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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 

～～ ハリス社のファンドマネジャー クライド・マクレガー氏 および ロバート・テイラー氏 セミナー要旨 ～～ 

2013 年 5 月 9 日（木）、愛鉄連厚生年金基金会館（名古屋）で、 

ハリス・アソシエイツ社のファンドマネジャーである 

クライド・マクレガー氏およびロバート・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。 

 

 
（クライド・マクレガー氏）  
皆さん、こんにちは。クライド・マクレガーです。

日本を訪れるのは今回が初めてですが、先週は娘と

観光し、今週は仕事の一週間です。本日は素晴らし

い機会を頂き、ありがとうございます。このような

形でお話しできることを大変嬉しく思っています。 
先程ご紹介頂きましたが、私はハリス社に長年勤

めており、2 番目の古株です。本日は特に、ハリス

社の歴史、投資哲学、そして、なぜハリス社のファ

ンドがご好評を頂いているのか等をお伝えしたいと

思います。 
 

 
                         （セミナー会場の様子） 

 

～ ハリス社の強みと有益性 ～ 
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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26年間の投資経験を持ち、ハリス社に平均21
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15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 *

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835億ドル（約7.9兆円） 2013年3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。

 

（クライド・マクレガー氏） 
ハリス社の設立は 1976 年ですが、投資事業はそ

れ以前の 1920 年代にルーツがあり、シカゴの富裕

家族の資産運用から始まりました。 
私がハリス社に入社したのは 1981年です。当時、

富裕家族がバリュー株投資を志向していましたが、

私がバリュー株投資におけるスキルを有していたこ

ともあり、お客様のニーズと合致しました。 
入社から 32 年が経過しますが、長い歳月の中で、

扱う商品が増えた一方、運用に対する考え方や、投

資哲学、どこで競争優位を確保するか等、基本的な

考え方は、1981 年以来何も変わっていません。 
まず、投資ホライズン（投資期間）は、3 年から 5

年という長期です。私たちは、バリュー株投資の一

■ 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クライド・マクレガー氏およびロバート・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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環として、企業価値に対して株価が割安なタイミン

グで買入れを行いますが、買入れを行った後、株価

が本来あるべき水準にいつ戻るかはわからないため、

短期でリターンを追求するのではなく、長期でのリ

ターンを追求します。 
リサーチ・アナリストがゼネラリスト（特定のセ

クターを担当しないこと）である点もハリス社の強

みです。私たちは、特定の業界だけを見るのではな

く、全体を見ながら投資対象を定め、投資提案を行

います。 
次に、バリュー（価値）に対する考え方ですが、

私たちは、相対的な価値ではなく、絶対的な価値に

フォーカスします。つまり、ベンチマークに対して

どれだけアウトパフォームするかということではな

く、絶対リターンがプラスを維持することを追求し

ます。いくらベンチマークをアウトパフォームして

も、リターンがマイナスであっては意味がありませ

ん。  
運用プロフェッショナル（ポートフォリオマネジ

ャー、リサーチ・アナリスト）の経験・在職期間が

長い点も特徴的です。グローバル株式のポートフォ

リオマネジャーは平均 26 年の投資経験を有し、ハ

リス社に平均 21 年在籍していますし、グローバル

株式のリサーチ・アナリストは、平均 15 年の投資

経験を有し、ハリス社に平均 10 年在籍しています。 
また、先程ご紹介頂きましたが、グローバル・ス

トラテジーは、繰り返しリッパー・ファンド・アワ

ードを受賞しており、これも業界における高い評価

を示すものです。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

～ 投資哲学 ～ 
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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、真の企業価値

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。

（クライド・マクレガー氏）  
投資哲学は、｢質の良い企業に、その企業のオーナ

ーとして、真の企業価値と比較して著しく低い価格

で株価が推移している銘柄に投資する。｣ということ

です。 
クオリティ（質）の点では、やはり、｢一株当たり

の価値が成長していけるか｣、そして、｢経営陣が株

主と同じ目線でオーナーとして会社の経営にあたっ

ているか｣に注目します。 
新規投資を決断するにあたっては、｢仮にその会社

を買収して、二度と売れない状況になったとしても、

持ち続けることができるか｣ということを、判断材料

にしています。その答えが｢イエス｣であれば、本来

の企業価値に対して株価が割安であり、今後、そこ

に価値が生まれる可能性が高いと考えますので、投

資を決定します。 
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～ オラクル ～ 
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オラクル (ORCL) 

