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「不動産投資」 × 「ESG」

「不動産投資」 × 「ESG」という新しいコンセプトのもと、2021年5月に設定された「シュローダー・
グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド」。シュローダーは不動産投資にこそ、ESGの観点を
加味した運用が必要だと考えます。

情報提供資料

ESGを加味したリート投資の重要性
二酸化炭素を最も多く排出＊する産業は不動産・建設業であり、建築物に関する新技術の
活用や省エネルギーの重要性が増しています。また、新技術の導入や修繕が実施され、
グリーン認証等を取得した物件では、賃料や稼働率、物件価格の上昇が期待できます。

＊ エネルギー消費に由来する排出。※上記はイメージ図であり、実際の状況とは異なる場合があります。

建築物に関する省エネルギー関連の新技術の例 （イメージ）

ESG対応物件のメリット （イメージ）

認証を取得した物件は
賃料や稼働率

物件価格の上昇が期待できる

リート運営会社、不動産関連会社
ESG対応物件

（グリーン認証等を取得）を保有
〈グリーン認証のイメージ〉
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情報提供資料

不動産投資においてはESGの観点を加味した運用を行うことで投資収益の増加が期待できます。また、
ファンドではビッグデータを活用することで日々変化する不動産市場を的確に捉え、さらなる付加価値
を追求します。

投資収益を高めるポイント

シュローダー・グローバル・リート
ＥＳＧフォーカス・ファンドのポイント

ESGとビッグデータを活用した銘柄選択
リート運営会社や不動産関連会社が保有する世界中にある約18万物件について、ESGと
ビッグデータを活用することで、成長する銘柄を見つけ出します。

※上記は経済・社会の変化を反映し、市場規模が拡大しているセクターの例示を目的とするものであり、当該セクターの購入、売却等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、投資対象は上記セクターに限定されません。

ビッグデータ 

注目するセクター （イメージ）

◦環境（自然災害の対策等）◦経済成長（都市の経済状況や今後の成長性等）
◦技術革新（大学や研究機関の有無等） ◦交通アクセス（駅や空港からの距離等）

ESGとビッグデータを
活用した4つの注目点

 ESG 
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• 65ギガワットアワー（GWh）の削減
（1.5万世帯分の家庭の電気の年間
エネルギー消費量に相当)

• 平均削減率8.2％、37社が削減 1.5万世帯
エネルギーの
使用量

環境負荷の削減状況①

銘柄名 国／地域 業種 削減量と家庭の電気の
年間エネルギー消費量に相当する世帯数 削減率

プロロジス 米国 工業用リート -408GWh 9.4万世帯 -16%

カズンズ・プロパティーズ 米国 オフィスリート -260GWh 6.0万世帯 -51%

三菱地所 日本 各種不動産事業 -113GWh 2.6万世帯 -9%

ジャパン・ホテル・リート 日本 ホテル・リゾート
リート -93GWh 2.1万世帯 -33%

リージェンシー・
センターズ 米国 店舗用リート -67GWh 1.5万世帯 -18%

主要投資対象ファンド＊の削減効果と削減量の多い組入銘柄
（2021年、削減効果は投資比率における加重平均、同一基準ベース）

出所：シュローダー、GRESB、環境省等のデータを基にシュローダー作成。＊ シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズ。※国／地域は
原則として当該銘柄が主に取引されている取引所の所在国に基づき、マスターファンドの投資運用会社が作成した分類により表記。基準日は2021年12月末時点における
開示データが存在する43銘柄を基に計算。二酸化炭素の削減量、エネルギー消費の削減量、水の消費の削減量のデータは2021年と2020年の実績値の差分を集計。太陽光
発電による発電量データは2021年の実績を集計。

