
グロース株か？バリュー株か？
アクティブ・マネージャーの
見解

2021年11月

株式市場
FRANKLIN TEMPLETON THINKSTM

INVESTMENT INSTITUTE

情報提供資料



今年は、新型コロナウイルスの流行や、インフレの進行などのマクロ的な影響を受けて、伝統
的に定義されてきた「グロース株」と「バリュー株」の間で、劇的な変化が見られました。 
私の見解では、投資家は「グロース株」と「バリュー株」の分類について考え方を変える必要
があると考えます。従来の指数構成に基づくグロース株とバリュー株の分類は、単純な統計的
測定とルールに基づいて恣意的に企業間の境界線を引こうとするもので、誤解を招く恐れが
あると思われます。アクティブ・アセット・マネージャーは、無形資産などのより繊細な差異を
考慮して企業評価を行っています。本稿では、グロース株とバリュー株の議論について、5つの株
式チームの見解を掲載しています。ここでは、その中からいくつかのポイントをご紹介します。

• 真のディープ・バリュー投資家とされるミューチュアル・シリーズの運用チームは、評価プロ
セスにおける無形資産の役割について、興味深い見解を示しています。バリュー株への投
資は、統計的な割安度や会計上の価値だけではなく、経済的な価値を理解することが必
要です。

• クリアブリッジ・インベストメンツのバリュー株チームは、「バリュー株は一般的に持続可能
な投資ではない」という通説に異議を唱えています。鍵となるのは、競争上の優位性を持
つ質の高い企業への投資に焦点を当てたアクティブな投資アプローチです。このアプロー
チは、責任投資の目標を達成すると同時に、超過収益を生み出すことができると考えます。

• インフレは、今日の市場においてあらゆる議論の中心にあるテーマであり、歴史的に見て
も、グロース株対バリュー株の議論をリードしてきました。最近のインフレ率の上昇は、
長期的なトレンドとなり、投資におけるグロース型からバリュー型への長期的な移行をもた
らすと考える運用会社もあります。しかし、フランクリン株式グループのイノベーション・チ
ームはこれに異を唱えており、「イノベーションは暗黙のうちに徐々にデフレをもたらす」と
いう長年の哲学を堅持しています。

• テンプルトン・グローバル株式グループは、ジョン・テンプルトン卿の伝統に基づき、特にパ
ッシブ投資戦略において、投資家が価値について型通りにもしくは一次元的に考える傾向
があることを指摘しています。テンプルトン・グローバル株式グループは、自分たちの投資
アプローチを「多様なバリューの源泉」と呼んでいます。バリューは、化学化合物のように、
価格、クオリティ、成長力、イベントなどの複数の要素の組み合わせによって生まれると考
えています。そして、具体的かつファンダメンタルで可能性の高い変化が企業の価値を解き
放つのです。

• 小型株のスペシャリストであるロイスでは、新型コロナウイルスのパンデミックは、多くの
優良企業が耐性を証明する機会になったと考えています。企業は競争力を強化し、より高
い収益とキャッシュフローの創出力を実現することができました。キャッシュフローを維持
するために取り組んだ防御策の多くは、恒久的なコスト構造の削減へと発展しました。
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誤った二分法
グロース株とバリュー株の議論では、 
「グロース株」と「バリュー株」が何を指
しているのかという疑問があります。 
これらの区別はどのように行うのでしょ
うか？そして、特にアクティブ・アセット・
マネージャーにとって、これらは全く異な
るものであると考えるべきでしょうか？

我々は、グロース株とバリュー株をめぐる
議論について、複数の運用担当者に意見
を求めました。それぞれの投資哲学や投
資プロセスは異なりますが、彼らは皆、
伝統的な株式のグロース株とバリュー 
株の区別（下記の「グロース株とバリュー
株の比較：入門編」を参照）は、誤解を
招くと考えています。伝統的な区別は、 
アクティブ・アセット・マネージャーが個 
々の企業を評価する際に、統計的な測
定値やルールに基づいて企業間の境界
線を引こうとするものです。グロース投資
とバリュー投資の定義と評価は微妙なも
のです。二者択一ではなく、必ずしも相反
するものとして考えるべきではないと考
えます。今日は暑いのか、それとも晴れて
いるのか。おそらく両方でしょう。おそらく、
成長（グロース）は価値（バリュー）と共
存できないものではなく、その逆も同じ
です。重複する部分も多いのです。 

テンプルトン・グローバル株式グループの
サンディ・ネアンは、「人々は、ほとんど
の場合あまり意味をなさないインデック
ス手法に基づく議論に巻き込まれてし
まっています。例えば、米国のバリュー株
が、欧州に本拠地を移すとグロース株に
なるかもしれません。」と述べています。 
さらに言えば、企業に変革が起こること
で、従来の「バリュー」と「グロース」とい
う統計的な特性の間で変化することがよ
くあります。

バリューとグロースの分類を行うことは、
投資家が異なる結果を求めていることを
示唆するようなものですが、もちろん実
際にはそうではありません。プロセスは
異なるかもしれませんが、最終的な目標
は同じで、本質的な価値よりも割安な価
格で資産を購入することです。これは普
遍的な目標です。課題は、その割安を見
つけ、それを評価することです。現在、企
業を評価し、グロース（成長）とバリュー

（価値）を区別する際、定義上は標準的
な会計処理に含まれない無形資産をど
のように考慮するのかが課題となって 
います。 

無形資産への関心が高まる中、当社のイ
ンベストメント・インスティテュートでは、
どのセクターや国のバリュエーションが
より影響を受けるかを測るため、無形資
産に対する感応度のランキングを作成し
ました。おおよその結論は、有益なもの
でした。無形資産に対する感応度が高
いセクターは、ヘルスケア、情報技術、通
信サービスなどです。これら企業のビジ
ネスモデルは、イノベーションと効果的な
プロセスへの投資を重視しています。 
地理的な観点から見ると、先進国市場は
新興国市場に比べて無形資産に対する
感応度が高く、これが先進国の相対的な
アウトパフォームの一因になっていると
考えられます。

経済的価値とクオリティ
投資先の魅力を考える際、当社の運用担
当者は「経済的価値」と「クオリティ」の
観点から考えます。これらを評価するた
めには、企業のファンダメンタルズをよ 
り深く、厳密に分析する必要がありま
す。経済的価値は、企業の財務諸表には

記載されていません。PBR（株価純資産
倍率）やPER（株価収益率）のような単
純な比率では、すべての経済的価値を捉
えることはできず、優良銘柄を見極める
には不十分です。例えば、研究開発費や
営業費を利益計算時に考慮すると、バリ
ュー株に対する伝統的なグロース株の
PERのプレミアムは小さくなります。 

