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クオリティとグロースに 

対するインフレの影響を
乗り切る 
 

 
 
Michael Solecki, CFA 

Chief Investment Off icer 

Fundamental Growth 
and Core Equity 

 

 

第2四半期、株式市場は急落しました。これはインフ

レ懸念と金融引き締めがリスク回避の動きを牽引した

ためです。投資家はグロースおよびクオリティから市場

のディフェンシブ・セグメントに避難し、低ボラティリティ、

高利回り、バリューを選好しました。 

供給サイドの制約と需要の変化に関連したインフレ圧力が、ロシアによるウクライナ侵攻 と新

型コロナによる混乱の継続によって増幅・悪化しました。さらに、総合インフレ率が上昇を続け

ていることから、物価上昇の方向性に関しては依然、多くの議論がみられます。インフ レ・ サイ

クルはピーク付近にある可能性が高いのですが、現在の環境を踏まえると、過去数年に経験

したような低水準に戻るとは考えにくいといえます。  

各国中銀は予測可能な手段によって対応を進めていますが、概ね供給サイドの問題に対し、

需要サイドの対応を取っています。とはいえ、金融引き締め政策に対する期待の変化は想定

通りの結果をもたらしています。つまり、経済成長は減速し、企業の利益見通しは後退 して

います。 

世界経済の成長見通しは悪化し、消費者信頼感は低下してきましたが、インフラを始め、サ

プライチェーンの国内回帰、「環境に優しい」設備投資を取り巻く活動の水準はポジ テ ィブな

状況を維持しています。アナリストによる企業の利益予想は、エネルギー、素材、テクノ ロジ ー、

資本財のセグメントにおいては引き続き概ねポジティブといえます。一方、消費者セグメン トで

は、広告掲載の鈍化に加え、インフレやロシアのウクライナ侵攻が実際の影響を及ぼしており、

下方修正がみられています。 

今回のニュースレターは、気候変動への移行の例 3つを取り上げた当社の直近のホワ イトペー

パー1に続くものです。企業は気候変動への移行とイノベーションに多額の投資を継続 してい

ることから、今後は、強力な戦略と健全なファンダメンタルズを備えた企業が長期的なリ ターン

を創出する上で優位なポジションを占めると当社は考えています。本ニュースレター に掲載 し

ている2本の記事は当該テーマの具体例です。最初の記事は企業が気候変動への移行戦

略を準備することの重要性、2番目の記事は消費者分野で導入されているデジタル・ トラン

スフォーメーション戦略について説明しています。  

 



 

 

   持続可能な成長に投資する  4 

 
 

気候変動への移行の 

重要性 

 

Patrick Bernard 

Assistant Director of 
Researc h 

 

Shaman Srivastava 

Researc h Analyst 

 

 

世界が地球温暖化のペースを遅らせるための努力を

進めるときに、気候変動リスクを認識し、これを軽減す

るための対応策をとる企業が、関連する機会の活用

やステークホールダー向けの長期的な価値創出という

点で優位な立場に立つことになるでしょう。 

 
 

