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ハリス・アソシエイツ社のバリュー株投資の魅力について 

～～ ハリス社ファンドマネジャー「ロバート・テイラー氏」セミナー要旨 ～～ 

2012年 12月 7日（金）、マンダリン オリエンタル 東京 で、 

ハリス・アソシエイツ社のファンドマネジャーである 

ロバート・テイラー氏によるセミナーを開催致しました。 

ハリス社の運用哲学から、グローバルな市場動向まで、幅広い講演内容となりました。 

 

こんにちは、ロバート・テイラーと申します。本

日は、お忙しいところお集まりいただきありがとう

ございます。 

 

～ ハリス社の強みと有益性 ～ 
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当社の強みと有益性

ハリス社独特の要素 :  最も高い価値を見出した株に投資することへ

の揺るぎない姿勢

• 以下の強みが我々の確固たる信念を可能にする: 

 経験豊かな運用チーム

 一貫性のある、共有された投資哲学

 反復可能な、基本となる運用プロセス

 長期の投資ホライゾン

我々には、プラスのリターンを上げてきたトラックレコードがあります。
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2012年9月末時点でのハリス・アソシエイツ L.P.の運用資産残高 約736億ドル
（約5兆7,083億円、1ドル＝77.60円で換算）

私たちにはバリュー株投資家として35年以上の経験があります。

  

 まずはハリス社について、ご紹介させていただき

ます。続いて、投資哲学、ファンドのパフォーマン

ス、更に、現在のマーケットでどこにバリューがあ

るかについてお話いたします。 

ハリス・アソシエイツ社は、1976 年に設立しまし

て、35 年以上の歴史を有しております。ボトムアッ

プのファンダメンタル分析に基づいた銘柄選択でポ

ートフォリオを構築しています。ハリス社は確固た

る信念を基に投資していますが、それを支えている

のは、環境の変化に左右されない一貫した投資哲学

です。ボトムアップで銘柄選択を行い、5 年を目処

に長期的な視点で投資するといった姿勢を貫いてお

ります。このような投資哲学があればこそ、長期的

により良い成果を出してきたという実績があります。 

次にハリス社の投資哲学についてお話をしたいと

思います。 
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投資哲学

私たちは、長期間に優れたパフォーマンスは、質の良

い企業に、その企業のオーナーとして、企業価値と比較

して著しく低い価格で投資してこそ実現できると信じて

います。

 我々はバリュー投資を行っています。もちろんそ

のバリュー、価値と一言で言いましても運用会社に

よってそれぞれ定義、解釈があると思います。ハリ

ス社にとってバリューと言った場合は、株価が割安

■当資料は、当社の提携先であるハリス・アソシエイツ社の会社概要や運用哲学等のご紹介を目的として開催したセミナーの内容を要約、開示を目的と
して作成したものです。したがって特定の商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■資料の作成にあ
たっては十分な注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、資料中のいかなる内容も将来の運用成果等を保証
するものではありません。■資料の記載事項については講演日時点のロバート・テイラーの見解であり、将来予告なく変わることがあります。 
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になっていることはもちろんですが、それだけでは

十分ではありません。割安ということに加えて、①

ＲＯＣ（資本利益率）が高い、②ＦＣＦ（フリーキ

ャッシュフロー）が伸びている、③競合他社が事業

に入る際に参入障壁が高いといった、ビジネスの質

も当然バリューを評価する際は重要になってきます。

さらに重要なのは、経営陣が企業のオーナーとして

の目線を持っているかということです。具体的には、

自社株を保有しているのか、保有してない場合には、

経営陣の報酬が企業業績に連動した形になっている

かということです。 

 

～ 本来の企業価値と株価 ～ 
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30%
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投資行動