第1章では、ミューチュアル・シリーズの
運用担当者が、バランスシートに記載さ
れている資産の会計上の価値と、その資
産の根底にある経済価値が大きく異な
る場合があるとの指摘から、経済的価
値の考え方を解説しています。経済的価
値には、市場における競争上のポジショ
ニング、事業戦略、イノベーションを推進
する企業文化、成長見通しなどが反映さ
れており、最も重要なのは、研究開発や
知的財産などの無形資産です。これらは
物理的な実体のない非金融資産ですが、
今日の市場では、評価において非常に重
要な意味を持ちます。我々が行った調査
によると、S&P500指数の時価総額のう
ち、2020年末時点では約90％が無形資
産でしたが、これに対し1985年末では
約36％でした（図1参照）。情報技術イン
フラ、ブランディング、研究開発などの実
体のない無形資産に多額の投資を行っ

高まる無形資産への移行
図1:S&P500指数の時価に対する無形資産および有形資産の割合（米ドル）
1985年12月31日-2020年12月31日

出所:フランクリン・テンプルトン・インベストメント・インスティテュート、ファクトセット。 
2021年5月時点総資本から無形資産（貸借対照表に計上）を控除し、負債合計を差し引いた、
正味の有形資産を使用しています。無形資産に係る部分は、時価総額から有形資産を差し引いて
算出しています。集計方法としては、構成銘柄ごとに分析し、算術的に合計しています。指数は
運用されておらず、指数に直接投資することはできません。報酬、費用、販売手数料は含み
ません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証するものではありません。
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ている企業は、有形資産を多く保有する
企業を大幅にアウトパフォームして 
います。

第2章では、クリアブリッジ・インベスト
メンツが、超過収益獲得と環境・社会・
ガバナンス（ESG）目標達成の両方を実
現する可能性を秘めた、優良バリュー株
を発掘するためのアプローチをご紹介し
ます。これまでバリュー株は、資源消費
型の温暖化ガス排出量の多いセクター
に属すると考えられてきたため、これは
非常に興味深いことです。この考え
は、Russell 1000 Value Indexなどのパッ
シブ・インデックスには、炭素集約度の
高いセクターが多く含まれていること 
（つまり、バリュー投資とオールドエコノ
ミーの重工業には関連性があるとの仮
説）に基づいたものでした。 

しかし、クリアブリッジはアクティブ運用
の投資家として、価値と持続可能性の両
方を提供するクオリティの高い企業を発
掘することに成功しています。例えば、 
農業機械、建設機械、林業機械を製造し

ているDeere社は、資本財・サービスセ 
クターに分類されています。一般的に、
持続可能性を重視する投資家は、Deere
社を資本および炭素集約的な企業であ
ると考え、見落としがちです。しかし、実
際にはDeere社は精密農業のリーダー 
です。農薬利用の改善に人工知能を利用
するなど、詳細については、本稿で詳し
く説明しています。 

第3章では、グロース対バリューの議論に
関連してインフレが話題になる中、フラン
クリン株式グループは、イノベーションの
役割とその本質的なデフレの特徴につい
て興味深い見解を示しています。例えば、
先に述べたような多くの無形資産を保有
する、アセットライト（資産軽量化）型企
業の台頭を考えてみましょう。アセットラ
イト型企業は、設備投資を抑えて市場の
供給量を増やし、最終消費者のコストを
下げることで、インフレ率の低下をもた
らします。このような企業は、投資に必
要な資金を低く抑えることができます。
例えば、Ｅコマース企業は高額な店舗を
購入する必要がなく、ライドシェア企業は

自社の車両を購入する必要がありませ
ん。これにより、不動産や自動車の価格
に対するインフレ圧力を低減できるだけ
でなく、これら企業は変動費重視の構 
造となり、コスト低下につながります。 
アセットライトモデルでは、固定の家賃
や商業用住宅ローンを支払う従来の小
売業や、自家用車を所有・維持・保管し
なければならないタクシー会社よりも経
営コストを低く抑えることができます。 

第4章では、ロイスの運用担当者が、 
新型コロナウイルスのパンデミックによ
って、小型バリュー株の多くの優良企業
がその耐性を証明する機会につながった
と述べています。また、これらの企業は
競争力を強化し、収益とキャッシュフロー
が増加しました。キャッシュフローを維
持するために取り組んだ防御策の多く
は、恒久的なコスト構造の削減へと発展
しました。例えば、完全在宅勤務モデル
やハイブリッドモデルへの移行による不
動産の縮小などです。これらのクオリテ
ィの高い企業には、このような対応がで
きるだけのバランスシートの強さがあり

「成長株」と「バリュー株」を厳密に区別する必要があるという
考え方は、それぞれのスタイルに対するベンチマークの開発に
端を発しています。これらの定義は、1980年代後半から1990
年代前半にかけて学界や商業界で確立されたもので、主観的
な数学的計算やルールに基づいて、証券をバリューとグロース
のいずれかに分類しポートフォリオを構築するものです。 

伝統的に、グロース株は1株当たり利益（EPS）や1株当たり売
上高（SPS）などの指標で定義されます。グロース株の典型的な
特徴は、利益と売上高（「収益」）の増加です。高い成長率は高い
株価収益率につながることが多く、これは、投資家が現在の利
益に対して、より多く投資する意思があることを意味しており、
成長がいずれ「追いつく」と期待していることを意味します。

投資家は通常、これらの指標をどのように測定するのでしょ 
うか？ここでは、一般的な2つの指標をご紹介します。

• 株価収益率（PER）。基本的には、企業の株価をEPSで除した
ものです。過去12ヵ月間の1株当たりの利益（「実績PER」）
に基づくものと、企業の将来の予想利益（「予想PER」）に基
づくものがあります。

• 株価純資産倍率（PBR）。これは、株価を1株当たり純資産
（総資本から無形資産と負債を差し引いたもの）で除した
ものです。

成長率が高ければ、投資家はその企業の株式にもっと投資し
たいと思うようになり、上記の指標は高くなります。将来の実際
の利益成長率は誰にも保証できないため、ある意味で
は、PERやPBRの高さが成長性を示しているとも言えます。

グロース株は、テクノロジーや医薬品などの急成長している産
業に現れる傾向があります。「FAANGM」と呼ばれる銘柄を思
い浮かべてみてください。 
Facebook(Meta)、Apple、Amazon、Netflix、Google（Alphabet）
、Microsoft。これらは、現代の典型的な成長株のひとつです。    

逆にバリュー株は、PERやPBRが低く、期待成長率が低いのが
特徴です。金融機関、自動車メーカー、コモディティ生産者など
は、低いバリュエーションで価格設定されていることが多いた
め、バリュー株と呼ばれています。 

グロース株とバリュー株の比較：入門編
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ましたが、その間、規模が小さかったり、
多額の負債を抱える競合他社は、生き残
りに注力していました。その結果、守りの
堀を強化し、対応可能な市場を広げ、 
コロナ禍前に比べて、長期的な平常時の
営業利益率も向上させました。 