科学は人類が地球温暖化を引き起こしていることを実証しており、科学者は世界の平均気

温の上昇幅を産業革命前の水準から2℃未満に抑制するためには、さらなる一層の努力が

必要という点を強調してきました。一部では1.5℃という目標が必要との主張もみられま した。

いずれの目標も達成のためには温室効果ガス（G HG）の実質排出量を劇的に削減するこ

とが必要となります。気候変動に関する政府間パネルによると、 2℃目標を達成するためには、

GHGを2030年までに2010年の水準から25%削減し、2070年までに排出量をネッ トゼロに

する必要があります。1.5℃目標では、G HGを2030年までに2010 年の水準から4 5 %削減

し、2050年までに排出量をネットゼロにすることが必要となります 2。2019年には著名な科学

者チームが「我々は惑星的な緊急事態に遭遇している」と警告しました* 3。 

現在のGHG排出量の責任の多くは企業にあります。排出量の約 3分の1はエネルギ ー生産

と利用によって生じ、農業と森林破壊が約 4分の1を占める一方で、残りの大半は、輸送や

工業生産、建物用途、建設によるものです 4。2℃、1.5℃のいずれにせよ目標を達成するた

めにはGHG排出量を大幅に削減しなければならないという点を踏まえると、「通常通 り」の や

り方で事業を継続することは不可能です。企業は円滑な気候変動への移行を可能にするた

めに、ビジネスモデル（製品とサービスの提供）の再編が必要となります。  

GHG排出量をネットゼロまで削減することを宣言する政府の数は大幅に増加しています。

2021年4月 23日時点では、44か国と欧州連合が排出量ネットゼロという目標の達成を目

指すと宣言しています。これは合計で世界全体の二酸化炭素排出量及びG DPの約 7 0％

に相当します5。 

 

 

 

 
 

上記の目標は一定の前提条件 と、気候変動に関する政府間パネルによる分析に基づく推定です。当該推定が 達 成さ れ
るという保証はありません。
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図表1 

ネットゼロ誓約国と世界の

CO2排出量に占める割合  

法制化 

法案 

政策文書  

世界のC O 2排出量に  

占める割合（ 右軸）  

 

 
 

出所：国際エネルギー機関（2021年4月）、 2050年までにネットゼロ、 IEA 。 

注記：法制化＝ネットゼロ宣言は議会の承認済みで、法的な拘束力あり。法案＝議決によ る成立を目指しネッ ト ゼ ロ
宣言を議会に提案済み。政策文書＝ネットゼロ宣言が提案されたが、法的な拘束力はない。  

 

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの調査によると、クライメート・アクション 100+ 6でリ

ストアップされた「フォーカス企業」167社のうち111社が 2021年 8月時点でネットゼロかこれに

相当する目標を設定しており、年間排出量に相当する量の完全削減および／または相殺

（オフセット）を確約しています。ただ、現行のGHG排出量抑制の取り組みにもかかわらず、

気候科学者は、同じペースを維持した場合、気温の上昇幅は2℃を上回ると予想 していま

す7。 

 

 

気候移行： 

リスク低減と機会 

 

企業が信頼できる気候変動への移行戦略を策定するためには、まず、自社の事業運営に

対して気候変動がもたらすリスクの大きさを理解しなければなりません。気候関連財務情報

開示タスクフォース（ TCFD）によると、リスクは主に次の 2つのカテゴリーに分類することがで

きます：（ 1）気候変動の物理的影響に関連したリスク、（ 2）低炭素経済への移行に

関連したリスク。 

1. 物理的リスク：当該リスクは世界の平均気温上昇によっていっそう深刻にな り、企業

やサプライヤー、顧客の製造設備、並びにサプライチェーンの他の部分に対し、直接的

および間接的な財務上の影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクは深刻な気

候変動事象という形を取る場合（急性）と、気候や天候のパターンとサイクル の変化

によって持続的な影響をもたらす場合（慢性）があります8。物理的リスクは洪水や海

面上昇、干ばつに関連した水資源問題、そして高頻度の異常気象という形 で現れま

す。これらのリスクは、資産に対する構造的な損害やサプライチェーンの混乱による間接

的な影響という形で、企業の業績に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。  
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2. 移行リスク：カーボンフリー経済への移行は、特に製品やサービスの製造を炭素に依

存している企業にリスクをもたらします。これは、政策、法律、規制面の多大なリス クを

含む可能性がありますが、消費者による選好の変化が気候変動による悪影響を軽減

する計画の導入や事業戦略の変更を企業に促し、自らを持続可能なものにする可能

性もあります。移行リスクはこれらの変化の性質、スピード、焦点によって、様々なレベル

の財務リスクをもたらし、最終的には一部のビジネスモデルを陳腐化させる可能性もあり

ます。 

 
 

4兆ドル 
気候変動によって2030年までに 
リスクにさらされる資産の価額* 

 
 

気候移行：リスク 

低減と機会 

 