売却候補

買入候補

本来の企業価値/売却価格

割安状態/買入価格

 今までに私のお話を聞かれた方は、すでにご覧に

なったことがあるかと思います。これは、ハリス社

がどの様に投資を行っているかを表したものです。 

他のページのことは忘れていただいても、このペ

ージさえ覚えていただけたら、本日お伝えしたいメ

ッセージはすべて伝わります。上下に変動する黒い

実線と赤い実線とがあります。変動の大きい黒い実

線が株価、日次で見た株価の変動であり非常に大き

くぶれています。 

実際の株価の水準が、米国の「財政の崖問題」

（2013 年から、減税が切れ「実質的増税」と「強制

的な歳出削減」のダブルパンチで崖から落下するよ

うな急激な財政の引き締めが起こってしまう可能性

があること）を織り込んでいるのか、織り込んでい

ないのか、私にはわかりません。ですから、私は変

動の大きい黒い実線の動きを追いかけることはしま

せん。   

では、何を見ているかというと、赤い実線を見て

いるのです。赤い実線が企業の本質的価値です。株

価の変動ほどは大きくぶれない動きをしています。

企業の本質的価値は、将来その企業が生み出すと予

測されるキャッシュフローを合計したものを現在価

値に割り引くことで算出します。一日とか、一ヶ月

とか、一年とかだけではなく、長期に亘って生み出

すキャッシュフローです。また、我々は企業の本質

的価値（赤い実線）が右肩上がりになっている企業

に投資します。内部成長（企業買収等によらない企

業の自律的な成長）によって、あるいは経営陣が手

元キャッシュフローを再投資することで企業価値を

生み出すことによって、本源的価値が伸びていく企

業が投資対象となるのです。 

 次に、赤の点線ですが、本来の企業価値から尐な

くとも 30％低い線です。株式を組み入れる際には本

質的価値から 30％以上割安になった株価で組み入

れます。さらに株価が下がると買い増します。ボラ

ティリティー（市場の変動）は、バリュー投資家に

とっては、またとない投資機会を与えてくれるとい

う意味で、敵ではなく、むしろ味方です。ベンチマ

ークとの乖離であるトラッキング・エラーを気にし

て組み入れることもしません。我々にとってリスク

とは投資したお客様のお金を永久的に毀損すること

です。安値で買い、適正株価に戻った時に売却する

ことによって、損失するリスクを避けようとしてい

ます。この投資手法は一貫しているので、ＩＴバブ

ルのようにＩＴ関連銘柄の株価が高いときにはその

ような銘柄は買い入れませんでしたし、景気後退期

に景気関連銘柄や金融株に割安感が出てきた時には、

そのような銘柄を組み入れました。規律正しく、再

現可能なプロセスで、企業のファンダメンタルズを

見て投資するボトムアップアプローチを投資哲学と

しています。 
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～ 過去のパフォーマンス ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

朝日Nvestバリュー型外国株マザーファンド
（ALAMCO 年金グローバルバリュー株ファンド、 Avest-Eのマザーファンド)

(03/31/2012 – 10/31/2012)

-2.5%

2.5%

ファンド MSCI ACWI （除く日本）

パフォーマンス （フィー控除後・米ドル建て） 2012年10月末現在

-1.09% 1.08%

株価対価値 53%

アンダーパフォーム銘柄

ヘルスネット: -94 bps

ダイムラー :-89 bps

インテル :-81 bps

-2.5%

2.5%

ALAMCOハリスグローバルバリュー株マザーファンド
（ ALAMCO ハリス年金グローバルバリュー株ファンド2007、ハリス世界株ファンドの
マザーファンド）

(03/31/2012 – 10/31/2012)

-0.19% 1.66%

ファンド MSCI Kokusai 

株価対価値 63%

アンダーパフォーム銘柄

インテル :  -156 bps

ダイムラー : -78 bps

アプライド・マテリアルズ:  -48 bps
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The MSCI All-Country World ex Japan Index is a free float-adjusted, market capitalization-weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed and emerging markets 

excluding Japan. This benchmark calculates reinvested dividends net of withholding taxes using Luxembourg tax rates. This index is unmanaged and investors cannot invest directly in this index. For 

comparison purposes, the index includes the reinvestment of income and other earnings but does not include any trading expenses, management fees, or other costs.

The MSCI World ex Japan Index (MSCI Kokusai Index) is a free float-adjusted, market capitalization-weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets 

excluding Japan. This benchmark calculates reinvested dividends net of withholding taxes using Luxembourg tax rates. This index is unmanaged and investors cannot invest directly in this index. For 

comparison purposes, the index includes the reinvestment of income and other earnings but does not include any trading expenses, management fees, or other costs.