第5章では、テンプルトン・グローバル株
式グループの運用担当者が、真のクオリ
ティと経済的価値を見出すためのアプロ
ーチとして、「多様なバリューの源泉」の
アプローチを紹介しています。  同グル
ープでは、バリュー投資の概念がバリュー
ファクターと一括りにされることが多く、
これが投資家が銘柄選択について型通
りに、もしくは一次元的に考える原因と
なっていることを指摘しています。多様な
バリューの源泉とは、化合物のように、 

キャッシュフローや資産（価格）、無形
資産、ファンダメンタルズ（クオリティ）に
関連する予測可能性やリスク、成長の変
化率や持続可能性、価値を生み出す具体
的なイベントの発生確率など、複数の要
素が組み合わさって生まれる価値のこと
をいいます。   

このアプローチは、創業者であるジョ
ン・テンプルトン卿の哲学に根ざしてい
ます。ジョン・テンプルトン卿は、「投資
の種類については、柔軟かつオープンマ
インドであれ」と記しています。さらに「
優良株、景気敏感株、社債、米国債など
を購入すべき時もあれば、キャッシュを
持ち続ける時もあります。しかし、常に最
良の投資方法というものは存在しませ
ん。」とも記しています。 

実際、アクティブ・アセット・マネージャー
である当社のさまざまな運用チームは、
狭義の恣意的な基準には合致しないと
思われるポートフォリオの構築を目指し
ています。「バリュー」と「グロース」とい
うのは汎用的な用語になります。優れた
グロース株運用者やバリュー株運用者
は、バリューとグロースの彼らの考えるパ
ラメータに基づいて考えますが、それら
パラメータを使いながらも独自の手法で
銘柄を選択しています。つまり、彼らはそ
れぞれの独自の方法でバリュエーション
を決定しています。 
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最高投資責任者（CIO）

グレース・ホフィグ 
フランクリン・ミューチュアル・シリーズ 
リサーチ・ディレクター、ポートフォリオ・マネ
ージャー

持続可能性を重視するクオリティバリュー株ア
プローチは様々な市場で有効  
ドミトリー・カイキン  
クリアブリッジ・インベストメンツ 
ポートフォリオ・マネージャー

ロバート・フェイトラー 
クリアブリッジ・インベストメンツ 
ポートフォリオ・マネージャー

グロース株のデフレ的性質 
マシュー・モーバーグ、CPA 
フランクリン株式グループ 
ポートフォリオ・マネージャー

ケリー・ローガル、CFA 
フランクリン株式グループ 
クオンツ・リサーチ・アナリスト

ウィル・ホールディング 
フランクリン株式グループ 
リサーチ・アソシエイト
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アラン・バートレット 
テンプルトン・グローバル株式グループ 
最高投資責任者（CIO）
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伝統と進化、バリューとグロース、マンパ
ワーとテクノロジー。一見すると相反する
これらの概念が、なぜ今日のバリュー 
投資家に受け入れられるべきなのか。

先進国において国民へのワクチン接種と
経済の再開が始まったことで、バリュー
株優位が2020年後半に加速しました。
その後、新型コロナウイルスのデルタ型
の感染拡大により、経済再開のペースが
鈍化し、図2に見られるように、市場にお
いてシクリカル（景気敏感）セクターおよ
びバリュー指向へのローテーションの勢
いが一時的に停止しました。しかし、より
多くの国でより広い層の国民へのワクチ
ン接種が進めば、ウイルスの拡散が抑え
られ、センチメントが改善し、バリュー株

優位が再開されると考えるのが妥当と思
われます。これは世界経済の大きな起爆
剤になると考えており、米国で始まった
バリュー株優位の流れは、他国の経済再
開とともに世界に広がり、経済成長に伴
い低迷していた株価は回復すると考えて
います。 

Mutual Seriesは、バリュー投資家です。
我々は企業の適正価値を評価し、その適
正価値を大幅に下回って取引されている
と思われる企業に投資することに注力し
ており、適切なカタリストをきっかけに
株価が上昇することを期待しています。
このタイプの企業にはさまざまな種類が
あります。人気のないセクターでも利益
を上げ、順調に業績を伸ばしている企業

があるかもしれません。不採算であって
も、黒字化への道筋がはっきりしている
企業や、キャッシュフローを増やして株
価を上昇させることができる企業もある
かもしれません。重要なのは、株式が適
正価値よりも割安で取引されているこ 
とです。 

我々は、投資対象銘柄を特定するために
使用できる、多様なツールを有していま
す。その結果、我々のポートフォリオに含
まれる企業の多くは、通常のディープ・バ
リュー・スタイルには当てはまらないかも
しれませんが、我々のリサーチ対象に含
まれています。初期のバリュー投資家は、
活用できるツールが少なく、バリュー株
投資が進化する前は、統計的な割安度と
平均回帰による投資が中心でした。 

時代の先駆け
種の起源  始まりは鉄道債でした。「1ド
ルを50セントで買う」という投資戦略を
語 っていたマックス・ハイネが、1949年に
ミ ューチュアル・シリーズの種をまきまし
た。マックスの初期の投資先のひとつが
鉄道債で、破綻したペン・セントラル鉄道
の社債は、線路の建設に使われた鋼鉄
やその他の材料の価値を下回るほどの
大幅な割安価格で売られていました。こ
の投資は成功し、彼のディープ・バリュー 
投資戦略が生まれました。しかし、現在
ではバリュー投資はそれほど単純なもの
ではありません。この鉄道債の話は、企
業の有形資産の評価と価格の回復に基
づいた古典的なバリュー戦略を示して 

現代の経済的価値
クリスチャン・コレア、CFA 
フランクリン・ミューチュアル・シリーズ、最高投資責任者（CIO）

グレース・ホフィグ 
フランクリン・ミューチュアル・シリーズ、ポートフォリオ・マネージャー、リサーチ・ディレクター

シクリカル・セクターへの移行
図 2:ラッセル1000インデックスにおけるシクリカル・セクターとディフェンシブ・セクター
の時価総額加重平均リターン率（米ドル）
2020年10月31日－2021年8月31日

・サービス、素材。ディフェンシブ：生活必需品、コミュニケーション・サービス、ヘル
スケア、情報技術、不動産、公益事業。指数は運用されておらず、指数に直接投資するこ
とはできません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を
示唆または保証するものではありません。 

