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はじめに

英国を本拠地とする独立系資産運用会社であるシュローダーでは、資産運用サービスを通じてより良い
未来への貢献を目指しており、全社をあげてサステナビリティに取り組んでいます。

「質の高いコーポレートガバナンス体制を確立し、本業を通じて、環境や社会の変化および課題解決に
対応する企業は、長期的に企業価値の向上と持続的成長が期待できる」という考えのもと、シュローダーは
20年以上、ESGの要素を取り込んだ運用を実践しています。 

社会や経済の在り方は転換しつつあり、投資におけるリターンと社会に与えるインパクトの結びつきは
ますます強まっています。資産運用において投資収益の獲得は最も重要ですが、中長期にわたって投資
収益を獲得するためには企業のESG評価は不可欠です。

シュローダーのESG投資の特徴は、データや根拠に基づく運用です。私たちは社内認証制度に基づいた
運用プロセスにESG評価を組み込み、自信をもって提供できるESGラインアップを揃えています。

資産運用業界も変革期にあります。私たちは真のESGソリューションプロバイダーを目指し、資産運用を
通じてよりよい未来に向けたインパクトを与える存在でありたいと考えています。
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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年連続で最高評価を取得＊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。評価の高い順から「リーダー」、「アドバンスド」、「ベーシック」、「ロー」で評価。＊4 不動産
セクターを評価する国際的な基準。シュローダーの実物不動産ファンド9ファンドのうち9ファンドすべてが獲得。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。※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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不動産セクターが気候変動にもたらすインパクト

現在、地球の陸地面積のたった1%にあたる都市に世界の人口の55%が生活しているなかで、エネル
ギー・二酸化炭素ともに80%を消費・排出しています。都市の人口は現在も増加を続けており、特に
新興国では、建築物の床面積の拡大、エネルギー利用が以前よりも容易になったことから、都市は気候
変動問題への取り組みの最前線にいます。また、不動産・建設セクターは、2018年の世界の最終エネ
ルギー消費量の36%、二酸化炭素排出量の39%を占めており、不動産セクターは気候変動問題に対して
非常に重要なセクターであるといえます。

しかし、不動産・建設セクターでは長年、気候変動問題へ取り組んできた実績があることから、必ずしも
将来を悲観する必要はないと考えます。実際に2010年から2018年の世界のエネルギー消費量の変動の
内訳をみると、住宅では電化製品や冷房の普及、住宅以外では床面積の増加がそれぞれエネルギー消費量
の増加につながった一方、断熱材の使用や冷暖房設備の性能向上によりエネルギー使用の効率が改善
したため、増加の傾向が和らいでいます。

不動産セクターの投資判断においては、気候変動問題への取り組みは重要な評価項目のひとつであること
から、シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンドでは、月次レポートにおいて組入
上位10銘柄の気候変動への取り組みをご紹介するとともに、年2回、当レポートにおいて投資先企業の
ESGに関する取り組みやインパクトなどをご紹介する予定です。
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ファンドが報告するESG／インパクトについて

シュローダーでは、ESG評価を投資収益向上につなげるとともに、社会の利益に資するものにするため、
さまざまな独自のESGツールを活用しています。

全ての産業セクターの事業活動に何らかのインパクトが存在し、セクターによって創出されるインパクト
の種類、規模、創出のアプローチは大きく異なります。不動産セクターでは、環境や社会に配慮した取り
組みを継続的に行うことで、所有物件の価値を維持し、ポートフォリオの競争力を高めるアプローチが
行われています。すなわち、不動産セクターでは、物件のエネルギー効率や二酸化炭素排出量は環境に
対するインパクトであると同時に、経済的な価値を持ち、継続的な投資を必要とします。こうした環境に
対するインパクトは、物件の取引価格や稼働率と密接な関連があり、物件の価値を維持することは、企業
ごとに独自の目標に応じた長期的かつ戦略的な取り組みとなります。

