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朝日ライフ アセットマネジメント 

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 

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

2014年 3月 7日（金）、ステーションコンファレンス東京で、 

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。 

ハリス社の運用プロセスから、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。私はロバート・テイラーです。本日

はお越しいただきまして誠にありがとうございます。

週末の金曜日にこれだけ多くの方にお越しいただき

まして大変感激しております。 

 

                         （セミナー会場の様子） 

さて、2013 年は ALAMCO 年金グローバル バリ

ュー株ファンドと Avset-E のマザーファンドである

「朝日Ｎｖｅｓｔ バリュー型 外国株マザーファン

ド」、ALAMCO ハリス年金グローバル バリュー株

ファンド 2007 とハリス世界株ファンド（毎月決算

型）のマザーファンドである「ALAMCO ハリス グ

ローバル バリュー株マザーファンド」ともに大変良

いパフォーマンスをあげました。今日はいつもと少

し変えて、パフォーマンスの話から始めたいと思い

ます。 

2013 年は絶対水準でも参考指数との比較でも大

変素晴らしいパフォーマンスとなりました。 

「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」ともにドルベースの絶対リターンは

32％を超え、通常の年よりも大きな成果が出ました。

また、参考指数との比較でも、それぞれ 9％と 7％

上回る上昇となりました。 

 

～ パフォーマンス ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.
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株価対価値 74%
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パフォーマンス （フィー控除後・米ドル建て）

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)

(2012年12月31日 – 2013年12月31日）

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）

(2012年12月31日 – 2013年12月31日)

ファンド MSCI ACWI （除く日本） ファンド

2013年12月31日現在

保有上位5銘柄
オラクル

クレディスイス・グループ
ジュリアス・ベア・グループ

マスターカード
ゼネラル・モーターズ

保有上位5銘柄
ジュリアス・ベア・グループ

アリアンツ
クレディスイス・グループ
ゼネラル・モーターズ

ＢＮＰパリバ

MSCI オールカントリー・ワールド（除く日本）指数（ネット）は、浮動株調整後時価総額比率に基づく指数で、日本を除く先進国および新興国株式市場のパフォーマンスを測るために設計されたものです。このベンチマークは、ルクセ
ンブルグの税率を使った源泉税控除後配当を再投資したものとして計算しています。この指数自体は運用されることはなく、投資家は直接この指数に投資することはできません。比較のため、当指数は配当再投資分等を含みます
が、売買費用、運用報酬、その他の費用は含みません。

MSCI ワールド（除く日本）指数（ネット）（MSCI Kokusai指数）は、浮動株調整後時価総額比率に基づく指数で、日本を除く先進国株式市場のパフォーマンスを測るために設計されたものです。このベンチマークは、ルクセンブルグの

税率を使った源泉税控除後配当を再投資したものとして計算しています。この指数自体は運用されることはなく、投資家は直接この指数に投資することはできません。比較のため、当指数は配当再投資分等を含みますが、売買費
用、運用報酬、その他の費用は含みません。

フィーにはハリス社に対する運用報酬等の費用が含まれます。また、上記パフォーマンスはマザーファンドの外貨建資産に関するものであり、マザーファンドの基準価額とは異なります。（以下同じ）。

 私たちは、本来あるべき価格に対してどれだけ割

安になっているかをバリューの指標としていますが、

「朝日Ｎｖｅｓｔ バリュー型 外国株マザーファン

ド」は本来あるべき価格の 65％、「ALAMCO ハリ

ス グローバル バリュー株マザーファンド」は 74％

であり、まだまだ上昇余地がある状態です。 

次にハリス社の強み、昨年のみならず、長期にわ

たって良いパフォーマンスを上げてきた背景につい

てご紹介したいと思います。 

■ 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・テイラー氏の見解であり、将来予告なく変わることがあります。 
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朝日ライフ アセットマネジメント 

～ ハリス社の強みと有益性 ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

ハリス社の競争上の優位性:  

