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AL I 
CPR インベストメント－ 
KEY FIGURES 2019 

43％  
ポートフォリオのうち、教育 
関連（学校、大学、生涯学習）
への直接投資のウエイト 

CPRインベスト－ 
エデュケーションの 
純資産総額 

3％ 

 

€

C 
ポートフォリオの 
平均ESG評価  
（最高格付「A」から最低格付「G」
まで）  

世界で提供された教育時間1 世界で教育を受けられるよう
になった児童・学生の数1 

13,600人 　　　420万時間   

1. 投資を通じて当ファンドが与えた影響  

出所：CPRアセットマネジメント  2019年9月 

世界中の子供達の教育改善を 
支援する慈善団体に寄付された
運用手数料 

1億5,900万 
ユーロ   

エデュケーション 
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ESG投資、議決権行使および 
エンゲージメント 

エデュケーション運用チーム 

教育を取り巻く課題と投資哲学 

投資手法とインパクト・データ 

ユニバースの特性と株式ストーリー 

目次 

2018年10月に設定したCPR インべスト-エデュ
ケーションは、CPR AMが責任投資の社会的側面
に取り組む意志を明確に示すものであり、また幼
児から社会人まで、生涯を通じた教育に注目した
投資ソリューションを提案する初めての上場ファ
ンドにもなりました。  
 
当レポートでは、当ファンドの投資哲学を裏付け
る教育目標、これまで策定した包括的な責任投資
アプローチ、インパクト・データの計測手法と、
1年目の運用成績についてご説明致します。  
 
資産運用業界の変革に参画し、その実現を願うCP
R AMの職員一同は、ここにCPR インべスト-エ
デュケーションの初めての年次インパクト・レポ
ートをお届けすることを光栄に思います。 

360度 責任あるアプローチ 

序文 
CPRアセットマネジメント(以下、CPR AM)  
は、2009年にシルバーエイジ(先進国を中心に進
行する社会的トレンド)戦略の運用を開始以来、テ
ーマ型投資の先駆者です。  
当社は、長く続くいくつかの大きなトレンドの中
から長期的に成長が期待できる投資テーマを見い
出しています。このような持続的な成長は、責任
投資の観点なくしてはもはや不可能であり、機関
投資家および  個人投資家からの関心が高まってい
ることからも明らかです。企業に対する当社の影
響力を行使して、環境、社会、企業統治に関する
企業の姿勢を改善することは、運用会社としての
当社の務めの1つとなっています。 
 
メガトレンドと持続可能な開発は同じ長期的なビ
ジョンを共有しており、当社のテーマ型株式運用
において責任投資を果たしていくことは実に理に
かなったものであると言えます。そのため、CPR 
AMが最近設定したテーマ型ファンドは、食糧不
足、エネルギー移行、都市の持続的成長、教育、
不平等の解消といった今世紀の重要課題に取り組
むべく、投資対象を定義し、責任あるアプローチ
を通じて、金融面からの対応を提供するものとな
っています。  
 
CPR AMでは、すべての投資戦略にESG基準を導
入することを急いでおり、2021年までに ESG基
準の全面的な導入を目指すアムンディ・グループ
の目標に足並みをそろえています。 
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バファ・アハマディ 
国際公認投資アナリスト（CIIA） 
CPR AM　副CEO 
グローバル・テーマ株式部門責任者  

ギヨーム・ウエツウィラー 
CPR AM テーマ株式部門 
ポートフォリオ・マネジャー   

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 



教育は、先進国・新興国を問わず、人道的・社
会的・経済的な発展において決定的な役割を担
っており、21世紀の最も重要な課題の1つとな
っています。国際社会の優先事項であることか
ら、国連は17の持続可能な開発目標(SDGs)
を提唱し、4番目の目標として「すべての人に
包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯
学習の機会を促進する」ことを掲げています。
貧困や不平等に立ち向かい、人々により健康的
でさらに水準の高い生活をもたらすのは教育の
力であり、他の多くのSDGsの達成のためにも
教育が最も有力かつ決定的な手段の1つだとい

うことは、衆目の一致するところです。  

メガトレンドの合流点 
 
いくつかの力強い、しかしながら別々のトレンドが教
育を変革しており、この状況は当面続くと見込まれて

います。2050年までに地球上の人口は約100億人に

達し、学生の数は現在の15億人からさらに5億人増え
ることが予想されています。現在、学校に通えずにい
る子供たちは570万人にも上りますが、発展途上国の
インフラ開発によって、初等教育への就学が促進され
ています。また中間所得層の増加を背景にますます多

くの人々が高等教育を受けるようになってきました。 
  
同時に、20世紀末にはじまったテクノロジー革命が 
労働市場を揺るがしています。使われなくなった、あ
るいは企業が必要としなくなった特定の技能が急速に
時代遅れとなっています。 

