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ピーター・ハリソン
グループCEO

新型コロナウイルスの感染拡大下において、長期的な視野を持つこ

との重要性がかつてないほどに高まっています。

企業はサポートされるべきですが、そのためにはいくつかの条件が必

要であると考えます。

新型コロナウイルスの感染拡大下において投資業界ができること

新型コロナウイルスの感染拡大の防止策によって、企業や個人の財政は今後数か月で非常に厳しい状況に陥る可能性があります。

資産運用業界も試練に直面すると考えています。健全で存続可能なビジネスをどのようにサポートしていくことができるかが実際に問わ

れることになり、また、我々が真の長期投資家であるかを問われることにもなります。

資金を管理する立場の者として、長期的で持続可能なビジネスモデルを有する企業に投資することが運用者の役割です。

しかし、最も先進的な企業であったとしても足元の異例の短期的なショックに直面しており、いくつかの企業については存続の危機に陥

る可能性があるとみています。

我々ができること

一つ明らかなのは、このような危機的状況の以前には株主に対して価値を提供していた優れた企業が数多く存在するということです。

このような企業が足元のような異常な環境下においてもビジネスが棄損されないことが必要不可欠であると考えます。

ファンドマネジャーはこの観点において重要な役割を果たすといえます。企業が直面している問題について、経営陣と率直でオープンな

対話を実施し、独創的な解決方法を見つけるために協働することが重要であると考えます。

企業には我々と対話するように促しています。また、運用者には、差し迫った課題を認識するために、企業と対話を実施するように促し

ています。そして、企業ごとにこのような課題を解決できるよう対話を実施していきます。解決策のうち一部は非常に創造的なものにな

ることは間違いなく、これは人間同士の対話によってしか成し遂げられないものであると考えます。

対照的に、機械化されたトレーディングの欠点がより明確になると考えます。アルゴリズムによる資産運用では、このような課題に対する

答えを見つけ出すことはできないと考えます。

協働することが必要

同様に、ファンドマネジャーは問題を単独で解決することはできません。我々は政府やほかの株主、銀行と協働する必要があります。例

えば、当局と貸し手が関与している場合にのみ、我々は企業の株式による資金調達に協力することができます。そして、我々と同様に、

彼らも想像力豊かな思考を持つ必要があります。

今後数か月間の我々の行動は、多くの人々の生活へ影響を及ぼすと考えています。

価格の変動の大きさを利用して利益を得ようとするような短期的な投資ではなく、長期的に堅調な見通しを有する企業へ投資を行う

ことが我々の果たすべき役割であると考えています。

シュローダーでは、企業とのエンゲージメントや実態調査など、サステナビリティへの取り組みを掲載したサステナブル・イ

ンベストメント・レポートを四半期毎に作成しています。本レポートでは、2020年第1四半期のサステナブル・インベス

トメント・レポートを構成する内容の一部をご紹介します。今回のテーマは、新型コロナウイルスの感染拡大下において

投資業界ができることと題したグループCEOのメッセージと、レポーティングの新たなアプローチについてです。
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ただし、無条件でサポートするわけではない

第一に、支援の対象は慎重に設定すべきであると考えます。アセットオーナーの代理人として、例えば、善意の支援策は経営陣ではな

く、従業員の将来を保証するものであることが求められます。

支援される企業は、ステークホルダーとの社会契約の強さを示す必要があります。投資家が柔軟な姿勢を示している場合、企業の経

営側も同様に柔軟であるべきで、従業員やサプライヤー、顧客をどのように扱うかという観点において我々は注視し必要に応じて積極

的にエンゲージメントを行います。

第二に、我々には、顧客のために長期的な利益を獲得する責任があります。そのためには、弱点に対処していない企業に投資をする

ことは避けるべきで、このルールは決して変更してはいけないと考えています。

すべてのステークホルダーが何かしらの痛みを受けるでしょう。投資家はすでに株価の下落に直面しており、多くの企業は配当金の支払

いを一時停止する必要に迫られることが想定されます。

足元の危機は深刻なものとなっていますが、今は長期的な視野を持つことが重要であると考えます。シュローダーはこの理念のもと、

216年の歴史の中で多くの市場の危機的状況を乗り越えてきました。

今日の我々の使命は、産業界が短期的な混乱に巻き込まれないようにすることであり、長期投資こそがうまく乗り越えるポイントである

と考えています。
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ジェシカ・グランド
スチュワードシップ
グローバルヘッド