リターン（%） リターン（%） 

シクリカル（左軸）　　ディフェンシブ （左軸）�リターンの差（右軸）

出所：ブルームバーグ。シクリカル：一般消費財・サービス、エネルギー、金融、資本財
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います。歴史的には、統計的に見て割安、
つまり会社の有形資産の会計上の価値
よりも低い価格で取引されている投資先
を見つけることができれば、それは健全
な投資先である可能性が高く、一時的に
下落した価格はいずれ元に戻ると考えら
れていました。この戦略は、ウォーレン・
バフェットをはじめとする投資家たちが
競って広めたものであり、もはやそれだ
けでは有効ではなくなっています。より多
くの投資家がこの戦略を利用するように
なったため、その効果は薄れてしまい 
ました。さらに、市場や企業資産の性質
が複雑になるにつれ、企業の資産を評価
するための伝統的な会計手法は時代遅
れになってきています。企業の適正価値
を判断するために、我々は会計上の価値
ではなく、資産の経済的価値に着目 
します。経済的価値は、物理的な資産の
価値、事業戦略と競争力、研究開発など
の無形資産の価値、イノベーションを生
み出す企業文化などの要素から成り立っ
ています。経済的価値の要因を理解する
ことは、当社が企業の適正価値を評価す
る際の重要な要素となります。

新しい夜明け   近年、投資家が株式を分
析する際に、無形資産の経済的価値を
重視する傾向が強まっています。情報技
術インフラ、ブランド、研究開発パイプラ
イン、その他の価値ある無形資産に多額
の投資を行っている企業は、有形資産の
多い企業を大幅にアウトパフォームして

います。ブランド名、顧客リスト、知的財
産などの貴重な無形資産は、企業の競争
力の源泉となり、収益性や顧客ロイヤル
ティの向上につながる可能性があります。
また、これらの資産は、企業のバランス
シートに含まれていたとしても、その価
値がかなり低く見積もられていることが
よくあります。我々のリサーチチームは、
これらの無形資産の属性や試みが将来
のキャッシュフロー創出につながること
から、無形資産を調査し、企業の適正価
値を評価する際に、その経済的価値を組
み込んでいます。キャッシュフローの創
出は、企業の価値を決定する際の重要
な要素となります。

経済的価値という言葉を初めて耳にする
方もいるかもしれません。経済的価値と
は、会計上の価値を進化させたものです。
資産の会計上の価値とは、企業のバラン
スシートに記載されている額であり、通
常はその資産を購入するために費やした
額に減価償却費を加えたものです。 
バリュー投資家は、この会計上の価値よ
りも低い価格で企業を購入できれば、 
損をする確率は低いと考えていました。
これにより、評価は単純で直接的なもの
となりました。長い間、この戦略は成功
していましたが、完璧ではありません 
でした。不動産や工場、設備のような有
形資産であっても、バランスシート上で
過大評価されたり過小評価されたりする
ことがあります。会計上の価値は、アナリ

ストが本当に気にしている経済的価値の
不完全なものと考えます。経済的価値と
は、キャッシュフローを生み出す資産の
能力のことです。経済的価値は、将来の
行動に左右されるため、推定することし
かできません。経済的価値の推定は、現
在のキャッシュフロー、将来のキャッシュ
フロー成長の可能性、および上振れ・ 
下振れシナリオにつながる、これらの予
測値の潜在的な変動を見て行います。 
経済的価値は推定値であるため、会計上
の価値よりも確実性に欠けますが、資産
や市場での地位、経済の潜在的な将来
性に関する見解などを考慮した総合的
な尺度です。資産のより正しい適正価値
を決定するには、企業とその環境に関す
るアナリストの広範な洞察が必要です。 

一部の投資家は、未だに初期の定義通り
のバリューゲームを行っています。一方で、
統計的な割安度をバリュー投資の絶対
的基準とは考えず、進化している投資家
もいます。真に株主価値を引き出すため
には、適正価値より低い価格で取引され
ているだけでなく、価格上昇を促すカタ
リストを持つ企業を特定する必要がある
と考えます。現代のバリュー投資は、 
投資家が受動的な選別が可能なPER 
（株価収益率）やPBR（株価純資産倍
率）を超越した概念を含んだものです。

プロセスは完璧を作る 
バリュー投資家になるには、さまざまな
方法がありますが、我々は、企業の財務
諸表を厳密に分析し、時間をかけてすべ
ての資産の経済的価値を見極め、多方
面から対象企業を見ていくことを信条と
しています。時間の経過とともに進化す
る生物を追跡するように、投資対象とな
る企業はさまざまな形をとる可能性があ
るのです。

適正価値については何度も言及していま
すが、これは非常に重要な概念です。な
ぜなら、適正価値を評価できなければ、
投資機会が存在するかどうかを判断で
きないからです。前節では、キャッシュフ

一部の投資家は、未だに初期の定義通りのバリ
ューゲームを行っています。一方で、統計的な割
安度をバリュー投資の絶対的基準とは考えず、 
進化している投資家もいます。真に株主価値を引
き出すためには、適正価値より低い価格で取引さ
れているだけでなく、価格上昇を促すカタリストを
持つ企業を特定する必要があると考えます。 



グロース株か？バリュー株か？アクティブ・マネージャーの見解8

ロー創出を生み出す経済的価値につい
て説明しました。繰り返しになりますが、
将来のことはわからないので、このキャ
ッシュフロー創出はあくまでも推測です。
その企業の株式の適正な価格と思われ
る水準を、我々は適正価値と呼んで 
います。当チームでは、株価上昇の可能
性を評価するために、一貫して、すべての
企業の3年目の会計年度（FY3）における
適正価値を分析しています。バリュー株
の投資機会が実現するには数年かかる
ことを認識し、バリュエーションの分析
を数年先に揃えて評価することで、多く
の投資家が持つ短期的な視点を超えた
評価が可能になります。さらに、一歩進
んで、可能性を徹底的に理解するため
に、主となる適正価値の分析に加えて、
潜在的な上振れと下振れケースのシナリ
オ分析も行っています。

キャッシュフロー創出には様々な方法が
あります。  ある企業は投資サイクルを
終えたばかりで、一時的にキャッシュフ
ローが落ち込んでいる黒字企業かもし
れません。また、一時的に不採算であっ
ても、収益化に向けて明確な道筋が示さ
れている企業かもしれません。経営陣が
会社を新たな方向に導き、価値の波を起
こすきっかけを目前にしているのかもし
れません。また、ある企業は、継続企業

として現在の投資家が考える価値より
も、他社の買収ターゲットとしての価値
の方が高いかもしれません。フリーキャ
ッシュフロー1の利回りが平均資本コスト
を下回っているかもしれませんが、将来
的にはそれを覆すことができる企業かも
しれません。また、短期的には困難な状
況にあるが、市場が認識していない長期
的なビジネスチャンスがあるかもしれ 
ません。私たちは、このようなすべての可
能性を考慮して投資対象銘柄を選びます。
しかし、すべてはバリュー投資家としての
たった1つの重要な質問に戻ってきます。
それは、「その銘柄は現在、我々が評価
した適正価値を下回る価格で取引され
ているか？」ということです。この質問に
対する答えがイエスであれば、私たちに
とってその銘柄はバリュー株です。  

企業のストーリーに成長の要素があるか
らといって、バリュー投資として成立しな
いわけではありません。我々は、企業の
成長性を的確に分析することが、その企
業の株価上昇の可能性の判断要素にな
ると考えています。売上高、利益率、フリー
キャッシュフローの成長は、すべてこの
要素の一部です。図3に見られるように、
企業価値2に対するフリーキャッシュフロー
の比率が高い銘柄は、より広範なバリュー
株のユニバースをアウトパフォームしてい