+18% 
 
2005年から2016年までの 
OECD（経済協力開発機構）
加盟国における教育関連の 
公的支出の平均増加率 

年間1,900億ドル 
 
2030年まで課題対応に 
必要な投資額の 
国連による試算 
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エデュケーション 
アニュアル　インパクト　レポート2019 

エデュケーション教育 
21世紀の課題 

こういった環境に対応するには、基本教育の見直しと
継続的な教育の拡充が必要であり、就労期間の長期化
もこれを後押ししています。また、テクノロジーの進
化が授業方法や教育の機会にも影響を及ぼしており、
教育テクノロジー（エドテック）という新しい概念が

生まれています。 
 
教育市場は今や年間5兆米ドルの規模となっており、世
界のGDP（国内総生産）の6％を占めています。市場規

模は高級品市場の16倍もあり、2030年までにさらに倍

増すると予想されています。現在は公立学校や補助金
を通じた公的資金による教育提供がかなりの部分を占
めていますが、前述したメガトレンドによって民間セ
クターの役割が拡大すると思われます。 

エデュケーション 
アニュアルインパクト　レポート2019 

拡大する投資 

$5,200米億ドル 
 
中国政府の2018年の 
教育関連歳出額 
同年GDPの4％超 



社会的意義とパフォーマンスを 
結び付ける等式 

… 教育ツールから
サービスまで 

生涯教育 

幼児教育 

学習から.. 

ユニバースを構成する3つの投資テーマ 
  
中核となる投資テーマは、教育を行うプロバイダーとキ
ャリア開発支援に焦点を合わせており、幼稚園から大学
までの私立学校、塾、専門学校などのほか、社会人教育
関連、就職関連、人材派遣会社なども含まれます。 
 
この中核となる投資テーマに、コンテンツを含む教育ツ
ールおよびその他の教育サービスという投資テーマが加

わります。 
 
教育ツールには、教科書・学術書等の出版や教育テクノ

ロジー（eラーニング・ソフトウエアや教育機関向けツ

ールなど）などが含まれます。教育サービスは、学生寮
や給食、学校送迎サービス等が対象です。 

CPR インベスト-エデュケーションは、人の生涯を通じ

た教育エコシステム※のすべての局面にある企業に投資
することで、世界の教育関連の課題に取り組むことを
目指しています。 
 
投資ユニバースは、主要事業が教育に直接関係し、持
続可能なアプローチが行われている企業で構成されま
す。ファンドの目標は、需要拡大や民営化のトレンド
さらに教育関連支出の増加から利益を得ることです。 

 
OECD加盟国の高等教育の
完了を支援することで 
一人当たりが得られる公的
な利益  

14万8,200米ドル   1米ドル 
 
新興国で教育関連に1米ドル 
投資すると10～15米ドルの 
経済成長効果を産出 

教育投資のリターン 
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初等教育 

高等教育 

中等教育 

教育ツール 
教育 

プロバイダー 
教育サービス 

・保育・幼児教育~ 
　中等教育 
・大学等、高等教育 
・キャリア開発、就 

 

・教育関連用品、サ 
 

大学卒業者の 
高校卒業者に対する 
平均賃金の格差 

・出版、コンテンツ 
・エドテック 
（教育テクノロジー） 

ービス 

・校舎や学生寮など 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

職支援 教育関連REIT 

教育エコシステムとは「教育」を中心とするヒト・モノ・
ビジネスなどの様々な広がり・成長を助成するプロセスを

言います。 

※ 

+70％ 

投資テーマおよびセクターの分類は、教育エコシステムの成長
とともに適宜変更される場合があります。 
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CPR AMでは、教育機会を拡大させる課題に
取り組むため、全く新しいインパクト・アプ
ローチを導入しました。 
この360度のアプローチは、さまざまな 
段階の投資プロセス、そしてその後の実際の
行動に取り入れられています。 

アムンディ・グループの一員として、CPR AMはアムンディのESG分析部門が提供するグループのデータ、情報源、
専門知識が結集したリサーチを共有し、活用しています。アムンディのESG分析部門は、20名の専任アナリストを
擁しており、業界でもトップクラスの陣容です。当部は、エクステル社が公表するSRI（社会的責任投資）&サステ
ナビリティのランキングにおける「SRI／ESG投資のアセット・マネジメント・ベスト企業」のカテゴリーで、 
2015年から首位の座を維持しています。 

アムンディのESG分析 

360度 

ESG分析部門は、環境・社会・企業統治（ESG）それぞれにおける企業の慣行
を評価します。 
 
・環境（E)：エネルギー消費量、温室効果ガス排出量、水質・廃棄物管理など 
・社会（S) ：人権の尊重、職場における健康と安全性など 
・企業統治（G) ：取締役会の独立性、株主権利の尊重など 
 