• 魅力的なビジネス: オラクルは、支配的なデータベース・ソフトウェア・プロバイダー。他社へスイッチするコスト
は高くつくため解約率は低く保たれ、メンテナンス収入は高い水準の経常収入をもたらす。

• 株主価値の成長: 我々は、当社経営陣は 業界を再編するM&A（企業の合併・買収）活動を通じて株主価値を
高めてきたと評価している。過去12ヶ月間で発行済み株式の7％に相当する自社株買いを行った。

• 本源的価値に対するディスカウント: 株価は2013年予想EPS（一株利益）の11倍に過ぎない。

出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2010年3月31日 – 2013年3月31日
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オラクル
過去3年間の株価推移（米ドル）

（クライド・マクレガー氏） 
これまでに投資してきた銘柄を 2 つご紹介したい

と思います。まずは、オラクルです。 
ご覧頂いているページ（スライド 4 ページ）は、

過去 3 年の株価の推移ですが、ファンドへの組み入

れを開始したのは、7 年前です。当時の株価は 12 ド

ルでした。（ご参考：5 月 9 日の終値は 33 ドル） 
ご存知の通り、オラクルは大手ソフトウェア会社

です。大企業向けにデータベース・ソフトの販売や

管理をしていますが、銀行の ATM やクレジットカ

ード会社のシステム等で使われています。オラクル

のシステムから他社のシステムへ切り替えを行うと、

コストが高くつくことから、一旦オラクルと契約す

ると、解約率は極めて低いという特徴があります。

加えて、保守契約やアップグレードによる収入を既

存客から継続的に受け取ることができます。私たち

は、このような点に注目しました。 
バリュー株投資を念頭に置いていますので、M&A

で拡大している企業には懐疑的な面もありますが、

オラクルは例外です。同社が行ってきた M&A はポ

ジティブなもので、同社にはバリューがあると考え

ました。M&A を通じてソフトウェアの一連の商品

を用意することにより、お客様へソフトウェアスタ

ックとして一連の商品を提供できる体制を整えた点

は高く評価できます。 
また、自社株買いを行って、一株当たり利益を重

視する姿勢も高く評価できます。ストックオプショ

ン等を乱発して、一株当たり利益の希薄化を招くよ

うな企業とは違います。 
バリュエーションを見ても、PER は低い状況です。

一株当たりのキャッシュは 10 ドル程度です。これ

らのことを考慮した上で、同社の株価が本来の企業

価値に対して著しく割安であったということで、投

資を決定しました。 
 

～ ユニオン・パシフィック ～ 
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ユニオン・パシフィック (UNP) 

• 何十年も実質料金が低下した後、価格決定力やROIC（投下資本利益率）に継続的にフォーカス

• トラックに対する比較優位性の拡大

• 米国とのグローバル貿易拡大の恩恵

• 石炭の数量が弱い一方 近はシェール・エネルギーが強いなど、多角化した事業ミックス
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出所：ブルムバーグＬＰ、データ期間2010年3月31日 – 2013年3月31日

（クライド・マクレガー氏） 
次に、米大手鉄道会社のユニオン・パシフィック

です。 
この会社は、ハリス社に入社する前の会社で米国

の運送会社を見ていた担当者（ハリス社においては

現在、米国外株式の担当者）から、本来の企業価値

に対して株価に割安感があるのではないかと、米国

調査のヘッドに話しがあり、リサーチに着手しまし

た。 
同社は貨物列車で石炭を輸送しており、西海岸で

採掘された石炭を東海岸の電力会社へ輸送していま

す。 
旧経営陣が電力会社と結んだ長期輸送契約は非常

に不利なものでしたが、新経営陣が交わした新たな

長期輸送契約では値上げが確認され、新しい料金体

系の下、収益の裏付けも確認されました。 
石油価格が高騰し、トラック輸送よりも鉄道輸送

の方がコスト面で有利になった点も追い風になりま

した。 
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また、昨今米国で開発が進められているシェール

オイルとの関連もあります。通常、シェールオイル

は、パイプラインが近くにない場所で採掘されます

ので、トラックまたは鉄道で輸送されますが、同社

は鉄道輸送におけるニーズをうまくとらえることが

でき、収益へ大きなプラスとなっています。 
加えて、米国は相当な量の貿易を行っていますが、

太平洋諸国との貿易においては、西海岸で陸揚げさ

れたものが、米国の中部または東海岸へ運ばれます。

世界貿易の拡大に伴って同社の貨物輸送量が恩恵を

受けることも期待されますので、そのような点も評

価しました。 
このページ（スライド 5 ページ）には 3 月までの

チャートを載せています。投資を開始した当初、株

価は約 70 ドルでしたが、日本へ来た時には約 152
ドルになっていました。株価は非常に良い状況で推

移しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 市場コメント ～ 
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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。

