。こう切り出したのは、プロダ

クトマネジャーの工藤まゆみ氏。

　1998年、ロンドンに最初のESG専任担当者を設置

して以来、シュローダーのESG投資の実績は20年以上

に及ぶ。2007年に署名した国連PRIでは、直近4年連

続で「A+」の年次評価を獲得するなど、名実ともにESG

投資の先駆者でありトップリーダーと言えるだろう。

　ESG専任チームは現在、12人で構成され、2人の

キーパーソンがチームを牽引する。1人はチームを統括

するジェシカ·グランド氏で、英国株式のファンドマネ

ジャーとして15年以上のキャリアを持つ。もう1人の

ESGリサーチのヘッドを務めるアンドリュー·ハワード

氏は、後述する「気温上昇予測ダッシュボード」など、

シュローダーのESG投資を特徴づける革新的なテーマ

リサーチを開発·発表している。

　シュローダーにおけるESG投資の運用手法は「イン

テグレーション」。投資先企業の持続的成長と企業価値

向上に主眼が置かれ、中長期的な投資リスクの低減や

投資収益の増大のために、運用プロセスの中にESG課

チームでは、フェアバリューモデルの中にESG項目を組

み入れ、株価の評価を行っています。日本株に限らず、他

の株式運用チームにおいても企業調査やバリュエー

ション評価の中にESG要素を考慮しています」。

　ESGチームとは定期的に電話会議などで、トップダ

ウンとボトムアップの双方から情報共有を図っている。

「エンゲージメントにおいても、保有銘柄の中からどの

企業に対して、どのような対話を行うかなどESGチー

ムと相談したり、連携することがあります。長期投資に

おける重要なステップとして、ESGインテグレーション

の深化、我々自身の調査の強化につなげています」（荒

井氏）。

　そして、3つ目のミッションは、「ESG投資の啓発」で

ある。テーマやセクターの独自の調査情報を発信、各団

体への参加、規制当局への働きかけなどをESGチーム

が中心となって積極的に行うとともに、世界中の機関

投資家、個人投資家を対象にした投資家意識調査を継

続的に実施している。

　ESGの位置付けは運用各社で異なり、ESG要素が運

用プロセスの中でどのように考慮されているか次第で、

リスクリターン特性などにも影響を及ぼす。機関投資

家はそれらを見極めた上でプロダクトを選択すること

が重要だが、シュローダーの取り組みからは、ESGに対

する一貫した哲学が感じ取れるのではないだろうか。
（オル・イン（別冊） 2018年9月28日号掲載）

上昇すると警鐘を鳴らしている。また、再生可能エネル

ギーや電気自動車などの技術革新によって平均気温上

昇は低く抑えられているが、資源関連や気候変動ファイ

ナンスといった項目は、気温上昇予測を押し上げる要因

になっていることがわかる。

　2つ目のミッションは、「ESGインテグレーションの

深化」だ。株式だけでなく債券や不動産関連証券など、

すべての運用プロセスにおいて、ESG要素を企業調査

および投資判断に取り込んでいるが、「課題設定から、

調査、分析、評価、さらには企業とのエンゲージメント

（建設的な対話）、モニタリングという6つのステップを

回し続けることで、ESGインテグレーションをさらに深

化させています」と工藤氏は話す。

　ESG課題の分析·評価·ガイダンスなどの内容は、グ

ローバルで共有され、東京を含む各拠点の運用担当者、

アナリスト、そしてESGチームの三者が常にチェック&

レビューを行い、その精度を高めていくとともに、新し

いテーマリサーチやツールの開発などに活かされてい

く。ESGインテグレーションはシュローダーの運用哲

学に深く根付いていると言っても過言ではない。

日本株運用チームは株価評価のモデルに
ESG項目を採用
　各拠点の運用チームとESGチームの連携について、

日本 株 式運 用の副責任者でもあるプロダクトマネ

ジャーの荒井卓氏は次のように説明する。「日本株運用
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　前出の「気温上昇予測ダッシュボード」とは、一般社

会への情報発信と運用への示唆という２つの目的から

開発された分析ツールで、四半期ごとに継続してモニタ

リングしている。パリ協定では世界の平均気温上昇を

2℃未満に抑える目標が掲げられたが、各分野で現状

にさらなる改善がされない場合、将来的に気温が4℃

　「シュローダーでは、グループ·チーフ·エグゼクティブ

のピーター·ハリソンがESGに対し強いコミットメント

を持ち、運用業界の主導的役割として、いち早くその取

り組みを進めてきました」。こう切り出したのは、プロダ

クトマネジャーの工藤まゆみ氏。

　1998年、ロンドンに最初のESG専任担当者を設置

して以来、シュローダーのESG投資の実績は20年以上

に及ぶ。2007年に署名した国連PRIでは、直近4年連

続で「A+」の年次評価を獲得するなど、名実ともにESG

投資の先駆者でありトップリーダーと言えるだろう。

　ESG専任チームは現在、12人で構成され、2人の

キーパーソンがチームを牽引する。1人はチームを統括

するジェシカ·グランド氏で、英国株式のファンドマネ

ジャーとして15年以上のキャリアを持つ。もう1人の

ESGリサーチのヘッドを務めるアンドリュー·ハワード

氏は、後述する「気温上昇予測ダッシュボード」など、

シュローダーのESG投資を特徴づける革新的なテーマ

リサーチを開発·発表している。

　シュローダーにおけるESG投資の運用手法は「イン

テグレーション」。投資先企業の持続的成長と企業価値

向上に主眼が置かれ、中長期的な投資リスクの低減や

投資収益の増大のために、運用プロセスの中にESG課

チームでは、フェアバリューモデルの中にESG項目を組

み入れ、株価の評価を行っています。日本株に限らず、他

の株式運用チームにおいても企業調査やバリュエー

ション評価の中にESG要素を考慮しています」。

　ESGチームとは定期的に電話会議などで、トップダ

ウンとボトムアップの双方から情報共有を図っている。

「エンゲージメントにおいても、保有銘柄の中からどの

企業に対して、どのような対話を行うかなどESGチー

ムと相談したり、連携することがあります。長期投資に

おける重要なステップとして、ESGインテグレーション

の深化、我々自身の調査の強化につなげています」（荒

井氏）。

　そして、3つ目のミッションは、「ESG投資の啓発」で

ある。テーマやセクターの独自の調査情報を発信、各団

体への参加、規制当局への働きかけなどをESGチーム

が中心となって積極的に行うとともに、世界中の機関

投資家、個人投資家を対象にした投資家意識調査を継

続的に実施している。

　ESGの位置付けは運用各社で異なり、ESG要素が運

用プロセスの中でどのように考慮されているか次第で、

リスクリターン特性などにも影響を及ぼす。機関投資

家はそれらを見極めた上でプロダクトを選択すること

が重要だが、シュローダーの取り組みからは、ESGに対

する一貫した哲学が感じ取れるのではないだろうか。
（オル・イン（別冊） 2018年9月28日号掲載）

上昇すると警鐘を鳴らしている。また、再生可能エネル

ギーや電気自動車などの技術革新によって平均気温上

昇は低く抑えられているが、資源関連や気候変動ファイ

ナンスといった項目は、気温上昇予測を押し上げる要因

になっていることがわかる。

　2つ目のミッションは、「ESGインテグレーションの

深化」だ。株式だけでなく債券や不動産関連証券など、

すべての運用プロセスにおいて、ESG要素を企業調査

および投資判断に取り込んでいるが、「課題設定から、

調査、分析、評価、さらには企業とのエンゲージメント

（建設的な対話）、モニタリングという6つのステップを

回し続けることで、ESGインテグレーションをさらに深

化させています」と工藤氏は話す。

　ESG課題の分析·評価·ガイダンスなどの内容は、グ

ローバルで共有され、東京を含む各拠点の運用担当者、

アナリスト、そしてESGチームの三者が常にチェック&

レビューを行い、その精度を高めていくとともに、新し

いテーマリサーチやツールの開発などに活かされてい

く。ESGインテグレーションはシュローダーの運用哲

学に深く根付いていると言っても過言ではない。

日本株運用チームは株価評価のモデルに
ESG項目を採用
　各拠点の運用チームとESGチームの連携について、

日本 株 式運 用の副責任者でもあるプロダクトマネ

ジャーの荒井卓氏は次のように説明する。「日本株運用

シュローダーのESG 詳しくは www.schroders.co.jp/esg-jp
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としている。持続的な成長が期待で