ESG評価は「A（最上位企業）」から「G（最下位企業）」までのスケールで 
付与されます。 
 
 

運用報酬の寄付 
運用報酬の一部を、欧州と新興国の
教育セクターで活動している 
非営利団体に基金を通じて寄付 

非上場企業への投資 
アムンディ・ソリダリティ・チーム、 
アムンディ・プライベート・エクイティ・チームと
連携、非上場企業やプロジェクトへの投資の 
可能性を検討（上限10％、現在進行中） 

インパクト指標 
企業の事業タイプに適した 

インパクト指標を選択し 
投資によるプラスのインパクトを最大化、 

指標は運用ツールおよびレポートに利用  

コントラバーシャル企業の除外 
外部機関の評価に基づき 
業績や環境、社会などに 
悪影響を与えるリスクを 

抱える企業を除外 

�ESGフィルタリング  
アムンディ・グループによる 

ESG評価が低い企業を除外 

�ユニバースの定義 
テーマのすべての側面を網羅するアプローチ： 

幅広い教育エコシステムの 
いずれかを中核事業とする企業を抽出 

ESG評価 

最下位企業 

最上位企業 

責任あるアプローチ 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 



7 

データのクオリティは、昨今の資産運用業界の主要な課題の1つです。効果を図る指標や測定基準はイン  
パクト投資にとって基盤となる重要なデータです。プラスのインパクトを最大化し、マイナスのインパク
トを最小化するには、インパクトは測定可能でなくてはなりません。結果的に、指標は運用および報告の
両面におけるツールとして利用されます。 

インパクトを図る指標 

当社のESG投資の哲学は、受託者責任の一環とし
て採用されており、持続可能な財務的価値の創出
とリスクの回避は、ESG評価が最高の企業に投資
するだけでは達成できないという信念に基づいて
います。発行体を最終的なESG評価によって評価
することは重要ではありませんが、このESG評価
算出の基礎となる各項目もまた考慮しなければな
らないと考えています。 

ESG投資の手法 

ESGラベルの認証を獲得 
CPR インベスト-エデュケーションは2019年 
4月1日から2020年３月31日を対象として、 
ルクセンブルグ・ファイナンス・ラベリング
・エージェンシー（ルクスフラグ）の ESGラ
ベルの認証を取得しています。 
 

 

当社のESGアプローチは、ESG評価が低い企業を  
3段階のフィルタリングで除外し、投資ユニバースを
決定します。 
 
コントラバーシー（悪評）評価は、ESG評価が示す
長期的・複合的な視点を短期的・個別的な視点で補
完するものです。３つの情報源（アムンディ、Sust
ainalytics社、RepRisk社）の少なくとも1つから
悪い評価があった企業は、ポートフォリオには組入
れられません。当戦略の適格ユニバースは、特別委
員会によって毎月見直されます。  

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

最終的な評価だけに注目していると、見過ごしてい
た一部の項目における問題行動で、株価が下落する
悪影響を被るリスクがあります。  

総合的なESG評価 
格付が「F」または「G」の発行体を除外 
（アムンディのESG評価を使用、毎月更新）  

ESGコントラバーシー（悪評）のある企業 
ESGに関して著しく問題のある企業を除外 
（Sustainalytics社、RepRisk社という 
2つの外部機関の評価を使用、毎週更新）  

ESG各項目の評価 
教育・キャリア開発・就業支援というテーマに 
関連性のある、「労働環境」「サプライチェー
ン・マネジメント」「メディア責任」「情報格
差」の4つの項目で、評価が「F」または「G」
の企業を除外 
（アムンディのESG評価を使用、毎月更新）   

その定義と運用 

情報収集 

データ収集のため、投資ユニバー 
ス内の全ての企業と情報収集ルートを 
確立、回答が得られない場合は年次報告
書や投資家向け資料の調査により補完 

改善 

ポートフォリオが生み出すインパクトを 
定期的にモニタリングすることで、投資に 
よってもたらされるプラスのインパクトの
改善を目指す 

効果測定 

投資ユニバースの各企業がもたらす 
インパクトを測定。運用プロセスに
おいて企業を分析する際にも、財務
データや非財務データに追加して用
いられる 

エンゲージメント 

既存の指標をモニタリングしつつ 
企業との継続的な対話を通して 
新たな指標を模索 

定義 

7つのセクターを21の事業タイプ 
に細分化し、それぞれで基準を定義 



　　　 
 
2．�プライマリデータが入手できない場合、配膳され 

投資ユニバースの3つのテーマと7つのセクターのうち、
中心となる教育プロバイダーとそれに関わる3つのセクタ
ーは、定義上、純粋な教育関連事業と言えます。この 
テーマには「学校・教育・職業訓練」が含まれており、  
2019年9月末ポートフォリオの約43％を占めています。   
他の2つのテーマは、いずれも約30%程度の配分比率と 
なっており、各企業の教育関連事業の売上比率によって 
教育関連銘柄としての純粋性は異なります。教育テクノ 
ロジーセクターの、特にハードウェアを製造する企業は 
教育関連事業の売上等の詳細を公表していません。 
 