ます。グロース株に投資するか、バリュー
株に投資するかという古くからある問題
は、この2つが切り離せないという事実
を無視しています。成長は有機的に起こ
ることもあれば、カタリストによって引き
起こされることもあります。バリューの基
準を満たすものであれば、どちらでも構
いません。 

カタリストの特定も、当チームの投資プ
ロセスの重要な部分を占めています。我
々は、株価と我々が評価した適正価値と
のギャップを埋めるような変化が起こる
可能性が高い企業を探します。さらに、
カタリストによるギャップの解消に向け
ての進捗状況をモニターすることで、 
私たちの投資テーマが順調に進んでい
るかを確認できます。ポジティブな変化
をもたらす可能性のあるカタリストに
は、経営陣の交代、企業再編、資本構造
の変更などがあります。 

このような考え方と実践は、当チームの
アプローチがポートフォリオにどのように
反映されているかを示す典型的な例です。
我々は、価値を特定する方法については
制約を設けず、市場全体に投資機会を探
しています。我々は、企業のビジネスモデ
ルの主要なけん引役を理解し、それをも
とに企業の適正価値を判断するため、企
業調査に注力しています。大幅な割安価
格で取引されている企業を発見した場合、
その企業の組入比率や組み入れられて
いるインデックスの種類に関係なく、 
その企業をバリュー株として考えます。 
また、企業のキャッシュフローの潜在的
な成長性を考慮し、有機的および無機的
な資本配分や株主還元を通じて、そのキ
ャッシュフローがどのように価値を生み
出すことができるかを検討します。当チー
ムは70年近くにわたってバリュー投資家
として活動してきました。この間、多くのこ
とが変化してきました。我々は、バリュー
投資へのアプローチを進化させることで、
投資ユニバースを広げ、現代の複雑な企
業をよりよく評価し、どこに真の機会が
あるかを判断できるようになりました。    

キャッシュが王様
図 3:ラッセル1000バリュー・インデックスと、企業価値（EV）に対するフリー・キャッシュ・フ
ロー（FCF）の比率が高い銘柄および低い銘柄のパフォーマンス比較（米ドル）
2016年8月1日－2021年8月1日

出所：ブルームバーグ。指数は運用されておらず、指数に直接投資することはできません。
報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証する
ものではありません。 
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テクノロジーの登場
投資家への新たな手引き 投資家の進化
に伴い、より複雑なツールを開発し使用
する能力も向上してきました。現代人が
テクノロジーを駆使してより長い距離を
移動できるようになったように、現代の
バリュー投資家は、新しいテクノロジー・
プラットフォームの助けを借りて、広大な
投資ユニバースの中から投資機会を見つ
け、より効果的に分散したポートフォリオ
を運用することができます。当チームは
ボトムアップ型の運用プロセスを採用し
ていますが、チームメンバーは、投資対
象銘柄の特定やリスク評価のためにいく
つかのITツールを使用しています。 
例えば、チームでは、クオンツツールが、
潜在的な投資アイデアを特定するのに
役立っています。 

クオンツプログラムは、一定の基準を満
たす企業を選別します。当チームと緊密
に連携している当社のクオンツアナリス
トによって運営・管理されており、ファン
ダメンタルリサーチのプロセスを強化 
します。このプログラムでは、企業価値に
対する資産の割合や研究開発利回りな
どの基準に基づいて企業を選別するため
のファクターを使用しています。クオンツ
ツールは、価格と価値に関するこれらの

異なる指標を用いて割安な資産を探し、
アナリストが検証可能な経済的なアノマ
リーを特定します。これら指標は、ミュー
チュアル・シリーズ・チームが独自に開発
したものです。但し、このプログラムは、
当チームのボトムアップ型のファンダメン
タル・リサーチ・プロセスに取って代わる
ものではありません。当チームのアナリ
ストは、常に企業と関わり、企業を分析
しています。クオンツツールは、再検討す
る価値のある企業をハイライトするだ 
けです。当チームでは、アナリストが企業
の持つ資産の経済的価値を評価し、 
株式の適正価値を決定した後、分散した
ポートフォリオの構築方法やリスクの理
解を深めるため、投資プロセスに「メガ
セクター」（後述）という要素を取り入れ
ています。

新たなツール  当初、メガセクターが開発
される以前には、GICSがありました。 
1999年、S&PとMSCIにより、主要な事
業活動ごとに企業を分類するGICS 
（世界産業分類基準：Global Industry 
Classification Standard）が開発され 
ました。このように企業を分類した理 
由の一つは、似たような事業を行う企業
は、同じ力の影響を受けることにありま
す。似たような企業の株価は、この力の

強弱に連動して動く傾向があります。 
GICSは20年近くにわたり、市場の各分
野の動きを追跡する絶対的基準でした。
しかし、バリュー投資が進化したように、
バリュー投資家が使用するツールも進化
しています。当チームでは、GICS分類は、
株価や市場の動きを把握するには不十
分であると感じていました。投資判断プ
ロセスに活用できる、もっと良い方法が
あるはずだと考えました。そこで登場し
たのがミューチュアル・シリーズのメガセ
クターです。これは市場の各分野の動き
を調べる独自の手法で、ファンダメンタル
ズに基づく銘柄選択の補完的な要素と
なっています。

メガセクターとは、図4に見られるよう
に、過去25年間に連動して動いていた市
場における産業グループのことです。 
メガセクター分析は、産業グループ間の
株価の相関を計測した統計データに 
よって、グループ分けする手法です。ポー
トフォリオの銘柄を選ぶ際に、同じ傾向
がある銘柄を集めても分散性は高まりま
せん。企業がどのメガセクターに属して
いるかを調べることで、企業の株価を動
かすすべての要因をより詳細に把握し、
ポートフォリオ内で同じ傾向を示す企業
がどれだけあるかを把握することができ

産業グループ別分類 
図4：メガセクターは、事業の類似性だけでなく、事業と経済のけん引役によって産業をグループ化します。

安定的事業　 ノーマル経済 有形資産 金融 テクノロジー

1. ヘルスケア機器・サービス

2. 医薬品・バイオテクノロジー

3. 家庭用品・パーソナル用品

4. 公益事業

5. 食品・生活必需品小売り

6. 食品・飲料・タバコ

1. 資本財

2. 耐久消費財・アパレル

3. 商業・専門サービス

4. 小売

5. 消費者サービス

6. 電気通信サービス

1. 素材

2. 運輸

3. エネルギー

4. 自動車・自動車部品

5. 不動産

1. 銀行

2. 各種金融

3. 保険

1. テクノロジー・ハードウェア
および機器

2. ソフトウェア・サービス

3. 半導体・半導体製造装置

上記は例示を目的としたものであり、フランクリン・テンプルトンのいかなるファンドのパフォーマンスやポートフォリオの内容を示すものではありません。
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るため、ポートフォリオ全体の適切な分
散を維持することができます。メガセク
ターは、ポートフォリオの構築後のポー 
トフォリオ全体の分散とリスクのモニタ
ーにも使用されます。