銘柄名 国／地域 業種 削減量と乗用車の
年間二酸化炭素排出量に相当する台数 削減率

カズンズ・プロパティーズ 米国 オフィスリート -119,277t 7.9万台 -51%

プロロジス 米国 工業用リート -76,429t 5.0万台 -11%

三菱地所 日本 各種不動産事業 -53,970t 3.5万台 -12%

セントリ・グループ オーストラリア 店舗用リート -36,290t 2.4万台 -12%

恒隆地産 中国 不動産運営会社 -34,285t 2.2万台 -15%

• 18,390トン（t）の削減
（1.2万台の乗用車の年間二酸化炭素
排出量に相当）

• 平均削減率10.0％、41社が削減 1.2万台
温室効果ガスの

排出量
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環境負荷の削減状況②

主要投資対象ファンド＊1の削減効果と削減量の多い組入銘柄
（2021年、削減効果は投資比率における加重平均、同一基準ベース）

出所：シュローダー、GRESB、環境省等のデータを基にシュローダー作成。＊1 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズ。＊2 米国の
住宅用リート4社が大幅な増加を報告。当該セクターはスマート・メーターの導入により、顧客の水使用量を正確に把握し、報告する実務が進捗した一方、組入銘柄内の32社
については、水使用量を削減していることから削減率の平均は9.5％となった。住宅用リートや介護施設等を含むヘルスケアリートは生活に必要な水を顧客が使用するため、
一般的に他のセクターと対比して使用量は多くなる傾向。※国／地域は原則として当該銘柄が主に取引されている取引所の所在国に基づき、マスターファンドの投資運用
会社が作成した分類により表記。基準日は2021年12月末時点における開示データが存在する43銘柄を基に計算。二酸化炭素の削減量、エネルギー消費の削減量、水の
消費の削減量のデータは2021年と2020年の実績値の差分を集計。太陽光発電による発電量データは2021年の実績を集計。

• 1,276メガリットル（ML）の増加＊2

• 平均削減率9.5％、32社が削減水の使用量

• 37ギガワットアワー（GWh）の利用／発電
（8,500世帯分の家庭の電気の年間
エネルギー消費量に相当） 8,500世帯

再生可能エネルギーの
利用／発電量

銘柄名 国／地域 業種 削減量と家庭の風呂（200リットル）
に相当する回数 削減率

ウェルタワー 米国 ヘルスケア
リート -22,191ML  1.1億回 -67%

三菱地所 日本 各種不動産事業 -1,570ML 785万回 -34%

ジャパン・ホテル・リート 日本 ホテル・リゾート
リート -1,373ML 686万回 -50%

セントリ・グループ オーストラリア 店舗用リート -971ML 485万回 -21%

プロロジス 米国 工業用リート -656ML 328万回 -22%

銘柄名 国／地域 業種 利用／発電量と家庭の電気の
年間エネルギー消費量に相当する世帯数

プロロジス 米国 工業用リート -291GWh 6.7万世帯

セントリ・グループ オーストラリア 店舗用リート -241GWh 5.5万世帯

キルロイ・リアルティ 米国 オフィスリート -240GWh 5.5万世帯

アレクサンドリア・
リアル・エステート 米国 オフィスリート -138GWh 3.1万世帯

ヒューリックリート 日本 各種リート -117GWh 2.7万世帯

次ページで
詳しくご紹介

6



出所：シュローダー、GRESBのデータを基にシュローダー作成。＊1 温室効果ガスの削減量や再生可能エネルギーの環境価値として認証等を受けたもの。事業者はクレジット
を取得することにより、自ら実施する削減対策に代わって削減を行なったとみなすこと（相殺）ができる。＊2 スコープとは温室効果ガス算定の範囲を指す。スコープ1は事業者
自らによる温室効果ガス直接排出、スコープ2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、スコープ3は、スコープ1、2を除いて、企業が原料調達から生産、
販売、廃棄までにおける間接排出。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズの状況。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、売却等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、運用するポートフォリオにおいて、当該個別
銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の投資行動について示唆するものでもありません。ESG分析はシュローダー
がスコアを策定。

環境負荷を削減する企業の具体例①

多様な取り組みにより脱炭素を達成
キルロイ・リアルティ
（米国、オフィスリート）

会社概要

サンフランシスコを中心に有力都市にオフィス物件を保有
する他、成長が期待されるライフサイエンスの研究所施設
を保有

環境負荷の削減策

● 15の物件に太陽光発電を設置し、運営物件の年間総エネルギー消費量の3％を発電（2020年時点）
● 大規模な太陽光発電を設置する開発契約を締結。2023年の完工後は、すべての運営物件での
電力消費を100％再生可能電力に変換できるクレジット＊1を購入予定