きる「将来の勝ち組企業」を見極める

運用手法であり、中長期的な投資収

益の追求を目指している。企業価値が

突 然 毀 損する例が 後を絶 たない中、

ESGの課題に目を向けていない企業は、

いまや投資対象とはなりにくい。その一方

で、単にそれらの課題に取り組んでいる企業

を選別するだけでは、運用手法としては十分では

ない。

　ESG投資を実践するには、ESG項目を効果的に運用

プロセスと一体化させることが求められる。企業の情

報開示やESG関連のデータは増加しており、分析手法

も進化している。それらをうまく活用して、企業活動の

幅広い評価を運用プロセスに組み込むことが鍵とな

る。また、企業経営の時間軸に合わせた視点で、企業と

の丹念な対話や多角的な調査も必要だ。つまり、ESG

投資の本質は長期投資であり、リサーチ力を極めた「洗

練された運用手法」と言える。ボトムアップのアクティブ

運用こそ、強みを存分に発揮できる運用手法なのだ。

企業の持続的成長を支える
ESG投資こそ、長期投資の柱
　ESG投資は欧州が大きく進んでいるが、最近ではむ

しろその他の地域での注目が高まっている。今年、シュ

ローダーが世界の機関投資家に調査した結果による

と、ESG投資への関心はアジアなどで高くなっている。

また、7割強の機関投資家がESG投資の重要性が今後

5年で一層増すと回答している。日本では、投資家との

対話や株式持ち合い解消、積極的な株主還元など、

コーポレートガバナンスの改善が進展するとともに、

ESG投資は、ここ数年で急速な広がりをみせている。

企業のガバナンスを強化していくうえでも、ESG投資

を実践するアクティブ運用の役割は大きい。少子高齢

化対策、働き方改革などがクローズアップされる中、 

「S（社会）」の注目が今後一層高まるだろう。

　長期的な視点に立った投資は企業の持続的成長を

支え、同時に経済全体の利益となり、投資収益の向上

にもつながっていく。ESG投資は今後日本でも長期投

資の柱として、「インベストメントチェーン」の中核を担っ

ていくはずだ。
（年金情報 2018年9月17日号、ファンド情報 2018年9月24日号、

ニッキン投信情報 2018年11月26日号掲載）

企業を取り巻く環境は急速に変貌
　2018年末に向けて、世界景気は引き続き不安を抱

えながらも総じて拡大している。米国が主導する形で

金融緩和からの脱却が進み、金利は上昇基調にある。と

はいえ、そうした世界経済の裏には、異常気象や政治不

安、経済格差、企業不信など、実体経済を揺るがす問題

の増加が潜む。さらに、急速なデジタル化が既存の経済

秩序に対して破壊的な影響を及ぼしている。企業を取

り巻く環境は急速に変化しており、世界上位に名を連

ねた企業が、数十年後もその地位にとどまることは容

易ではないだろう。

　この先十年を見据えると、「環境（Environment）」「社

会（Social）」「ガバナンス（Governance）」の3つの課題

への着目なくして、企業の長期的な成長は語れない。気

候変動や人口動態、労働環境、ガバナンスなどの課題や

規制と向き合い、それらをビジネスチャンスに転換でき

てこそ、企業は長期の成長を維持することが可能になる。

ESGに目を向けていない企業は
投資対象とはなりにくい
　ESG投資では、企業が「環境（E）」「社会（S）」「ガバナ

ンス（G）」の三大課題や変化を成長の機会と捉え、どの

ような取り組みをしているかを投資の判断基準の一つ

長期投資のニューノーマル

持続的成長を導く、
「ESG」投資

シュローダーのESG　シリーズ①

日本株式運用でのESGの
取り組み

　日本株式運用におけるESGのアプ

ローチとしては、①企業の適正株価算出

におけるESG評価の取り込み、②議決権

行使、③エンゲージメント対象となる企業の

選定とその実践、の3つがある。シュローダー

では、まず業績予測を行い、3期先の1株当たりの

利益（EPS）を算出する。さらに、市場平均PERに定性

評価によるプレミアム、またはディスカウントを付与し

たマルチプルを掛けて適正株価を算出する。この定性

評価においてESG項目が含まれている。例えばG（ガバ

ナンス）では、取締役会の構成や総会議案の内容、S（社

会）では従業員の士気や離職率、E（環境）では環境規制

の対応といった検討ポイントがある。

　積極的な議決権行使とエンゲージメントの実践は、

日本版スチュワードシップ・コードに準拠した活動であ

り、株主の長期的利益を最大化する観点から、運用プ

ロセスの一環として位置づけられている。エンゲージメ

ントにより企業価値向上の可能性を有する企業を対象

に選定し、継続的な対話を実践している。現在のエン

ゲージメントのテーマはガバナンスだ。これは企業経営

の根幹であり、取締役会の構成や、資本政策、少数株主

利益の保護などの話が中心になる。しかし、今後はE

（環境）やS（社会）に課題が展開していくと考える。

日本企業のESG課題に運用者として対峙
　日本企業の経営者は、自社が日本の中でどの位置に

いるかを気にするケースが多いが、日本での順位より

も、世界の同業他社におけるポジションの方が重要で

ある。また、不祥事が頻発する昨今、企業を調査する上

で注視しているのは、内部統制が本当に機能している

かどうかだ。表面的にガバナンスが優れていると思われ

ていた企業であっても、実際には内部統制が効いてお

らず不祥事が露呈すれば、最終的に企業価値は大きな

ダメージを受ける。ガバナンスや経営戦略、そしてその

執行にこそ、経営陣の真価が問われる。我々運用者は、

企業の真の姿にどれだけ迫れるかが試されている。
（年金情報 2018年10月1日号、ファンド情報 2018年10月8日号掲載）

ESG投資に対する基本的な考え方を共有
　「質の高いガバナンス体制を確立し、本業を通じて環

境や社会に良い影響を与えるなど

社会的責任を果たす取り組みを実

践している企業は、長期的に企業

価値の持続可能性が高い」― 。

これはシュローダーの株式投資に

おける、基本的な考え方である。こ

うしたESGの視点は、投資に伴う重大なリスクを排除

するために、経営の質を判断する際の切り口としても有

効だ。5年先、10年先も持続的に成長できる企業を長期

保有で投資したいと考えているものの、業績予想から

見えてくる未来は、せいぜい3年、長くても5年程度だろ

う。それより先の未来を予測するのはきわめて困難だ。

　その先の長期の企業価値を判断するうえで、信用に

足る材料は何だろうか。例えば、強固なビジネスモデル

の有無。経営理念がどの程度システムとして会社組織

に組み込まれているか。ステークホルダーマネジメント

が持続的な形で企業経営に組み込まれているかどう

か、などが挙げられる。これらはすべてESGの視点であ

り、それも長期投資にフィットする考え方といえる。だ

からこそシュローダーはESGを重視し、投資プロセス

に組み込んでいるのだ。

長期投資のニューノーマル

日本株式運用における
ESGの視点と実践

シュローダーのESG　シリーズ②

日本株式ファンドマネジャー

豊田一弘
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としている。持続的な成長が期待で

きる「将来の勝ち組企業」を見極める

運用手法であり、中長期的な投資収

益の追求を目指している。企業価値が

突 然 毀 損する例が 後を絶 たない中、

ESGの課題に目を向けていない企業は、

いまや投資対象とはなりにくい。その一方

で、単にそれらの課題に取り組んでいる企業

を選別するだけでは、運用手法としては十分では

ない。

　ESG投資を実践するには、ESG項目を効果的に運用

プロセスと一体化させることが求められる。企業の情

報開示やESG関連のデータは増加しており、分析手法

も進化している。それらをうまく活用して、企業活動の

幅広い評価を運用プロセスに組み込むことが鍵とな

る。また、企業経営の時間軸に合わせた視点で、企業と

の丹念な対話や多角的な調査も必要だ。つまり、ESG

投資の本質は長期投資であり、リサーチ力を極めた「洗

練された運用手法」と言える。ボトムアップのアクティブ

運用こそ、強みを存分に発揮できる運用手法なのだ。

企業の持続的成長を支える
ESG投資こそ、長期投資の柱
　ESG投資は欧州が大きく進んでいるが、最近ではむ

しろその他の地域での注目が高まっている。今年、シュ

ローダーが世界の機関投資家に調査した結果による

と、ESG投資への関心はアジアなどで高くなっている。

また、7割強の機関投資家がESG投資の重要性が今後

5年で一層増すと回答している。日本では、投資家との

対話や株式持ち合い解消、積極的な株主還元など、

コーポレートガバナンスの改善が進展するとともに、

ESG投資は、ここ数年で急速な広がりをみせている。

企業のガバナンスを強化していくうえでも、ESG投資

を実践するアクティブ運用の役割は大きい。少子高齢

化対策、働き方改革などがクローズアップされる中、 

「S（社会）」の注目が今後一層高まるだろう。

　長期的な視点に立った投資は企業の持続的成長を

支え、同時に経済全体の利益となり、投資収益の向上

にもつながっていく。ESG投資は今後日本でも長期投

資の柱として、「インベストメントチェーン」の中核を担っ

ていくはずだ。
（年金情報 2018年9月17日号、ファンド情報 2018年9月24日号、

ニッキン投信情報 2018年11月26日号掲載）

企業を取り巻く環境は急速に変貌