気候変動への移行を進めることで、企業は自らのビジネスモデルの再編成ならびに再設計を

する機会を見出すことができ、そして気候変動リスクを軽減させたり気候変動に適応し ていく

ことが可能になります。これは資源の効率化を通じて達成可能で、（例えば）炭素排出量

の少ないエネルギー源の導入や、サプライチェーンの強化を通じてコストの抑制を推進できま

す。新市場へのアクセスも新製品やサービスの開発によって可能です。一部の企業は低炭素

バージョンの製品・サービスに対する消費者の需要拡大に対応することでこうした機会を活用

しています。また一方で、顧客の事業オペレーションから炭素を除去することができる現行およ

び将来のテクノロジーへの投資および開発を行っている企業もあります。こうした機会を捉 える

ことができる企業は、ネットゼロに向けてのレースで競争優位性を獲得し、ステークホー ルダー

のための長期的な価値を創出するためにより優位な立場に立つということが見込まれます。  

 
 

530億ドル 
企業のCDP気候変動プログラム対応に
よって節減が確認された価額* 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのファンダメンタル・グロース＆コア（F G C）株

式チームは長期投資家として、気候変動がチームの運用にもたらす可能性のあるリス クを理

解しています。また、同チームは、こうした問題を乗り越えるために強固な気候変動への移行

計画を実施している企業に投資する機会についても認識しています。  

 

 

 

 
 

出所：C DP、 2022年7月5日。  
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規制シナリオ 

 

世界各国の金融規制当局が、物理的リスクと移行リスクという両方の気候リスクに対する取

り組みを強化しています。気候に関する企業情報の開示を求める規制当局はさらに増加し

ており、米証券取引委員会（SE C）は直近にこうした決定を行った機関の1つです 。S E C

は新たな気候関連開示規則案で、企業に以下のことを求めています9： 

1. （気候変動移行計画を導入済みの場合）計画、並びに物理的および移行リス クを

特定・管理するために用いられた裏付けとなる測定基準と目標に関する情報の開示； 

2. 企業の意思決定における社内炭素価格（存在する場合）の使用に関する情報の

開示； 

3. 深刻な気象現象など、気候関連の事象が財務諸表項目に与える影響や、規制、市

場、競争の変化など低炭素経済への移行に関連したリスクが財務諸表項目に与える

影響についての情報開示； 

4. スコープ1およびスコープ2排出量、すなわち自社の事業オペレーションから直接排出さ

れる排出量やエネルギー購入を通じての排出量に関する報告。新たな規則案では、 ス

コープ3が重要である場合や、当該企業がスコープ 3を含む排出量削減目標を表明 し

ている場合には、企業がスコープ 3の排出量に関しても報告することを推奨しています。  

類似の要件が他の規制当局によっても策定されており、大半がTCFDの推奨事項と足並み

を揃えています。気候に関する情報開示に向かう潮流が企業に戦略の修正を促し、化石燃

料からネットゼロへの道筋を促進する再生可能エネルギーのテクノロジーやソリューショ ン へと

徐々に移行していくと考えられます。規制当局による追加要件は、気候に関する投資家の

要求と相まって、資産運用会社などの市場参加者に対して、企業の環境問題に関する主

張をより綿密に精査するように圧力を強めるでしょう。その結果、気候変動への移行に際して

の課題に実際に寄与している企業やプロジェクトに対しては、確実に資金が流入することにつ

ながるでしょう。 

 

 

投資機会 

 

FGCチームは、気候変動やとエネルギー移行に関連したリスクと機会の両方を特定・管理し

ている企業が、ステークホールダーのための長期的な価値を創出するうえでベストポジション に

位置すると考えています。当チームでは、企業がどのような方法で自社の気候戦略とビジネス

モデルを一致させるか、そしてどのような方法でエネルギー移行の課題を長期的な業績を牽

引する機会に転換するかを理解すべく努力を重ねています。  

FGCチームは、企業の気候変動への移行に関する計画に着目し、企業が低炭素経済へ移

行するにつれて待ち受けるリスクと機会を注視する総合的なスコアリングの仕組みを開発 しま

した。この気候関連スコアカードは企業が情報開示しているデータに基づいていますが、同様

にFGCの株式調査アナリストの幅広い経験と知識も活用しています。FG Cチーム は同類企

業のなかでも最高クラスの気候変動への移行計画を備える企業への投資機会をター ゲッ ト

にしています。それとともに当社独自の企業調査の枠組みである銘柄確信度（ C Q） と組

み合わせることで、長期的な成功者になると当社が考える企業を特定することが可能になり

ます。 
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デジタルの世界における

消費者戦略 

 