25年間、過去の市場の動きを検証した
結果、5つのメガセクターを特定しまし
た。1つ目は安定的事業で、ヘルスケア、
生活必需品、公益事業などの企業が含
まれます。これらの企業は、景気後退期
においても、シクリカル（景気敏感）セク
ターほどボラティリティは高くあり 
ません。次に、「ノーマル経済」と「有形
資産」という2つのシクリカルなメガセク
ターがあります。ノーマル経済グループの
企業は、有形資産グループの企業よりも
シクリカル性が低くなります。金融企業
については、市場のシクリカルな側面に
沿って変動しますが、金利などの別の要

因があり、ノーマル経済や有形資産グ 
ループのシクリカルなセクターとは異な
る動きをするため、独自のメガセクターと
なっています。そして、テクノロジーも独
立したメガセクターとなっています。 
これらの関係は、常に変化する市場行動
の力学に基づいているため、時間ととも
に変化する可能性があります。

新たなスタート地点
バリュー投資の初期は、有形資産の会計
上の価値に基づく統計的な割安度という
尺度を用いて、その後の株価回復を狙う
という手法でした。その後、我々の投資
アプローチは進化し、有形・無形資産の
経済的価値に基づいた適正価値の評価
に対して、割安で取引されている株式に
着目しています。 

当チームの分析プロセスは総合的なもの
であり、他のバリューマネージャーが、統
計的に割安ではない、あるいはバリュー
型の枠にうまく収まらないという理由で、
他のバリューマネージャーが見送ってし
まう可能性のある投資機会を活用するこ
とができます。経済的価値をより深く分
析することで、他の方法では気づかない
ような投資機会を発掘することがで 
きます。利益のある企業も不採算の企 
業も、様々な異なる価値観を持つ企業
も、カタリストの準備ができている企業
も、硬直した姿勢の企業も、すべての企
業が対象であり、様々な経済環境や市 
場サイクルにおいて、株主価値を引き出
すための幅広い投資機会を提供してい 
ます。今は、歴史的な時代で、経済はパ
ンデミックによる眠りから覚めつつあり
ます。我々は、この環境が提供する投資
機会を利用するための準備を整えて 
います。 

多くの投資家は、パッシブ投資によって市場の特定の分野のエ
クスポージャーを取ることを選択しています。これは、効率的で
広く研究され理解されている市場セグメントに対して、エクス
ポージャーを得るための有効な選択肢ではあります。しかし、我
々は、バリュー株へのエクスポージャーについては、アクティブ
投資をお勧めします。

我々の分析方法は、会計上の価値だけに基づいた機械的計算
よりも深いものです。資産の会計上の価値、つまり貸借対照表
に記載されている価値は、その資産の経済的価値とは異なる
場合があります。重要なのは経済的価値です。経済的価値とは、
資産の金銭的価値に加えて、キャッシュフローの増加に貢献す
る可能性や、市場における企業の競争力を反映したものです。
経済的価値は、企業の財務諸表には記載されません。PBRや
PERなどの比率に、自動的に経済的価値が含まれるわけではあ
りません。そのため、バリュー株を見極めるには、これらの単純

な比率では不十分なのです。経済的価値を十分に評価すること
が、企業の適正価値、ひいては株式が魅力的な割安水準で取引
されているかどうかを判断する鍵になると考えています。

また、GAAP3会計では、マーケティング費用や研究開発費など
の項目を、費用が発生した時点で損益計算書に計上しなけれ
ばなりません。その結果、これらの費用は簿価を下げ、PERの計
算に使用されるEPSを低下させます。これは、これらの費用に
関連する価値が会計期間中に使い果たされたと仮定している
ため、非経済的な分析です。私たちの考えでは、これらの費用は
長期的に持続可能な競争力を生み出すことができ、これらの活
動によって得られたキャッシュは、しばしば長年にわたって企業
に利益をもたらします。PBRやPERの機械的計算に基づくイン
デックスでは、企業の資産の経済的価値をこれら指標には織り
込んでいません。しかし、バリュー投資を総合的な戦略として扱
うアクティブ投資家は、指標やファクターを超えて、このような
微妙なニュアンスを捉えることができます。     

パッシブ投資（非）アグレッシブ投資
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主な論点
• パッシブ運用が、二酸化炭素（CO2）

排出量の多いセクターを無差別に組
み入れることにより、持続可能性を犠
牲にする傾向があるのに対し、アクテ
ィブ型のバリュー株投資のアプロー
チは、ESG目標を達成しつつ超過
リターンを獲得するという2つの目
的の実現を可能にします

• 電気自動車（EV）への移行や代替
エネルギー源の開発を可能にする
企業は、持続可能性の潮流が成長の
けん引役となっている好事例です。

• 優れた経営陣は、持続可能性を優先
した長期的な計画を重視します。そ
のため、資本の賢明なスチュワードシ
ップ責任を担う、優れた経営陣を擁
するハイクオリティ、ハイリターンの
企業をアクティブに選別することは、
理にかなっています。

ニューエコノミー対オールドエ 
コノミー 
ESG投資とグロース株は、時として本質
的に一致しているように思えます（例え
ば、再生可能エネルギーなどのESG目標
を支持し、CO2排出量が少ないテクノロ
ジー企業）。これに対し、バリュー株は、 
CO2排出量が多い資源集約型の企業と
みられています。したがって、2020年11
月のワクチン開発の発表をきっかけに本
格化したバリュー株シフトが、リターンか
持続可能性目標かの二者択一を意味す
るのかという懸念を、投資家が抱くのも
当然です。 

ラッセル1000バリュー指数などの大型
バリュー株のベンチマーク指標のセク 
ター構成を見れば、バリュー株投資と言
うと、工場の煙突から煙を大量に吐き出
すオールドエコノミーを連想される傾向
があり、CO2排出量が多い企業とみなさ
れる理由は明らかです。ラッセル1000バ
リュー指数は主にCO2排出量が多いセク
ターで構成されています（図5）。こうし
た観点からすると、持続可能性の達成に
対してさらなる制約要因となる可能性が
あるバリュー株は、情報技術、一般消費
財・サービス、電気通信サービスをはじ
めCO2排出量が少ないセクターを組み入
れているラッセル1000グロース指数など
のグロース株指数と比べて、アンダーウ
エイトに繋がる可能性があります。

