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モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2020
国際株式型（特定地域） 部⾨

優秀ファンド賞受賞

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではあり
ません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証する
ものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、
許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、定性分析に
基づき、2020年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（特定地域） 部⾨
は、2020年12⽉末において当該部⾨に属するファンド718本の中から最優秀ファンド賞1本、優秀ファンド賞7本が選考されました。

平素は、「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く
御礼申し上げます。
今回のボルティモア・レターでは、ティー・ロウ・プライスにおけるESGへの取り組みについてご紹介します。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

数字でみるティー・ロウ・プライスのESG
ティー・ロウ・プライスでは、ESGをグローバルな投資リサーチ・プ
ラットフォームの基礎を構成する要素の一つとして認識しています。
そして、ESG要素を考慮するプロセスはすべての運用戦略に組み
込まれており、それは当ファンドでも同様です。

2010年

世界中でESGが注目されるなか、ティー・ロウ・プライスの取り組
みがどのような特徴をもつのか、主な数字とともにご紹介します。

国連責任投資原則（UNPRI：United Nations Principles for
Responsible Investment）とは、2006年に国連主導で発足した
ESG投資の世界的なプラットフォームであり、署名組織は財務情報に加
えて、環境、社会、ガバナンスに関する視点をその投資プロセスにおいて
取り入れることなどが求められます。
ティー・ロウ・プライスは2010年にUNPRIに署名しました。

2007年

ガバナンス分析専門の責任者を採用

ティー・ロウ・プライスでは、ESGの要素は以前より投資判断に組み込ま
れていましたが、ESGの重要性が高まることを見据えて、2007年にガバ
ナンス分析を専門に行う「コーポレート・ガバナンス責任者」を採用しまし
た。また、2017年には環境・社会の分析においても専任チームを設立し
ました。
こうしたESG分析の強化により、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を
行ううえで、企業ごとのESG特性の考慮が容易になっています。
さらにお客さまのニーズの高まりに応えるため、ESG分析に対する取り組
みを強化するとともに、新たな運用戦略の設定にも取り組んでいます。

国連責任投資原則（UNPRI）に署名

2020年

模範的スチュワードシップ・アワード 受賞

投資家本位の企業文化の実践、並びに投資家と運用担当者間の
利害の一致において最も優れた企業に贈られる賞です。
ティー・ロウ・プライスは確固たる運用プロセスを堅持し、強固な調査基盤
を備え、卓越たるパフォーマンスが評価されて、2020年6月に同賞を受
賞しました。 評価会社：米国モーニングスター*
環境

ESG

ガバナンス

環 境 （ Environment ） 、 社 会 （ Social ） 、 ガ バ ナ ン ス
（Governance）の頭文字を取った言葉。気候変動問題や人権問
題などの世界的な社会課題が顕在化しているなか、企業が長期的成
長を目指すうえでESGの観点での配慮が重視されています。

社会

ESGとは

自然環境や生物多様性への配慮、環境汚染への
対応、省エネや二酸化炭素排出量の削減など
労働環境の改善、人権問題への対応、地域社会
への貢献など
経営や取引の透明性の確保、積極的な情報開示、
資本効率の意識、株主の権利確保など

*著作権は米国モーニングスターに帰属します。後記の外部評価に関する補足説明を必ずお読みください。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 1
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15,000社

独自のESG分析モデル（RIIM）に
収録されている企業数

世界中でESG投資に対する注目が集まる一方で、ESGに関するデータ
開示の基準などが統一されておらず、国や企業ごとで開示レベルが異な
るという問題が発生しています。
ティー・ロウ・プライスでは、アナリストやポートフォリオ・マネジャーが、運用を
行ううえでESGの考慮を容易にするために、独自のフレームワークである
「RIIM」（責任投資モデル：Responsible Investing Indicator
Model）を開発しました。これによって、企業ごとで開示レベルが異なって
いたESGデータを比較することが可能になります。RIIMには2021年3月
末時点で株式、社債の発行体約15,000社のデータが収録されています。

200超、22項目

750-1,000件

年間のESGエンゲージメント件数

エンゲージメントとは、「企業との対話」を意味します。ティー・ロウ・プライス
は米国株式アクティブ運用残高が世界で最も多い*有数のアクティブ運
用会社として、多くの企業に投資をしており、経営者との面談や議決権
行使などのエンゲージメントを通じて、投資先企業の持続的な成長と企
業価値向上を目指しています。こうした対話のうち、ESGに関するものは
年間750～1,000件にのぼり、企業にとって重要なESG要因について、
なにを重視すべきか、どのように対応すべきかなどを話し合っています。

分類される22項目とは
環境

1企業あたり200超のESGデータを収集し、
22のカテゴリーに分類、分析

自社データベースや企業の報告書、ESG調査やデータ提供のリーディン
グカンパニーであるサステイナリティクス社のデータ等を活用し、200超の
データを収集、厳選します。RIIMを活用し、それらを22の項目に分類、
スコアを算出し、分析することで、企業のESG特性を定量的に測定・比
較することが可能になります。また右記の22カテゴリーに加えて、企業の
業績や評判に与える影響が大きいデータやプライバシーに関するインシデ
ント（事案）も考慮します。
こうした分析により、企業がESGに関する問題を抱えている場合は、それ
を特定し、企業との対話に活かすことができます。