Jonathan Cook 
Researc h Analyst  

 

Jeff Looby  

Researc h Analyst  

 

Marina Girshin 
Researc h Analyst 

 

デジタル技術により、人々の財やサービスの消費様式

と製品メーカーや小売店の標的とする市場との関わり

方が一変しました。多くの企業がデジタル空間におけ

る消費者との相互に交流しあうことの重要性を認識し

ています。当社の見るところ、この世界の変化を受け
入れ、その変化から生じる機会を追求する企業は競

争優位を強め、当社の運用プロセスにおける「市場に

おけるポジション」スコアを引き上げる可能性を秘めて

います。それとは対照的に、変化に適応するために必
要な時間とエネルギー、資源を投資できない企業は

差を広げられ、取り残される可能性が高くなることで

しょう。  

 

 

デジタルを通じた 

成長促進 

 

企業がデジタルを活用した成長戦略を描くうえで、当社では４つの主要な注力分野に注目

しています。すなわち、（１）消費者データの直接収集、（２）チャネルにこだわらない販

売戦略、（３）リアルタイム分析、（４）デジタル能力の構築、の４分野です。  

1. 消費者データの直接収集：デジタル・エンゲージメント（デジタルに顧客と長期的な

関係を構築する）において重要になるのが、消費者データの記録です。自社の消費者

を正確に知ることで、企業が消費者と直接関係を構築し、個々の消費者の嗜好に合

わせた内容や製品を通じてより効果的なマーケティングを展開することが可能になるので

す。企業はこうしたデータベースを大規模に構築し、維持する必要があるのです。   
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2. チャネルにとらわれない販売戦略：歴史的に、ブランド主導の消費者とのエン ゲー ジメ

ントの手法（テレビ、印刷メディア）は購買地点（場所、タイミング）とはかな り切り離

されたものでした。今日これら２つの世界は、ブランドやその商品への気づき・意識から

購入まで、始めから終わりまでの一連の経験において相互につながっているのです。 メー

カーは「チャネルにこだわらず」、自社のブランドがいつでもどこでも棚に並んでいるよ うにす

る必要があります。そうしたアプローチが意味するところは、もっとデジタルメディア に予算

配分し、直接eコマースのプラットフォームに費用をかけ、目的にかなった包装や小売店

のオンライン上の棚の「在庫」管理といった実際的な課題に対処することなのです。  

3. リアルタイム分析：データ分析の力を身につけ利用することで、すべての企業にとって重

要な機会が生まれることになります。難しいのは、そこから得られる洞察が戦略的で あり、

予測的であり、リアルタイムでなければならない点です。価格とプロモーション活動の最

適化や、イノベーションの機会を見出すことにより、ブランドをもっと機敏で効果的なもの

にすることができるはずです。  

 

図表2 

複数チャンネルを経由した

消費者へのアプローチ  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年6月。 

 

4. デジタル能力の構築：組織全体にわたって戦略的にデジタル能力を構築してはじめて、

上述のことすべてが可能になるのです。多くの企業で取り組まれているのが、デジタル・リ

テラシー・プログラムを通じた従業員の能力向上や、社内人材の開発の優先、そ して試

行錯誤を素早く試み繰り返す文化の醸成です。 
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ケーススタディ： 

デジタル化の恩恵 

 

テクノロジーの発達や消費者需要の変化により、どれほど多くの企業がビジネスのやり方 を一

変することになったことでしょうか。以下で取り上げる企業は当社の投資基準を満たしたもので

あり、その強みを明らかにして具体例の一部をご紹介します。  

 
 