•長期の投資ホライゾン

 我々の競合他社との投資ホライゾンの違いが引き起こす株価のミスプライスを追求し利用します。

•ゼネラリストであるリサーチ・アナリスト

 時価総額、セクター、国に関係ない、より合理的な意思決定を可能にします。

•相対的価値ではなく、絶対的価値にフォーカス

 投資とは、ビジネスの一片を買うことと考えます。

•運用プロフェッショナルの経験と在職期間の奥行き

 グローバル株式ポートフォリオ・マネージャーは、平均27年間の投資経験を持ち、ハリス社に平均22
年間在籍しています。

 グローバル株式リサーチ・アナリスト*は、 平均14年間の投資経験を持ち、ハリス社に平均10年間
在籍しています。

•グローバル・ストラテジーは、2004年、2005年、 2006年、2012年にリッパー・ファンド・アワードを
受賞しました 。Avest-Eは、モーニングスター“ファンド オブ ザ ディケード2013”（国際株式型
部門）を受賞しました。 * *

 当業界での認識を表すもの。
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ハリス社の運用資産総額 = 約1,181億ドル（約12.4兆円） 2013年12月31日現在

＊一部のポートフォリオ・マネジャーはアナリストとしての責任を持つため、アナリストの平均値に含まれています。＊＊上記評価は過去一定期間の実績の分析に基づいた評価等であり、将来の運用成果等を保証
したものではありません。

当社の強みと有益性
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。

 私たちにはバリュー投資家として 35 年以上の経

験があり、これは他社との大きな差別化になってい

ると思います。また、常に長期投資を念頭に置いて

います。短期的な株価の変動によりあるべき株価水

準より割安になっている銘柄を買い付け、割高にな

っている銘柄を避けることで価値を実現しています。 

2 番目の点は、20 人のアナリストがすべてゼネラ

リストであることです。ゼネラリストということは、

担当セクターをもたない、大型・中型・小型株の全

てをカバーする、特定の国ではなく全ての地域をカ

バーする、ことになります。セクターアナリストで

はないため、割高な特定のセクターを避けたほうが

良い時にはそれが可能となります。 

他社は通常セクターアナリストを抱えています。

例えば、IT のアナリストは 1999 年の IT バブルの

時でも IT 銘柄に新しいアイディアを探し出し、何ら

かの推奨をしなければいけませんでした。ハリス社

のゼネラリストは、絶対的な価値を判断し、IT 銘柄

をゼロにすることができたわけです。ゼネラリスト

であれば、全てのセクター、地域からバリューを探

し、これを追求することができます。 

 

 

 

 

 

 

私たちはセクターの中で相対的に割安なものでは

なく、絶対的な価値を追求しています。業界のテー

マに乗るとかいうことではなく、経営陣がしっかり

しているか、この会社のオーナーになっても良いか

を考え、会社そのものに投資をするつもりで銘柄の

選択を行っています。 

また、ハリス社には経験豊富なポートフォリオマ

ネジャーとアナリストが在籍しています。そんな年

には見えないかもしれませんが私も 20 年以上の経

験を持っています。グローバル株式のポートフォリ

オマネジャーは平均 27 年の投資経験をもち、ハリ

ス社に平均 22 年在籍しています。グローバル株式

のアナリストは平均 14 年の投資経験をもち、平均

10 年ハリス社に在籍しています。 

ハリス社のグローバル・ストラテジーは、2004 年、

2005 年、2006 年、2012 年にリッパー・ファンド・

アワード※1 を受賞しました。Avest-Ｅは、このたび

モーニングスター“ファンド オブ ザ ディケード

2013”（国際株式型部門）※2 を受賞しました。長年

の実績を評価していただいたモーニングスター社に

大変感謝するとともに、それ以上に、大切な資金を

預けていただいたみなさま投資家の方に大きな感謝

をいたしております。 

 

 

※1リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託

の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファン

ド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析

したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保

証するものではないことにご留意ください。評価結果は、

リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび

情報に基づいていますが、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。 

 

 

※2 Morningstar Award “Fund of the Decade 2013”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。 

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。 
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～ 投資哲学 ～ 

 

私たちの投資哲学についてお話します。私たちは

長期的なバリュー投資を行っています。バリューの

定義にはいろいろなものがありますが、私たちは単

に価格が安いことだけでなく、企業の質も念頭に置

いてバリューを判断しています。 

質が高いかどうかは、たとえば他社の参入障壁が

高いか、フリーキャッシュフローが潤沢であるか、

投下資本に対する利益率が高いか、などを見て判断

していますが、経営陣の質も重要です。経営陣がオ

ーナーとしてのマインドを持っているか、たとえば

自ら出資をしているか、出資をしていないのであれ

ば、業績に連動した報酬体系になっているかを見ま

す。経営陣の目線が我々投資家と同じになっている

ことが重要と考えます。 

割安であることに加えて質を重視することにより、

衰退セクターに投資して株価が水面下にあり続ける

ことや、経営陣の力量が低く業績を上げられない株

に投資してバリュートラップに陥る、ということが

ないように投資できると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

～ 現在の市場にバリューはあるか ～ 

 