　2018年末に向けて、世界景気は引き続き不安を抱

えながらも総じて拡大している。米国が主導する形で

金融緩和からの脱却が進み、金利は上昇基調にある。と

はいえ、そうした世界経済の裏には、異常気象や政治不

安、経済格差、企業不信など、実体経済を揺るがす問題

の増加が潜む。さらに、急速なデジタル化が既存の経済

秩序に対して破壊的な影響を及ぼしている。企業を取

り巻く環境は急速に変化しており、世界上位に名を連

ねた企業が、数十年後もその地位にとどまることは容

易ではないだろう。

　この先十年を見据えると、「環境（Environment）」「社

会（Social）」「ガバナンス（Governance）」の3つの課題

への着目なくして、企業の長期的な成長は語れない。気

候変動や人口動態、労働環境、ガバナンスなどの課題や

規制と向き合い、それらをビジネスチャンスに転換でき

てこそ、企業は長期の成長を維持することが可能になる。

ESGに目を向けていない企業は
投資対象とはなりにくい
　ESG投資では、企業が「環境（E）」「社会（S）」「ガバナ

ンス（G）」の三大課題や変化を成長の機会と捉え、どの

ような取り組みをしているかを投資の判断基準の一つ

長期投資のニューノーマル

持続的成長を導く、
「ESG」投資

シュローダーのESG　シリーズ①

日本株式運用でのESGの
取り組み

　日本株式運用におけるESGのアプ

ローチとしては、①企業の適正株価算出

におけるESG評価の取り込み、②議決権

行使、③エンゲージメント対象となる企業の

選定とその実践、の3つがある。シュローダー

では、まず業績予測を行い、3期先の1株当たりの

利益（EPS）を算出する。さらに、市場平均PERに定性

評価によるプレミアム、またはディスカウントを付与し

たマルチプルを掛けて適正株価を算出する。この定性

評価においてESG項目が含まれている。例えばG（ガバ

ナンス）では、取締役会の構成や総会議案の内容、S（社

会）では従業員の士気や離職率、E（環境）では環境規制

の対応といった検討ポイントがある。

　積極的な議決権行使とエンゲージメントの実践は、

日本版スチュワードシップ・コードに準拠した活動であ

り、株主の長期的利益を最大化する観点から、運用プ

ロセスの一環として位置づけられている。エンゲージメ

ントにより企業価値向上の可能性を有する企業を対象

に選定し、継続的な対話を実践している。現在のエン

ゲージメントのテーマはガバナンスだ。これは企業経営

の根幹であり、取締役会の構成や、資本政策、少数株主

利益の保護などの話が中心になる。しかし、今後はE

（環境）やS（社会）に課題が展開していくと考える。

日本企業のESG課題に運用者として対峙
　日本企業の経営者は、自社が日本の中でどの位置に

いるかを気にするケースが多いが、日本での順位より

も、世界の同業他社におけるポジションの方が重要で

ある。また、不祥事が頻発する昨今、企業を調査する上

で注視しているのは、内部統制が本当に機能している

かどうかだ。表面的にガバナンスが優れていると思われ

ていた企業であっても、実際には内部統制が効いてお

らず不祥事が露呈すれば、最終的に企業価値は大きな

ダメージを受ける。ガバナンスや経営戦略、そしてその

執行にこそ、経営陣の真価が問われる。我々運用者は、

企業の真の姿にどれだけ迫れるかが試されている。
（年金情報 2018年10月1日号、ファンド情報 2018年10月8日号掲載）

ESG投資に対する基本的な考え方を共有
　「質の高いガバナンス体制を確立し、本業を通じて環

境や社会に良い影響を与えるなど

社会的責任を果たす取り組みを実

践している企業は、長期的に企業

価値の持続可能性が高い」― 。

これはシュローダーの株式投資に

おける、基本的な考え方である。こ

うしたESGの視点は、投資に伴う重大なリスクを排除

するために、経営の質を判断する際の切り口としても有

効だ。5年先、10年先も持続的に成長できる企業を長期

保有で投資したいと考えているものの、業績予想から

見えてくる未来は、せいぜい3年、長くても5年程度だろ

う。それより先の未来を予測するのはきわめて困難だ。

　その先の長期の企業価値を判断するうえで、信用に

足る材料は何だろうか。例えば、強固なビジネスモデル

の有無。経営理念がどの程度システムとして会社組織

に組み込まれているか。ステークホルダーマネジメント

が持続的な形で企業経営に組み込まれているかどう

か、などが挙げられる。これらはすべてESGの視点であ

り、それも長期投資にフィットする考え方といえる。だ

からこそシュローダーはESGを重視し、投資プロセス

に組み込んでいるのだ。

長期投資のニューノーマル

日本株式運用における
ESGの視点と実践

シュローダーのESG　シリーズ②

日本株式ファンドマネジャー

豊田一弘
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なかったが、昨今は政策が強化され

ていることに加え、低炭素化をけん引

する民間の取り組みの多くが、政治的

支援を必要としないレベルまで進展し

てきた。

　ところが投資家は、気候変動への取り

組みを評価する際、客観的な分析よりも報

道などを参考にする傾向にあった。政府の気候

変動へのコミットメントや、炭素価格の動向といっ

た個々の要因は、進捗状況を評価する際の尺度にはな

るものの、内容は複雑になるばかり。企業の見解も、見

方などによって捉え方が異なるものが大半だ。その結

果、投資家はどれだけ物事が進捗したのか、または今後

変化するのかといった、見通しを確立することが難しい

状況となっていた。

幅広い視点で変化を捉える、
気温上昇予測ダッシュボードを開発
　そこで、2017年、シュローダーは低炭素社会に向け

ての進捗状況を示す「気温上昇予測ダッシュボード」を

開発した。「気温上昇予測ダッシュボード」とは、政治や

ビジネス、金融、テクノロジー、化石燃料業界など、複数

の異なる視点からの気温上昇に対する見方をまとめた

ものだ。低炭素社会へ移行するためには、多くの市場が

迅速に変化する必要があり、単一視点のみでは進捗状

況の測定に不十分である。複数の異なる市場を考慮し

進捗状況を描くことで、全体像を把握することができる

のだ。例えば、石油生産国は気温上昇を2℃未満に抑え

ることは不可能であると主張するかもしれないが、

電気自動車メーカーは目標達成に向けて既に動いて

いる。

　気温上昇予測ダッシュボードは、1つの要素だけでは

なく、幅広い視点から変化を捉え、投資判断を下すこと

の重要性を示している。各項目を総合すると、2018年

７月時点では4.0℃の気温上昇が見込まれ、パリ協定の

「2℃目標」からは程遠い状況にある。多くの項目で、こ

の目標に向けて動き始めているが、どの項目について

も現状のままでは目標が達成できない見込みだ。

　問題点の一つとして、パリ協定の「2℃目標」が各批准

国の目標全体に十分に反映されていないことが挙げら

れる。また、批准国の政策とパリ協定の目標とに大きな

乖離がみられる点も問題である。一方、新しい方針や目

気候変動に関する分析は、
投資判断の不可欠要素
　日本各地で記録的な猛暑が続いた今年、米国やアフ

リカなど世界各地でも最高気温を記録した。さらに、熱

波が原因とみられる山火事や洪水など、異常気象も相

次いだ。気候変動は間違いなく今後数十年、またその先

も世界経済や社会、さらには金融市場に甚大な影響を

もたらす要素といえる。低炭素社会となるのか、それと

も引き続き気温上昇が続くのか、どちらにせよ投資家

がその影響を回避することは不可能だ。

　2015年に約150カ国の賛同によって採択されたパ

リ協定のいわゆる「2℃目標」を達成するためには十分、

かつ迅速に炭素の排出量を削減する必要がある。金融

市場はこれまで、世界的な炭素の排出量削減のために

各国政府が必要な措置を取ることに対して、または政

府の介入なしに社会が変化を起こすことについて、確

信を持てなかった。その結果、気候変動が及ぼす影響は

いまだに市場に織り込まれていない。金融市場が懐疑

的である理由は、目に見える変化が遅れているからだ。

しかし政策が強化されたり、社会変化の勢いが加速す

れば、このギャップは埋まるものと考えている。

　気候変動への取り組みは、政府に左右されやすい。従

来の政府の行動は、投資家の確信を低下させるに過ぎ

ポートフォリオに与える影響を
管理するために
　このダッシュボードは、四半期に一度更

新し、2018年7月で1周年を迎えた。昨年

は4.1℃だった気温上昇予測も、最新の

ダッシュボードでは4.0℃に低下している。

　クリーンエネルギーへの資金流入が減

速したなどマイナスの要素があった中、グ

ローバルでの平均炭素価格上昇、電気自動車の売上げ

増加、再生可能エネルギー量の拡大など、多くのプラス

の成長がみられ、総合的に気温上昇予測は若干の改善

となった。

　気候変動への取り組みが本格化する中で、今後より

速いペースで低炭素化などを織り込んだ企業価値の再

評価が起こると予想される。気候変動が与えるインパク

トに金融市場がいつ、どの程度のマイナス要因を織り

込むのか――。これを把握することは、気候変動の影響

そのものを分析するのと同様に重要といえる。

　シュローダーの気温上昇予測ダッシュボードは、透明

性のある進捗状況を示すことを目指している。客観性

があり、政治やビジネス、技術やエネルギー要素など、

現実の問題に直結した、投資家がモニターしなくてはな

らないテーマを踏まえている。こうしたツールを活用