 

左側は、朝日Ｎvest バリュー型外国株マザーファ

ンド（ＡＬＡＭＣＯ年金グローバルバリュー株ファ

ンドのマザーファンド）の米ドル建ての今年度

（2012 年４月－10 月）の実績です。ファンドが▲

1.09％で、ＭＳＣＩ ＡＣＷＩが+1.08％とファンド

が参考指数に劣後しています。同様に、ＡＬＡＭＣ

Ｏハリスグローバルバリュー株マザーファンド（Ａ

ＬＡＭＣＯハリス年金グローバルバリュー株ファン

ド 2007）の米ドル建ての今年度（2012 年 4 月－10

月）の実績です。ファンドが▲0.19％で、ＭＳＣＩ Ｋ

ＯＫＵＳＡＩが+1.66％と、ファンドが参考指数に劣

後しています。  

ハリス社としてこのようなパフォーマンスに満足

していませんが、7 ヶ月間というのは投資ホライゾ

ンとしてはあまりにも短期であると思っています。 

一方で、2012 年の１月から（2012 年 1 月－10 月）

と期間を長くしてみると、朝日Ｎvest バリュー型外

国株マザーファンドが＋17.7％で、ＭＳＣＩ ＡＣ

ＷＩが+14.5％ですので 3.25％程ファンドが参考指

数であるＭＳＣＩ ＡＣＷＩを上回っています。一方、

右側のＡＬＡＭＣＯハリスグローバルバリュー株マ

ザーファンドに関しましては、ファンドが+19.5％で、

ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩが+14.8％ですので、約

4.7％程ファンドが参考指数を上回っています。もっ

とも、年初来からでも、ハリス社の考えている投資

期間からすれば短期的となります。 

皆様方は円で投資していて、円が年初より若干割

安になっているので、年初から 11 月末までを円換算

で見ますと、朝日Ｎvest バリュー型外国株マザーフ

ァンドの方が＋24.1％（2012 年 1 月－11 月）で、

ＡＬＡＭＣＯハリスグローバルバリュー株マザーフ

ァンドが+26.3％となっています。従いまして、米国

の財政の崖であるとか、欧州の債務危機の懸念です

とか、あるいは中国の景気が減速しているといった

ようなマクロ経済の懸念はいろいろありますが、市

場の厳しさに反して、良いパフォーマンスを出して

いるということがお分かりいただけるかと思います。 

現在の厳しい市場環境の中、より株価の割安感が

高まっており、株価対企業価値は、両ファンドでそ

れぞれ 53％、63％となっていますが、これはポート

フォリオ全体で見たときに、本来ある企業の価値に

対して株価がどうなっているかを示したものです。

朝日Ｎvest バリュー型外国株マザーファンドの

53％というのは、本来ある企業の価値に対して半額

の株価で買えているということを意味し、大きな潜

在的な上昇余地があります。一方、ＡＬＡＭＣＯハ

リスグローバルバリュー株マザーファンドは、63％

です。本来ある企業の価値に対して半額に近い 63％

で買えているということですから、こちらも大きな

潜在的な上昇余地があります。マーケットが足元ほ

ど厳しくない時には、割安といっても、株価対企業

価値は、通常 70％～75％なので、現在の水準がいか

に割安かということがわかります。 
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～ 主なマイナス寄与銘柄 ～ 
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アプライド・マテリアルズ (ALAMCOハリスグローバルバリュー株マザーファンド)

• 業界において支配的地位にあり、やがて来る循環的な回復の恩恵を受ける。市場ではソーラー事業の価値
が見過ごされている。

• ユニークなソーラー事業もあり、よりフォーカスした競合他社に比べ特異なリスクは相対的に少ない。

• 半導体の資本設備・サービス事業は、テクノロジーのなかでも耐久性の高いフランチャイズの一つである。当
社の製品売上の75％は、製造ラインの主要な工程において平均60-70％のマーケットシェアを誇る。

ダイムラー (朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド、 ALAMCOハリス グローバル
バリュー株マザーファンド)

• 100億ドルを超えるネット・キャッシュを有し、健全なバランスシートを誇る。

• 成長する自動車需要に大きなエクスポージャーを持つ。

• 株価は 2013年予想利益の僅か7倍で取引されている。

ヘルスネット (朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド)