よく聞かれる質問として、現在の相場にバリュー

はあるのか、ということがあります。足元、相場は

上げてきている状況です。ここ１年間でエマージン

グ市場以外はかなり上げてきており、2009 年の底か

ら見れば、エマージングも含めて、倍以上の上昇を

示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（セミナー会場の様子） 
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朝日ライフ アセットマネジメント 

～ バリュエーション ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

バリュエーション

7
* 累計リターン

キャッシュフロー
倍率

MSCI 
ワールド

MSCI 米国 MSCI 欧州 MSCI エマージン
グ・マーケット

2007年12月31日 10.6 11.8 9.5 11.2

2009年2月27日 5.4 6.1 4.8 5.1

2013年12月31日 10.5 11.7 9.1 7.5

株価純資産倍率

2007年12月31日 2.5 2.8 2.3 2.9

2009年2月27日 1.2 1.5 1.1 1.3

2013年12月31日 2.2 2.7 1.8 1.5

配当利回り

2007年12月31日 2.3% 1.9% 3.0% 1.9%

2009年2月27日 4.3% 3.3% 6.2% 4.3%

2013年12月31日 2.4% 1.9% 3.2% 2.6%

期間 MSCI 
ワールド

MSCI 米国 MSCI 欧州 MSCI エマージン
グ・マーケット

2007年12月31日 –

2013年12月31日*

19.4% 39.4% 0.3% -7.0%

年平均成長率 3.0% 5.7% 0.1% -1.2%

 倍率は2007年より低く、コアのバランスシートはより強い

 但し、2007 年以降、2013 年までの期間で相場は

それ程上げていません。MSCI 欧州はほぼ横ばい、

エマージング市場はマイナス、MSCI 米国で見ても、

年平均成長率は 6%弱、MSCI ワールドは 3%です。

株式の上昇率の実績が、長期的には平均して年率

8-10％であることを勘案すれば、この 6 年で見れば

平均に届いていないと言えます。 

 

また、バリュエーション指標は、MSCI ワールド、

MSCI 米国、MSCI 欧州、MSCI エマージングのど

れを見ても、2007 年と比較して割安であると言えま

す。2009 年の下落は 100 年に一度か二度しかない

ような急落局面であり、願わくばそのような下げは

二度と見たくないものですが、そのような特殊な状

況と今日のバリュエーションを比べて、現在の市場

にはもうバリューがないと言う人たちと同じ間違い

をしてはいけません。2009 年は投資のタイミングと

して素晴らしい時期だったと言えますが、現状も、

2007 年と比較して割安な状況であると言えます。企

業がキャッシュリッチであることから、企業の財務

状況は良くなっており、見かけのバリュエーション

指標以上の割安感があります。 

 

 

 

 

～ 市場コメント ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

市場コメント
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ボラティリティーは機会をもたらす

我々は、もし短期的な恐怖がなければ、株を安値で買うことは難しいと確信し

ています。

現在、投資家はリスクがあると見られるあらゆるものから逃げ出そうとしてい

ます。我々は、彼らは新しい種類の低リスク、高リターンの機会を生み出してい

ると確信しています。

市場から恐怖が後退するとき、我々の洞察は報いられると確信しています。

広がる混乱ではなく、個別企業にフォーカスすることで、我々はお客様にとっ

て魅力的なチャンスを探しています。

 また、バリュー投資にとって、ボラティリテイー

は味方であると考えます。 つまり、悪い材料が続

いて、短期的に恐怖感が高まって、本来あるべき本

源的価値より割安になっている場合、投資妙味があ

ると言えます。これは、2009 年においても該当する

話であります。 

 

では、最近組み入れました銘柄を 3 銘柄ほどご紹

介したいと思います。 
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～ フグロ ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

フグロ (FUR NA) 

• 急成長しているオフショア市場において支配的なマーケットシェアを持つ。

• 超深海掘削へのシフトが当社のポジションを強める。

• ビジネスはサプライチェーンに渡って多様化し、安定した収益をもたらす。
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Fugro
Three Year Price History