ロレアル 

 

ロレアルはデジタル優先で顧客エンゲージメントを取り入れた先駆けです。現状、同社のメ

ディア支出の60％以上がデジタルに投じられており、今や eコマースの売上はグループ総売上

の25％以上を占めています。初期のコロナ禍のピークだった2020年４月に、eコマ ースの売

上比率は34％に達し、同年１月の17％から上昇しました **。 

ロレアルはデジタル美容テクノロジーにおいては極めてイノベーティブで、それは10億以上の訪

問件数* *を誇るモディフェースの「バーチャルメイク」サービスによく現れています。 201 8年に買

収した事業で、ロレアルは今では、その事業を発展させて化粧とヘアカラーの「お試し」、肌状

態診断、シェードファインダー、ライブストリーミング、遠隔相談等を提供しています。このサービ

スとソーシャルコマース（S NSを使った販売）を統合することで、同社はオンラインを重視する

企業として、強力な生態系を作り上げたのです。当社の見るところ、本件は、消費者データ

を獲得し、製品を個々の消費者の嗜好に合わせて提供し、分析を活用し、社内でデ ジタル

能力を構築しつつ、デジタル世界における消費者との関係を構築している素晴らし いお手 本

となっています。 

 
 

ナイキ 

 

ナイキでは、デジタル化が同社の消費者直販戦略を可能にする鍵となっています。 この戦略

は、同社が伝統的な卸売モデルを脱却して、より消費者に近づく消費者直販戦略（D T C )

への転換を可能にし、その結果、利ざやが拡大し、販売価格も上昇したのです。  

2011年のDTC売上は、最終消費者売上のわずか 10％を占めるに過ぎませんでした。 ナイ

キのこの直販のうち、eコマース売上は10分の1足らずで、残りはほとんど同社の自社工場アウ

トレット店を通じて販売された低価格品が占めていました。  

それからの10年、ナイキはデジタル生態系に多額の投資を行い、ブランド・エンゲージ メン トと

直販を推進しました： 

• デジタル会員プログラム：ナイキはデジタル会員プログラムを開始し、小売りパートナー

に消費者との関係をゆだねるのではなく、同社が消費者と直接つながるようにしま した。

デジタルのおかげで、ナイキは多額の費用を必要とする基幹店舗を構えたり、店舗網を

構築することなく、消費者に直接接触することができるようになったのです。会員プログラ

ム開始後、ナイキは5年で会員数を3倍に増やし、2022年現在、会員数は 3億人以

上となっています1 0。2017年までに、ナイキのデジタル戦略により、会員は非会員に比べ

ナイキ製品に3倍お金を使い、同社のアプリで買い物をする会員購入者は同社のウ エブ

サイトのゲスト購入者に比べ 3倍お金を使うようになったのです1 1。 

• Ｅコマース・プラットフォーム：ナイキはプラットフォームを構築し、会員をNik e.c o mや

SNKRS app等の自社eコマース・プラットフォームへ誘導しました。これらのプラッ トフォ ー

ムは、ここでしか取り扱っていない製品や限定品、靴のオーダーメードを提供することで、

伝統的な小売り店舗から顧客需要を引き寄せるのに一役買いました。  

 

 

 
 

** 出所：L’Orea l、 2020年キャピタル・マ ーケッツ・デー。   
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• 小売店パートナーシップの絞り込み：ナイキは需要を自社のデジタル・チャネル へ移行