これはパッシブ型のバリュー株ポートフ
ォリオには当てはまります。パッシブ運
用がCO2排出量の多いセクターを無差別
に組み入れることにより、持続可能性を
犠牲にする傾向があるのに対し、アクテ
ィブ型のバリュー株投資のアプローチで
はそうではありません。競争優位にある
ハイクオリティ企業を中心に投資するア
クティブ運用のバリュー株戦略の場合で
は、特にそうです。超過リターンとESG目
標という2つの目的の実現が可能にな 
ります。また、ESG格付けが高い企業は、
格付けが悪化しない限り、優れたリター
ンをもたらすとの調査結果も出ており、 
ESGに強みを持つ企業を重視するアプ 
ローチはリターンを犠牲にする必要があ
りません。

持続可能性を重視するクオリティバリュー株
アプローチは様々な市場で有効
ドミトリー・カイキン 
クリアブリッジ・インベストメンツ、ポートフォリオ・マネージャー

ロバート・フェイトラー 
クリアブリッジ・インベストメンツ、ポートフォリオ・マネージャー

バリュー株のCO2コスト
図 5:ラッセル1000指数におけるCO2排出量値（tCO2e/百万米ドル）が高い上位5セク
ターのウエイト（バリュー株とグロース株、米ドル）
2021年6月30日時点

出所:ファクトセット、MSCI。指数は運用されておらず、指数に投資することはできません。
報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証するも
のではありません。 
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我々は、持続可能な経済へのシフトに貢
献している企業はより大きなリーンをも
たらすと予想しています。持続可能性が
収益拡大のけん引役になる企業や単に
誤解されている企業、ESGが過小評価さ
れている企業に注目することにより、 
バリュー株投資は、優れたESG特性を持
つ企業を先取りして、非ESG型の投資で
あるというバイアスも克服できる可能性
があります。CO2排出量の削減は、 
クオリティを重視したアクティブ・アプ 
ローチによりベンチマークを上回るリタ 
ーンを獲得できる可能性がある一つの方
法と考えます。

企業の持続可能性への貢献に対
する正しい評価
多くの企業は持続可能性への貢献が正し
く評価されていません。バリュー株投資
のアクティブ運用はこうした企業に対す
る異なる見方を可能にします。バリュー
株は工場の煙突から煙を大量に吐き出
すオールドエコノミーにすぎないとの見
方とは裏腹に、多くの企業は持続可能な
未来に向けてイノベーション技術を展開
しています。

持続可能な農業の支援事例  米国のディ
アなどの産業機械メーカーは、CO2排出
量が多い資本集約型の産業と一括りにさ
れやすく、持続可能性を重視する投資 
家に見過ごされやすくなっています。 
資本財・サービスのセクターに属するディ
アは、農業機械、建設機械、林業機械を
生産しています。しかし、環境に配慮した

要素を事業に数多く取り入れているにも
かかわらず、ESG格付け会社からは正当
に評価されていません。     

ディアは、精密農業分野の大手として水
や有害な殺虫剤、除草剤の使用量を削
減しつつ、収穫量の改善に向けて、種ま
きから散布、灌漑に至る分野に新技術を
応用しています。例えば、トラクターの自
動誘導システム「AutoTrac」では、地面を
読み込みながらプランターを操作し、 
ほぼ同じ場所を通ることなく、燃料や
CO2の排出量、種子や化学物質の使用量
を削減することができます。また、ディア
はAIを応用した除草剤散布ロボット
「See & Spray」も提供しており、これに
より化学物質の使用量を劇的に削減す
ることが可能です。「See & Spray」では、
噴霧器が作付けしていない地面を通る
際にカメラとAIを駆使して雑草を見つけ、
必要な場所にのみ除草剤を正確に吹き
付けます。雑草ヒット率は98％と無差別
に散布するブロードキャストスプレイと変
わらないにもかかわらず、除草剤の使用
量はブロードキャストスプレイに比べ平
均77％少なく済みます。ディアとのミーテ
ィングでは、綿花の運用試験で除草剤
の消費コストが前年の25万米ドルから2
万5,000米ドルに減少したことが明らか
になっています。また、ディアのプランター
「ExactEmerge」では、種まきの間隔、 
深さ、密度の精度向上が図られ、環境へ
の負荷を減らしつつ農家の収入の改善に
貢献しています。同様に、道路建設に使
われるディア独自の常温再生技術では、

時間と材料を削減し、CO2排出量と建設
コストを抑えながら、舗装面の耐性を改
善することも可能です。

持続可能性に基づく収益が価値
を最大化
グロース株、バリュー株を問わず、多くの
企業が重要な社会的目標を掲げ、持続可
能性のテーマから利益をあげています。
投資家はそうした企業を特定し、そこに
資金を振り向ける必要があり、優れたア
クティブ型のバリュー株投資のアプロー
チが支持される理由はそこにあります。
これらは、割安な銘柄を選別するだけの
アプローチや株価指数に連動するパッ
シブ運用とは異なり、安定もしくは拡大
している市場において競争優位性を持
つ優良企業に着目し、バリュエーション
が魅力的な水準にある銘柄に投資する
アプローチです。アクティブ型のバリュー
株専門の運用会社として、我々は、グロー
ス株のポートフォリオで幅広く保有され
ているような銘柄に、バリュエーション
が魅力的な水準にあると考えられる 
局面で、臨機応変に投資を行うこともあ
ります。アクティブ型のバリュー株投資で
は、持続可能性を成長のけん引役とする
企業を投資対象とすることが可能です。
電気自動車（EV）への移行や代替エネル
ギーの開発を可能にする企業は、そうし
た企業の好例です。

EVイノベーションをけん引  ESGの先行企
業の事例として、スイスの大手部品メー
カーのTEコネクティビティを取り上げま
す。同社は自動車、データセンター、医療
機器など、幅広い用途のコネクターを提
供しています。同社の製品を使うことで、 
EVなど環境への負荷が少ないソリュー 
ションの実現が可能になります。化石燃
料の削減に寄与するEVでは、1台当たり
のコネクターの搭載量は、従来の内燃エ
ンジンの自動車の2倍にもなります。 
また、自動車の安全性の向上につながる
ADAS（先進運転支援システム）や自動
運転など、社会的価値の高いイノベー 
ションにも貢献しています。図6が示すよ
うに、世界で持続可能性を重視する政策
が増える中、EVの販売台数は今後数年
間にわたり拡大すると考えられます。 

グロース株、バリュー株を問わず、多くの企業が
重要な社会的目標を掲げ、持続可能性のテー 
マから利益をあげています。投資家はそうした 
企業を特定し、そこに資金を振り向ける必要 
があり、優れたアクティブ型のバリュー株投 
資のアプローチが支持される理由はそこにあ 
ります。
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同社はこの10年間でエネルギー使用量
を37％、温暖化ガス排出量を35％削減
しています。コネクターの製造工程では
水が大量に使われますが、同社はこの 
10年間で水の使用量も29％削減して 
います。同社はこの点では世界でトップ 
クラスにあります。     