2019年9月末現在では、売上の80-100％が教育関連事業
による、純粋な教育関連銘柄は投資ユニバースの 
約60％となっています。投資ユニバース内の約20%の企
業においては売上の約30－80%が、また残りの約20% 
の企業では売上の約15－30%程度が教育事業によるもの
です。 

28 100%

28 100%

5 100%

5 60%

10 50%

6 100%

3 100%

企業数 データ 

生徒、学生数 

分析項目 

  ポートフォリオのテーマ別のエクスポージャー 

・保育・幼児教育~中等教育 
・大学等、高等教育  
・キャリア開発、就職支援 

43%
18%

14%

11%

教育プロバイダー 

・出版、コンテンツ 

・エドテック（教育テクノロジー） 

教育ツール 29%

15%

14%

・校舎や学生寮など教育関連リート 

・教育関連用品、サービス 

28%
16%

12%

教育サービス 

X
(Poi

Encours du fonds)

Taille de capit

X

(Poids du titre en porte-
feuille
Encours du fonds)

Taille de capitalisation

当ファンドによるプラスのインパクトを 
測定するための公式 

[                   ]

時価総額 

企業報告データに
基づくプラスの 

インパクト 

X
(weight of share in total fund weigh

outstanding fund amount)

X

ポートフォリオに 
おける組入比率 

2019年9月末現在 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

インパクトの基礎となる 
教育関連事業の純粋な割合 

 
 
 
 

分析手法と、その向上を目指して  
 
情報源とカバー率のデータのクオリティについては特に
注意を払っています。全体として当レポートでは、ポー
トフォリオの約75%の企業をカバーしています。右表の
基準ごとのカバー率は、その基準を適用する各企業数に
対するものです。 
 
データは1次データ（調整なし）と2次データ（調整あり
）とを区別する必要があります。以下の2つの基準につ
いては、2次データを使用した推定となっています。 
 
1．�教育時間は生徒数と下記の推定に基づいて計算して 
 

・学校での教育：1日6時間以上、年間175日 
・学習支援：週に2時間以上、年間40週 
 

  
 
 
データ・カバー率の水準改善のために、以下の2つ方法
で取り組む方針です。 
  ・人材派遣会社に対するカバレッジ強化 

・現在対象外となっている活動を含む新しい基準の 
追加：エドテック企業のデータは現時点でカバー
できていません。 

 
また、企業に対するエンゲージメントプログラムの一環
として、他の基準を追加する予定です（奨学金、男女比
の内訳など）。 
 

学生向けコンテンツ 

就職件数 

学生寮などのベッド数 

教育または個別指導の時間 

教員向けコンテンツ 

1次データ 

給食件数 

スクールバスによる 
学校までの送迎件数 

1次データ 

1次データ 

1次データ 

1次データ 

1次データ 

2次データ 

1次データ＆ 
2次データ 

100% 

x ポートフォリオの 
運用資産残高 

8 

カバー率 

います。 

1次データが入手できない場合の給食件数は ２. 
配膳数の合計×学校関連収入の比率（％）として 
計算しています。 

1 

投資テーマおよびセクターの分類は、教育エコシステムの成長
とともに適宜変更される場合があります。 

takimoto
テキスト ボックス
X

takimoto
テキスト ボックス

takimoto
テキスト ボックス



雇用主と求職者との
マッチング26件 

雇用の創出 

高等教育 
学生13人/ 
13,903時間 

放課後 
個別教育 
生徒70人/ 
5,616時間 

保育、幼児教育
～ 中等教育 

生徒5人/ 
5,541時間 

保育 

子ども3人/ 
3,313時間 

教員向け 
コンテンツ数 

46個 

学生用ベッド数 
2床 

給食件数  
3,321食 

学生向け 
コンテンツ数

768個 

07:00

12:00

20:00

92人の児童・学生が 
2万8,373時間の授業を  

受けることができました。  
 
 
 

投資額100万ユーロ当たりの 
インパクト指標 
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 エデュケーション 
教育 

2019年9月末現在 

 生徒・学生の1日 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

スクールバスによる 
送迎数  12回 

そのうち76%は 
新興国です 

 
 



若く、活気ある投資ユニバース 
新興国への積極的なエクスポージャー 

ポートフォリオに組入れた企業の収益の 
地域別エクスポージャー 

当社が定義する教育関連投資ユニバースには、主
な特徴が4つあります。それは、若く、活気があ
り、小型株が多く、新興国と英語圏の国々が原動
力になっているという点です。 
 