● 追加の温室効果ガス排出量をクレジットによって相殺することにより、2020年末にスコープ1
および2＊2の排出量に関して脱炭素を達成

● 今後5年において建設段階での排出、テナントによる排出、従業員およびテナント従業員の移動
に伴う排出を慎重に管理することで、スコープ3＊2の温室効果ガス排出量の削減に注力

顧客
従業員

環境

地域社会

規制当局・政府

サプライヤー

ガバナンス

マネジメントの質

キルロイ・リアルティ 米国銘柄の平均

ESG分析 リート

環境負荷の削減効果

● エネルギー使用量や温室効果ガスの排出量が比較的高いライフサイエンスの研究所施設8件を
報告しているものの、直近3年において着実に削減に取組む

● 再生可能エネルギーの利用／発電量はファンドの組入銘柄の中でも3位の実績
● 自助努力に加え、外部からクレジットを購入することで相殺

削減率（同一基準ベース） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
エネルギー使用量 -2.1% -4.7% -4.9% -4.4% -3.6% -1.5% -13.0%

温室効果ガス排出量 -11.3% -1.8% -1.1% -6.8% -4.9% -1.8% -14.1%
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株式

出所：シュローダー、GRESBのデータを基にシュローダー作成。＊1 スコープとは温室効果ガス算定の範囲を指す。スコープ1は事業者自らによる温室効果ガス直接排出、
スコープ2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、スコープ3は、スコープ1、2を除いて、企業が原料調達から生産、販売、廃棄までにおける間接排出。
＊2 原材料の調達から廃棄・リサイクルに至るまでの全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を二酸化炭素に換算し、商品・サービスに表示すること。＊3 長期的な
持続可能な社会の実現。＊4 省エネルギーの度合いを測る指標。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズの状況。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、売却等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、運用するポート
フォリオにおいて、当該個別銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の投資行動について示唆するものでもありません。
ESG分析はシュローダーがスコアを策定。

環境負荷を削減する企業の具体例②

環境不動産会社のグローバルリーダー
ファベジ
（スウェーデン、不動産運営会社）

会社概要

2005年設立、スウェーデン市内のビジネス地区に注力し、
主に本社オフィスや住宅を提供

環境負荷の削減策

● スコープ1および２＊1の温室効果ガス排出量を2030年までに50％削減（2018年対比）することを宣言
● スコープ3＊1の温室効果ガス排出量も詳細に計測し、削減を進める予定
● 物件や利用者の移動に伴うカーボンフットプリント＊2の削減を支援する目的のプロジェクトを開始
（企業、自治体、公共交通団体、地下鉄と協力し、サステナブル＊3な移動手段の割合を増やす行動
計画を設定し、測定方法を構築）

● テナント従業員のサステナブルな移動手段を実現するために物件と街路に電気自動車の充電
ステーションを設置。製品や廃棄物の化石燃料を使用しない輸送手段を使用し、地区内外に輸送
することを目的とするプロジェクトを開始

顧客
従業員

環境

地域社会

規制当局・政府

サプライヤー

ガバナンス

マネジメントの質

ファベジ 欧州・中東・アフリカ銘柄の平均

ESG分析

削減率（同一基準ベース） 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
エネルギー使用量 -10.2% -2.9% 1.6% -2.7% 4.8% -12.5% -10.4%

温室効果ガス排出量 -5.6% 0.0% 5.7% 4.1% -11.7% -30.5% -33.9%
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環境負荷の削減効果

● エネルギー強度＊4はオフィスセクター内での平均水準の半分以下と極めて優秀
● スコープ3の温室効果ガス排出量の削減をより強化
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経営陣の報酬
23%

取締役会の構成
22%

企業構造
（資本政策の変更、配当、合併・買収等）

18%

委員会報告
（監査役、財務諸表の承認等）

13%

企業統治
（買収防止、監査役、株主権利等）

7%

気候変動リスク
6%

社会 6%
環境 5%

シュローダーは、投資家として、またお客様の大切な資産を守る者として、責任を果たす義務があると
考えています。そのため、投資先企業に持続可能な経営を促すべく、企業行動に積極的に影響を及ぼす
よう努めています。投資先企業が「何を」行っているのかだけでなく、日 「々どのように」取り組んで
いるのかについても精査することより、投資先企業への理解が深まり、お客様の投資収益向上につながる
と考えています。

シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンドの運用チームは、保有銘柄を中心に1社
当たり年間1～4回のエンゲージメント（建設的対話）を実施し、各銘柄に関する評価を更新・管理してい
ます。エンゲージメントの実施を通じて、それぞれの企業が抱えている課題の解決を促し、中長期的な
企業価値の向上を享受することを目指します。

シュローダーが2021年に行ったエンゲージメントのトピック毎の比率

エンゲージメントとは？
投資先企業と建設的に対話を行い、課題の解決を促します。
エンゲージメントは、中長期的な投資収益を高める重要な要素
になります。

シュローダーのエンゲージメントについて

出所：シュローダー。
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＊1 排出を全体としてゼロにすること（排出量から吸収量を差し引いた合計がゼロ）。＊2 長期的な持続可能な社会の実現。＊3 投資先企業と建設的に対話を行い、課題の解決
を促すこと。＊4 グレスビー（Global Real Estate Sustainability Benchmarkの略）。2009年に欧州の主要な年金基金を中心に創設。＊5 気候関連財務情報開示 
タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略）。投資家や保険会社などに投融資・保険の対象企業の財務が気候変動から受ける影響の
考慮を求め、企業にも投資家などが参照するための情報開示を求めている。＊6 グリーンボンド（ソーシャルボンド）とは企業等が環境（社会）問題の解決に資する事業に要する
資金を調達するために発行する債券。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズの状況。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、売却等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、運用するポートフォリオにおいて、当該個別
銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の投資行動について示唆するものでもありません。写真はイメージです。

リート

エンゲージメントの背景

● 上記のエンゲージメントの実施後、経営に
より反映するための施策として報酬方針の
在り方について相談を受ける

エンゲージメントの内容

● サステナビリティに関連した項目など、非財務
要素をより報酬に反映させる案が取り上げ
られた。エンゲージメントは現在も継続中

トピック  2  | 報酬方針（ガバナンス）

エンゲージメントの背景

● 従前からサステナビリティ＊2に関するエンゲージメント（建設的対話）＊3を実施。2030年に向けたネットゼロ
目標に関して最高財務責任者（CFO）、広報担当者、サステナビリティ責任者と対話を実施

● シュローダーは企業がネットゼロを達成する具体的な道筋などに関心があり、対話を通じて理解を深める
ことを重視

エンゲージメントの内容

● 学生の行動習慣変化の奨励を評価。また、建築用ファブリック（LED、自動暖房、ヒートポンプなど）への投資、
100％再生可能エネルギーを利用する計画の進捗を確認

● 足元の規制環境や望ましい開示について対話を実施。規制や投資家からの要求は高まり続けているため、
同社のビジネスに合った情報開示フレームワーク（GRESB＊4やTCFD＊5など）の構築を提案し、網羅的な情報
開示の重要性を強調

● シュローダーはドイツや北欧諸国で実施されている例を参考事例として紹介し、情報開示フレームワークの
構築を支援

エンゲージメントの結果

● サイエンスに基づくネットゼロ目標を達成する具体的な道筋を公表
● 学生福祉カウンセリングを通じ、社会貢献についての議論を先導。これらの取り組みは、グリーンボンドや
ソーシャルボンド＊6を発行するうえで役立つ可能性

トピック  1  | 2030年に向けたネットゼロ目標（環境）

会社概要

英国の27都市で180の学生向け宿泊施設を保有・運営。手頃な価格で
安全な宿泊施設を提供

エンゲージメントのトピック

2030年に向けたネットゼロ＊1目標（環境）
報酬方針（ガバナンス）

エンゲージメントの具体例①

ユナイト・グループ
（英国、住宅リート）
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株式

＊1 インターネットなどのネットワーク経由でユーザーにサービスを提供する形態。＊2 温室効果ガスの排出について、できるだけ排出量が減るよう削減努力を行った後、
どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。
＊3 投資先企業と建設的に対話を行い、課題の解決を促すこと。＊4 持続可能な社会の実現に向けて、企業がどのような取り組みをしているかを開示する報告書。＊5 サーバー
の効率化や冷却システムの省エネ化等が導入された地球に優しいデータセンター。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド  グローバル・シティーズ
の状況。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、売却等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、
運用するポートフォリオにおいて、当該個別銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の投資行動について示唆するもの
でもありません。写真はイメージです。