し、投資家が気候変動に関するより正確な進捗状況を

把握することにより、自分のポートフォリオに与える影

響を管理することが可能になるだろう。

　我々は今、数十年を要する変化の初期段階にいる。現

状小さな軌道調整であったとしても、長期的には大き

な変化となり得る。従って、このダッシュボードは最終

的にたどり着く精緻な気温予想分析ではなく、今後の

気温変動の動向に対する一つの方向性を示唆するもの

として貢献できればと考えている。
（年金情報 2018年10月15日号、ファンド情報 2018年10月22日号掲載）

標の下、世界の目標と政治活動とのギャップは埋まり

つつあり改善に期待が持てる。

　特にクリーンエネルギーにかかる技術は、政治的支

援なしでも継続して進歩している。世界的に見ると風力

および太陽光発電にかかる費用は、補助金なしでも化

石燃料と遜色ないレベルにまで低下している。2017年

初旬、世界経済フォーラムは、30以上の国において太

陽光および風力発電の費用が化石燃料並みまで低下し

ており、クリーンエネルギー技術は成長の転換点にあ

ると強調した。

　これは化石燃料企業による「2℃目標」は非現実的す

ぎるとの指摘とは矛盾する。輸送および電力供給の二

大分野で電気自動車やクリーンエネルギーが優位に

なってきている流れとは逆行し、化石燃料企業は、気温

上昇予測ダッシュボードで示されている通り生産量拡

大に向けた投資を継続している。

　石炭業界は、利益率が低いことから近年縮小傾向に

あり、石油やガスなどの業種よりも早く低炭素化が進

む見込みだ。こうした炭素回収・貯留に関する改善の進

展を受け、国際エネルギー機関(IEA)は、石炭について

相対的に楽観的な予想をしている。石炭業界の改善の

兆候は、決定的なものではなく一貫性にも欠けるが、急

速な低炭素化の可能性を示している。

　こうしたさまざまな改善をモニターし続けることが、

気候変動が投資に与える影響に備えるために極めて重

要になる。

長期投資のニューノーマル

気候変動が投資に
与える影響を織り込む

シュローダーのESG　シリーズ③

なかったが、昨今は政策が強化され

ていることに加え、低炭素化をけん引

する民間の取り組みの多くが、政治的

支援を必要としないレベルまで進展し

てきた。

　ところが投資家は、気候変動への取り

組みを評価する際、客観的な分析よりも報

道などを参考にする傾向にあった。政府の気候

変動へのコミットメントや、炭素価格の動向といっ

た個々の要因は、進捗状況を評価する際の尺度にはな

るものの、内容は複雑になるばかり。企業の見解も、見

方などによって捉え方が異なるものが大半だ。その結

果、投資家はどれだけ物事が進捗したのか、または今後

変化するのかといった、見通しを確立することが難しい

状況となっていた。

幅広い視点で変化を捉える、
気温上昇予測ダッシュボードを開発
　そこで、2017年、シュローダーは低炭素社会に向け

ての進捗状況を示す「気温上昇予測ダッシュボード」を

開発した。「気温上昇予測ダッシュボード」とは、政治や

ビジネス、金融、テクノロジー、化石燃料業界など、複数

の異なる視点からの気温上昇に対する見方をまとめた

ものだ。低炭素社会へ移行するためには、多くの市場が

迅速に変化する必要があり、単一視点のみでは進捗状

況の測定に不十分である。複数の異なる市場を考慮し

進捗状況を描くことで、全体像を把握することができる

のだ。例えば、石油生産国は気温上昇を2℃未満に抑え

ることは不可能であると主張するかもしれないが、

電気自動車メーカーは目標達成に向けて既に動いて

いる。

　気温上昇予測ダッシュボードは、1つの要素だけでは

なく、幅広い視点から変化を捉え、投資判断を下すこと

の重要性を示している。各項目を総合すると、2018年

７月時点では4.0℃の気温上昇が見込まれ、パリ協定の

「2℃目標」からは程遠い状況にある。多くの項目で、こ

の目標に向けて動き始めているが、どの項目について

も現状のままでは目標が達成できない見込みだ。

　問題点の一つとして、パリ協定の「2℃目標」が各批准

国の目標全体に十分に反映されていないことが挙げら

れる。また、批准国の政策とパリ協定の目標とに大きな

乖離がみられる点も問題である。一方、新しい方針や目

気候変動に関する分析は、
投資判断の不可欠要素
　日本各地で記録的な猛暑が続いた今年、米国やアフ

リカなど世界各地でも最高気温を記録した。さらに、熱

波が原因とみられる山火事や洪水など、異常気象も相

次いだ。気候変動は間違いなく今後数十年、またその先

も世界経済や社会、さらには金融市場に甚大な影響を

もたらす要素といえる。低炭素社会となるのか、それと

も引き続き気温上昇が続くのか、どちらにせよ投資家

がその影響を回避することは不可能だ。

　2015年に約150カ国の賛同によって採択されたパ

リ協定のいわゆる「2℃目標」を達成するためには十分、

かつ迅速に炭素の排出量を削減する必要がある。金融

市場はこれまで、世界的な炭素の排出量削減のために

各国政府が必要な措置を取ることに対して、または政

府の介入なしに社会が変化を起こすことについて、確

信を持てなかった。その結果、気候変動が及ぼす影響は

いまだに市場に織り込まれていない。金融市場が懐疑

的である理由は、目に見える変化が遅れているからだ。

しかし政策が強化されたり、社会変化の勢いが加速す

れば、このギャップは埋まるものと考えている。

　気候変動への取り組みは、政府に左右されやすい。従

来の政府の行動は、投資家の確信を低下させるに過ぎ

ポートフォリオに与える影響を
管理するために
　このダッシュボードは、四半期に一度更

新し、2018年7月で1周年を迎えた。昨年

は4.1℃だった気温上昇予測も、最新の

ダッシュボードでは4.0℃に低下している。

　クリーンエネルギーへの資金流入が減

速したなどマイナスの要素があった中、グ

ローバルでの平均炭素価格上昇、電気自動車の売上げ

増加、再生可能エネルギー量の拡大など、多くのプラス

の成長がみられ、総合的に気温上昇予測は若干の改善

となった。

　気候変動への取り組みが本格化する中で、今後より

速いペースで低炭素化などを織り込んだ企業価値の再

評価が起こると予想される。気候変動が与えるインパク

トに金融市場がいつ、どの程度のマイナス要因を織り

込むのか――。これを把握することは、気候変動の影響

そのものを分析するのと同様に重要といえる。

　シュローダーの気温上昇予測ダッシュボードは、透明

性のある進捗状況を示すことを目指している。客観性

があり、政治やビジネス、技術やエネルギー要素など、

現実の問題に直結した、投資家がモニターしなくてはな

らないテーマを踏まえている。こうしたツールを活用

し、投資家が気候変動に関するより正確な進捗状況を

把握することにより、自分のポートフォリオに与える影

響を管理することが可能になるだろう。

　我々は今、数十年を要する変化の初期段階にいる。現

状小さな軌道調整であったとしても、長期的には大き

な変化となり得る。従って、このダッシュボードは最終

的にたどり着く精緻な気温予想分析ではなく、今後の

気温変動の動向に対する一つの方向性を示唆するもの

として貢献できればと考えている。
（年金情報 2018年10月15日号、ファンド情報 2018年10月22日号掲載）

標の下、世界の目標と政治活動とのギャップは埋まり

つつあり改善に期待が持てる。

　特にクリーンエネルギーにかかる技術は、政治的支

援なしでも継続して進歩している。世界的に見ると風力

および太陽光発電にかかる費用は、補助金なしでも化

石燃料と遜色ないレベルにまで低下している。2017年

初旬、世界経済フォーラムは、30以上の国において太

陽光および風力発電の費用が化石燃料並みまで低下し

ており、クリーンエネルギー技術は成長の転換点にあ

ると強調した。

　これは化石燃料企業による「2℃目標」は非現実的す

ぎるとの指摘とは矛盾する。輸送および電力供給の二

大分野で電気自動車やクリーンエネルギーが優位に

なってきている流れとは逆行し、化石燃料企業は、気温

上昇予測ダッシュボードで示されている通り生産量拡

大に向けた投資を継続している。

　石炭業界は、利益率が低いことから近年縮小傾向に

あり、石油やガスなどの業種よりも早く低炭素化が進

む見込みだ。こうした炭素回収・貯留に関する改善の進

展を受け、国際エネルギー機関(IEA)は、石炭について

相対的に楽観的な予想をしている。石炭業界の改善の

兆候は、決定的なものではなく一貫性にも欠けるが、急

速な低炭素化の可能性を示している。

　こうしたさまざまな改善をモニターし続けることが、

気候変動が投資に与える影響に備えるために極めて重

要になる。

出所：シュローダー。2018年7月現在

政府の目標

3.2℃

気温上昇予測ダッシュボード

企業の目標

3.6℃

電気自動車

3.3℃

石油&ガス投資

4.3℃

社会的関心

3.4℃

気候変動
ファイナンス

4.6℃

再生可能
エネルギー量

2.9℃

化石燃料埋蔵量

4.6℃

政治的取り組み

3.4℃

炭素価格
（カーボンプライス）

4.1℃
二酸化炭素回収貯留
（CCS）容量

5.0℃

石油&ガス生産

5.6℃

+4.0℃
期待

実態

政府 企業／金融 技術革新 資源関連 気温上昇予測（平均）
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なかったが、昨今は政策が強化され