• 当社のカルフォルニア州の資産は他社が容易にまねできるものではなく、買収者にとって魅力的だろう。

• 経営陣は多くの株式を保有し、株主のように考えている。多額の自社株買いも行っている。

• 新しい保険数理士責任者は、保険引き受けや利益率を改善させている。

インテル (朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド、 ALAMCOハリス グローバル
バリュー株マザーファンド)

• 質の高いテクノロジー・リーダーで、ファンダメンタルズも改善している。

• 市場への参入障壁は極めて高い。技術、製造、規模の大きな優位性を持つ。

• 利益率が高くコンテンツの多いノートブック、クラウド（サーバー）、エマージング市場へのシフト。

主なマイナス寄与銘柄
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 アプライド・マテリアルズは、60％～70％という

圧倒的なシェアを有する米国の半導体製造装置メー

カーです。半導体事業は、景気循環の影響を受けや

すく、半導体に対する投資も不振でありますが、同

社は市場で確固たるポジションを築いています。配

当利回りは 3％で、潤沢なフリーキャッシュフロー

を持っています。経営陣は更なる市場での戦略を練

っていて、状況を改善しようとしています。また、

現在の株価水準にはソーラービジネスの事業価値が

全く反映されていません。さらに、最近発行済み株

式数の 4％程度の自社株買いをしています。これら

のプラス面にもかかわらず、依然として、株価は営

業利益に対して 4 倍というたいへん低い水準で推移

しています。 

  

ドイツの自動車メーカーであるダイムラーはメル

セデスベンツを保有し、トラックの会社としても世

界トップです。なぜ今年度下がっているのかという

と、中国での事業が鈍化していることに加えて、欧

州の銘柄であるということから、欧州の市況の弱含

みを反映しているということです。しかし、米国で

の販売状況を見ますと、過去の記録を更新するほど

の台数が出ているように好調です。同社は非常にバ

ランスシートが健全でキャッシュを手元現金として

100 億ドルほど抱え、ブランドも強固です。さらに、

世界全体の自動車に対する需要が年率４～5％伸び

ており、非常に市場でのポジションが良いにもかか

わらず、現在のＰＥＲ（株価収益率）は７倍という

割安な水準で取引されています。今日、航空宇宙産

業会社である EADS の保有株を売却する予定で、２

０億ユーロの売却資金が手に入るということも発表

されています。こういったことを勘案すると大変割

安です。 

 

ヘルスネットはカリフォルニアで医療保険を経営

している会社で、経営陣がかなり自社株を持ってい

るので、オーナーとしての目線を強く持った会社で

す。非常に価値のある事業基盤を持っていて、2006

年には米医療保険大手エトナが一株 50 ドル以上の

価格で買収提案をしました。ただ、エトナ自身の株

価が低迷して買収どころではなくなって、買収提案

は撤回されましたが、非常に価値がある事業である

ことには変わりません。保険料の設定で経営陣がミ

スをし、保険金の支払いが多くなってしまったとい

うのが今年度の失敗です。その結果、株価が下がり

ました。数理計算上のミスを受けて新しい年金数理

人を採用し、より適切な保険料設定が出来るような

体制に変わっています。経営陣が継続的に自社株を

持っているということも変わっていません。また、

25％以上の発行済み株式の自社株買いも行ってい

ます。株価は 2014 年の予想営業利益の 5 倍で取引

されており、本来あるべき株価水準からは 3 分の 1

の水準にとどまっています。今年度は保険料率の設

定でミスをしましたが、それを正すことができれば、

株価が 3 倍になるだけの価値がある銘柄です。 

 

インテルに関しましては、アップルがマックブッ

クにインテル以外のチップを採用しようとしている

との報道や、長年務めていたＣＥＯ（最高経営責任

者）ポール・オッテリーニが 2013 年 5 月に引退す

るという発表、モバイルデバイスでの伸びに対する

懸念、などが株価にプレッシャーをかけています。

しかし、過去からの伸びは大きくはないにしろ潤沢

なキャッシュフローが既存のＰＣのビジネスから得

られており、サーバー向けビジネスも圧倒的なポジ

ションを有し利益への貢献度が大きくなっています。
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さらには、経営陣も深い知見を持っていて、内部成