エンゲージメントの具体例②

GDS（中国、インターネットサービス
およびインフラストラクチャー）

エンゲージメントの背景

● 過去3年間、ESGに関する懸念に対処するために最高財務責任者（CFO）や広報担当者と対話を実施
● 中国の海洋汚染、水力発電などグリーン電力の欠如、カーボンオフセット＊2市場の未熟さなどを理由に、
中国政府が主要都市の工業活動を抑制することを辞さない姿勢を示しているなか、地域内の電力割当を
十分に得られるかなど、エネルギー調達がデータセンター企業にとって重大なビジネスリスクであり、その
リスクを見極める必要性を認識

エンゲージメントの内容

● 環境課題に対し、データセンターのエネルギー効率を高める取り組みや再生可能エネルギー開発の進捗を
定期的に確認

● 中国のデータセンター企業に関する業界レポートを確認し、2020年9月に再生可能エネルギーに関する
エンゲージメント（建設的対話）＊3を再度実施。送電網会社と調整を進めていることや2021年に数値を含んだ
サステナビリティレポート＊4を公表する計画を確認

エンゲージメントの結果

● シュローダーとの継続的なエンゲージメントを受け、再生可能エネルギーの利用を自社の優先順位事項と
位置付けし、情報開示を改善

● 2030年までに100％再生可能エネルギーの使用、脱炭素の達成やグリーンデータセンター＊5の開発を含んだ
広範囲にわたる目標を設定し、過去1年間のESG関連の成果を公開するサステナビリティレポートを発行

● 2021年8月に再生可能エネルギーの容量拡大に投資する計画の進捗を公表

トピック | 2030年に向けたネットゼロ目標（環境）

会社概要

上海を拠点とする中国で最も急成長しているデータセンター事業者の
ひとつ。中国の主要なクラウド＊1ベースのプロバイダーに対してサービ
スを提供する、ホールセール型データセンターに注力

エンゲージメントのトピック

再生可能エネルギーの利用（環境）
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環境にやさしい魅力ある物件例 ①
（日本の物件編）

出所：会社資料等を基にシュローダー作成。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズの状況。例示した銘柄は2021年
12月末時点における組入銘柄。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、売却等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、運用するポートフォリオにおいて、当該個別銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の
投資行動について示唆するものでもありません。

HARUMI FLAG（ハルミ フラッグ）
東京都中央区

三井不動産、三菱地所
（各種不動産事業）

ヒルトン東京お台場
東京都港区

ジャパン・ホテル・リート
（ホテル・リゾートリート）

客室の真正面から見える
レインボーブリッジと東京タワー

東京都の自生種の植栽や
周辺街並みへの調和

水素ステーションから
燃料電池に水素を供給し
共用部電力として活用
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環境にやさしい魅力ある物件例 ②
（日本の物件編）

出所：会社資料等を基にシュローダー作成。※上記はシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・シティーズの状況。例示した銘柄は2021年
12月末時点における組入銘柄。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、売却等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、運用するポートフォリオにおいて、当該個別銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の
投資行動について示唆するものでもありません。

MARK IS（マークイズ）みなとみらい
神奈川県横浜市

三菱地所
（各種不動産事業）

プロロジスパーク東京新木場
東京都江東区

日本プロロジスリート
（工業用リート）

壁面緑化や屋上緑化を
積極的に活用

断熱材の使用
効率性の高いLED照明の導入
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シュローダー・グループのご紹介