させつつ、30,000の小売店パートナーへの供給を絞り込みました。2017年から、 ナ イキ

は差別化すべき特色がないと判断した小売店パートナー全体の3分の1に対 し製品卸

売りを停止しました。そうすることで、ナイキは販売管理力を高め、割引を制限し、ブ ラン

ド力を高めることを狙ったのです。また、この施策により、ナイキはディックス・スポーテ ィン

グ・グッズやザランド、Tモール、ノルドストローム等特色のある小売店との関係強化を図

ることができるようになったのです。  

ナイキはデジタル戦略により、会員制やデジタルでのつながり、 eコマースを通じた顧客 とブ ラン

ドとの関係性や相互間でのやりとりの管理を高度化することが可能になりました。過去 1 0年

にわたり、ナイキ・ダイレクトの売上は総売上の10％から28％にまで増加し、販売総量に占

める自社のeコマースの比率が 1％から15％に増えました。今では直販や特色のある小売り

パートナーを通じた販売が増加しているため、販売価格が上昇し、利ざやが拡大しています。

最後に、ナイキの戦略はパンデミック期において、同社が渇望していた柔軟性を確保 し、小売

店の実店舗が厳しく制限されたときに顧客ニーズを満たすことができたのです。  

 
 

カナディアン・タイヤ 

 

データに基づくロイヤリティ・プログラムは、企業が、顧客エンゲージメントの継続性を向上 させ

るために活用する重要な手段の一つで、顧客と強固な関係を構築するうえで役立っています。

カナディアン・タイヤ（CTC）は、老舗で、規模も最大級で、最も信頼を集めるカナダでは誰

もが知る企業の一つです。さまざまな小売店舗形態で営業展開し、単一ブランドから出発し、

カナダ人の需要に応えるワンストップ・ショップへと発展しました。あらゆるチャネルの顧客経験

をつなげることでビジネスモデルを発展させてきています。  

同社のロイヤリティ・プラグラム、トライアングル・リワードは、CTCがカナダでも有数の最も広範

で包括的な顧客データ構築を進めるなか、強力な成長の源となってきました。  

• 2021年には新規会員240万人獲得、トライアングル・リワードのアクティブ会員は総数

1,100万人を達成（カナダの人口の28％相当） 

• 300カテゴリーのデータを統合  

• 11のブランドのクレジットカードの利用データ 

• 1,400万人のアプリ利用者とメルマガ登録者  

• 10億のデジタル・サイト訪問数 
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図表3 

顧客ロイヤルティの醸成  

 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2022年Canad ia n Tire インベスター・デー、 2021年12月末時点。 

 

CTCは直販顧客のデータを活用して、個々の消費者の嗜好に合わせたマーケティン グ能力

を構築しています。歴史的に住宅販売が高水準だった時期の 2021年に、データ活用能力

がいかんなく発揮された事例があります。引っ越しをする人はたいてい人口が密集する都市

部からゆったりした裏庭のある郊外の戸建て住宅へ移転する、ということが典型的に見 られま

した。Googleの「near me」検索の増加からも明らかなように、住人が新居の近所で小売店

を探していることに気づいたCTCは、引っ越しをした人の新しい居住地域でのお気に入 りの店

となるべく、自社と顧客の関係の確立に努めました。引っ越し増加を追い風に、 202 1年第２

四半期と第３四半期に引っ越しから間もない顧客（トライアングル・システムで住所変更が

確認できた会員）宛にアパート住まいか戸建て住まいかを判断して、CTCは顧客向け に用

意したロイヤリティ特典を送付しました。この特典の引換利用率は過去最高水準でし た。

CTCのチームはデータを利用して、顧客のライフステージやライフイベントをよりよく理解 し、適

切かつ適時に特典を用意するようにしているのです。  

CTCのデータに基づく顧客を中心に考えたトライアングル・プログラムは、カナディアン・ タイヤが

特典を洗練させ、新たな成長製品カテゴリーを特定し、新ブランドの導入や買収に役立てる

うえで、絶大な競争優位にもなっているのです。プログラムはまた、顧客体験全般を改善 し、

顧客ロイヤリティを構築するのにも役立っており、そのため、競合に対し深い堀を張り巡らせる

ことになるのです。すべてのチャネルやバナー広告を通じてデータを獲得し、それを個々の顧客

のプロフィールと結びつけ、事業上の意思決定を推進し、これらのチャネル全体におよぶ影響

を測定する能力こそ、CTCがカナダの顧客との結びつきを極めて独自性が高く、強力なやり

方で維持できている理由なのです。 

  