長のみならず買収案件の推進、更には株の買戻しも

積極的に行っております。先週、インテルは 3.5％

以下の利率で 60 億ドルの社債を発行することを発

表し、その社債を発行した代金で、現在配当利回り

が 4.6％である自社株の買戻しを行うことを発表し

ました。現在ネットキャッシュフローが 86 億ドル

ほどあり、配当利回りは 4.6％、ＰＥＲが 5 倍未満

の水準というのは非常に割安です。  

 

～ Price-to-Value （株価対価値） ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.
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ALAMCOハリス グローバル バリュー株マザーファンド
（ALAMCO ハリス年金グローバルバリュー株ファンド2007、ハリス世界株ファンドのマザーファンド）

（株価対価値）

 ＡＬＡＭＣＯハリスグローバルバリュー株マザー

ファンドの企業のあるべき本来的な価値に対して, 

過去の株価水準がどのように推移してきたか御覧く

ださい。一番底が金融危機の最中の 2009 年 3 月頃

で 40％に近い水準にあります。その後、かなり株価

が持ち直して、株価対価値は現在 63％程度ですが、

長期的なトレンドの水準である 70～75％から比べ

ると、足元はまだ割安感が強い状況です。 

 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド
（ALAMCO 年金グローバルバリュー株ファンド、 Avest-Eのマザーファンド)
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（株価対価値）

 朝日Ｎvest バリュー型外国株マザーファンドの方

の株価対価値を御覧ください。同じように一番底が

2009 年 3 月の金融危機の時になりますが、その後、

上昇して現在は約 53％となっています。7 ヶ月前も

下落していますが、その時は 55％でしたので、現在

はより割安度が高まっているということになります。

通常の長期的なトレンドよりも割安な水準になって

いますので、今後の回復によって株価の上昇余地が

大きいと非常に期待しています。このように、我々

は、マクロ経済のトレンドではなく、株価が本来あ

るべき価値からいかに乖離した割安な水準になって

いるかを見ながら投資をしています。我々ハリス社

では、ボラティリティーこそが投資機会を生み出す

と考えているのです。 

 

～ 最近の見出しは恐怖が支配している ～ 
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Germany chops 2013 growth forecast on euro crisis

Eurozone crisis as it happened: 

Relief as Spain avoids being downgraded on eve of EU summit
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How Europe spun out of control after the Greek debt 
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discovery that Greece had cooked the books

Hollande voices frustration over crisis
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Italy’s three-year debt costs lowest since October 2010

French president actually considering a ban on homework
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最近の見出しは恐怖が支配している

 上図には最近のニュースの見出しが出ています。
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ギリシアのユーロ離脱の可能性などの欧州債務危機

の話題が列挙されています。それと同時に、例えば、

アイルランドが 3 年ぶりに国債を発行できたとか、

あるいは、イタリアは金利が高騰して救済間際との

不安がありましたが 2010年 10 月以来の低い金利水

準で短期国債の発行ができたとか、プラス材料もあ

ります。こういった見出しがボラティリティーを生

んでいるのですが、このボラティリィティーがある

からこそ、より割安になっている銘柄を見つけ出し

て投資家の皆様のために組み入れるというチャンス

が生まれます。では、その数字を見てみたいと思い

ます。 

 

～ 経済成長 ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

経済成長

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,  October 2012.  Note:  2012-2013  growth are estimates.
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世界のGDP成長率

 上のグラフは世界のＧＤＰ（国内総生産）成長率

を表しています。ＩＭＦ（国際通貨基金）の予測に

よりますと、2013 年は世界全体で 3～3.5％の成長

率が見込まれています。ここ 30 年来では平均的な

成長率です。こういった平均的な成長が見込まれて

いるということは、企業からも通常のリターンが期

待出来るということになります。 

世界をいろいろと周り、企業を見渡すと、確かに

欧州における成長は鈍化しマイナス成長という状況

であり、中国の成長率も減速しており、日本も不振

です。その中で、米国は若干改善しています。個々

の会社を見ると、そういった中でも在庫を削減し、

コストを削減し、バランスシートのキャッシュを高

めている会社があります。つまり、3～3.5％成長と

いう経済環境の中でも、利益を生み出している企業

はあるので、そういった会社を選べるかどうかが重

要です。 

 