これらの環境や社会に配慮した取り組みによるインパクトは、企業が自社の広報活動を通じて開示す
るか、もしくはGRESB（不動産セクターを評価する国際的な基準）などに報告されています。シュロー
ダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンドでは、年1回、更新が行われるGRESBデータを
用いて主な投資先のエネルギー効率や二酸化炭素排出量をインパクトとしてご報告する予定です。

当レポートは年2回の発行を予定しており、今回（2021年8月版）ではCONTEXT（コンテクスト）を用いた
企業のESG活動への評価についてご報告します。次回（2022年2月版）においては、企業の創出するイン
パクトやThemEx（シームエックス）での評価をご報告する予定です＊2。

主に報告するインパクトについて

企業のステークホルダー
（利害関係者）との関係性や

ビジネスモデルの持続可能性を分析

企業の製品・サービスが
SDGs＊1に対し

どの程度貢献するかを測定

CONTEXT（コンテクスト） ThemEx（シームエックス）

シュローダーの独自のESGツールの例

＊1 2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goalsの略）。「誰一人取り残さない」 持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界
共通の目標。＊2 2021年8月時点の予定であり、今後変更になる場合があります。
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シュローダーでは、独自のESGツールであるCONTEXT（コンテクスト）を用いて企業を取り巻くステー
クホルダー（利害関係者）の観点からESG分析を行っています。ファンドでは、個別銘柄ごとに「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」
の観点から分析し、ESGスコアを策定しています。

シュローダーにおけるESG分析

シュローダーにおけるESG評価

顧客

顧客の需要、契約期間、
満足度 等

マネジメントの質

経営陣の手腕 等

従業員

従業員の雇用状況
や教育 等

経営陣の報酬、
取締役会の構成 等

ガバナンス
環境に対するインパクト
（温室効果ガスの排出、
エネルギー消費量） 等　

環境

資材の調達状況や
安全性、支払期間 等

サプライヤー
地域社会への貢献
（コミュニティでの
活動や寄付） 等　

地域社会

規制への対応や汚職の
防止、税率 等

規制当局・政府

ESG分析項目

CONTEXT（コンテクスト）の分析項目と内容

※上記は例示を目的とするものであり、各項目を構成する分析内容は上記に限定されるものではありません。
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ファンドにおけるESG評価の状況

ファンドでは、 独自のESGツールであるCONTEXT（コンテクスト）を用いて企業を取り巻くステー
クホルダー（利害関係者）の観点からESG分析を実施し、投資対象候補銘柄のうち、ESGスコアが下位
25％の銘柄を除外しています。また、ESGスコアの水準に基づき、個別銘柄の保有可能な比率に上限を
設定することで、質の高いポートフォリオの構築を目指します。

※ファンドについてのデータはマザーファンドの主要投資対象である「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」の概要です。業種は
GICS（世界産業分類基準）の分類、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
り表記しています。なお、国／地域別、業種別の組入比率および組入上位銘柄の各組入比率はマスターファンドにおける純資産比です。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。上記は過去の実
績であり、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。

銘柄名 国／地域 業種 投資比率 ESGスコア

1 プロロジス 米国 工業用リート 5.2% 7.0

2 UDR 米国 住宅用リート 3.6% 6.8

3 カムデン・プロパティ 米国 住宅用リート 3.4% 5.5

4 ヘルスピーク・プロパティ 米国 ヘルスケアリート 3.2% 6.6

5 エクイニクス 米国 専門リート 3.1% 6.1

6 キューブスマート 米国 専門リート 3.1% 6.1

7 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 2.9% 6.9

8 インビテーション・ホーム 米国 住宅用リート 2.9% 5.2

9 ウェルタワー 米国 ヘルスケアリート 2.6% 5.1

10 エクストラ・スペース・ストレージ 米国 専門リート 2.5% 5.6

ファンドの組入上位10銘柄のESGスコア（2021年6月末現在） 組入銘柄数：64銘柄

ESGスコアの比較（2021年6月末現在）

投資対象候補
（253銘柄）

ファンド
（64銘柄）

4.0 4.5 5.0

5

5.8

5.5 6.0
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＊1 2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goalsの略）。「誰一人取り残さない」 持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界
共通の目標。＊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 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。※ESG分析はシュローダーがスコアを策定。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