（ロバート・テイラー氏） 
少し角度を変えまして、ハリス社の市況に対する

見解をご説明したいと思います。 
2007 年以降、金融危機を経験し、リスクへの注目

が高まってきたと思います。リスクと言った場合、

いろいろな尺度がありますが、あるファンドでは、

トラッキングエラーをリスクと捉えます。つまり、

ベンチマークからどれだけ乖離するのかということ

ですが、ハリス社としては、トラッキングエラーを

リスクとして捉えてはいません。と言いますのも、

もし、ベンチマークが 40％のマイナス、ファンドの

リターンが 38％のマイナスで、ベンチマークをアウ

トパフォームしたとしても、損失を出しては全く意

味がないと考えるからです。したがって、ベンチマ

ークに対してどれだけ乖離したかというトラッキン

グエラーは全く眼中にないのです。 
また、ボラティリティーをリスクと捉える人もい

ます。そのような人にとっては、資産価格の変動自

体がリスクですので、株価が下がったときには売る

という行動を取ります。 
逆に私たちは、むしろ株価が下がった時こそがチ

ャンスと考えるのです。 
中国、日本、インドネシア等、様々な国へ出張す

る私を見て、両親は、「どんな仕事をしているのか？」、

「バリュー投資とは何か？」と聞いてきます。その

時、私は両親に次のような話しをします。 
｢2006 年頃の米国の住宅市場を思い浮かべると、
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価格が上昇していたので、多くの人は住宅を買うこ

とは良いと感じていたが、その時は買うタイミング

としては間違っていた。そしてその後、住宅価格は

大きく下落。価格が十分に調整した今では、これ以

上下落するリスクは少ない。むしろ、これだけ住宅

価格が大きく下落したのであれば、住宅を買うチャ

ンスなのだ。｣と。 
ハリス社にとって、リスクとは、｢お客様からお預

かりした資産を毀損すること｣に他ならないのです。 
では、そのリスクを抑えるためにはどのようにし

たらよいのでしょうか。それはまさに、｢質の高い銘

柄へ、著しく低い価格で投資すること｣なのです。 
本来の企業価値に対して、現在の株価がそれを下

回っているのであれば、下落余地は限定的と言える

のです。本来の企業価値から下方に乖離していれば

いる程、株価の割安感は大きく、損失のリスクを抑

えることができるのです。 
2007 年以降、多くの株式ファンドや個別銘柄が大

きく下落し、リスク回避姿勢が強まったことで、株

式市場からキャッシュ、債券市場へと資金が流れま

したが、恐怖心や不安感が株価を本来あるべき価格

よりも割安にしている状況が見られました。しかし、

そのような状況こそ私たちにとっては都合が良く、

絶好の買いチャンスなのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

～ 最近の見出しは恐怖が支配している ～ 
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近の見出しは恐怖が支配している

Germany chops 2013 growth forecast on euro crisis

Eurozone crisis as it happened: 

Relief as Spain avoids being downgraded on eve of EU summit

What Happens if Greece Leaves the EU?

How Europe spun out of control after the Greek debt 

crisis – timelineBrinkmanship and bailouts at EU summits followed the 

discovery that Greece had cooked the books

Euro crisis poised for new, more 

dangerous phase

Europe’s economic crisis is much bigger than CyprusCyprus officials warn of imminent default amid crisis

Italian lawmakers fail to elect new president

French president actually considering a ban on homework
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（ロバート・テイラー氏） 
新聞等を見ますと、キプロスの銀行問題、欧州の

金融機関の問題、さらには欧州のリセッション等、

悲観的な見出しが溢れています。このような時期に

わざわざ欧州の株式へ投資する意味があるのかとい

う疑問の声も多く聞かれます。 
米国株式についても、高い失業率、世界経済の緩

慢な成長等が懸念される中、投資する意味があるの

か、不安が蔓延しています。 
しかし、そのような時こそ、ハリス社としては、

大きな投資チャンスを見出すことができると考えて

いるのです。 
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～ ポートフォリオのポジション ～ 
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ポートフォリオのポジション
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IMF（国際通貨基金）は、グローバルGDP(国内総生産）は少なくとも3％成長で
きると見ています。