ていることに加え、低炭素化をけん引

する民間の取り組みの多くが、政治的

支援を必要としないレベルまで進展し

てきた。

　ところが投資家は、気候変動への取り

組みを評価する際、客観的な分析よりも報

道などを参考にする傾向にあった。政府の気候

変動へのコミットメントや、炭素価格の動向といっ

た個々の要因は、進捗状況を評価する際の尺度にはな

るものの、内容は複雑になるばかり。企業の見解も、見

方などによって捉え方が異なるものが大半だ。その結

果、投資家はどれだけ物事が進捗したのか、または今後

変化するのかといった、見通しを確立することが難しい

状況となっていた。

幅広い視点で変化を捉える、
気温上昇予測ダッシュボードを開発
　そこで、2017年、シュローダーは低炭素社会に向け

ての進捗状況を示す「気温上昇予測ダッシュボード」を

開発した。「気温上昇予測ダッシュボード」とは、政治や

ビジネス、金融、テクノロジー、化石燃料業界など、複数

の異なる視点からの気温上昇に対する見方をまとめた

ものだ。低炭素社会へ移行するためには、多くの市場が

迅速に変化する必要があり、単一視点のみでは進捗状

況の測定に不十分である。複数の異なる市場を考慮し

進捗状況を描くことで、全体像を把握することができる

のだ。例えば、石油生産国は気温上昇を2℃未満に抑え

ることは不可能であると主張するかもしれないが、

電気自動車メーカーは目標達成に向けて既に動いて

いる。

　気温上昇予測ダッシュボードは、1つの要素だけでは

なく、幅広い視点から変化を捉え、投資判断を下すこと

の重要性を示している。各項目を総合すると、2018年

７月時点では4.0℃の気温上昇が見込まれ、パリ協定の

「2℃目標」からは程遠い状況にある。多くの項目で、こ

の目標に向けて動き始めているが、どの項目について

も現状のままでは目標が達成できない見込みだ。

　問題点の一つとして、パリ協定の「2℃目標」が各批准

国の目標全体に十分に反映されていないことが挙げら

れる。また、批准国の政策とパリ協定の目標とに大きな

乖離がみられる点も問題である。一方、新しい方針や目

気候変動に関する分析は、
投資判断の不可欠要素
　日本各地で記録的な猛暑が続いた今年、米国やアフ

リカなど世界各地でも最高気温を記録した。さらに、熱

波が原因とみられる山火事や洪水など、異常気象も相

次いだ。気候変動は間違いなく今後数十年、またその先

も世界経済や社会、さらには金融市場に甚大な影響を

もたらす要素といえる。低炭素社会となるのか、それと

も引き続き気温上昇が続くのか、どちらにせよ投資家

がその影響を回避することは不可能だ。

　2015年に約150カ国の賛同によって採択されたパ

リ協定のいわゆる「2℃目標」を達成するためには十分、

かつ迅速に炭素の排出量を削減する必要がある。金融

市場はこれまで、世界的な炭素の排出量削減のために

各国政府が必要な措置を取ることに対して、または政

府の介入なしに社会が変化を起こすことについて、確

信を持てなかった。その結果、気候変動が及ぼす影響は

いまだに市場に織り込まれていない。金融市場が懐疑

的である理由は、目に見える変化が遅れているからだ。

しかし政策が強化されたり、社会変化の勢いが加速す

れば、このギャップは埋まるものと考えている。

　気候変動への取り組みは、政府に左右されやすい。従

来の政府の行動は、投資家の確信を低下させるに過ぎ

ポートフォリオに与える影響を
管理するために
　このダッシュボードは、四半期に一度更

新し、2018年7月で1周年を迎えた。昨年

は4.1℃だった気温上昇予測も、最新の

ダッシュボードでは4.0℃に低下している。

　クリーンエネルギーへの資金流入が減

速したなどマイナスの要素があった中、グ

ローバルでの平均炭素価格上昇、電気自動車の売上げ

増加、再生可能エネルギー量の拡大など、多くのプラス

の成長がみられ、総合的に気温上昇予測は若干の改善

となった。

　気候変動への取り組みが本格化する中で、今後より

速いペースで低炭素化などを織り込んだ企業価値の再

評価が起こると予想される。気候変動が与えるインパク

トに金融市場がいつ、どの程度のマイナス要因を織り

込むのか――。これを把握することは、気候変動の影響

そのものを分析するのと同様に重要といえる。

　シュローダーの気温上昇予測ダッシュボードは、透明

性のある進捗状況を示すことを目指している。客観性

があり、政治やビジネス、技術やエネルギー要素など、

現実の問題に直結した、投資家がモニターしなくてはな

らないテーマを踏まえている。こうしたツールを活用

し、投資家が気候変動に関するより正確な進捗状況を

把握することにより、自分のポートフォリオに与える影

響を管理することが可能になるだろう。

　我々は今、数十年を要する変化の初期段階にいる。現

状小さな軌道調整であったとしても、長期的には大き

な変化となり得る。従って、このダッシュボードは最終

的にたどり着く精緻な気温予想分析ではなく、今後の

気温変動の動向に対する一つの方向性を示唆するもの

として貢献できればと考えている。
（年金情報 2018年10月15日号、ファンド情報 2018年10月22日号掲載）

標の下、世界の目標と政治活動とのギャップは埋まり

つつあり改善に期待が持てる。

　特にクリーンエネルギーにかかる技術は、政治的支

援なしでも継続して進歩している。世界的に見ると風力

および太陽光発電にかかる費用は、補助金なしでも化

石燃料と遜色ないレベルにまで低下している。2017年

初旬、世界経済フォーラムは、30以上の国において太

陽光および風力発電の費用が化石燃料並みまで低下し

ており、クリーンエネルギー技術は成長の転換点にあ

ると強調した。

　これは化石燃料企業による「2℃目標」は非現実的す

ぎるとの指摘とは矛盾する。輸送および電力供給の二

大分野で電気自動車やクリーンエネルギーが優位に

なってきている流れとは逆行し、化石燃料企業は、気温

上昇予測ダッシュボードで示されている通り生産量拡

大に向けた投資を継続している。

　石炭業界は、利益率が低いことから近年縮小傾向に

あり、石油やガスなどの業種よりも早く低炭素化が進

む見込みだ。こうした炭素回収・貯留に関する改善の進

展を受け、国際エネルギー機関(IEA)は、石炭について

相対的に楽観的な予想をしている。石炭業界の改善の

兆候は、決定的なものではなく一貫性にも欠けるが、急

速な低炭素化の可能性を示している。

　こうしたさまざまな改善をモニターし続けることが、

気候変動が投資に与える影響に備えるために極めて重

要になる。

長期投資のニューノーマル

気候変動が投資に
与える影響を織り込む

シュローダーのESG　シリーズ③

なかったが、昨今は政策が強化され

ていることに加え、低炭素化をけん引

する民間の取り組みの多くが、政治的

支援を必要としないレベルまで進展し

てきた。

　ところが投資家は、気候変動への取り

組みを評価する際、客観的な分析よりも報

道などを参考にする傾向にあった。政府の気候

変動へのコミットメントや、炭素価格の動向といっ

た個々の要因は、進捗状況を評価する際の尺度にはな

るものの、内容は複雑になるばかり。企業の見解も、見

方などによって捉え方が異なるものが大半だ。その結

果、投資家はどれだけ物事が進捗したのか、または今後

変化するのかといった、見通しを確立することが難しい

状況となっていた。

幅広い視点で変化を捉える、
気温上昇予測ダッシュボードを開発
　そこで、2017年、シュローダーは低炭素社会に向け

ての進捗状況を示す「気温上昇予測ダッシュボード」を

開発した。「気温上昇予測ダッシュボード」とは、政治や

ビジネス、金融、テクノロジー、化石燃料業界など、複数

の異なる視点からの気温上昇に対する見方をまとめた

ものだ。低炭素社会へ移行するためには、多くの市場が

迅速に変化する必要があり、単一視点のみでは進捗状

況の測定に不十分である。複数の異なる市場を考慮し

進捗状況を描くことで、全体像を把握することができる

のだ。例えば、石油生産国は気温上昇を2℃未満に抑え

ることは不可能であると主張するかもしれないが、

電気自動車メーカーは目標達成に向けて既に動いて

いる。

　気温上昇予測ダッシュボードは、1つの要素だけでは

なく、幅広い視点から変化を捉え、投資判断を下すこと

の重要性を示している。各項目を総合すると、2018年

７月時点では4.0℃の気温上昇が見込まれ、パリ協定の

「2℃目標」からは程遠い状況にある。多くの項目で、こ

の目標に向けて動き始めているが、どの項目について

も現状のままでは目標が達成できない見込みだ。

　問題点の一つとして、パリ協定の「2℃目標」が各批准

国の目標全体に十分に反映されていないことが挙げら

れる。また、批准国の政策とパリ協定の目標とに大きな

乖離がみられる点も問題である。一方、新しい方針や目

気候変動に関する分析は、
投資判断の不可欠要素
　日本各地で記録的な猛暑が続いた今年、米国やアフ

リカなど世界各地でも最高気温を記録した。さらに、熱

波が原因とみられる山火事や洪水など、異常気象も相

次いだ。気候変動は間違いなく今後数十年、またその先

も世界経済や社会、さらには金融市場に甚大な影響を

もたらす要素といえる。低炭素社会となるのか、それと

も引き続き気温上昇が続くのか、どちらにせよ投資家

がその影響を回避することは不可能だ。

　2015年に約150カ国の賛同によって採択されたパ

リ協定のいわゆる「2℃目標」を達成するためには十分、

かつ迅速に炭素の排出量を削減する必要がある。金融

市場はこれまで、世界的な炭素の排出量削減のために

各国政府が必要な措置を取ることに対して、または政

府の介入なしに社会が変化を起こすことについて、確

信を持てなかった。その結果、気候変動が及ぼす影響は

いまだに市場に織り込まれていない。金融市場が懐疑

的である理由は、目に見える変化が遅れているからだ。

しかし政策が強化されたり、社会変化の勢いが加速す

れば、このギャップは埋まるものと考えている。

　気候変動への取り組みは、政府に左右されやすい。従

来の政府の行動は、投資家の確信を低下させるに過ぎ

ポートフォリオに与える影響を
管理するために
　このダッシュボードは、四半期に一度更

新し、2018年7月で1周年を迎えた。昨年

は4.1℃だった気温上昇予測も、最新の

ダッシュボードでは4.0℃に低下している。

　クリーンエネルギーへの資金流入が減

速したなどマイナスの要素があった中、グ

ローバルでの平均炭素価格上昇、電気自動車の売上げ

増加、再生可能エネルギー量の拡大など、多くのプラス

の成長がみられ、総合的に気温上昇予測は若干の改善

となった。

　気候変動への取り組みが本格化する中で、今後より

速いペースで低炭素化などを織り込んだ企業価値の再

評価が起こると予想される。気候変動が与えるインパク

トに金融市場がいつ、どの程度のマイナス要因を織り

込むのか――。これを把握することは、気候変動の影響

そのものを分析するのと同様に重要といえる。

　シュローダーの気温上昇予測ダッシュボードは、透明

性のある進捗状況を示すことを目指している。客観性

があり、政治やビジネス、技術やエネルギー要素など、

現実の問題に直結した、投資家がモニターしなくてはな

らないテーマを踏まえている。こうしたツールを活用

し、投資家が気候変動に関するより正確な進捗状況を

把握することにより、自分のポートフォリオに与える影

響を管理することが可能になるだろう。

　我々は今、数十年を要する変化の初期段階にいる。現

状小さな軌道調整であったとしても、長期的には大き

な変化となり得る。従って、このダッシュボードは最終

的にたどり着く精緻な気温予想分析ではなく、今後の

気温変動の動向に対する一つの方向性を示唆するもの

として貢献できればと考えている。
（年金情報 2018年10月15日号、ファンド情報 2018年10月22日号掲載）

標の下、世界の目標と政治活動とのギャップは埋まり

つつあり改善に期待が持てる。

　特にクリーンエネルギーにかかる技術は、政治的支

援なしでも継続して進歩している。世界的に見ると風力

および太陽光発電にかかる費用は、補助金なしでも化

石燃料と遜色ないレベルにまで低下している。2017年

初旬、世界経済フォーラムは、30以上の国において太

陽光および風力発電の費用が化石燃料並みまで低下し

ており、クリーンエネルギー技術は成長の転換点にあ

ると強調した。

　これは化石燃料企業による「2℃目標」は非現実的す

ぎるとの指摘とは矛盾する。輸送および電力供給の二

大分野で電気自動車やクリーンエネルギーが優位に

なってきている流れとは逆行し、化石燃料企業は、気温

上昇予測ダッシュボードで示されている通り生産量拡

大に向けた投資を継続している。

　石炭業界は、利益率が低いことから近年縮小傾向に

あり、石油やガスなどの業種よりも早く低炭素化が進

む見込みだ。こうした炭素回収・貯留に関する改善の進

展を受け、国際エネルギー機関(IEA)は、石炭について

相対的に楽観的な予想をしている。石炭業界の改善の

兆候は、決定的なものではなく一貫性にも欠けるが、急

速な低炭素化の可能性を示している。

　こうしたさまざまな改善をモニターし続けることが、

気候変動が投資に与える影響に備えるために極めて重

要になる。

出所：シュローダー。2018年7月現在
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いる。日本でもスチュワードシップ・