ESG評価の具体例①

低所得者世帯に住宅を提供
「ドイチェ・ヴォーネン」（ドイツ）

会社概要

欧州の代表的な不動産会社。ドイツの都市部において
居住用施設を所有。物件のエネルギー効率の改善努力を
継続するとともに持続的に投資を行い、顧客、従業員、株主、
社会からの要請に応える経営を実施

シュローダーのESG評価

顧客（住宅居住者）、従業員、マネジメントの質の項目が
良好な評価

ESGの取り組み

● 物件の供給が不足している市場において、専門的に管理された居住用施設を低所得者世帯に提供。賃料は
ベルリン地域の平均を下回る水準に設定

● 実践的な気候変動ポリシーであり、保有物件の環境認証をアップグレードするための計画を公表
● 居住用施設におけるエネルギー使用量は、ドイツの居住用施設での平均使用量の64％と既に削減に成功
● SDGs＊1と親和的なサステナビリティ戦略

カーボンフットプリント＊2の削減策

● 保有物件において2040年までにカーボンニュートラル（脱炭素）達成の目標を設定
● 長年にわたって所有施設の基礎構造を近代化・改善しており、特に分散型暖房の導入や再生可能な資材の
使用を増やすなど、集中的に投資を実施する予定

● TCFD＊3の推奨事項に従って気候変動、社会の変化および政治環境が会社に与えるインパクトの分析を実施

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

ドイチェ・ヴォーネン 欧州・中東・アフリカ
銘柄の平均

株式

9



ESG評価の具体例①

ベルリン市の賃料上限規制をドイツ連邦裁判所が違憲判決

近年、都市部での住宅価格や賃料の高騰を背景として2020年2月より、ベルリン市は連邦政府の定める賃料規制
とは別に独自の賃料上限規制を導入。多くのベルリン市民にとって関心の高い話題であり、与党内でも意見が割れ、
政治問題化していました。最終的にはドイツ連邦裁判所が当該規制に対し、違憲判決を下すに至りました。

シュローダーの運用チームは、ドイツの住宅セクターを巡る政治的な懸念が高まり、ドイチェ・ヴォーネンの株価が
軟調に推移した2021年上期において、以下のポイントについて経営陣と対話を実施しました。

● 手頃な価格で住宅を提供する同社の社会的役割について
● ベルリン市による独自の賃料上限規制は違憲か否か
● 同社への偏った理解に基づく署名活動の影響 
● 質の高い住宅施設へのアップグレードを要求する政治的なプレッシャー

経営陣との対話を通じて、政府と協力し住宅施設の近代化に尽力していること、住宅不足を緩和するため約5億
ユーロの開発・改修プロジェクトを予定していること、コロナ禍で苦しむ居住者に3,000万ユーロの支援を実施した
こと、運営者と居住者の利害一致の観点から一部資産を地元の住宅組合に売却したことなど、同社が社会的に
適切と考えられる事業運営を実施していることを再確認しました。最大の収穫は、運用者として判断が困難な
政治的な不透明感に係る事項に対し、適切な見通しを得ることで投資を継続し、投資収益を確保しました。

当事例では、重要なステークホルダー（利害関係者：住宅居住者、規制当局・政府）の観点からリートや不動産会社
の競争優位性を判断するESG分析を実施し、投資対象企業との積極的な対話が重要であることを確認しました。
出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。※上記は過去の実績であり、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。

株価推移（2009年12月末～2021年6月末）

55

45

35

25

（ユーロ）

2019年12月 2020年6月 2020年12月 2021年6月

同業他社である
ヴォノビアが買収
を公表。住宅所有
権を否定する左派
政党を除き、多く
の政党が当取引を
支持

コロナ危機の発生と同時に
ベルリン市が独自の規制を導入

不動産セクターの株価上昇がみられる中
政治的リスクの高まりから同社の株価は軟調に推移
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ESG評価の具体例②