Last                           38.82
High on 04/11/11      57.29
Low on 10/04/11       31.89

フグロ
過去3年間の株価推移（ユーロ）

出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2011年1月31日 – 2014年1月31日
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 まず、フグロという会社をご紹介したいと思いま

す。あまり馴染みのない会社かと思いますが、小型

株で、海洋油田の地質技術・地質科学などを駆使し

た製品を持っている会社です。簡単に言うと、沖合

の海洋油田で地質調査を行い、どこを掘削したら石

油が産出できるのか、海洋油田のどこにリグを置い

たら効果的なのかといった掘削機の位置決めなどが

できる会社です。全事業の 85％の分野において 50％

以上のマーケットシェアを持っています。非常にキ

ャッシュを生み出す力が高く、石油開発における設

備投資が最も急速に伸びている深海掘削に深く関わ

っています。 

なぜ株価が低迷しているかというと、石油会社が

今後設備投資を減らしてくるのではという不透明感

から、関連銘柄の株価が全般的に下げているのです。

但し、この会社は深海の石油掘削に焦点をあててい

ます。石油会社は、オフショアの石油開発に対して

は旺盛な設備投資を行っています。 

先ほど、株価対価値は Avest-E マザーファンドの

ポートフォリオ全体では 65％とご紹介しました。フ

グロに関しましては、１ドルの本源的価値に対して

59 セント、すなわち 59％の株価水準になっていま

すので、組入銘柄の平均よりも割安な銘柄の一つと

なっています。 

 

 

 

～ ゼネラル・モーターズ ～ 
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ゼネラル・モーターズ (GM) 

• 100億ドルの固定費が削減され、北米事業が大きく改善している。

• 債務は最小限となり、かつて800億ドル以上あった全米自動車労働組合の退職者ヘルスケア債務もなくなるな
ど、バランスシートのリスクが大きく削減されている。

• エマージング市場においてトップクラスのポジションにあり、中国ではナンバー2に位置している。
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$45

GM
Three Year Price History

Last                         $36.08
High on 12/17/13    $41.53
Low on 07/25/12     $18.80

ゼネラル・モーターズ
過去3年間の株価推移（米ドル）

出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2011年1月31日 – 2014年1月31日
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 私自身、ゼネラル・モーターズ（GM）をこのフ

ァンドに組入れるとは夢にも思っていませんでした。 

米国人にとりまして GM といった場合、「車は悪

い」「退職者年金の負担が大きい」「借入れが多い」

といった非常に悪いイメージが重なっていたわけで

す。また、破綻申請を行い、政府から公的資金の注

入を受けた時に GM は「ガバメント・モーターズ」

だと陰口をたたかれたわけです。 

しかし、かなり状況は様変わりしてきています。

破綻処理の結果、非常に大きな成果が出ています。

借り替えをして、バランスシート上はキャッシュが

プラスになっているという状況です。また、退職者

年金の債務は会社のバランスシートから切り離され、

現在組合が年金債務などの運営をしています。政府

保有株式も売却され、経営陣はハードワークに対し

て報われる報酬体系となっています。また、中国の

自動車販売が非常に旺盛で、米国におきましても非

常に順調に販売台数が伸びています。新規モデルの

開発に投資を継続した結果、向う 2～3 年でいいま

すと他社と比べてもベストと言っていいような新モ

デルのラインアップが控えています。 

ただ、欧州事業が依然として損失を計上しており、

当面は利益が出にくく、経営陣が欧州事業を切り離

して売却するという話もあります。一旦、売却が決

まるとなれば株価は更に上昇する可能性があると思

います。 
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私自身、GM をファンドに組み入れるとは夢にも

思っていなかったと申し上げたときに会場の中にも

薄笑いをされ意外に思った方がいらっしゃったよう

ですが、現在の株価水準は１ドルの本源的価値に対

して 60 セント、つまり 60％となっています。 

 

～ ダノン ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

ダノン (BN FP) 

• 大部分の市場においてナンバー1か2に位置し、強い競争力のあるポジションを占める。エマージング市場にも
大きなエクスポージャーを持つ。

• 非常に優れたトラックレコードがある。過去10年間において年平均5％の内部成長を達成し、営業利益率は300
ベーシス・ポイント改善した。

• 商品ポートフォリオを健康的な商品へシフトしてきた優れた経営陣。消費者の健康志向の高まりの恩恵を受け
るうえで良いポジションにある。
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€ 70