出所：シュローダー。＊ 7,004億英ポンド、1英ポンド＝153.32円換算。※2021年6月末現在。

1804年、ロンドンで創業。
英国屈指の

独立系資産運用グループです。

217年
伝統と革新

世界の従業員が連携し
よりよい資産運用サービスの提供に

努めています。

5,600人
世界の従業員が連携

世界中の投資家のみなさまに
様々な投資ソリューションを

提供しています。

107兆円＊

欧州最大級の運用資産総額

1974年、東京に事務所を開設。
グローバルな投資機会を
提供しています。

47年
日本に根差したサービス

1870年（明治3年）、
日本初の鉄道敷設の資金調達に

貢献しました。

151年
日本との深い結びつき

日本と英国をつなぐ歴史
1870年日本初の国債発行
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シュローダー・グループのサステナビリティに関するデータ

A+
国連責任投資原則（PRI）から
6年連続で最高格付けを取得＊1

4,657億円
サステナブルに関連する資産の

運用資産総額

2,150件以上
エンゲージメント（投資先企業
との建設的対話）の件数

99％
議決権行使の実施

A-
CDP（カーボン・ディスクロージャー・
プロジェクト）から高評価を取得＊2

100％
GRESBに開示している不動産ファンドのうち
すべてのファンドでグリーンスター評価を取得＊4

外部からの評価 これまでの取り組み

モーニングスターからアドバンスド・
ESGコミットメント・レベルの評価を取得＊3

運用するすべての資産で
ESGインテグレーションを完了

出所：シュローダー。＊1 国連責任投資原則（PRI）の2015年～2020年の評価レポート。＊2 気候変動分野における2020年の評価。評価のスコアはA～Dで表示。＊3 モーニング
スターの2020年の評価レポート。「リーダー」、「アドバンスド」、「ベーシック」、「ロー」で評価。＊4 不動産セクターを5段階で分類する国際的な評価基準。不動産ファンド
9ファンドのうち9ファンドすべてが獲得。※2020年12月末現在。第三者機関による評価は過去の一定の期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したもの
ではありません。

フルラインアップで
多様なニーズに応える
ESG投資

「SustainEX」など
独自のESGツール
を活用

投資先企業とともに
ESG重視の事業運営
を推進

株式、債券からマルチアセットやプラ
イベート・アセットまで幅広い資産
クラスのESG戦略を提供。グループ内
ブルーオーチャード社のインパクト
投資戦略も拡充しています。

インパクト分析など、独自のESG
ツールをポートフォリオ評価やリス
ク管理に活用。情報開示による、投資
家のサステナブル投資サポートも
目指します。

投資先企業に変化を促すとともに、
シュローダー・グループ自身も、ESG
の観点で優良な企業であることを
常に目指し、ダイバーシティや環境
配慮などを追求します。
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「シュローダー・エコ・メーター」のご紹介

お客さまの投資による社会に与えるインパクトが数値で分かる「シュローダー・エコ・メーター」。
シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンドに投資することによるインパクトが試算
できるツールです。普段使う電子レンジやドライヤーの電力消費量、飲み水の節水量（ペットボトルの本数）
や杉の木の二酸化炭素吸収量に換算することで、お客さまの投資の貢献度がもっと身近に感じられます。

「シュローダー・エコ・メーター」にアクセスするには

シュローダー エコメーター
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1

2

3

4

5

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資します。

経済・社会の変化を見越し、成長性を重視した投資アプローチをとります。

不動産投資信託や不動産関連企業の物件所有状況やESGに関する豊富な
データを活用したポートフォリオ構築を実施します。

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等の運用において確かな
実績を持つシュローダー・グループの運用力とグローバル・ネットワークを
最大限に活用します。

実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンドの特色

※上記1～4については、ファンドが実質的に投資する投資信託証券（投資対象ファンド）の内容を含みます。資金動向、市場動向、信託財産の規模等
によっては、上記のような運用ができない場合があります。

シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド
（資産成長型）／（予想分配金提示型）
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価格変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動し、株式
の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。それらにより組み入れた不動産投資
信託証券や株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する
要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