単にサステナブル投資チームが行ったエンゲージメント件数を公表するだけでなく、被投資企業に影響を及ぼすという観点からは、我々

のESGインテグレーションのプロセスが有効なものであるということを示す内容のレポーティングである必要があると考えます。また、シュロー

ダーは、2020年末までにすべての戦略においてESGインテグレーションを完了させるという目標を掲げており、サステナブル投資チームに

よる直接的なサポートなしで各運用者が行ったESGにフォーカスしたミーティングの内容を把握することが重要であると考えます。我々が

持つ影響力を議決権行使を通して反映させることや、業界団体や公共政策への関与が市場レベルでのサステナビリティへの取り組み

推進につながることを認識することも重要であると考えます。このような活動は、業界のベストプラクティスや新たなガバナンス基準、レポ

ーティング慣行を形作る手助けとなります。このようなことを考慮した結果、以下のような5層に分けてレポーティングを行うこととしました。

この方法によって、我々のエンゲージメントへのすべての取り組みを社内で完了したESGインテグレーションに沿ってレポーティングを行う

ことができます。ESGインテグレーションを多くの運用戦略で完了させ、エンゲージメントの影響力の測定に対する理解を深めるにしたが

って、我々のアプローチも進化させていきます。

5：業界団体や公共政策への関与
例えばCDP(Carbon Disclosure Project)への積極的なサポートを通じたより優れた環境に関するレポーティングの支
援等、我々の業界団体への関与が市場レベルでどの程度程度サステナビリティを推進したかを数値化します。また、公共
政策へ与えた影響についても把握できます。

3：共同エンゲージメント、大規模なコミュニケーション
Eメールやレターを多くの企業へ送付します。議決権行使において経営側への反対票を投じた際に説明を実施します。

2：運用者主導でのエンゲージメント
グローバルで500名を超える運用担当者により主導されます。

4：全保有銘柄について積極的に議決権を行使、企業とのミーティングを実施
企業とのミーティングのうち、シェアホルダーについて議論したものの主な議題ではなかったものについても考慮します。加えて、
シュローダーのグローバルでの議決権行使状況も反映します。

1：サステナビリティに関する徹底したエンゲージメント
20名のサステナブル投資チームにより主導されます。エンゲージメント内容は、12か月後に進捗状況を評価しています。

範囲の広さ(企業数)

レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
正
確
さ

エンゲージメントを、サステナビリティに関しての自分たちの考えを

推進する、という観点からみると、我々はどのように投資先企業に

影響を与えることができるかについて、より幅広い視野で考える必

要があるといえます。
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2020年第1四半期

エンゲージメント

エンゲージメントの方法

国・地域別エンゲージメント

27%
19%

30%

21%

1%

2%

出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

セクター別エンゲージメント

出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点 出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

アジア・パシフィック 30%

欧州（除く英国） 21%

ラテンアメリカ 2%

中東およびアフリカ 1%

北アメリカ 19%

英国 27%

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
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。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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一般消費財・サービス 9% 生活必需品 17%

エネルギー 19% 金融 8%

ヘルスケア 4% 資本財・サービス 15%

情報技術 4% 素材 12%

電気通信サービス 1% 公益事業 11%



ESG四半期レポート:投資業界にできること

シュローダー・グローバル・インサイト

2020年5月

情報提供資料

グローバル
インサイト

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

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。

5

2020年第1四半期

株主の議決権行使

議決権の行使状況

国・地域別議決権行使

出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

反対票を投じた理由

当チームは、我々には株主の議決権を行使する義務があると考えています。従って、議案を評
価した上で、株主に対する受託者責任のもと、議決権を行使します。シェアブロッキング等の理
由により制限が設けられていない限り、全ての決議において投票しています。
今四半期は保有する企業が開催したうち約91％にあたる877回の株主総会において議決権
を行使しました。
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出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
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。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。

出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

英国 17%

欧州（除く英国） 26%

北アメリカ 18%

アジア・パシフィック 31%

中東およびアフリカ 3%

ラテンアメリカ 5%

89%

10% 1%

賛成 89% 反対 10% 棄権 1%

52%

23%

9%

2%

9%
3%

1% 1%

取締役関係 52% 事業内容 23%

報酬 9% 株主の提案 2%

資産配分 9% 再編成 & 合併 3%

買収反対 1% その他 1%



ESG四半期レポート:投資業界にできること

シュローダー・グローバル・インサイト

2020年5月

情報提供資料

グローバル
インサイト

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

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。

6

2020年第1四半期

エンゲージメントの進捗状況

このセクションでは、1年前（今回の場合、2019年第1四半期）に企業へ行った提案に対しての進捗状況を 「達成」、「ほぼ達成」、

「ある程度の変化」、「変化なし」、 「改善の必要なし」に分類することにより評価します。

下図は、過去3年間における我々のエンゲージメントの有効性を示しています。我々の提案が実施されるまでには、時間を要す

ことが伺えます。従って通常、提案を行った12ヵ月後に評価を行い、その後に渡っても進捗を評価する形をとっています。

出所：シュローダー作成、2020年3月31日時点

過去3年間における提案の有効性

企業とのエンゲージメントの成功水準（％）
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以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
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。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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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・マネージメント・リミテッド（以下、「作成者」といます。）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（以下「弊社」といいます。）が和訳および編集したものであり、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。
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