ハリス社は、各企業を調査してボトムアップで銘

柄を選びます。いままでマクロ経済の話をしてきま

したが、むしろ重要なのはミクロ経済です。2007 年

のピーク時に比べると株価水準は大きく下落してい

ます。不透明感が高いということ、マイナス材料が

見出しを賑わしているということ、経済成長見通し

への疑問、ソブリン危機に対する懸念、といったこ

とが要因です。しかし、ミクロ経済で見ると、一株

当り利益（ＥＰＳ）は 2007 年のピークに比べ 11％

改善しています。不安材料があるが故に株価収益率

が低下する形で株価水準が大きく下がっています。

2007 年に比べてそれだけ魅力的な銘柄が増えたと

いうことになります。 

 

～ バリュエーション比較 ～ 
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バリュエーション比較

Source: FactSet and MSCI.  Data as of 6/30/2007 and 10/31/2012.

Index definitions are on located at the end of the presentation in the footnotes.. 

（株価純資産倍率）

（配当利回り）

(株価キャッシュフロー倍率)
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お話した内容を数字で表したものが、上図のバリエ

ーション比較です。左側の数字は 2007 年 6 月、右

側は今年 2012 年 10 月です。株価純資産倍率（ＰＢ

Ｒ）で見ても、株価キャッシュフロー倍率（ＰＣＦ

Ｒ）で見ても、また配当利回りで見ても、特にヨー

ロッパを中心に非常に割安感が高まっているという

ことになります。 
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～ リターン ～ 
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リターン （米ドル建て、2012年10月末現在）
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ALAMCOハリス グローバル バリュー株マザーファンド
設定来リターン （設定時＝$100）

ファンド

 ＡＬＡＭＣＯハリスグローバルバリュー株マザー

ファンドのリターンをご覧頂きたいと思います。設

定以来のリターンは、残念なことにタイミング的に

マーケットがピークの時に設定されたために、厳し

いものとなっています。しかし、参考指数のＭＳＣ

Ｉ ＫＯＫＵＳＡＩは元本が戻っていないのに対し、

我々のファンドの場合には、ボトムアップによる銘

柄選択で集中的に投資するという投資スタイルを通

じ、設定来より高い水準となっています。 
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リターン （米ドル建て、2012年10月末現在）

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
設定来リターン （設定時＝$100）

ファンド

 同じように、長期投資をした場合にどういったこ

とが可能かということを、ご覧頂きたいと思います。

こちらは朝日Ｎvest バリュー型外国株マザーファン

ですが、設定は 2000 年３月です。MSCI ACWI(除

く日本)が元本を尐し上回る水準にとどまっている

のに対し、ファンドはほぼ 4 倍近くのリターンにな

っています。 

 

ハリス社は一貫した投資哲学で再現可能な投資ア

プローチを取るということを 1976 年の会社創設以

来続けてきました。優良なビジネスを行い、有能な

経営陣を持った会社で、本来あるべき株価水準より

も割安となっている会社を見つけて投資をするとい

う投資スタイルを堅持することで、皆様方に優れた

リターンを提供できると考えています。 

特に、来年以降の低調な経済見通し、現在の不安

材料により割安になっている銘柄を組み入れていく

ことによって、今後の回復時には、株価が本来ある

べき姿にもどっていく過程の中で、リターンが大き

く回復すると考えています。私どものファンドにご

信頼を寄せていただき、また今日は高い関心を持っ

てご参加いただきまして誠にありがとうございまし

た。 
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質疑応答 

Q. 14 ページのグラフに関してですが、ファンドの

累積リターンの変動の方が MSCI ACWI に比べ、

上がるときも下がるときも大きくなっていますが、

これは投資哲学の中で必然的に出る傾向なのか、そ

れとも偶然なのかについてご説明願えませんでし

ょうか。 
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リターン （米ドル建て、2012年10月末現在）