我々は、この見通しは大胆なものではなく、極めて妥当なものと考えています。
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出所：国際通貨基金、世界経済見通しのアップデート、2013年1月。2012-2013年の成長率は予測値。

なぜ景気循環株？

世界のGDP成長率

（ロバート・テイラー氏） 
マスコミが不安を煽るような見出しを出す中、見

過ごされている点が二つあると考えています。 
まず一つ目は、世界全体の GDP 成長率です。 
IMF の推計によれば、今年は 3％程度の成長が見

込まれています。過去 20～30 年間の成長率（年平

均 3～3.5％）と比べても、同水準の成長ですので、

巡航速度の成長が見込まれるということです。この

ことを申し上げると皆さん驚かれるのですが、特段、

今の状況が悪いというわけではないのです。 
確かに、ギリシャ国内のみで事業を行っている企

業であれば、厳しい状況を強いられるかもしれませ

ん。しかし、成長が期待される国・地域、経済が好

調な国・地域へ事業が十分に分散さている企業であ

れば、十分に収益を確保することは可能と考えます。 
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MSCI オールカントリー・ワールド（除く日本）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（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。（以下同じ）。

2013年3月31日現在

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3月17日 – 2013年3月17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3月10日 – 2013年3月10日)

（ロバート・テイラー氏） 
二つ目の重要な点としては、世界全体を見渡せば、

株価水準はまだ低く、非常に魅力度の高い状態が続

いているという点です。 
ファンドのポートフォリオの状況を見ますと、｢朝

日 Nvest バリュー型 外国株マザーファンド｣の株

価対価値（本来の企業価値に対する株価の割合）は

現在 61％程度です。すなわち、1 ドルの価値がある

ものを 60 セントで手に入れることができるという

ことです。 
一方、｢ALAMCO ハリス グローバル バリュー株

マザーファンド｣の株価対価値は、70％を下回る

68％程度です。 
ここ数年、大型株の上昇等により、ファンドのリ

ターンはかなり上昇しましたが、ファンドは割安感

の強い銘柄を組み入れていますので、そのような銘

柄を組み入れていく限り、今後も実績を残していく

ことができると考えています。 
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パフォーマンス （フィー控除後・米ドル建て）