デリバティブ取引のリスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ（先物、オプション、スワップ等の金融派生商品）を用いることが
あります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に
伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（取引相手の倒産
などにより取引が実行されないこと）により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格が下落した場合には、基準価額が下落
する要因となり投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク
組入有価証券等の発行体の財務状況の悪化、経営不振、またはそれが予想された場合、その他、信用度に関する外部評価が悪化した
場合、組入有価証券等の下落要因となります。組入有価証券等の発行体が債務不履行に陥った場合、投資元本が回収できなくなる
可能性が高くなります。これらの要因により組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り
込むことがあります。

カントリーリスク
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制等が
設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。

流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは
乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等
においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

ファンドの主な投資リスク

● ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンド
の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に
帰属します。
● 分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がり
ます。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。

基準価額の変動要因

●  ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
【繰上償還に関する留意事項】
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
【ファミリーファンド方式に関する留意事項】
投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券等の売買が行われた場合等には、
組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
【現金等の組入に関する留意事項】
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する
場合があります。

その他の留意点

シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド
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■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がります。

■ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があり
ます。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配準備積立金：  期ごとに分配可能額を計算し、分配可能額から実際に分配した額を引いた額はそのまま信託財産に組み入れら
れます。この額のことを分配準備積立金といいます。

収  益  調  整  金：  新規の投資者がファンドを購入したことによって、既存の投資者が受け取れる分配金の額が薄まることのないよう、
投資信託財産を計理処理する際に使う特有の勘定科目のことです。

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の

額だけ減少します。

※ 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収
益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

収益分配金に関する留意事項

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配金
投資信託の純資産

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合
10，550円

10，500円

＊500円
（③＋④）

期中収益
（①+②）

50円

＊50円

100円

分
配
金

＊分配対象額
500円

＊分配対象額
450円

＊50円を取崩し

前期決算日 当期決算日
分配前

10，450円

＊450円
（③＋④）

当期決算日
分配後

10，400円

10，500円

＊500円
（③＋④）

＊80円

＊分配対象額
500円

＊分配対象額
420円

＊80円を取崩し

前期決算日 当期決算日
分配前

10，300円

＊420円
（③＋④）

当期決算日
分配後

配当等収益
①     20円 100円

分
配
金

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金
支払後
基準価額

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

投資者の
購入価額

（当初個別元本） 個別元本

※元本払戻金（特別分配金）は
実質的に元本の一部払戻し
とみなされ、その金額だけ
個別元本が減少します。ま
た、元本払戻金（特別分配
金）部分は非課税扱いとな
ります。

分配金
支払後
基準価額

元本払戻金
（特別分配金）投資者の

購入価額

（当初個別元本） 個別元本
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を
購入時にご負担いただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65％（税抜1.50％）。
運用管理費用（信託報酬）は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、（資産
成長型）は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、
（予想分配金提示型）は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

配分（年率／税抜）
委 託 会 社 0.75%
販 売 会 社 0.72%
受 託 会 社 0.03%
投資対象ファンド（投資運用会社） ありません。
実質的な運用管理費用（信託報酬） 年率1.65%（税抜1.50％）

その他の費用・
手 数 料

当ファンド

法定書類の作成等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて
毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、（資産成長型）は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、（予想分配金提示型）は毎計
算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に関する費用等
ファンドからその都度支払われます。
※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

投 資 対 象
フ ァ ン ド

外貨建資産の保管等に関する費用、弁護士費用および監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.06％程度（実績値）を上記の費用・手数料の精算にあてております。
この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。

※上記の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、事前に示すことができません。

販売会社によってお取り扱いファンドが異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込みメモ
購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は1万口当たりとします。
購 入 代 金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して6営業日目から販売会社にてお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

申込日当日が次のいずれかの場合には、購入・換金の申込みは受付けません。
■国内の休業日 ■グッド・フライデー、イースター・マンデー ■12月24日、25日および26日
また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日においては購入・換金の申込みは受付けません。

換 金 制 限 大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。
別途、投資対象ファンドの解約制限の影響を受ける場合があります。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の
中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情＊が生じた場合には、
ファンドの購入・換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことが
あります。
＊ 投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等

信 託 期 間 2031年9月22日まで（2021年5月25日設定）
繰 上 償 還 資産成長型、予想分配金提示型それぞれ受益権口数が25億口を下回った場合等には繰上償還となる場合があります。