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
設定来リターン （設定時＝$100）

ファンド

A．まず、ベンチマークについて言いますと、組み

入れ銘柄の株価が高くなるとウェイトが大きくなる

ことになりますが、私どものファンドの場合は株価

が安いもの、アンダーバリューのものを組み入れて

いき、それがあるべき水準に戻った場合には売却し

て、さらに割安なものに入れ替えていきます。 

 リーマン・ショック（2008 年 9 月 15 日に、米国

の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻した

出来事に端を発する世界的金融危機）の際には今回

は過去の経済危機とは違うということが良く言われ

ました。消費支出はもう戻ってこない、経済が回復

することは無いかもしれない、政府の状態がどうな

るかわからない、あるいは住宅市場はもう回復しな

いなどの不安に駆られて、誰もが投資を公益株とか

安定株とか通信株とか、より安定した銘柄に集中さ

せました。このため、こういった銘柄は割安ではな

くなりました。一方、我々のファンドにおいては、

良い事業で、経営陣がしっかりしていた株を、価格

が非常に割安になったところで大きく組み入れたわ

けです。例えば、売上の半分を中国から上げ、カル

ティエのブランドを保有する高成長企業のリシュモ

ンです。こういう高級ブランドはだめだとの声もあ

ったわけですが、リーマン・ショックのときに不安

に駆られて安定株に向かった人はその後の上昇を享

受できず、上昇幅が小さくなりました。それは、投

資の時間軸が一日とか一週間とか、極めて短期的に

なったからです。 

一方、ファンドでは、良い事業、良い経営陣を持

つ、消費耐久財とか、金融銘柄、IT、工業株など景

気循環の影響を受けやすい銘柄を、非常に割安にな

ったところで組み入れました。不安が一気に広がっ

た場面ではこれらの銘柄が一時的に大きく下げ、フ

ァンドの下げ幅も大きくなりましたが、その後、こ

れらの株が本来あるべき価値に戻る中で、下げ幅以

上の改善を得ました。このような理由のため、ファ

ンドの値動きが大きくなりやすくなったのです。 
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朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
エマージング市場のエクスポージャー（現物ポートフォリオに占める比率）

ファンド

エマージング市場

 上のグラフをご覧下さい。我々は参考指数を追い

かけず、どこに価値があるかを見て投資しています。

グラフは、エマージング市場の株が安かったときに

は、参考指数の比率以上に保有していたことを示し

ています。参考指数での比率を見ているのではなく、

エマージング市場の中にボトムアップで良い銘柄が
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Q. 「財政の崖」の影響をどう見るか、コメントお

願いします。 

Q. 欧州のウェィトが高くなっていますが、通貨の

為替ヘッジはされていますか？ 

あった時に、買い入れているのです。その後、エマ

ージング市場が上昇し続けるにつれ割安な銘柄が尐

なくなり、比率が下がっています。決してエマージ

ング市場が嫌いだからとか、エマージング市場の成

長が期待できないというわけではありません。成長

が期待出来ても割安でなければ、このファンドには

合わないということです。 

ただ、エマージング市場の銘柄はボラティリティ

ーがかなり大きく、中国株は以前より安くなってき

ていますし、ブラジルなどでも景気の減速が見られ

てきていますので、今後割安な銘柄も出てくると思

います。ですから今後もエマージング市場の銘柄は

買わないということではなく、株価水準が調整され

て非常に低い水準になってくれば、良い銘柄を再度

組み入れていくつもりです。ただし、今の水準では

まだ魅力が無いと考えています。 

 

A．私は財政の崖はほとんど影響がないと見ていま

す。新聞等では毎日報道されていますが、VIX 指数

（シカゴ・オプション取引所が作り出した「ボラテ

ィリティ・インデックス」の略称。VIX は S&P500

を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・

公表されており、この VIX 指数は投資家心理を示す

数値として利用されており、「恐怖指数」という別名

が付けられている。）は、非常に低い水準にあります。

財政の崖では、崖から落ちるシナリオと落ちないシ

ナリオが考えられます。落ちるシナリオでは、自動

的な歳出カットと増税が行われ、支出が削減される

ことになります。一方、崖から落ちないで踏みとど

まった場合はどうなるかというと、共和党による富

裕層に対する増税策と民主党の支出削減策により、

何れにしても支出は削減されることになります。た

だし、もし崖から落ちてしまった場合には、政府が

問題に対処できていないということで、政府に対す

る市場の信頼感が喪失し、それによって市場が下落

局面になるという可能性はあります。ただし、実際

には、それを予測するのは困難です。私は政治家の

行動を予測するという立場になくて良かったと思っ

ています。政治家の行動を予測するより、銘柄選択

による投資を行うほうがずっとやり易いと思います。 

 