10* 非年率

期間 朝日Nvest バリュ
ー型 外国株マザ

ーファンド

MSCI オールカント
リー・ワールド（除く

日本）指数

超過収益

2000年9月30日 –2001年
8月31日

23.6% -20.0% 43.6%

2009年3月9日 – 2009年
12月31日

94.2% 80.9% 13.3%

2011年12月31日 – 2013
年3月31日*

30.6% 23.9% 6.7%

期間 ALAMCOハリス
グローバル バリ

ュー株マザーファ
ンド

MSCI Kokusai 超過収益

2009年3月9日– 2009年
12月31日

113.0% 77.2% 35.8%

2011年12月31日 – 2013
年3月31日*

31.8% 25.2% 6.6%

（ロバート・テイラー氏） 
マクロに頼った見方では、割安銘柄を組み入れる

機会を逃してしまうことがあります。その例を、い

くつか取り上げたいと思います。 
まず 初に取り上げたいのは、2000 年 9 月 30 日

から 2001 年 8 月 31 日の IT バブル崩壊の頃です。

IT、メディア、通信関連の株価が大きく下落した時

期です。この時期、MSCI オールカントリー・ワー

ルド（除く日本）指数は約 20％下げました。一方、

｢朝日 Nvest バリュー型 外国株マザーファンド｣は、

23.6％のプラスでした。大型株が大きく崩れた中、

小型株やバリューに注目した投資を行うことによっ

て、超過利益を出すことができたのです。 
当時、投資家が行った過ちが二つありました。 
まず一つは、相場が好調であったために、誰もが

バリュエーションを見ずに流れに乗ってしまったこ

とです。特にインターネットフィーバーで株価が押

し上げられる中、株価が極めて割高であるのにもか

かわらず投資をし、リスクが高まる状況が生じてし

まったのです。 
二つ目の過ちは、大型の IT 株が注目されていたた

め、インターネット関連でもなく、大型株でもない、

割安感のある小型株が見過ごされていたことです。

事業の成長ポテンシャルが高いにもかかわらず、

PER が 8 倍、9 倍、10 倍程度のバリュー銘柄が割安

に放置されていたのですが、ハリス社は、そのよう

な銘柄へ投資しました。その結果、MSCI オールカ

ントリー・ワールド（除く日本）指数が下げる中、

大きなプラスのパフォーマンスを上げることができ

たのです。 
金融危機の後はどうでしょうか。株価は非常に大

きく下げましたが、多くの投資家は、投資に慎重に

なり、｢GDP 成長率が回復するまで投資は手控えよ

う。｣、｢個人消費が振わないため、個人消費が回復

するまで待とう。｣、｢債務水準が高いので、レバレ

ッジの解消が進んでから投資を再開しよう。｣と考え

ました。しかし、彼らは、株価水準が本来の企業価

値よりも下回っているにもかかわらず、投資を行わ

なかったため、その後の上げ相場には乗ることがで

きなかったのです。2009 年 3 月 9 日から 2009 年

12月 31日までの上げ相場において、｢朝日Nvest バ
リュー型 外国株マザーファンド｣は94.2％のプラス

と、MSCI オールカントリー・ワールド（除く日本）

指数（プラス 80.9％）を上回るリターンを確保する

ことができたのです。 
また、2011 年 12 月 31 日から 2013 年 3 月 31 日

の期間、マクロ動向を見ると、｢中国の成長鈍化｣、｢ユ

ーロ解体に対する不安｣、｢イタリア、フランス、中

国、日本等での政権交代｣等の不透明要因がある中、

MSCI オールカントリー・ワールド（除く日本）指

数が 23.9％上昇した一方、｢朝日 Nest バリュー型 
外国株マザーファンド｣は 30.6％上昇しました。 
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Why Harris Associates?なぜハリス・アソシエイツ社なのか?

• 人員

– 経験豊かな運用プロフェッショナルによる安定した組織

• 投資哲学
– ファンダメンタルリサーチを基礎に置く、実績のあるバリュー投資哲学

• 投資プロセス

– 一貫性のある厳格な投資プロセス

• ポートフォリオ

– レバレッジは掛けない。ポートフォリオの透明性、流動性が高い。

• パフォーマンス

– 資本の保護および長期的な成長に注力

 

（クライド・マクレガー氏） 
≪ 人員 ≫ 

組織は非常に安定しており、離職者は多くありま

せん。ハリスでの経験を積み重ねた経験豊富な人材

が集まっています。私も 60 歳になりますが、その

一人です。 
≪ 投資哲学 ≫   

投資哲学は、ファンダメンタル・リサーチを基礎

に置いた哲学です。私たちは、常に投資哲学に沿う

形で投資を行っています。 
（ ※ 投資哲学につきましては、当資料 2 ページに

掲載しているスライド 3 ページをご覧下さい。） 
≪ 投資プロセス ≫ 

一貫性のある厳格な規律に基づいた投資プロセス

を実施しています。 
現在保有中の銘柄の中で 2 銘柄の株価が本来の企

業価値に近づいています。投資してから大きく株価

が上昇し、目標株価に近づいた銘柄です。株価は好

調ですが、私たちは規律に基づいて売却しようとし

ています。 
≪ ポートフォリオ ≫ 
ポートフォリオにはレバレッジを掛けていません。

また、透明性と流動性をしっかり確保しています。 
≪ パフォーマンス ≫ 

後に、パフォーマンスです。元本を保護するこ

とに留意しつつ、長期的な絶対リターンの確保を目

指していくものです。 

～ リターン ～ 
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リターン
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ファンド設定時に10,000ドルを投資した場合の現在の価値
（朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド、フィー控除後・米ドル建て ）

ファンド MSCI ACWI （除く日本）

（クライド・マクレガー氏） 
  ご覧頂いているページ（スライド 12 ページ）は、

｢朝日 Nvest バリュー型 外国株マザーファンド｣の

設定来のパフォーマンスです。 
2008～2009年の金融危機時を除けば、過去 13年、

パフォーマンスは順調に推移しています。年平均成

長率は 12.5％です。これは金融危機の時期を含んだ

上でのパフォーマンスであり、長期的な視点で投資

を継続すれば、本来の企業価値に株価は戻ることを

示しています。 



 

－9－ 

朝日ライフ アセットマネジメント 

 

HARRIS ASSOCIATES L.P. 13

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

The Value of $10,000 Invested From Account Inception to 
Present

ALAMCO Global Large Cap MSCI Kokusai

CAGR（年平均成長率） = 4.8%

CAGR（年平均成長率） = 1.2%

ファンド

ファンド設定時に10,000ドルを投資した場合の現在の価値
（ALAMCOハリスグローバル バリュー株マザーファンド、フィー控除後・米ドル建て ）

リターン

 