Danone
Three Year Price History

Last                           49.01
High on 12/17/13      60.39
Low on 07/25/12       39.18

ダノン
過去3年間の株価推移（ユーロ）

出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2011年1月31日 – 2014年1月31日 11

 次にダノンです。この会社はいろんなブランドを

持っていますが、ヨーグルトなどの乳製品で 50％、

離乳食などベビーフードが 25％の事業構成となっ

ており、ベビーフードでは世界第 2 位のブランドと

なっています。それから 15％が飲料水で、エビアン、

ボルビックなどのブランドがあります。ボルビック

は米国ではあまり目にしないのですが日本に来ます

とかなり飲まれていることを知って驚いたぐらいで

す。 

ダノンブランドは世界でも 1、2 位を争うブラン

ドで、会社全体の売上の 40％はエマージング市場か

らとなっています。また、経営陣のトラックレコー

ドも非常に優秀で、増収率は約 5％、営業利益も順

調に伸ばしている会社です。通常、これだけ優良な

企業というのはバリュー銘柄にならず、なかなかポ

ートフォリオに組み入れることができないというこ

とになります。 

なぜ株価が低迷しているかといいますと、実は

2013 年 8 月に中国である製品（離乳食）に細菌が混

入したということでリコール騒ぎとなりました。こ

れはダノンの工場での問題ではなく、ニュージーラ

ンドの会社から仕入れた原材料（乳製品）の方に問

題があったということで現在訴訟になっています。

リコールになりましたので中国での売り上げは短期

的にはかなり打撃を受けることになりますが、しっ

かりした会社ですので、安全性を消費者に訴え、最

終的には収益を戻すことができると考えています。

現在の株価水準はあるべき価値に対して 60％の水

準になっています。 
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～ エマージングマーケット ～ 

エマージングマーケットについてはずっと割高で

あったので、何か割安になるような材料はないかと

注目してきました。ここにきて非常にマイナスな材

料が相次ぎ、成長も低迷し、通貨も安くなっていま

す。ベネズエラ、タイ、ウクライナなどのように、

政情が不安定な所もあり、その結果、エマージング

市場はかなり下落している状況です。 

最近は、アナリストのメンバーが精力的にエマー

ジングマーケット巡りをしていまして、私も 12 月

にインドネシアに行ってまいりました。ジョイソ

ン・ロングはつい最近インドに行き、エリック・リ

ューとマイク・マネリは 5 月に中国に、ジャスティ

ン・ハンスは来週東欧に行きます。十分株価が下げ

た段階で組入れるとしたらどのような銘柄が良いか

というウィッシュリストを作って、辛抱強く、株価

が十分に安い水準まで下がるのを待っています。 

ポートフォリオの組入銘柄全体では、売上高の約

20％がエマージングマーケットから来ていますが、

つい最近までエマージング市場の銘柄は一つも組入

れていませんでした。 

今年に入りエマージング銘柄のサムソン電子を組

入れています。以前保有しており、一回手放した銘

柄ですが、最近再度組入れました。非常に環境に対

する適応力が高く、メモリー半導体ビジネスでは支

配的なポジションにあります。フラットパネルディ

スプレーも順調ですし、携帯端末においても非常に

順調であるということから、久しぶりに組入れたエ

マージング銘柄となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ サムスン電子 ～ 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

サムスン電子 (005930 KS) 

• グローバルベースで、半導体ビジネスにおいて競争上の大きなアドバンテージを持つ。

• サイクルの低下を経験するさなかにおいても、財務上の強さとトップクラスのマーケット・ポジションにより、
研究開発費や設備投資を増加することができている。

• 他社に大差をつける低コスト生産者である。
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Samsung
Three Year Price History

Last                       1,280,000
High on 01/02/13  1,560,000
Low on 08/19/11      660,000

サムスン電子
過去3年間の株価推移（ウォン）
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出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2011年1月31日 – 2014年1月31日