現在、投資ユニバースには160銘柄が含まれてい
ますが、そのうち30銘柄はファンドの運用が始ま
った2017年以降に加わった銘柄です。 
 
投資ユニバース内の企業の上場日を見ると、 
2014年に転換点があったことが分かります。  
2014年以降、市場における株式公開が増えてお
り、投資ユニバースの約40％がここ5年以内に上
場した企業となっています。投資ユニバースの時
価総額の中央値は25億ユーロで、9割近い銘柄の
87％の時価総額は100億米ドル未満となっていま
す。 
 
教育システムの大部分で民営化が進んでいる新興
国に関しては、中国とブラジルを筆頭に、投資ユ
ニバースの約25％以上を占めています。 

ローリエット・インターナショナル・ユニバーシティーズは、ブ
ラジル（在籍者の32％）、メキシコ（24％）、チリ（18％）、
ペルー（17％）など、南米を中心に大学を運営しています。同社
の関連教育機関やプログラムの多くが、最高の認証評価を取得し
ています。この認証評価によって、ローリエットは現地市場で強
固な競争上の優位性を確立しています。 
 
主要な優位性： 
手ごろな価格、トップの地域ブランドを通じた高品質なサービス
の提供、対面式とオンライン式の柔軟なサービス提供モデル、 
テクノロジーを通じたイノベーション 
 
世界10ヵ国で25の高等教育機関のキャンパスを150以上運営、 
在籍生徒数は87万5,000人以上。 
2018年には7億5,000万米ドル以上の奨学金を学生に 付与し、
高等教育の機会をさらに拡大させました。 
 

チェグは米国のエドテック企業で、学生に下記のような
サービス・プラットフォームを直接提供しています。 

43%

3.7%

・デジタルや紙ベースの教科書を手頃な価格で 
 
・専門家が準備した問答に基づくオンライン自宅学習 
 
・家庭教師による個別指導 
・AI（人工知能）技術を用いた数学指導 
 

2018年、チェグのオンライン・サービスの契約者数は
300万人を超え、2017年から38％増加しました。  
平均利用料金は月額約10米ドルです。 
同ビジネス部門は現在の収入の79％を占めます。 
コンテンツ閲覧数はのべ6億5,000万回を超えます。 

売買・貸出 

支援サービス 

 
（問題を解く各段階で解説を提供） 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

出所：各企業のホームページおよび2019年投資家向け資料を基に 
　　　CPRアセットマネジメントが作成。 
　　　当資料において説明目的で使用されるすべての商標とロゴは 
　　　それぞれの所有者に帰属します。 
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IDP（インターナショナル・エデュケーション・スペシャリス
ツ）はオーストラリアの企業で、学生への国内外におけるサポ
ートを提供しています。株式の半分は、オーストラリアの大学
38校からなるコンソーシアムが所有しています。IDPはオース
トラリア、カナダ、英国、米国、ニュージーランドの大手校と
650以上のパートナーシップを締結しています。 
 
IDPが学生向けに行っている主な支援・指導 
・コース、教育機関、留学国の選択 
・事務手続き（入学や査証の手続き） 
・英語試験であるIELTS（アイエルツ）の試験対策 
・英語レッスン 
 
物理的なサイトやオンライン・プラットフォームを介して40
ヵ国以上で事業を展開し、2018年にサポートした学生数は前
年比39％増の4万9,600人。英語の試験対策の実績は128万 
3,000件。 
 

ニュー・オリエンタル・エデュケーション
・アンド・テクノロジー・グループ（新東
方教育科技集団）は、個別指導を提供する
中国最大手の企業で、様々な教育プログラ
ムやサービス、商品を通じて、生涯教育や
指導スキルの向上を提供しています。 
提供するサービスは、語学研修や、国内外
の学校の試験対策、放課後の個別指導、小
中学校教育、教育コンテンツおよびソフト
ウエア、オンライン教育等が含まれます。 
 
2018年の在籍者数は約630万人にのぼり
92の学校、1,164の学習センター、18の
書店などの教育ネットワークを自ら展開し
ていることに加え、オンラインと オフライ
ンの全国的な書店ネットワークと80都市
の3万700人超の教員へのアクセスを提供
しています。 

アカデメディアは、欧州の大手私立学校運
営企業の1つです。同社は、幼児教育から中
等以後教育までを提供し、本拠地であるス
ウェーデンでは社会人向け教育も手掛けて
います。 
プレスクール市場に関してはノルウェーと
ドイツで事業を拡大させ、スカンジナビア
諸国の保育園モデルを欧州でさらに普及さ
せる計画です。 
同グループは今後2年間で30数ヵ所に保育
園を開設する予定です。 
 
スウェーデン、ノルウェー、ドイツの児童
数8万人あまりのうち、2万400人の子供達
は、250ヵ所の保育園に幅広く在籍してい
ます。 
中等以後教育については、3万4,000人以上
の生徒が在籍しています。 
 