１会員当たり平均単価 顧客フライホイール

6倍

非会員平均

550ドル

会員平均

950ドル

最優良顧客

（上位20%）

3,000ドル

信頼性、

関連性の

高いバナー
会員の

集客

ポイント

獲得

購入の増加、

獲得ポイント

の増加

データが

より豊富に

より多くの

識見を

獲得

パーソナライズ

されたオファー

や体験

購入の増加、

価値の向上
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データの価値 

 

顧客データを蓄積し、活用することで、企業は顧客とのつながりを強め、特典を好みに合わせ

ることができます。これにより、企業は販売計画や在庫管理の改善 -たとえば、地理的特徴に

基づく在庫のローカル化の促進、A Iを活用した店舗品揃え、真に一貫性のある店舗網の構

築-からより効果的なデータに基づくマーケティングにいたるまで、全ビジネスサイクルにわたり、 ど

こを効率化すべきかを特定することができるのです。こうした努力が競争力のある堀につながり、

企業が同業他社に対して長期にわたりアウトパフォームする一助となるのです。当社のフ ァン

ダメンタル・グロース＆コア（FGC）株式における運用プロセスの一部として、こうした競争的

特長は、高いCQ（銘柄確信度）スコアに反映され、当社で長期的な勝者と考える銘柄を

選定するのに役立てています。 

 

 

執筆協力者 

 

 

Nicholas Trager 

Portfolio Specialist, Fundamental 
Equities 

 

 

 

脚注 

 

 

1 .  h ttps://s sg a.co m /u s/en /in sti tu tio nal /i c/i nsi gh ts / t

hree-cli ma te -t ra ns iti on -stoc k -s to ri es 

2.  出所：IPC C、 201 8年： Glo bal Warming of 

1 .5°C。An IPCC Specia l Report on the impacts 

of g lobal warming of 1 .5°C above pre -

industria l leve ls and re la ted g lobal greenhouse 

gas emission pathways , in  the context o f 

strengthenin g the g lobal response to  the threat 

o f climate change, susta inable developmen t, 

and efforts to  e radicate poverty [Masson -

Delmot te , V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 

Roberts , J. Skea, P.R. Shukla, A. Piran i, W. 

Moufou ma -O ki a, C. Péan, R. Pidcock, S. 

Connors , J.B.R. Matthews , Y. Chen, X. Zhou, 

M.I. Gomis , E. Lonnoy, T. Maycoc k, M. Tignor, 

and T. Waterfie ld  (eds.)]、 In  Press。  

3 .  Climate tipp ing points — too risky to  bet 

against. Nature. Com、2019年11月27日  

4 .  Climate Watch, The World  Resource s Institu te  

（2020年） 

5 .  Net Zero by 2050 — A Roadmap for the 

Global Energy Sector、 IEA  

6.  Climate Action 100+は、世界最大規模の温室

効果ガス排出企業によ る気候変動への取 り組み

実行を確保するための投資家主導のイニシア ティブ

です。ここでフォーカスが置かれているのは、排出量

が世界で最も多い企業らであり、温室効果ガスの

グローバル産業排出量の8 0％超を占めています。   

7 .  産業革命前の水準から1 .5度の地球温暖化の影

響と関連す る世界的な温室効果ガス排出の道筋

に関する IPC C特別レポート 

8 .  TCFDの用語に基づく。  

9 .  h ttps://s ec .go v /ne w s /p re s s -re lea se /20 22 -4 6 

10.  出所：Ni ke 財務諸表、 202 2年第1四半期 

11.  出所：Ni ke 2017年インベスター・デー  

 

https://ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/three-climate-transition-stock-stories
https://ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/three-climate-transition-stock-stories
https://sec.gov/news/press-release/2022-46
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