コードが進展するとともに、公的年金

がけん引役となってESG投資は、ここ

数年で急速な広がりを見せている。し

かし、世界的に見ても運用資産残高の大

きい年金基金や機関投資家と比較的規模

の小さい投資家との間には、ESG投資への

意識とその取り組みにギャップが生じている。

公的年金など規模が大きいアセットオーナーは資

本市場全体の価値向上など、ユニバーサール・オー

ナーとしての責任や影響力が大きいことから、ESG投

資を重視する姿勢を強く打ち出している。

　新しい投資ソリューションとしても、ESG投資は有力

視されている。今回の調査によると、「伝統的資産クラ

スの革新的な運用戦略」や「リスク管理の改善」などに

次いで、「サステナビリティ（ESG）運用戦略の多様化」

を期待する投資家が多いことが明らかとなった。

ESG投資の発展には
目に見える成果の実現が必要
　欧米に続き、日本でもESG投資に取り組むことがも

はや不可欠となってきているものの、世界全体で見ると

ESGの要素が投資判断に何らかの影響を及ぼしてい

ると回答した投資家は68％にとどまる。その理由とし

て「パフォーマンスへの確信が十分持てない」「提供

データや情報の透明性が不足している」などといった

課題が挙げられた。多くの学問的な研究ではESGがパ

フォーマンスに貢献することが示されているが、それが

実際に投資家に認知されているとまでは言い難い。例

えば投資先企業とのエンゲージメントによって企業の

ESGへの取り組み姿勢が変わり、それらがパフォーマ

ンスにつながっていくなど、目に見える成果が一層求め

られていると言える。
（年金情報 2018年11月19日号掲載）

世界15カ国の機関投資家の
意識調査を実施
　シュローダーは、北米、欧州、アジア、中南米など世界

15カ国650の年金基金や機関投資家を対象に、サス

テナビリティ（ESG）投資の意識調査を実施した。今年

で2回目となる同調査では、昨年の67％を上回る74％

の投資家が「今後5年間でESG投資の重要性が一層増

す」と回答。企業の持続的な成長を支えるESG投資は、

世界的に長期投資のニューノーマルとなりつつあり、そ

れを実践するアクティブ運用の役割は大きい。

ESG投資への意識にギャップ
　これまでESG投資といえば欧州が先駆けとなり拡大

してきたが、むしろ最近ではアジアでの注目が高まって

長期投資のニューノーマル

投資ソリューションとして
ESG投資への意識高まる

シュローダーのESG　シリーズ④

───── 機関投資家向け ─────

今後5年間でESG投資の重要性はどう変化するか

■より重要　■変化なし　■あまり重要ではない

グローバル

欧州

北米

アジア

中南米

5%

4%

2%

8%

10%

21%

13%

29%

24%

18%

74%

83%

69%

68%

72%

若干あるいは
まったく影響なし 大きく影響

適度に影響

32%32% 27%27%

41%41%

グローバル

投資判断にESG要素はどの程度影響するか

大気汚染、貧困、労働環境などが深刻

な 社 会 問 題となってい る国 ほど、

ESG投資への意識が高い傾向にあ

る。一方、日本の投資家の割合は44％

と、今回調査対象とした国の中で最も低

かった。

確信持てない投資家はわずか2割強
アジアでESG投資の関心高まる

　これまでESG投資といえば欧州が先駆けとなって

拡大してきたが、むしろ最近ではアジアでの注目が高

まっている。過去5年間で実際にESG投資の比率を増

やした投資家は世界で64％となった。特にアジアの投

資 家（6 9 ％）が 意 欲 を 示し、米 州（6 6 ％）や 欧 州

（60％）などを上回った。世代別ではミレニアル世代の

関心が高く、比較的年齢の若い層ほど気候変動や労働

環境、企業不祥事などに問題意識を持っていることが

明らかとなった。

　その一方で、ESG投資に関する情報や知識が不足し

ているため、ESGの重要性は感じるものの、いま一歩踏

み出せない投資家が多い実態も浮き彫りとなった。

　刻々と変化する市場環境の中、この先数十年を見据

えると、環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）の3つの課

題への着目なくして企業の長期の成長は語れない。長

期的な視点に立った投資は企業の持続的成長を支え、

同時に経済全体の利益となり、投資収益の向上にもつ

ながっていく。ESGが長期投資の柱として、日本でもよ

り多くの投資家に広がっていくには、ESG投資に関す

る透明性の高い情報が求められていると言える。
(ファンド情報 2018年11月26日号、ニッキン投信情報 2018年12月3日号掲載)