業務

最終製品
人的資源
社会

社会
最終製品

倫理

サプライチェーン（環境）
原材料
エネルギーおよび二酸化炭素の排出
土地利用
水利用
廃棄物
運営
製品のサステナビリティ
製品、サービスの環境問題
サプライチェーン（社会）
従業員の安全衛生
実力や能力に基づいた評価・報酬体系
社会や地域社会との関係
製品のサステナビリティ
製品が人間の健康と社会に与える影響
製品の質・消費者問題
ビジネス倫理
贈収賄・汚職
ロビー活動・公共政策
会計・税務
取締役会・経営陣の方針
ESGに関する説明責任

なぜ、ティー・ロウ・プライスは有名企業の経営者とも面談できるのか？
創業以来、ティー・ロウ・プライスは成長株投資の先駆者として、企業の将
来性に着目し、流行に流されることなく、多くの企業に投資を行ってきまし
た。一貫した投資哲学とお客さま第一の企業文化によって、数々の危機
を乗り越え、長年にわたり良好なパフォーマンスを実現してきたことで、企業
の成長性を見極める力が認められ、投資家だけでなく投資先企業からも
厚い信頼を得ています。
アクティブ運用者としての立場と長年にわたり培ってきた経営者との関係性
を活用し、有名企業の経営者とも直接面談することができ、情報の収集
やESGに関するエンゲージメントを行っています。

ティー・ロウ・プライスが経営者と面談している代表的な企業例
企業

アマゾン・ドット・コム

フェイスブック

エヌビディア

経営者／
創業者

ジェフ・ベゾス氏

マーク・ザッカーバーグ氏

ジェンスン・ファン氏

順位／比率*1

第1位／3.1％

第2位／3.7％

第6位／1.2％

保有金額*2

約5.4兆円

約3.4兆円

約4,200億円

＊1 順位は各企業の株主順位におけるティー・ロウ・プライスの順位（パッシブ運用会社と個人株主除く）、比率は各企業の発行株式に占めるティー・ロウ・プライスのファンド等の保有比率
＊2 ティー・ロウ・プライスの保有株式を1米ドル＝110.500円で円換算した金額（株価、保有株式数、為替レートは2021年3月末時点）
・表示されている商標は、それぞれの所有者に帰属します。ティー・ロウ・プライスがこれらの商標の所有者を支持、後援、承認、提携するものではありません。
出所：分析ツールのモーニングスター・ダイレクトを用いてティー・ロウ・プライスが算出。2021年3月31日時点。知的財産権はモーニングスターに帰属します。

*米国機関投資家の非課税資産（自社運用分）の運用残高。2020年12月31日現在。Pensions & Investmentsが米国で非課税資産を運用している運用会社を対象
に年次で行う調査に基づいています。
外部評価に関する補足説明:モーニングスター模範的スチュワードシップ・アワードは、モーニングスターの運用会社リサーチ・アナリストがカバーする運用戦略を有する運用会社が対
象です。受賞には、ペアレント・ピラー・レーティング（ Parent Pillar Rating） が「ポジティブ」か、その戦略の1つ以上が2019年11月導入の改良レーティングの「高」を取得して
いることが条件となります。ペアレント・ピラー・レーティングは、運用会社による投資家資本の管理の質を評価する尺度です。リサーチ・アナリストが候補を選び、最終候補リストに絞
り込んだ後、チーム全員が最終候補の長所について議論します。その後投票を行い、最も多くの票を獲得した候補が受賞社となります。アワードの選定方法等の詳細な情報につ
いては、ウェブサイト www.morningstar.comをご確認ください。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 2
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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客さまの資産が当初の投資元
本を割り込み損失が生じることがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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当資料のご利⽤にあたっての注意事項
 当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が作成したお客さま向け資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
 当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。また、当資料で示したデータ等は、情報提
供を目的として掲載したものであり、将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。
 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客さまの資産が当初の投資
元本を割り込み損失が生じることがあります。
 ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りのうえ、内容をよく読み、ご自身でご
判断ください。
 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、元本および利回
りの保証はありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
 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。
 「T.ROWE PRICE,INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ、インクの商標または登録商標で
す。当資料はティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社の書面による同意のない限り他に転載することはできません。

分配金の留意事項について

 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基
準価額が下落する要因となります。
 ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行う場合があります。
したがって、ファンドの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唆するものではありません。
 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算期末の基準価額は前期決算期末の基
準価額と比べて下落することになります。
 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の
一部払い戻しに相当する場合があります。
「アメリカン・ロイヤルロード」は、ティー・ロウ・プライスの登録商標です。

委託会社、その他関係法人
委託会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社

販売会社一覧をご覧ください。

ティー･ロウ･プライス・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3043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

販売会社一覧
お申込み、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。
加⼊協会

商号

登録番号

⽇本証券業
協会

株式会社みずほ銀⾏

登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第６号

○

みずほ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第94号

○

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資顧問 ⾦融先物取引 第⼆種⾦融商
業協会
業協会
品取引業協会

○

○

○

○

○

※○印は加入を意味します。
202108-1717033
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