不動産会社として初のカーボンニュートラル（脱炭素）を達成
「プロロジス」（米国）

会社概要

物流施設のグローバルリーダー。一定以上の施設性能を
満たした先進的な物流施設を約5,500の顧客に提供。企業・
個人向けやオンライン向けの物流を展開

シュローダーのESG評価

従業員、地域社会、サプライヤー、ガバナンスの項目が良好な
評価であり、全体的にも高い評価

ESGの取り組み

● S＆P100の構成銘柄である不動産会社として初のカーボンニュートラル（脱炭素）を達成
● 2025年までに太陽光発電の容量を400MWh（メガワット）にする目標を設定
● 効率性の高いLED照明の導入率は100％、スコープ3＊1の温室効果ガス排出量を15％削減する目標を設定
● GRESB （不動産セクターを評価する国際的な基準）の2020年の評価スコアは81と高く、グリーンスター
（優れた参加者であることを示す）の認定を取得。パフォーマンスを報告している米国の上場物流企業として
は2位の地位を築く。マネジメントに関する評価スコアでは米国の上場企業としてはトップの評価

● コロナ禍を受けて、公衆衛生、安全、食糧と経済回復に貢献する非営利団体、病院、組織を支援するために
500万米ドル規模の救援基金を設立

カーボンフットプリント＊2の削減策

● LED照明の製造者とのパートナーシップを通じて、顧客のエネルギー使用量を82％削減する動作センサー
付きのLED照明を開発

● Cool Earth（低炭素建設資材の使用や重要な熱帯雨林を保護する団体）との提携を通じて、さらなる
カーボンフットプリントの削減の機会を探求

プロロジス 米国銘柄の平均

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

＊1 自社排出量以外の原材料・商品の調達、配送、商品使用、廃棄過程から出る温室効果ガスの排出量。＊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。※ESG分析はシュローダーがスコアを策定。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 リート
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ESG評価の具体例②

物流業界でのパートナーシップ
温室効果ガス排出削減目標 スコープ3

近年、温室効果ガス排出削減の目標を設定する企業が増えてきており、その測定や開示の範囲が話題になって
います。一般的な基準として以下のスコープ分類に基づく測定・開示があります。

スコープ1の対象：企業が所有・管理する事業体での直接的な排出

スコープ2の対象：企業が外部から購入し、消費する電力、蒸気、冷暖房からの間接的な排出

スコープ3の対象：企業のバリューチェーンで発生するすべての間接的な排出

スコープ3の排出量を測定することには多くの企業にとって利点があり、温室効果ガス排出の削減やビジネスの
付加価値創出の機会の大部分は通常、自社の事業体の外にあります。ファンドが重視するポイントは以下の通りです。

● どのサプライヤーが市場リーダーであり、優れたサステナビリティのパフォーマンスを持つかを特定
● サプライヤーとのエンゲージメントを通じて戦略的なイニシアチブの実施を支援
● サプライチェーンにおけるエネルギー効率性とコスト削減の機会を特定
● 自社や顧客のエネルギー効率性やコスト効率性を向上

当事例では、温室効果ガス排出削減策の追求が物流業界におけるサプライヤーや顧客との提携に発展している
こと、また、ESG分析がビジネス上の競争力を判断することに直結することを確認しました。

12



ESG評価の具体例③

取締役会の多様性におけるリーダー企業
「キューブスマート」（米国）

会社概要

トランクルーム施設を所有・運営するリート。個人・ビジネス
需要向けに手頃な価格で利用しやすいサービスを提供。
全てのステークホルダー（利害関係者）にとって恩恵がある
サステナブルな方法で米国での所有物件を拡大する成長
戦略を掲げる