0.7%

4.1%

22.8%

18.4%

6%

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

11 



  ESG評価の内訳 

A

B

C

D

E

F

 

ESG特性、 
議決権行使およびエンゲージメント 

 
前述したように、エデュケーションの投資ユニバースの特徴として、第1に新興国の銘柄が多いこと、第2に小
型株が多いことが挙げられます。アムンディ・グループのESGアナリストは、 MSCIワールド・ インデックス
の組入銘柄を100％、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの組入銘柄の99％を カバーしてい
ますが、それでも投資テーマのすべてがカバーされているわけではありません。 
非財務分析のカバー率100％を達成するため、コントラバーシー（悪評）分析で、内部のESG評価を補完して
います。  

5.4%

3.4%
17.5%

13.0%

37.4%

24.0%10.6%

13.7%

29.1%

45.9%

 
 

ユニバース 

  コントラバーシー（悪評）水準の内訳 

A

B

C

D

E

F

G

Non notés

C

0

10

20

30

年間を通じて、運用チームは、ポートフォリオと投資ユニバースに組入れられた企業と意見交換して、ESGへの取
組みの改善を促しています。運用チームは、企業の経営陣に対して積極的なエンゲージメントを行うことで企業戦略
に影響を与え、企業が提供する商品とサービスによるインパクトをより分かりやすくするよう促すことを目指してい
ます。2019年には、ポートフォリオの組入銘柄の約3分1にあたる25社の経営陣（最高経営責任者（CEO）と最高
財務責任者（CFO））と面談し、インパクト・データの透明性と画一性が必要なことを強調しました。 

Royaume-Uni

Australie

Belgique

Chine

France

États-Unis

United Kingdom

Australia

Belgium

China

France

United States

ユニバース ポートフォリオ 

67% 

81% 

19%19%

2%0%

12%

0%

低い 中程度 高い 分類なし 

対話した企業の例 

出所：CPR AM、RepRisk社、Sustainalytics社のデータを基に、 
CPRアセットマネジメントが作成 

ポートフォリオ 
出所：アムンディ 

  企業との対話 

G 

評価なし 

合意しました。 

ストラテジック・エデュケーション 
米国で再教育を受ける社会人向けのオンライン大学を手掛ける企 
業グループである、ストラテジック・エデュケーションのCFOが
当社を訪問しました。ストラテジック・エデュケーションはESG
問題への取り組みが遅れており、「持続可能な開発に関するレポ
ート」をまだ発行していません。当社は、まず初めにガバナンス
ポリシーに持続可能性に関するテーマをもっと取り入れることを
同社に推奨しました。そして、同社の提供する資格の質を客観的
に測定するために、社会での学生の成功（雇用可能性や昇給など
）について分析することを提案しました。当社は、同社が今後数
年のうちにより透明性の高いデータを提供することを期待し、こ
うした改善を評価するための定期的な会合を持つことで 

エクシオール・スチューデント・ハウジング 
エクシオール・スチューデント・ハウジングの増資に関連して 
当社は同社のCEOとCFOと面談しました。この会合では、同社が
提供するサービスの利用のしやすさ、生態系への影響の改善法、
初めて発行するESG報告書について協議を始めました。同社が 
学生寮のエネルギー消費量を削減するため具体的な手段を講じた 
こと、および環境に優しい方法で資金調達を行うために「グリー
ンボンド」を発行して資金を調達したことについては高く評価し
ました。 

出所：企業のホームページおよび2019年投資家向け資料を基に 
CPRアセットマネジメントが作成。 
当資料において説明目的で使用されるすべての商標とロゴは 
それぞれの所有者に帰属します。 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 

ポートフォリオ  

全体の評価  

C 
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2019年1月、アムンディは、Ministère de la Cohésion des  
Territoires（フランス地域間平等省）に対し、低所得者の多い都市
政策優先金鉱地域支援のための、継続的な社会的コミットメントを
約束しました。 

企業に影響を 
与えるための 

エンゲージメント 

目標を評価する 
ためのデータ収集 

B

E

20

30

40

50

当社のコミットメントを強化し、教育にプラスのインパクトを直接
与えるため、CPR AMは、当ファンドの運用報酬の3％を、教育セク
ターに関わる非営利団体に寄付しています。 

35%

4%

E

F

G

Non notés

C

低所得地域の中等学校からの 
研修生を受け入れ 

Faibles Moyens élevés Non notés

”議決権行使とエンゲージメント・ポリシー”チームは、
フランスの企業と、アムンディが0.05％以上の株式を保
有する企業の総会で組織的に議決権を行使しています。
2018年は世界各国で開催された2,960件の総会に出席
し、32,285件の議案について議決権を行使しました。
（企業の地域別内訳は欧州39.2％、北米27.7％、アジ
ア25.5％） 
 