世界30カ国2万人強の
個人投資家の意識調査を実施
　シュローダーは、米国、欧州、アジア、中南米など世界

30カ国2万2千人の個人投資家を対象に、サステナビ

リティ（ESG）投資の意識調査を実施した。今年で2回

目となる同調査では、昨年とほぼ同様の76％の投資家

が「過去5年間でESG投資がより重要になった」と回

答。中でもインドネシア（97％）やインド（95％）、タイ

（90％）、ブラジル（89％）が、ドイツ（79％）や米国

（75％）、英国（68％）などを大きく上回った。温暖化や

長期投資のニューノーマル
世界の個人投資家の間で
ESG投資への意識高まる

シュローダーのESG　シリーズ④

───── 個人投資家向け ─────

ESGを重視した投資を行わない理由は何ですか
（グローバル）

（複数回答）

ESG投資の情報や知識が不足している

投資先企業とのエンゲージメント（対話）に関する情報が
不足している

ESG投資の運用商品の数が限られている

ESG投資への幅広いアドバイスが得られない

ESGを重視していない運用商品と同じような投資収益が
得られない懸念がある

どの運用商品がESGを重視しているかわからない

ESGは短期的なトレンドと考えている

57%
26%

26%

26%

25%

22%

ESG投資の運用商品は他の商品より手数料が高い可能性がある16%

13%過去5年間でESG投資の重要性はどう変化したか

■かなり／やや重要　■変化なし　■ほとんど／やや重要ではない

グローバル

米州

欧州

アジア
（除く日本）

日本

3%

3%

3%

3%

2%

21%

22%

23%

12%

54%

76%

75%

74%

85%

44%
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いる。日本でもスチュワードシップ・

コードが進展するとともに、公的年金

がけん引役となってESG投資は、ここ

数年で急速な広がりを見せている。し

かし、世界的に見ても運用資産残高の大

きい年金基金や機関投資家と比較的規模

の小さい投資家との間には、ESG投資への

意識とその取り組みにギャップが生じている。

公的年金など規模が大きいアセットオーナーは資

本市場全体の価値向上など、ユニバーサール・オー

ナーとしての責任や影響力が大きいことから、ESG投

資を重視する姿勢を強く打ち出している。

　新しい投資ソリューションとしても、ESG投資は有力

視されている。今回の調査によると、「伝統的資産クラ

スの革新的な運用戦略」や「リスク管理の改善」などに

次いで、「サステナビリティ（ESG）運用戦略の多様化」

を期待する投資家が多いことが明らかとなった。

ESG投資の発展には
目に見える成果の実現が必要
　欧米に続き、日本でもESG投資に取り組むことがも

はや不可欠となってきているものの、世界全体で見ると

ESGの要素が投資判断に何らかの影響を及ぼしてい

ると回答した投資家は68％にとどまる。その理由とし

て「パフォーマンスへの確信が十分持てない」「提供

データや情報の透明性が不足している」などといった

課題が挙げられた。多くの学問的な研究ではESGがパ

フォーマンスに貢献することが示されているが、それが

実際に投資家に認知されているとまでは言い難い。例

えば投資先企業とのエンゲージメントによって企業の

ESGへの取り組み姿勢が変わり、それらがパフォーマ

ンスにつながっていくなど、目に見える成果が一層求め

られていると言える。
（年金情報 2018年11月19日号掲載）

世界15カ国の機関投資家の
意識調査を実施
　シュローダーは、北米、欧州、アジア、中南米など世界

15カ国650の年金基金や機関投資家を対象に、サス

テナビリティ（ESG）投資の意識調査を実施した。今年

で2回目となる同調査では、昨年の67％を上回る74％

の投資家が「今後5年間でESG投資の重要性が一層増

す」と回答。企業の持続的な成長を支えるESG投資は、

世界的に長期投資のニューノーマルとなりつつあり、そ

れを実践するアクティブ運用の役割は大きい。

ESG投資への意識にギャップ
　これまでESG投資といえば欧州が先駆けとなり拡大

してきたが、むしろ最近ではアジアでの注目が高まって

長期投資のニューノーマル

投資ソリューションとして
ESG投資への意識高まる

シュローダーのESG　シリーズ④

───── 機関投資家向け ─────

今後5年間でESG投資の重要性はどう変化するか

■より重要　■変化なし　■あまり重要ではない

グローバル

欧州

北米

アジア

中南米

5%

4%

2%

8%

10%

21%

13%

29%

24%

18%

74%

83%

69%

68%

72%

若干あるいは
まったく影響なし 大きく影響

適度に影響

32%32% 27%27%

41%41%

グローバル

投資判断にESG要素はどの程度影響するか

大気汚染、貧困、労働環境などが深刻

な 社 会 問 題となってい る国 ほど、

ESG投資への意識が高い傾向にあ

る。一方、日本の投資家の割合は44％

と、今回調査対象とした国の中で最も低

かった。

確信持てない投資家はわずか2割強
アジアでESG投資の関心高まる

　これまでESG投資といえば欧州が先駆けとなって

拡大してきたが、むしろ最近ではアジアでの注目が高

まっている。過去5年間で実際にESG投資の比率を増

やした投資家は世界で64％となった。特にアジアの投

資 家（6 9 ％）が 意 欲 を 示し、米 州（6 6 ％）や 欧 州

（60％）などを上回った。世代別ではミレニアル世代の

関心が高く、比較的年齢の若い層ほど気候変動や労働

環境、企業不祥事などに問題意識を持っていることが

明らかとなった。

　その一方で、ESG投資に関する情報や知識が不足し

ているため、ESGの重要性は感じるものの、いま一歩踏

み出せない投資家が多い実態も浮き彫りとなった。

　刻々と変化する市場環境の中、この先数十年を見据

えると、環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）の3つの課

題への着目なくして企業の長期の成長は語れない。長

期的な視点に立った投資は企業の持続的成長を支え、

同時に経済全体の利益となり、投資収益の向上にもつ

ながっていく。ESGが長期投資の柱として、日本でもよ

り多くの投資家に広がっていくには、ESG投資に関す

る透明性の高い情報が求められていると言える。
(ファンド情報 2018年11月26日号、ニッキン投信情報 2018年12月3日号掲載)