シュローダーのESG評価

顧客、ガバナンスの項目が特に良好な評価。従業員、環境は
中位の評価

ESGの取り組み

● ISS（議決権行使の助言会社）の評価によるコーポレートガバナンスのスコアが最高水準。取締役会はダイ
バーシティの重要性を認識しており、8名中7名は独立した社外取締役。2020年10月にはForum of 
Executive Women（500人以上の女性リーダーを抱えるネットワーク）から、取締役会の多様性における
リーダー企業であると表彰（取締役会の3割以上が女性であることが必須）  

● 従業員の50％が人種的にマイノリティであり、ダイバーシティ推進にコミットメント
● 2019年にはAchievers社が選定する50 Most Engaged Workplaces（職場でのリーダーシップと
イノベーションを促進する企業を選定）の1社として表彰

● GRESB （不動産セクターを評価する国際的な基準）のデータではエネルギー使用は業界平均よりも効率的
● 太陽光発電パネルの設置やHVAC（暖房・換気・空調システム）の更新などの施策を通じて、物件の環境イ
ンパクトを削減

カーボンフットプリント＊の削減策

● 2015年以降、257店舗において照明の取替を実施。1,546トンの石炭の燃焼に相当する二酸化炭素排出を削減
● 2016年以降、53件の太陽光発電パネル設置プロジェクトを実施。年間713台の自動車が排出する温室
効果ガスの削減に相当

● 物件の開発パートナーに対し、建設時にリサイクルされた資材を使用することや物件のエネルギー使用
効率性を最大限に高める設備やシステムを導入することを継続的に推奨

＊ 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。※ESG分析は
シュローダーがスコアを策定。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。

キューブスマート 米国銘柄の平均

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

ESG分析 リート
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ESG評価の具体例③

出所：Nareitのデータを基にシュローダー作成。＊ 性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性や、ライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性にかかわらず、
それぞれの個を尊重し認め合い、良いところを活かすこと。

企業の取締役会における女性の参加率 ESGへの取り組みと取締役の報酬を結び付けている
企業の比率

15%

19%

17%

23%

21%

25%

ラッセル3000指数（米国）
構成銘柄

リートの時価総額
上位100社

19%

23%

20%

30%

25%

40%

35%

45%

フォーチュン500（米国）
にランクインする企業

GRESBに報告する
リート企業

32%

41%

リートにおける取締役会の多様化の進捗

近年、ESGに関するリスクは世界のトップ経済リスクのひとつとして考えられており、テクノロジーの進歩による
データの重要性の向上ともあいまって、リートの経営において必要とされることは専門化とともに多様化しています。
多様で包括的な職場環境はイノベーションを推進し、成長を促進するために不可欠であると考えられています。
リートは、ダイバーシティ＆インクルージョン＊の価値を認識しており、より多様な取締役会と経営陣を任命すること
を重視しています。また、ESGの取り組みの管理と説明責任を求める要請も高まっており、主要な経営者の報酬と
ESGの取り組みの結びつけが進展しています。
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運用者からのコメント

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
主要投資対象ファンド＊のファンドマネジャー　トム・ウォーカー

ファンドにはサステナブルな環境を創出する力があるのでしょうか？
ファンドマネジャーであるトム・ウォーカーがその考えをご紹介します。

サステナビリティの重要性とその変化

ファンドにとってサステナビリティはどの位重要ですか?
サステナビリティは我々の意思決定プロセスにおいて不可欠な検討事項です。環境的に持続可能でなければ、
経済的にも持続的な発展を遂げることはできないと考えています。シュローダーでは、最も魅力的な都市を定
量化し、特定することができるデータベースを構築し、ESG指標に基づいて企業を評価します。企業のポート
フォリオ全体のエネルギー効率性が定量化できるため、改善しているかどうかを判断することが可能になりま
す。また、セクターをリードするサステナビリティに関するポリシーを持つ企業は、通常、より多くの投資機会を
持ちます。シュローダーは、このような企業こそ好循環を生み出すことができると考えています。つまり、株価が
上昇し、資本コストが低くなり、より多くの資金を活用して変化を起こすことができます。また、リース契約を通
じてサステナビリティの高い建物の利用を望むテナントが増えるとともに、企業のESGスコアが改善し、賃料
収入がより盤石なものになると考えられます。