Royaume-Uni Chine

 

生徒達は、提携する2つの慈善団体から監督と指導を受け、クレデ
ィ・アグリコルのグループ内で今後就く可能性のある多種多様な職
業について学びます。アムンディは、このスキームの下で2019年 
第4四半期に25名の中等学校の生徒を受け入れました。CPR AMで
は、運用、セールス、マーケティング部門などから4名がボランテ
ィア指導者として、研修生と一緒に仕事をしました。 

 
これは、こうした政策優先地域から毎年300名の研修生を受け入れ
るというクレディ・アグリコル・グループのコミットメントに沿う
ものです。この指針は、2022年中期計画の下での人的・社会的プロ
ジェクトの中核的要素となっており、クレディ・アグリコル内で社
会的多様性を促進するという意思を示しています。クレディ・アグ
リコルのグループ全体※がこの取り組みに参加しており、パリ近郊地
域の低所得地域にある中等学校の生徒300名に1週間の研修を提供し
ています。 

英国 
13%

9%

22%

17%

議決権行使にかかる方針 
 
アムンディのESG調査チームとコーポレート・ガバナン
ス・チームはエンゲージメント・ポリシーを監督し、ア
ムンディ・グループとCPR AMを含む同グループの子会
社を代表して、発行体と対話を行っています。 
 
この点に関するアムンディ・グループの哲学は4つの主
要原則に基づいています。具体的には、人権に関する国
際的な条約、国際労働機関（ILO）条約および環境に関
する条約の遵守を促進すること、そして、持続可能かつ
責任ある企業開発モデルの育成となっています。 
 
アムンディ・グループのエンゲージメント・プロセスは
ESG基準を運用プロセスに組み込んでゆく幅広い取組み
の1つであり、各企業の継続的な改善を支援することを
目標にしています。このプロセスでは、実務面では以下 
 
  

 
 

当ファンドは運用1年目の議決権行使として、23件
の総会に積極的に参加し、247件の議案で議決権を
行使しました。  反対した議案（12％）は、主に取
締役会の構成および報酬に関連したものでした。  
 
当年の行使実績は、必ずしも当ファンドの典型的な
ものではありません。アムンディ・グループには、
株式を0.05％以上保有する場合に組織的に投票す
るという規定がありますが、様々な理由により、こ
れを守ることが必ずしも適切ではないと考えていま
す。当ファンドの投資ユニバースが教育に関連する
銘柄に限定されているということは、1部の銘柄に
ついてはアムンディ・グループ各社の中で、投資し
ているのが当ファンドのみ、ということを意味して
います。また、当ファンドの資産は特に設定後6ヵ
月間で大幅に増加し、2019年3月末現在の3,000
万ユーロから6月 末には1億ユーロ、設定1周年に
は1億5,000万ユーロとなりました。  
 
当社は、アムンディ・グループの最小持分規定の例
外として議決権行使に係る特別な方針を採用し、  2
020年はすべての年次総会に出席することを目標
に掲げています。  
 

中国 

オーストラリア 

ベルギー 

フランス 

米国 

運用報酬の寄付 

※クレディ・アグリコルS.A.、Enti té Sociale、CAGIP、CACIB、 
CAPS、CAL&F、 CA Immobilier、CA CF、CACEIS、 CAA, アム
ンディ、LCL、CA インドスエズ・ウェルス・マネジメント 

私たちの活動 

エデュケーション 
アニュアル インパクト レポート2019 
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総会に先立って、企業と
対話を行った上での 

議決権行使 

の3つの方法が取られています。    

 
 

年次総会における議決権行使の内訳 
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ギヨーム・ウエツウィラー 
テーマ株式運用 
ポートフォリオ・マネジャー 

ギヨーム・ウエツウィラーは、2016年にCPR AM 
に入社しました。教育テーマ株式戦略の運用を開始
した2018年以降、共同担当者であり、また高齢化
テーマ株式戦略の運用にも加わっています。ソシエ
テ・ジェネラル・ジェスチョンで、投資一任型マル
チアセット・ポートフォリオのアシスタントとして
キャリアを開始し、その後アムンディに移籍し、欧
州の小型株・中型株部門を担当しました。 
フランスIESEG経営大学院で金融学修士号を取得。 
 

カテリーヌ・クロザ 
国際公認投資アナリスト（CIIA） 
ファイナンシャル・エンジニア 
ESGプロジェクト責任者 

カテリーヌ・クロザは2001年にSociété de  
Calcul Mathématique (SCM)で統計アナリストと
してキャリアを開始しました。2005年にBFTジェ
スチョンにファイナンシャル・エンジニアとして入
社し、2008年にファイナンシャル・アナリストに
転身しました。その後、2012年にSRIアナリストと
してアムンディ入社。2017年、CPR AMのリサー
チ部門にファイナンシャル・エンジニアとして入社
しました。 
金融市場庁（AMF）の認定資格（2001年）と、   
CIIA資格（フランス証券アナリスト協会、パリ、  
2008年）を保有。パリ第6ピエール・エ・マリ・
キュリー大学の統計学修士号を取得 
（2001年）。 