（クライド・マクレガー氏） 
スライド 13 ページは、｢ALAMCO ハリス グロー

バル バリュー株マザーファンド｣の設定来のパフォ

ーマンスです。ファンド設定のタイミングが、相場

調整前の 2007 年ということもあり、年平均成長率

は 4.8％に止まっております。しかしながら、参考

指数（MSCI Kokusai）の年平均成長率と比較する

と、4 倍の水準を確保しております。 
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エマージング市場への間接的なエクスポージャー :  売上の17%はエマージング市場から
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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）

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 MSCI ACWI （除く日本）

（ロバート・テイラー氏） 
 続きまして、投資家の皆様から、よくご質問を受

けるエマージング市場についてです。 
ハリス社は、個別銘柄の企業価値に着目して投資

判断を行っていますので、マクロ要因に基づいてエ

マージング諸国へトップダウンの投資判断を行うこ

とはありません。 
当ファンドを設定する 2000 年以前には、エマー

ジング諸国のエクスポージャーが30%程度のときも

ありましたが、これは、1997～1998 年にかけて、

アジア通貨危機、LTCM の破綻等があり、割安とな

ったエマージング諸国の個別銘柄を組み入れたため

です。 
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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）

エマージング市場への間接的なエクスポージャー :  売上の22%はエマージング市場から

 

（ロバート・テイラー氏） 
しかし、現状においては、｢朝日 Nvest バリュー

型 外国株マザーファンド｣（スライド 14 ページ）、

｢ALAMCO ハリス グローバルバリュー株マザーフ

ァンド｣（スライド 15 ページ）とも、エマージング

諸国の銘柄を組み入れてはいません。 
その理由としては、エマージング市場全体がよく

ないとか、成長性が乏しいとかということではなく、

第一に、株価が割高であることです。第二には、コ

ーポレート・ガバナンスが先進国の企業と比較して

弱いことです。エマージング諸国の企業の中には、

国有化リスク、取締役会等の機能不全リスク、不正・

汚職リスク等を抱えた企業もあります。株価がそれ

らのリスクを十分に織り込んでいるとは言えません。 
企業のグローバル化の進展により、エマージング

諸国の個別銘柄を直接保有しなくても、エマージン

グ市場の成長を享受できる先進国の企業は多数あり

ます。私たちは、そのような銘柄を組み入れていま

す。 
例えば、スイスに本社を置くネスレは、現在、エ

マージング市場からの収益が、全体の収益の 40～
50％を占めています。経営陣も優秀ですし、コーポ

レート・ガバナンスもしっかり機能しています。で

すので、このような先進国銘柄へ投資することによ

り、エマージング市場の成長を享受できると考えて

います。 
今後、組入銘柄を見て頂く上で重要なことは、組

入銘柄の収益、フリーキャッシュフローの源泉がど

こなのか、その点を確認して頂くことです。 
現在、｢朝日 Nvest バリュー型外国株マザーファ

ンド｣のポートフォリオでは収益の約 17％、

｢ALAMCO ハリス グローバルバリュー株マザーフ

ァンド｣のポートフォリオでは収益の約 22％が、エ

マージング市場からのものです。つまり現在、当フ

ァンドではエマージング市場の銘柄を組み入れてい

ませんが、ポートフォリオ全体では、収益の 2 割程

度を、エマージング市場から得ているのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（左がクライド・マクレガー氏、右がロバート・テイラー氏） 
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質疑応答 

 
 