 特に携帯端末におきましては、非常にめざましい

成長をとげており、グローバルのリーダーと言って

いい位置に昇り詰めています。そして順調にキャッ

シュを生み出しており現在バランスシート上に 400

億ドルのフリーキャッシュフローを有しています。 

実はちょうど 2 日前、日本に来る前に韓国にも寄

って、サムスン電子の CEO（最高経営責任者）にお

会いしてきました。今後 5 年間の経営計画とビジョ

ンをお聞きしたところ、競合他社に対して、どう戦

っていくかという極めて明確なビジョンを持ってい

て、非常に感銘を受けたところです。現在の株価水

準はあるべき価値に対して約 60％の水準で、長期的

に投資家の皆様にとって良い投資になると考えてい

ます。 

最後になりますが、株式市場は大底からかなり上

昇してきましたので、短期的にはボラティリティー

が高まり、利食い売りが出るような局面があっても

おかしくないと思います。環境的にはいろいろなこ

とがありますが、私たちの投資哲学やプロセスが変

わることはありません。私たちは、市場にはまだバ

リューがあると考えていますし、保有する銘柄の経

営陣の質を楽観しています。企業のバランスシート

には多くのキャッシュがあります。将来のパフォー

マンスをお約束することはできませんが、長期的に

実証された投資哲学とプロセスを今後も踏襲してい

くということはお約束いたします。 
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質疑応答 

 

 

 

 

 

A：全て株価水準次第です。エマージング市場の軟

化が続いていますが、エマージング市場にも良い銘

柄があります。さらに株価が十分下がってくれば今

後さらにエマージング市場の銘柄を組み入れるこ

とになるでしょう。私たちはトップダウンではなく

ボトムアップにより投資判断をしているため、必ず

しも次の組み入れ銘柄がエマージング市場の銘柄

になるとは限りませんが、良い銘柄の株価が十分安

くなれば、エマージングの配分を今後も増やしてい

きます。 

エマージング市場は PER（株価収益率）などの

倍率に最も割安感があります。倍率的には安く見え

ますが、エマージング市場は規制業種、公益、銀行、

コモデティ業種などの銘柄の時価総額が大きくな

っており、こういった業種の銘柄は質が低い銘柄が

多く、リターンも低いのです。このため、エマージ

ング市場の倍率が低いからといって、必ずしも個々

の銘柄が割安ということではありません。また、エ

マージング市場はここ数年インフレがとても低く、

経済成長率が高いという恵まれた環境でした。この

ようなエマージング市場にとって例外的な環境下

で、エマージング市場の銘柄の収益性は実力よりも

過大評価されています。今後インフレが再燃してき

たとき収益性も正常な水準に下がることを考慮す

ると、この倍率はそれほど魅力的でなくなります。 

2000 年の Avest-E のファンド設定時まで遡りま

すと、当時エマージング市場の組入構成比は 10％

以上あったと思います。バリュー銘柄として良い銘

柄があれば、今後もエマージング市場の比率が多く

なっても構わないという姿勢で運用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：ハリス社のパートナーと従業員、企業の所有す

る信託がハリス社のファンドに３億ドル以上投資

しています。私も自分の全金融資産の 90％以上を

ハリス社のファンドに投資しています。Avest-E や

ハリス世界株にも投資したいのですが、各種規制等

の関係から、これらのファンドには投資していませ

ん。全てのお客様の資金が重要なのは当然ですが、

私の３人の子供の教育資金も全てハリス社のファ

ンドに投資されており、運用成績はとても大切です。 

 

 

 

 

 

 

A：安倍首相の就任前であれば、恐らく日本が最も

割安な株価水準であると言えたでしょう。ポートフ

ォリオの 25～30％を日本に配分しても良いと言え

る水準であったと思います。私たちは実際に日本株

を多く保有していました。但し、その後に日本の株

式はかなり上昇しましたので、徐々にウエイトを減

らしています。ハリス社の運用では、目標とする株

価水準から割安に乖離した銘柄を買い付け、目標値

に達した段階で売るという投資プロセスを堅持し

ています。ある銘柄が嫌いだとか、業務内容が良く

ないとか、アベノミクスに期待していないという訳

ではありません。あるべきフェアバリューに到達し

た段階で手放していきますので、その結果日本株が

減ったということになります。 

 

 

Q. 久しぶりにエマージング市場のサムスンを組み

入れたとのことですが、今後エマージングの国々、

市場に対する投資は増えていきますでしょうか。今

後の見通しについて、教えて下さい。 

Q. 明快なご説明有難うございました。企業の選別

においてオーナーマインドを重視しているとのこ

とですが、テーラーさんご自身、あるいはパート

ナーの方々の資産に対するハリス社のファンドへ

の投資額、比率について教えて下さい。どの位ハ

リス社の皆さんがオーナーマインドを持っている

か、教えて下さい。 

Q. こちらのファンドは日本株を投資対象として

いませんが、日本株とアベノミクスについて、外

国人投資家としてどのような見解を持っている

か、お聞かせ願えますか。 
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ALAMCO のファンドの基となるファンドに、オ