世界30カ国2万人強の
個人投資家の意識調査を実施
　シュローダーは、米国、欧州、アジア、中南米など世界

30カ国2万2千人の個人投資家を対象に、サステナビ

リティ（ESG）投資の意識調査を実施した。今年で2回

目となる同調査では、昨年とほぼ同様の76％の投資家

が「過去5年間でESG投資がより重要になった」と回

答。中でもインドネシア（97％）やインド（95％）、タイ

（90％）、ブラジル（89％）が、ドイツ（79％）や米国

（75％）、英国（68％）などを大きく上回った。温暖化や

長期投資のニューノーマル
世界の個人投資家の間で
ESG投資への意識高まる

シュローダーのESG　シリーズ④

───── 個人投資家向け ─────

ESGを重視した投資を行わない理由は何ですか
（グローバル）

（複数回答）

ESG投資の情報や知識が不足している

投資先企業とのエンゲージメント（対話）に関する情報が
不足している

ESG投資の運用商品の数が限られている

ESG投資への幅広いアドバイスが得られない

ESGを重視していない運用商品と同じような投資収益が
得られない懸念がある

どの運用商品がESGを重視しているかわからない

ESGは短期的なトレンドと考えている

57%
26%

26%

26%

25%

22%

ESG投資の運用商品は他の商品より手数料が高い可能性がある16%

13%過去5年間でESG投資の重要性はどう変化したか

■かなり／やや重要　■変化なし　■ほとんど／やや重要ではない

グローバル

米州

欧州

アジア
（除く日本）

日本

3%

3%

3%

3%

2%

21%

22%

23%

12%

54%

76%

75%

74%

85%

44%
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悪となっている。世界に健康志向が

広がる中、大手食品・飲料メーカーは

規制の強化や政策の変更、労働生産

性の低下、消費トレンドの変化、訴訟の

可能性などといった、“次のタバコ”にな

りかねないリスクに直面している。

　その一方で投資家は、ヘルスケアやフィッ

トネス、栄養補助食品関連の企業といった、

健康志向の流れをくんだ投資先を選び始めてい

る。食品・飲料メーカーのうち、将来を見据えた企業

は、より健康的な製品で市場シェアを高めていくもの

と考えられる。これらのトレンドに適応できない企業

は、市場からの逆風にさらされることになる。しかし、

こうした大きな流れは完全には理解されていないと

言える。

食品・飲料メーカーとタバコ企業の
共通点とは？
　食品・飲料業界とタバコ業界には以下のような共通

点がある。

自主規制能力：

　タバコと食品・飲料業界はどちらも業界からの働き

かけが強く、自主規制に依存してきた。しかし、近年米

国食品医薬品局(FDA)が栄養成分表示について、糖類

の量および1日の摂取比率を示すよう義務付けたなど、

タバコ同様に、政府による規制が業界へ影響力を持つ

ようになってきている。

医療費増大への対応：

　近年、生活習慣病は医療費が膨らむ要因の一つに

なっている。増え続ける医療費を抑える狙いとして、欧

米では政府が生活習慣病の引き金となっている砂糖に

ついても、相次いで課税する動きが広がっている。また

今後、タバコ同様に訴訟の可能性が考えられる。

中毒性のある成分：

　タバコと異なり、砂糖の中毒性は今のところまだ法

廷で認められたわけではないが、科学的根拠が提示さ

れれば、訴訟リスクが高まる可能性がある。

　つまり、食品・飲料業界は、1980年代のタバコ業

界と置かれている状況が似ており、今後、売上減少や

大規模訴訟に追い込まれる恐れがある。今後のこう

したリスクを見通す上で、以下3点が鍵となってくる

だろう。

砂糖に対する消費者の懸念と
政治意識高まる
　近年、世界で砂糖がタバコと同じように社会的に注

目され、食品・飲料メーカーにとってのリスクとなりつつ

ある。砂糖摂取量の増加に対する消費者の懸念や政治

意識が高まっていることがその背景にある。例えば、砂

糖の含有量についてインターネットの検索件数が増加

傾向にあるのをご存じだろうか。政治やメディアの活動

を背景に関心が高まっており、食品・飲料メーカーに

とっては課題となっている。

　リスクの中心となっているのは、糖分の過剰摂取が

原因とされる糖尿病や高血圧といった生活習慣病であ

る。過去15年間、巨額の罰金や訴訟和解金を経験して

きたタバコ企業と、食品・飲料メーカーには共通点があ

ると言える。

　シュローダーは、2015年以降、問題に関してさらに

分析を行うと同時に、各種団体と連携して投資先企業

へのエンゲージメント（建設的な対話）を積極的に行っ

てきた。

投資家はより健康志向の強い
投資先を選好する傾向に
　肥満率や食生活に関連する病気の罹患率は過去最

スクを企業調査や投資判断に取り込んでいく必要があ

ると考えている。また、今後とも食品・飲料メーカーに対

して積極的なエンゲージメントを行うことで、投資家の

選好や市場のトレンド、食品・飲料業界がいま直面して

いるリスクなどを共有していくつもりだ。

（年金情報 2018年12月3日号、ファンド情報 2018年12月10日号掲載）

1. 医療機関や保健機関からの懸念や消費者意識の

高まり

2. 人口動態、医療費の増加

3. 砂糖とメタボリックシンドロームの因果関係の

新しい科学的根拠の提示

今後のポイントは砂糖と
メタボリックシンドロームとの因果関係に
科学的根拠が示されるかどうか
　1点目と2点目については世界ではすでに現実のも

のとなっている。世界保健機関(WHO)が1日の糖類摂

取量に関する指針を発表したことに加えて、健康に対

する消費者の意識が高まった結果、炭酸飲料の需要が

減少した。

　生活習慣病による医療費の増加が財政の大きな重

荷になっていることに、各国政府も危機感を募らせてい

る。過剰な糖分に対する課税は、食生活の改善を促すと

ともに、税収にもつながる。フランスやメキシコ、米国の

一部、英国が相次いで砂糖税を導入した背景には健康

リスクを低減したいという狙いがある。

　3点目についてはこれからではあるが、将来、砂糖と

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の因果関

係が科学的に証明された場合、同じような製品が世界

中で販売されているため、タバコ業界の時よりも速い

ペースで波紋が広がると考えられる。

　生活必需品業界は、健康リスクへの懸念や消費者意

識の高まりなどを背景に、今後数年間で規制圧力が強

まると考える。

　アクティブ投資家として、シュローダーはこうしたリ

長期投資のニューノーマル

“次のタバコ”になりかねない
リスクに直面する砂糖

シュローダーのESG　シリーズ⑤

悪となっている。世界に健康志向が

広がる中、大手食品・飲料メーカーは

規制の強化や政策の変更、労働生産

性の低下、消費トレンドの変化、訴訟の

可能性などといった、“次のタバコ”にな

りかねないリスクに直面している。

　その一方で投資家は、ヘルスケアやフィッ

トネス、栄養補助食品関連の企業といった、

健康志向の流れをくんだ投資先を選び始めてい

る。食品・飲料メーカーのうち、将来を見据えた企業

は、より健康的な製品で市場シェアを高めていくもの

と考えられる。これらのトレンドに適応できない企業

は、市場からの逆風にさらされることになる。しかし、

こうした大きな流れは完全には理解されていないと

言える。

食品・飲料メーカーとタバコ企業の
共通点とは？
　食品・飲料業界とタバコ業界には以下のような共通

点がある。

自主規制能力：

　タバコと食品・飲料業界はどちらも業界からの働き

かけが強く、自主規制に依存してきた。しかし、近年米

国食品医薬品局(FDA)が栄養成分表示について、糖類

の量および1日の摂取比率を示すよう義務付けたなど、

タバコ同様に、政府による規制が業界へ影響力を持つ

ようになってきている。

医療費増大への対応：

　近年、生活習慣病は医療費が膨らむ要因の一つに

なっている。増え続ける医療費を抑える狙いとして、欧

米では政府が生活習慣病の引き金となっている砂糖に

ついても、相次いで課税する動きが広がっている。また

今後、タバコ同様に訴訟の可能性が考えられる。

中毒性のある成分：

　タバコと異なり、砂糖の中毒性は今のところまだ法

廷で認められたわけではないが、科学的根拠が提示さ

れれば、訴訟リスクが高まる可能性がある。

　つまり、食品・飲料業界は、1980年代のタバコ業

界と置かれている状況が似ており、今後、売上減少や

大規模訴訟に追い込まれる恐れがある。今後のこう

したリスクを見通す上で、以下3点が鍵となってくる

だろう。

砂糖に対する消費者の懸念と
政治意識高まる
　近年、世界で砂糖がタバコと同じように社会的に注

目され、食品・飲料メーカーにとってのリスクとなりつつ

ある。砂糖摂取量の増加に対する消費者の懸念や政治

意識が高まっていることがその背景にある。例えば、砂

糖の含有量についてインターネットの検索件数が増加

傾向にあるのをご存じだろうか。政治やメディアの活動

を背景に関心が高まっており、食品・飲料メーカーに

とっては課題となっている。

　リスクの中心となっているのは、糖分の過剰摂取が

原因とされる糖尿病や高血圧といった生活習慣病であ

る。過去15年間、巨額の罰金や訴訟和解金を経験して

きたタバコ企業と、食品・飲料メーカーには共通点があ

ると言える。

　シュローダーは、2015年以降、問題に関してさらに

分析を行うと同時に、各種団体と連携して投資先企業

へのエンゲージメント（建設的な対話）を積極的に行っ

てきた。

投資家はより健康志向の強い
投資先を選好する傾向に
　肥満率や食生活に関連する病気の罹患率は過去最

スクを企業調査や投資判断に取り込んでいく必要があ

ると考えている。また、今後とも食品・飲料メーカーに対

して積極的なエンゲージメントを行うことで、投資家の

選好や市場のトレンド、食品・飲料業界がいま直面して

いるリスクなどを共有していくつもりだ。

（年金情報 2018年12月3日号、ファンド情報 2018年12月10日号掲載）

1. 医療機関や保健機関からの懸念や消費者意識の

高まり

2. 人口動態、医療費の増加

3. 砂糖とメタボリックシンドロームの因果関係の

新しい科学的根拠の提示

今後のポイントは砂糖と
メタボリックシンドロームとの因果関係に
科学的根拠が示されるかどうか
　1点目と2点目については世界ではすでに現実のも

のとなっている。世界保健機関(WHO)が1日の糖類摂

取量に関する指針を発表したことに加えて、健康に対

する消費者の意識が高まった結果、炭酸飲料の需要が

減少した。

　生活習慣病による医療費の増加が財政の大きな重

荷になっていることに、各国政府も危機感を募らせてい

る。過剰な糖分に対する課税は、食生活の改善を促すと

ともに、税収にもつながる。フランスやメキシコ、米国の

一部、英国が相次いで砂糖税を導入した背景には健康

リスクを低減したいという狙いがある。

　3点目についてはこれからではあるが、将来、砂糖と

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の因果関

係が科学的に証明された場合、同じような製品が世界

中で販売されているため、タバコ業界の時よりも速い

ペースで波紋が広がると考えられる。

　生活必需品業界は、健康リスクへの懸念や消費者意

識の高まりなどを背景に、今後数年間で規制圧力が強

まると考える。

　アクティブ投資家として、シュローダーはこうしたリ
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を最大83％上げるなど強化

ハンガリー 2011年、糖分や塩分の多いスナック菓子や
飲料などに対する課税を導入

フランス 2011年、砂糖入り飲料に課税する通称ソー
ダ税を導入

メキシコ 2014年、スナック菓子や砂糖入り飲料に対
する課税を導入

米国

2015年、カリフォルニア州バークレー市が
砂糖入り飲料に対する課税を導入。その後、
フィラデルフィア、サンフランシスコ、オーク
ランド、シアトルなどでも相次いで導入

フィリピン 2017年、砂糖入り飲料に対する課税を導入

英国
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リスクと投資機会への影響

出所：シュローダー

動機

1. 消費者の健康
 志向
2. 医療費の増大
3. 科学の進歩

リスクに適応した商品ラインアップに転換することで、売り上げ増加を図ることが求められる

━ 規制の強化
━ 砂糖税の導入
━ タバコ同様の製品警告
━ 販売機会の損失
━ 消費者トレンドの変化

リスク

現時点での影響
━ 将来的に低い成長率
━ 売上原価の上昇

潜在的な将来の影響
━ 訴訟費用の負担や
 信用力の低下、
 潜在的な評価損
━ 低い成長力と収益性で
 企業価値が毀損

バリュエーション

━ 売上の減少
━ 訴訟費用の負担
━ 風評被害の標的
━ 該当業種の株価低迷
━ M&A（合併・買収）や
 アクティビスト投資家の
 対象

結果

9



悪となっている。世界に健康志向が

広がる中、大手食品・飲料メーカーは

規制の強化や政策の変更、労働生産

性の低下、消費トレンドの変化、訴訟の

可能性などといった、“次のタバコ”にな

りかねないリスクに直面している。

　その一方で投資家は、ヘルスケアやフィッ

トネス、栄養補助食品関連の企業といった、

健康志向の流れをくんだ投資先を選び始めてい

る。食品・飲料メーカーのうち、将来を見据えた企業

は、より健康的な製品で市場シェアを高めていくもの

と考えられる。これらのトレンドに適応できない企業

は、市場からの逆風にさらされることになる。しかし、

こうした大きな流れは完全には理解されていないと

言える。

食品・飲料メーカーとタバコ企業の
共通点とは？
　食品・飲料業界とタバコ業界には以下のような共通

点がある。

自主規制能力：

　タバコと食品・飲料業界はどちらも業界からの働き

かけが強く、自主規制に依存してきた。しかし、近年米

国食品医薬品局(FDA)が栄養成分表示について、糖類

の量および1日の摂取比率を示すよう義務付けたなど、

タバコ同様に、政府による規制が業界へ影響力を持つ

ようになってきている。

医療費増大への対応：

　近年、生活習慣病は医療費が膨らむ要因の一つに

なっている。増え続ける医療費を抑える狙いとして、欧

米では政府が生活習慣病の引き金となっている砂糖に
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傾向にあるのをご存じだろうか。政治やメディアの活動

を背景に関心が高まっており、食品・飲料メーカーに

とっては課題となっている。
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る。過去15年間、巨額の罰金や訴訟和解金を経験して
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てきた。
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投資先を選好する傾向に
　肥満率や食生活に関連する病気の罹患率は過去最

スクを企業調査や投資判断に取り込んでいく必要があ

ると考えている。また、今後とも食品・飲料メーカーに対

して積極的なエンゲージメントを行うことで、投資家の

選好や市場のトレンド、食品・飲料業界がいま直面して
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━ 販売機会の損失
━ 消費者トレンドの変化

リスク

現時点での影響
━ 将来的に低い成長率
━ 売上原価の上昇

潜在的な将来の影響
━ 訴訟費用の負担や
 信用力の低下、
 潜在的な評価損
━ 低い成長力と収益性で
 企業価値が毀損

バリュエーション

━ 売上の減少
━ 訴訟費用の負担
━ 風評被害の標的
━ 該当業種の株価低迷
━ M&A（合併・買収）や
 アクティビスト投資家の
 対象

結果
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本資料は、情報提供を目的としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、いかなる有価証券の売買の申込み、
その他勧誘を目的とするものではありません。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。本資料に記載された特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を説明するための参考情報として記載したも
のであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的とした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。本資料
中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また当該銘
柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。本資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。

機関投資家のお客様
投資一任契約を前提として、本資料に記載されているシュローダーの運用戦略をご検討のお客様は弊社までお問い合わせください。
【費用等について】弊社が投資運用業としてお客様に資産運用サービスをご提供する際には、運用報酬の他、組み入れ資産の売買手数料、保管費用等をお客様にご負担いた
だきます。運用報酬及びその他の手数料、費用等は、契約の種類、契約資産残高、運用手法、及び運用状況等により異なるため、あらかじめその料率やその上限額等を表示
することはできません。
【リスクについて】　受託資産の運用には、組み入れ有価証券等の価格変動リスク（ファンド等かかる有価証券等がさらに組み入れている対象物の価格変動リスクも含みます）、
金利や金融市場の相場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない市場流動性リスク、及び株式やその他の有価証券の発行体の信用リスク等の影響を受けます。ま
た、外貨建ての資産は、為替変動リスクの影響も受けます。従って、これらの影響により組入れ資産の価格が変動して損失を生じ、投資元本を毀損する可能性があります。受
託資産の運用によって生じた損益はすべてお客様に帰属します。
費用、リスクの詳細につきましては、契約に先だってお渡しする契約締結前書面をご熟読ください。

個人投資家のお客様
本資料においては本邦個人投資家のお客様に対して弊社がご提供する投資信託について具体的に記載しておりません。本資料に記載の運用戦略にご興味のあるお客様は下
記弊社ウェブサイトをご覧ください。

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

シュローダーのESG 詳しくは www.schroders.co.jp/esg-jp