サステナビリティの推進はどのような変化を生み出しますか？
我々投資家はエネルギーの移行を推進する上で重要な役割を果たしています。エネルギーの移行は、エネルギー
効率の高い建物を新規開発・エネルギー効率を改善するために古い建物を改修することで可能になると考えら
れます。例えば、物流、トランクルーム、学生寮やアパートなどの施設を適切に運営することができる優れたリート
を選定することで、目にみえる違いを生み出すことができます。シュローダーは、ポジティブな変化を促進すること
ができる企業を常に探し求め、企業がエネルギー移行を可能な限り早く促進していくことをサポートします。

どの地域の企業がサステナビリティの最前線にいますか？
サステナビリティの分野で明確なリーダーである国やサブセクターがいくつかある一方、非常に遅れている国
やサブセクターもあります。例外はありますが、一般的には北欧、オランダ、オーストラリア、米国などの企業は
サステナビリティのポリシーの導入に関し、非常に進んでいます。これらの国々の企業は、既存の建物の材料を
使用し、新しい建物を建設する循環型開発の最前線にいます。こういった企業は、最も積極的で野心的なサス
テナビリティの目標を持っている傾向があります。

不動産セクターにおけるサステナビリティの先進的な取組事例にはどのようなものがありますか？
ドイツのオフィスリートであるアルストリア・オフィス・リートによって開発されたグリーン配当という新しい考え方
があります。企業がサステナビリティに関するプロジェクトに投資することを目的として、投資家が受け取る
配当金の一部を企業に残すことを可能にする方法です。老朽化した建物を改修し、エネルギー効率を上げる
取り組みが期待通りに進展しないという問題を解決する、興味深い方法だと考えています。例えば、老朽化した
建物のエネルギーの仕組みをアップグレードし、新しい窓やサッシを設置するために投資することができます。

＊ 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 クラス I 投資証券。15



＊ スウェーデン・グリーンビルディング協議会による認証制度。※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。

サステナビリティを重視した物件例
「ファベジ」（スウェーデン）

スカンジナビア地域で初の
ゼロ・エネルギー・ホテル
「Nationalarenan 3」

アトリウム、屋上テラスを有する
モダンな本社オフィス
「Signalen 3」

グリーン認証（BREEAM-SE＊）を取得、
スウェーデン・グリーンビルディング・
アワード2019を受賞

グリーン認証
（BREEAM-SE＊）を取得
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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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■ 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

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）

18



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
（資産成長型）／（予想分配金提示型）
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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 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】
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（2021年8月末現在）

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 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 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 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
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用語集

インパクト 環境や社会にポジティブな変化を生み出すこと

エンゲージメント 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（BREEAM-SE欄を参照）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

コーポレートガバナンス 企業統治と訳され、企業経営において公正な判断・運営がなされるよう監視・統制する仕組み

サステナブル、
サステナブル投資 長期的な持続可能な社会の実現、また、その社会への貢献に着目した投資

ダイバーシティ＆
インクルージョン

性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性やライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性
にかかわらず、それぞれの個を尊重し認め合い、良いところを活かすこと

BREEAM-SE
（ブリームエスイー）

BREEAMはBuilding Research Establishmentの略。1990年に英国建築研究財団が
開発・運用。BREEAM-SEはBREEAMのスウェーデン版でスウェーデン・グリーンビルディング
協議会による認証制度

CDP（カーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクト）

気候変動など環境分野に取り組む国際NGOで世界主要企業の環境活動に関する情報を評価

ESG、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

ESGインテグレーション 従来の財務分析よりも広い視野で投資判断を行い、ESGの要素に関連するリスクや機会の分析
を明確にプロセスに組み込んだ運用手法

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

SDGs
（エスディージーズ）

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goalsの略）。
「誰一人取り残さない」 持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標

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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