決 算 日 （資産成長型）原則、毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）
（予想分配金提示型）原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
（資産成長型）年1回、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
（予想分配金提示型）年12回、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
販売会社との契約によっては、再投資が可能です。なお、分配を行わない場合があります。

課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）およびジュニア
NISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

スイッチング
シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型）、シュローダー・グローバル・リートＥＳＧ
フォーカス・ファンド（予想分配金提示型）間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換金時と同様に、税金
および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社に
よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド
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ファンドの関係法人
委 託 会 社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社  【設定・運用等】
 【ホームページ】http://www.schroders.co.jp/　【電話】03-5293-1323　受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）
受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社  【信託財産の管理等】
販 売 会 社 販売会社については以下ご参照（五十音順）  【募集の取扱い等】

販売会社一覧（2022年2月現在）

資
産
成
長
型

予
想
分
配
金
提
示
型

金融商品取引業者等の名称 登録番号
日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資
顧問業協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

一般社団法人
第二種
金融商品
取引業協会

〇 〇 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 〇
〇 株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号 〇
〇 〇 第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 〇
〇 株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 〇
〇 〇 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 〇
〇 〇 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号 〇
〇 〇 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 〇 〇 〇
〇 〇 株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 〇 〇
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用語集

エンゲージメント
（建設的対話） 投資先企業と建設的に対話を行い課題の解決を促すこと。中長期的な投資収益を高める重要な要素

カーボンオフセット
温室効果ガスの排出について、できるだけ排出量が減るよう削減努力を行った後、どうしても排出される
温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温
室効果ガスを埋め合わせるという考え方

カーボンフットプリント 原材料の調達から廃棄・リサイクルに至るまでの全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を二酸化
炭素に換算し、商品・サービスに表示すること

グリーン認証 建物の環境性能などを評価する認証。LEED（米国グリーンビルディング協会が開発・運用）やBREEAMが
有名。日本でもDBJ Green Building認証（日本政策投資銀行（DBJ）が開発・運用）等がある

グリーンボンド、
ソーシャルボンド

グリーンボンドとは企業等が環境問題の解決に資する事業に要する資金を調達するために発行する債券、
ソーシャルボンドとは企業等が社会問題の解決に資する事業に要する資金を調達するために発行する債券

サステナブル、サステナビリティ 長期的な持続可能な社会の実現

サステナビリティレポート 持続可能な社会の実現に向けて、企業がどのような取り組みをしているかを開示する報告書

スコープ1、2、3
スコープとは温室効果ガス算定の範囲を指す。スコープ1は事業者自らによる温室効果ガス直接排出、
スコープ2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、スコープ3は、スコープ1、2を除いて、
企業が原料調達から生産、販売、廃棄までにおける間接排出

ネットゼロ 排出を全体としてゼロにすること（排出量から吸収量を差し引いた合計がゼロ）

ESG（イーエスジー）、
ESG投資

環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）の頭文字を取った言葉。ESG投資は企業
を取り巻く環境と社会、企業の経営に参加する権利を持つ株主との関係を重視した様々な投資活動

GRESB（グレスビー）

Global Real Estate Sustainability Benchmarkの略。2009年に欧州の主要な年金基金を中心に創設。
不動産セクターを評価する国際的な基準。GRESBリアルエステイト評価は評価の高い順から「グリーン
スター（有言実行型）」、「グリーンウォーク（不言実行型）」、「グリーントーク（有言不実行型）」、「グリーン
スターター（不言不実行型）」の4段階で評価。グリーンスターはマネジメントとパフォーマンスの2軸の
うち両軸とも50％以上と高く、優れた参加者であることを示す評価

TCFD
（ティーシーエフディー）

気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）の略。
投資家や保険会社などに投融資・保険の対象企業の財務が気候変動から受ける影響の考慮を求め、企業にも
投資家などが参照するための情報開示を求めている
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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：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お申込みに際してのご注意等
本資料は、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。）が設定した投資信託に関する商品説明資料であり、法令に
基づく開示書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている商品ではありません。投資信託は、預金ま
たは保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた
場合は、投資者保護基金の支払対象ではありません。お申し込みの際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確
認のうえ、ご自身でご判断ください。
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、売却等いかなる
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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