当社は、世界各国の政府、機関投資家、金融アドバ イザーを顧客とし、顧客の皆様 が

財務上の目標を達成する手助けを行うために、指針となる以下の原則を毎日実践 し てい

ます。 

• 厳格さが礎 

• 幅広い選択肢からの構築 

• スチュワード（受託者）として 

• 将来への投資 

過去40年にわたり、これらの原則のおかげで当社は激しく変動する投資の世界で翻弄 さ

れることなく、数百万もの人々の金融面の将来を守る手助けを行ってきました。これ は、世

界30拠点で活動する従業員の存在、そして、常に向上しようという全社共通の強い信念

がなければ実現できなかったと確信しています。その結果、約 3.48兆ドル2を運用する世界

第4位1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 21年1 2月末時点。  
2 .  2022年6月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー
（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約6 64 .3億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 
 

本書はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したもの で す 。

内容については原文が優先されることをご了承下さい。本書は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示 資 料で

はありません。本書は、弊社の運用手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目的の もの で は

ございません。弊社グループの運用戦略をもとに弊社が運用を再委託することにより提供可能となる運用戦略も含まれ ます。本書は、特 定 の金 融

商品の勧誘を目的とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。なお、投資 信 託の
場合は投資信託毎に設定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運 用 報酬 、

信託報酬やその他費用がかかります。各金融商品に関する運用リスクや手数料等諸費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面 やお客 様

向け資料等をご覧下さい。上記の目標値は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ／第三者による一定の仮定 および分析に基づ く 推 定

値です。これらの推定値が実現する保証はありません。本書で述べられている見解は、 2022年 6月 30日に終了した期間におけるファンダメン タ ル・グ
ロース＆コア株式チームの見解であり、市場およびその他の状況によって変更となる可能性があります。本書には、将来予想に関する記述 とみ なさ

れる可能性がある特定の記述が含まれます。このような記述は、将来のパ フォーマンスを保証するものではなく、実際の結果または展開は、予 測さ れ

たものとは大きく異なる可能性があることに留意してください。ステート・ストリート・グロ ーバル・アドバイザーズの書面による明示的な同意なし に 、本 著

作物の全部または一部を複製、複写もしくは送信、またはその内容を第三者に開示してはなりません。投資には、元本割れリスクを含むリス ク が 伴
います。提供された情報は、投資助言に該当するものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。本情報は、有価証券 の購 入の

勧誘または売却の申出とみなされるべきものではありません。本情報は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期 間 を考 慮

したものではありません。ご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。すべての情報は、別段の記載がない限り、ステート・ストリート・ グロ ー バ

ル・アドバイザーズによるのものであり、信頼できると考えられる情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。こ れ らの
情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や保証はなく、こ れら の 情

報はそのようなものとして依拠されるべきではありません。言及されている銘柄は、必ずしもステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが 投 資 して

いる保有銘柄ではありません。特定企業の株式への言及は、推奨または投資助言として解釈されるべきではありません。記述および意見は 、市 場

およびその他の状況に応じて随時変更となる可能性があります 。外国有価証券への投資は、通貨価格の不利な変動、源泉徴収税、一 般に 公 正
妥当と認められる会計原則の差異、他国の経済不安定または政局不安によってキャピタルロスが発生するリスクを含む場合があります。新 興 国 市

場または発展途上国市場への投資は、先進国市場への投資よ りも相対的にボラティリテ ィが高く、流動性が低い場合があり、よ り発展 が進 んだ

国々と比較すると、多様性と成熟度の面で概して劣後する経済構造や安定性に劣る政治制度に対するエクスポージャーを含む場合があり ます 。過

去のパフォーマン スは、将来の成果を保証するものではありません。株式証券の価値はは、個々の企業の活動や一般的な市場および経済 状 況に
よって変動し、大きく下落する可能性があります。ここで言及されている商標およびサービスマークは 、それぞれの所有者の所有物です。 第 三 者の

データ提供者は、データの正確性、完全性または適時性に関していかなる保証または表明も行わず 、また、かかるデータの使用に関連するい か なる

種類の損害に対しても責任を負いません。 

ステート‧ストリート‧ グローバル‧ アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23 -1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 3 45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、日本証 券業協会   
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