 
A：（ロバート・テイラー氏） 

まず、今後の中国の経済成長率については、慎重

な見方をしていますが、株価はかなり下げましたの

で、割安感は出てきていると思います。過去 20 数

年の中では、 も投資妙味が出てきている状況にあ

ります。 
実際、この後中国へ行き、アナリストと面談をし

ますが、買い入れ候補銘柄のリストはかつてない程

充実していますので、中国株については、今後さら

に注目していきたいと考えています。 
ただし、中国株へ投資する上で注意する点は、企

業を取り巻く法制度、コーポレート・ガバナンスが、

先進国と比較して全く違うということです。これら

の点を考慮すると、金融機関や国有企業については

投資できません。なぜかと言えば、5 年後にそれら

企業の実態がどうなっているか、全くわからないか

らです。リスクを定量化することができればよいの

ですが、難しいと言わざるを得ません。ですので、

そういった不透明な企業へお客様から預かった大

切なお金を投資することはできないのです。 
私が、もし仮に、マクロ経済を見て投資判断を下

す投資家であれば、今注目すべき国はインドネシア

です。 
インドネシアへは過去3年の間に3度ほど行って

いますが、非常にエキサイティングな状況にあると

思います。インドネシアは、平均年齢が低く、GDP
に対する債務比率は低く、インフレ率も低く、経済

成長率は 6％程度を確保しています。 
通常、エマージング諸国の場合、成長を主導する

のは政府支出や輸出ですが、インドネシアの場合は

中間層が拡大し、内需が成長を主導しています。し

たがって、投資対象としては非常によいと考えてい

ます。しかし、残念ながら株価は割高です。 

今日もある日本の金融機関が、インドネシアの銀

行の株式を PBR5 倍の価格で取得すると発表しま

したが、私は、この取引は合理的でないと考えてい

ます。わざわざ高い買い物をしなくても、もっと割

安な買い物はできるのではないでしょうか。 
私たちは、マクロ的にどれだけ経済成長率が高く

ても、割高な企業は買いません。インドネシアの銘

柄へ投資していないのも、それが理由です。 
一方、組入銘柄の中にスペインの銀行・サンタン

デール銀行があります。この銀行の収益基盤を見る

と、スペインに起因する収益は 25％程度ですが、

50％以上の収益は、メキシコ、ブラジルといったエ

マージング諸国に起因します。にもかかわらず、

PBR は 0.8 倍程度で取引されています。 
  PBR5 倍の価格でインドネシアの企業を買うか、

もしくは、PBR0.8 倍の価格で収益の 50％以上をエ

マージング諸国から上げている先進国企業を買う

か、その判断をするのであれば、私たちは、後者を

選択した上でエマージング諸国の成長を享受した

いと考えます。サンタンデール銀行は、（債務問題

が懸念される）スペインの銀行というだけで、必要

以上に安くなっていると思います。 
  次に、日本についてですが、マクロ的に見るとマ

イナス要因が散見されます。具体的には、｢高齢化

社会が進んでいること｣、｢政府債務の残高が非常に

大きいこと｣、｢首相の入れ替わりも激しく政治が不

安定であること｣、｢現金を手元に置く企業が多く投

資が進んでいないこと｣等が挙げられます。 
しかし、私たちは、日本株も含めてグローバルに

投資するファンドにおいて、昨年 9 月の段階で既に、

かつてない程、日本株のウェイトを高くしていまし

た。なぜかと言えば、日本株は極めて割安になって

いたからです。昨年の 6 月には TOPIX が 28 年ぶ

りの安値をつけ、PBR は 0.8 倍程度にまで低下し

ました。PER も過去 低水準の 11 倍程度でした。

配当利回りも米国と比較して高い状態が続いてい

ました。 
ただし、株価が安いというだけでは投資はできま

せん。質が伴わなければなりません。魅力的な事業

Q. アジア経済や日本株の見通しについて、どのよ

うに見ていますか。 
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基盤を持っているか、経営陣が優秀であるか等を見

なければ投資はできません。日本株については、過

去、そのような点で見劣りしていましたが、ここ数

年においては、｢取締役を減らす｣、｢配当性向を高

める｣、あるいは｢自社株買いにより浮動株を減ら

す｣、｢事業の再構築をする｣、｢人員削減を行う｣等、

徐々に良い方向へ向かっている会社が増加してい

ます。従来の日本企業では、全員が一致しないと、

なかなか意思決定ができませんでしたが、キャノン

やトヨタ等、従来より迅速に決定することのできる

体制の会社も出てきました。そのような状況が他の

会社にも広がっており、質も高く割安感のある銘柄

も増えてきたため、日本株の割合がかつてない程高

まってきたのです。 
ただし、安倍政権になってインフレターゲットを

打ち出し、政策への期待だけで株価が 65％も上昇

しました。これ程上がるとは誰も予想していません

でしたが、円安は輸出企業にとってはプラスですし、

海外資産を持っている人にとっては円ベースの資

産価値も高まります。とはいえ、まだ何も行ってい

ませんので、痛みを伴う構造改革を進めていくこと

ができるか、その実行力が問われると思います。 
このように見ていますが、株価のバリュエ－ショ

ンは、まだ割高であると思いません。今後良い方向

へ向かうのであれば、その状況まではまだ織り込ん

でいないと思いますので、むしろ割安感はあると思

います。 
 
 
 