A．このポートフォリオは当初からヘッジはしない

ということで設定されています。ハリス社のファン

ドでは他にヘッジを行っているファンドもあります。

現在のユーロの水準を高いとは考えていません。だ

からといって、安くもありませんが、ほぼ適正な水

準と見ています。ハリス社で、ヘッジが可能なファ

ンドで、割高と考えヘッジを行っている通貨が三つ

あります。ハリス社が考える割高な通貨は、オース

トラリアドルと、スイスフランと、日本円です。日

本円は現在 1 ドル 82 円位ですが、本来あるべき水

準は、購買力平価（米国と日本の購買力の比率）等

から考えて 107 円程度と見ています。自民党の安倍

総裁が選挙で勝利して、更に円安になり日本の輸出

が伸びることを望んでいます。 
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～ 日本の株式市場 ～ 

最後に、私が注目している日本の株式市場につい

ての話をさせて頂ければと思います。 

日本株のバリュエーションは PBR（株価純資産倍

率）、配当利回りなどから見て現在非常に低位にあり、

魅力的であると考えています。歴史的に見て、日本

株は高い PER（株価収益率）で取引されていました

が、かつてない水準にまで下がってきています。単

に安いだけではなく、良い経営とビジネス基盤等の

企業の質を備えた日本の会社が存在しているという

ことを、市場は十分に認識していないように思われ

ます。今年は、過去最大レベルの自社株取得が行わ

れています。ROE（株主資本利益率）は二桁近くま

で上昇しています。個人金融資産は、貯蓄から投資

に回りつつあります。トヨタ自動車などの企業の役

員の数は大幅に減尐しています。トヨタは役員数を

20 数名から 13 名まで減らしました。ホンダも同様

です。配当性向は過去 5 年で 2 倍となっていますが、

私どもが投資している会社の配当性向は、更に上昇

しています。 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

Source: Nomura. Note: Cross-shareholding ratio is percentage of total market value of listed companies owned by listed companies, broadly defined cross-shareholding ratio is cross-shareholding ratio plus ratio of 

shares owned by insurers (excluding shares owned by subsidiaries and affiliates)
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 上のグラフは、株式持ち合いの推移を示していま

す。持ち合いの解消はどんどん進んでおり、持ち合

い比率はどのように定義するかにもよりますが、何

れにしても大きく低下しています。このような環境

下、企業の経営陣はより株主の声に耳を傾け、年金

基金や海外投資家の意見を聞く、というように、経

営陣の目線がより投資家に向いてきたという傾向が

見られます。確かに日本の国自体を見てみると、債

務残高が GDP 対比で 200％を超えている、高齢化

が進んでいる、景気が減速している等の問題があり

ますが、企業に目を向けてより良い会社であれば投

資を行います。例えば、ネスレに投資する場合にス

イス経済がどうかというのは重要ではありません。

同様に、トヨタに投資する場合も、日本経済がどう

かではなく、トヨタとして強力なブランド力があり、

マーケットでのポジションが強く、特に東南アジア

で圧倒的なポジションをもっているというように、

トヨタとしての企業価値を評価している訳です。本

社がある国の景気・経済で判断するということでは

ないのです。 

キャノンは過去 5 年でフリーキャッシュフローを

約 200 億ドル生み出しており、それをほぼ全て株主

に還元しています。自社株取得も約 14％行っていま

す。経営陣は株主にとって非常に良い策をとってい

ます。残念ながら円高によって海外事業が打撃を受

けていますが、本質的な企業価値は非常に強いと判

断しています。 

私は日本が大好きで話し始めると止まりませんが、

日本だけでなく、欧州も米国も、非常に良い会社で

事業基盤が強いにも関わらず、現在のマーケット環

境により非常に割安になっている銘柄が沢山ありま

す。5 年後、10 年後に振り返ったときに、現在は非

常に投資機会が大きい千載一遇の時期であったとい

うことになるのではないでしょうか。 

 

（終り） 
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朝日ライフ アセットマネジメント 

■投資信託に係るリスクについて 

 

■投資信託に係る手数料等について 

 

 

 

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資

元金が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動

等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下

回ることもあります。 

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、

投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあた

っては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧ください。 

[ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。] 

■申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限 5.25％（税抜 5.0％） 

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3％ 

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

…… 信託報酬 上限 1.9425％（税抜 1.85％） 

■その他の費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

 

《ご注意》 

 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定して

おります。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべ

ての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資

信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる

際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

朝日ライフ アセッ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 301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 

 

1301080 