ヤスミーヌ・ドゥ・ブレイ 
CFA協会認定証券アナリスト 
テーマ株式運用 
ポートフォリオ・マネジャー 

バファ・アハマディ 
国際公認投資アナリスト（CIIA） 
副CEO 
グローバル・テーマ株式部門責任者 

バファ・アハマディは、現在、グローバル・テーマ 
株式部門の責任者で、マネージング・ディレクター
を務めています。高齢化テーマ株式戦略運用を開始
した2009年以来、運用に携わってきました。 
2006年にグローバル・バランス運用チームにおける
直接投資の責任者としてCPR AMに入社しました。 
1997年にBNPジェスチョンでフランス株式のポート
フォリオ・マネジャーとしてキャリアを開始。1998
年に欧州株式のポートフォリオ・マネジャーとして
ドイチェ・アセット・マネジメントに移籍し、その
後、2004年にAurel Levenで機関投資家向け運用部
門の責任者になりました。 
パリ第1パンテオン・ソルボンヌ大学で金融学修士号
を取得。国際公認投資アナリスト（CIIA）を取得し
て、当協会検定会員。 

 
arnaud.faller@cpr-am.com

アルノー・ファーラ 
副CEO兼CIO 

emmanuelle.court@cpr-am.com

エマニュエル・コート 
副CEO、ビジネス・ディベ
ロップメント部門責任者 

  お問合せ先 

CPR AM テーマ株式戦略  運用チーム 

ジル・クタヤ 
副CEO、インターナショナル 
・ディベロップメント部門 
マーケティング＆コミュニケ 
ーション部門責任者 

gilles.cutaya@cpr-am.com   

ヤスミーヌ・ドゥ・ブレイは、2018年にテーマ株式
チームのポートフォリオ・マネジャーとしてCPR A
Mに入社しました。教育テーマ株式戦略の運用を開
始した 2018年以降、共同担当者を務めています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
でアナリストとしてのキャリアを開始し、その後、
銀行および保険会社の株式アナリストとして、ムー
ディーズ・インベスターズ・サービス、フォルティ
ス・インベストメント・マネジメント、アムンディ
に勤務しました。 
フランスHEC経営大学院で金融学修士号を取得。 
CFA協会認定証券アナリスト資格を保有。 
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出所 
 
P4： 
Global Silicon Valley、Citi Research, 2017 
China Daily.com.cn、2019年10月 
OECD（経済協力開発機構）、Education at a glance 2019 
（図表で見る教育2019） 
 
P5： 
OECD（経済協力開発機構）、Education at a glance 2019 
（図表で見る教育2019） 
Global Education Monitoring Reportグローバル教育モニタリングレポート）,  
UNESCO（ユネスコ）  

CPR アセット・マネジメントLtd（資本金5,344万5,705ユーロ）はフラン
ス金融市場庁（AMF）の認可を受けたポートフォリオ運用会社です。 
住所：GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France   
399 392 141 RCS Paris. 

2019年12月作成 
編集者：ファニー・カタード、CPR AMマーケティング部 
デザイン＆構想：キャリーヌ・マッテオッティ、CPR AMマーケティング部 

クレジット：シャッターストック（Shutterstock®） 

本稿において説明目的で使用されるすべて商標とロゴはそれぞれの所有者に
帰属します。 
 
当情報は販売促進のための非契約の情報であり、一般向けに配布することを
目的としており、投資アドバイス、推奨、契約に基づいて提供されたもので
はありません。本稿の発行は、米国の居住者あるいは市民、または1933年
証券法に従って、証券取引委員会のレギュレーションSによって定義される
「米国人」が利用することを想定していません。テーマ型株式投資は投資元
本を毀損するリスクを必然的に伴います。詳しい情報は当社ウェブサイト（
www.cpr-am.com）をご参照ください。 
 
当情報は2019年10月31日時点で正確であると考えられたものです。当資
料に記載されている情報および分析は、CPR AMが信頼できると判断した情
報に基づき構成されておりますが、いかなる時点においても、CPR AMは全
ての情報の正確性あるいは完全性、最新版であることを保証するものではあ
りません。事前の連絡なしに変更、削除、追加されることがあります。当情
報は、必然的に一部で不完全および未完成であり、いかなる契約上の価値を
持つものとはみなされません。CPR AMの事前承諾なしに、当資料の全てあ
るいは一部をコピーあるいは第三者に提供することはできません。 
 
当資料において説明目的で使用されるすべて商標とロゴはそれぞれの所有者
に帰属します。 
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