 
 
 
A：（クライド・マクレガー氏） 
この一年半ほど、医薬品、生活必需品、電力等、

高配当銘柄がインカム重視の資金移動でかなり上

昇しました。そういった流れの中で REIT への資金

流入もありました。REIT のリスクが高いとは思い

ませんが、さらに上昇する余地は限定的なのではな

いでしょうか。 
インカム収入が期待できるという点については、

悪くないと思いますが、今の REIT 水準に割安感は

ないと感じています。そのため、以前は他のファン

ドにおいて REIT を組入れていた時期もあります

が、今は全く組み入れていません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A：（ロバート・テイラー氏） 
人材採用に際しては、ハリス社の投資哲学に納得

しているか、投資に熱意がありアグレッシブに活動

することができるか、短期的な見方ではなく長期的

な視点で取り組む姿勢があるか等を判断材料にし

ます。 
在職期間が長い理由の一つに、アナリストがゼネ

ラリストとして調査をしているという点がありま

す。特定のセクターを担当するのではなく、ゼネラ

リストとして、投資妙味のあるものであれば何でも

調査してよいというシステムになっていますので、

投資を愛する人にとってみれば、非常に魅力的な職

場なのです。 
報酬についても、業界平均以上です。 
また、ハリス社のブランドも魅力ではないでしょ

うか。ハリス社で働きたいという人は沢山います。

ですので、クライド・マクレガー、デビッド・ヒー

ロ、ビル・ナイグレン等、業界でも名立たる人材が

集まっているのです。 
それから、リサーチをやらずポートフォリオマネ

ジャーだけをするという体制はとっていません。リ

サーチをもとにポートフォリオを運用する体制に

なっています。ですので、ポートフォリオマネジャ

Q. ハリス社のファンドでは直接投資していない

かもしれませんが、グローバルな視点から REIT
市場をどのように見ているか、お聞かせ頂けませ

んでしょうか。 

Q. 私は非常にハリス社のファンドを愛しており、

多くの方々にご紹介していますが、若い投資家の

方々にも将来の資産形成のためにこのファンドを

紹介しています。20 年、30 年の長期にわたって、

御社の経験豊かな方々が、高額な報酬で引き抜か

れたりせず、同じ哲学を貫いて運用の体制を維持

するため、どのような方策をとっていらっしゃる

のでしょうか。 
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ーではなく、アナリストだけを行っているパートナ

ーもいます。それだけリサーチ、アナリストを重要

視しているのです。 
確かに早く辞めてしまった優秀な人材もいます

が、ハリス社と同じような投資哲学で他社に行って

も良い成績が上げられているということは、裏を返

せば非常に良い教育ができているということにな

ります。途中で人が入れ替わっても影響は軽微です。

過去のリターンの実績を見ていただけば、一貫した

良い実績を上げているということがおわかり頂け

ると思います。人が変わったことによって、回転率

が大きく高まったり、パフォーマンスが大きく下が

ったり、そのようなことがないことは、過去のパフ

ォーマンス実績をご覧頂いてもおわかり頂けると

思います。これは、新人であっても、トレーニング

を積んで、同じような実績を上げることができるよ

うにするハリス社の文化に起因するものだと思い

ます。 
（クライド・マクレガー氏） 
なお、私が入社してから 初の 10 年間は誰も辞

めませんでした。 初に会社を辞めた方は、残念な

がら病気で亡くなった方です。 
それから、｢愛している｣と言って下さってありが

とうございます。私たちも非常に当社のファンドを

愛していまして、ロブ（ロバート・テイラー氏）も

私もかなりの金額を投資していますので、愛してや

まず会社を動けないという状況であります。 
（ロバート・テイラー氏） 

会社に投資をするときには、その会社の経営陣が

株主と同じ目線でオーナーとして会社の経営にあ

たっているかどうかを判断材料にしますが、ファン

ドの場合も、運用者が投資家の皆様と同じ目線であ

ることが重要だと思います。当社の場合は実際、社

員、パートナー、トラスティを合わせて約 3 億ドル

を投資しています。ですので、皆様方が損失を抱え

たときには私たちも損失を抱えます。2008 年の相

場下落の際、皆様も非常に厳しい状況だったと思い

ますが、私たちも大きな痛手を受けました。私たち

は、運用報酬を払いながら、投資家の皆様と同じ目

線で運用しています。                    
（終） 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（左がロバート・テイラー氏、右がクライド・マクレガー氏） 
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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％（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、 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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