ールキャップ・グローバルストラテジーに基づく、

日本株にも投資可能なファンドがあります。このフ

ァンドでは、日本株に全体の約 12％を配分してい

ます。インデックスのウエイトは 9～10％程度です

から、現在でもインデックスよりは多いことになり

ます。しかし、かつて 20 数％日本株を保有してい

たのと比べると、株価水準の上昇に伴いかなり日本

株を減らしてきたという結果になっています。 

日本は長年デフレに苦しんでいますので、安倍首

相の「第 1 の矢」と「第 2 の矢」は、インフレをも

たらすという意味で非常に重要であると考えてい

ます。日本以外の国では通常インフレを恐れるので

すが、インフレを歓迎する国の一つが日本ではない

かと思います。 

日本を再度成長過程に乗せるために実行した「第

1 の矢」と「第 2 の矢」は、非常にうまくいったと

思います。但し、既に 1 年が経ちましたので、そろ

そろ「第 3 の矢」である構造改革を行動に移さない

と、またとないチャンスを失うとハリス社では考え

ています。政治的な手続きに時間を要するであると

か、あるいは消費増税によるマイナスの影響を見極

めてから動くのだとか、色々言われてはいます。け

れども、時間が経てば経つほど「第 3 の矢」として

の構造改革を実行するチャンスの窓が、どんどん閉

められてしまうのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：では、逆に私のほうから質問させてください。

例えば、あるべき価値が 100 円のものを持っている

とします。誰かがこれを 100 円で買うといったとき、

あなたは 100 円で売るか、それとも 120 円払う愚

かな投資家が現れるのを待つか、という問題になる

と思います。あるべき価値が 100 円と考えているに

もかかわらず、それが 120 円になるか 130 円にな

るかということを期待するのは、もはや投資ではな

く投機であるというのがハリス社の考え方です。本

来、バリュー投資はあるべき本質的価格が何かを見

極めるところを出発点にすべきです。その本質的価

格に対して株価が安ければ買います。さらに、株価

が下がったら、割安感が増しているということです

ので、買い増しをします。100 円に戻ったら本来あ

るべき価値に戻ったということです。さらに上昇す

ることを期待するということは、本質的価値が分か

らずにそれ以上の価格を払おうとする賢明でない

投資家が現れるのを待つということです。しかし、

これはもはや投資ではなく、リスクを過度に取った

投機であると思います。従いまして、バリューの投

資哲学に反するので、ハリス社の取るべき投資態度

ではありません。 

 

 

 

 

 

 

Q. ハリス社の運用はバリュー投資ということで

絶対的価値 100％のところで売るということでし

たが、株価というものは、たとえ割安な水準であ

っても、勢いが付いてくるとすぐに割高な水準に

移行すると思います。世界経済全体が好調で、株

価指数全体が上昇して行くときは、従来に比較し

て 100％を超える銘柄が多くなると思いますが、そ

のような場合でも 100％を超えた銘柄は、全部売却

するのですか。 
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A：このファンドの素晴らしいところは、グローバ

ルに投資できるので地理的制約がなく、また、オー

ルキャップなので、時価総額の大型・中型・小型も

制約のないところです。必ずしや、どこかにバリュ

ーを発見できるのです。 

                   

（終） 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロバート・テイラー氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q. 株式市場全体が下落しているときに、割安にな

ったらもっと買うということは、私自身も投資家

としてリーマンショックの最安値で株を買いまし

たので良く理解できるのですが、株式市場全体が

上昇してあるべき価格に近付いているような局面

では、バリュー投資家としては投資する先を見つ

けるのが困難になると思います。例えば、そのよ

うな局面で、このファンドの全銘柄が本質的価格

に達した時は、全銘柄を売却してキャッシュを

100％保有するということになるのでしょうか。 
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■ 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％※１（税抜 5.0％） 
                        ※１：消費税率が８％となる平成 26年 4月 1日以降は、5.4％となります。  

■ 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％※２（税抜 1.85％） 
※2：消費税率が８％となる平成 26年 4月 1日以降は、1.998％となります。  

■ 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 
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