社会的な側面で言えば、自動運転車へ 
の貢献に加え、同社は「責任ある調達」
の改善にも取り組んでおり、現在、EVの
生産に使われているコバルトなど問題 
のある材料の代替品を探す努力をして
います。コバルトは、同社自身が直接調
達している材料ではないにもかかわら 
ずです。同社は採掘される際に環境に負
荷をもたらす恐れがある金を自社製品に
幅広く使用していますが、「責任ある調
達」の視点を経営に取り入れている鉱山
会社からの調達を増やすことを約束して
います。  

代替エネルギーの拡大をけん引  EV普及
の重要かつ当然の帰結として、電力需要
は増大する見込みです。一般的に言えば、
石炭発電を廃止し、再生可能エネルギー
への置き換えを進める公益部門が、米国
政府の脱炭素政策の最大のカギを握 
ります。また、公益部門では、水素をエネ
ルギー源として既存の天然ガスのパイプ
ラインに混入する取組みやEVインフラを
構築する動きも見られます。 

クリーンエネルギーの需要拡大に対応し
ている企業として、カリフォルニアの電
力・ガス・インフラ企業、センプラ・エナ
ジーが挙げられます。同社は、水素、 
再生可能天然ガス（RNG）、燃料電池 
の開発、CO2の回収・貯留（CCS）に資金
を投じています。同社は先頃、カリフォル
ニアの公益事業子会社2社（ソカルガス
とサンディエゴ・ガス・アンド・エレクトリ 
ック（SDG&E））の共同研究開発プロジ 
ェクトとして、水素混入実証計画
（Hydrogen Blending Demonstration 
Program）を発表しました。カリフォルニ
ア初のプロジェクトとして、昼間に生じる
再生可能電力の余剰分を使ってグリーン

水素を生産し、それを天然ガスに混入し
て貯留・使用するというものです。図7は
世界各国における水素技術の支援状況、
水素の開発・生産をめぐる目標とインセ
ンティブの有無の内訳を示しています。

2019年に、ソカルガスは、2022年まで
に有機性廃棄物から回収したRNGの 
5％を、2030年までに30％を顧客に供
給する目標を打ち出しました。ソカルガ
スの公益事業子会社2社は規制当局の
認可を申請しており、認可が下りれば、

両社の顧客は天然ガスサービスの一環 
としてRNGを購入することが可能にな 
ります。センプラは、州の規制当局により
義務付けられた再生可能エネルギーの
利用拡大を実現するために、カリフォ 
ルニア州とテキサス州の営業地域にお 
いて、供給インフラを整備するための堅
実かつ透明性の高い設備投資計画を明
らかにしています。また、天然ガスは今
後もエネルギーシフトのカギになる可能
性が高く、センプラ・エナジーは、米国と

高い成長が見込まれる電気自動車
図6：シナリオ別の世界の電気自動車の保有台数
2020年–2030年

出所：国際エネルギー機関（IEA）、Global EV stock by mode in the Stated Policies Scenario, 2020–2030, IEA,
Paris. All rights reserved.2021年4月時点。いかなる推測、予想、予測も実現する保証はありません。
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出所:国際エネルギー機関（IEA）、Current policy support for hydrogen deployment, 2018, IEA, Paris.All Rights 
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メキシコにおける天然ガスの液化や輸送
において、持続可能性の観点から重要な
役割を果たします。 

すべては経営から
一般的に、ハイクオリティ、ハイリターン
の企業は、資本に対して賢明なスチュワー
ドシップ責任を担う優れた経営陣によっ
て運営されています。経営者は、どこに
投資し、どこへの投資を避けるかなど、
あらゆる意思決定や企業活動の根幹に
関わっています。企業経営こそ重要な出
発点となります。費用管理、資金配分、
経営者報酬は、経営陣の質の評価に関
係しています。 

優れた経営陣は、持続可能性を優先する
ための長期的な計画を重視し、野心的で
ありながら達成可能な持続可能性目標

を設定するため、強固な財務基盤と柔軟
性を持って企業経営を行います。このこ
とは、前述のような企業では、優れた財
務基盤によって、持続可能性関連プロジ
ェクトへの研究開発への投資が可能と
なっていることからも明らかです。当然
の帰結として、かろうじて生き延びてい
る企業は、持続可能性への取り組みを推
進できるだけの経営資源を十分に持ち
合わせていない可能性があります。 

結論
アクティブ運用のバリュー株投資は、安
定もしくは拡大している市場でビジネス
を展開し、バリュエーションが割安な水
準にある、息が長く耐性のある企業を対
象としており、ベンチマーク指標に追随
する手法や単に割安な銘柄を選別する
アプローチに比べESGに強みを持つ企

業への選別投資では優位にあります。 
こうした企業の中には、持続可能性の取
り組みへの理解不足によりグロース株と
しての特徴が薄れている企業もある一 
方で、グロース株とみなされる企業もあ
ります。こうした企業はファンダメンタル
ズ面ではトップクラスにあるばかりか、
通常は持続可能性の分野でも先行し 
ています。持続可能性がリターンをけん
引し、リターンが持続可能性の改善を目
指す世界的な取り組みをさらに後押しす
るという好循環があり、前述の事例が示
すように、バリュー株のユニバースにはそ
のような好循環をもたらす企業を発掘す
る豊富な機会が存在しています。

一般的に、ハイクオリティ、ハイリターンの企業は、資本に対して賢明な 
スチュワードシップ責任を担う優れた経営陣によって運営されています。 
経営者は、どこに投資し、どこへの投資を避けるかなど、あらゆる意思決 
定や企業活動の根幹に関わっています。企業経営こそ重要な出発点とな 
ります。費用管理、資金配分、経営者報酬は、経営陣の質の評価に関係し
ています。 
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はじめに
このところ、グロース株優位とバリュー株
優位の局面がそれぞれ訪れ、昔からある
グロース株投資対バリュー株投資をめぐ
る議論が再燃しています。グロース株の
投資家として、そして何よりイノベーショ
ンへの投資家として、バリュー株シフトは
今後も続くという主張に対しどのように
考えているのか、我々の見解を紹介した
いと思います。 

優れた議論はどれもそうですが、グロー
ス株投資とバリュー株投資それぞれの主
張はどちらも正しく一貫しています。グロ
ース株の割高なバリュエーションをめぐ

る議論から、テクノロジー規制の可能性
をめぐる議論、はてはバリュー株のより高
い成長見通しという直感に反する議論ま
で様々です。今年2月から5月のバリュー 
株シフトの局面で、バリュー株優位が続
くと盛んに主張された根拠は、高インフ
レ環境への転換でした。インフレ局面で
は、長期的な資産の割引率が上昇するた
め、長期的な利益成長を織り込むグロー
ス株と比べて、バリュー株のパフォーマン
スが上回るという主張です。足元のスタ
イルローテーションの局面ではインフレ
が重要なカギを握るだけに、ここで我々
のインフレに対する見通しを紹介し、今
後も低インフレ環境が続くという主張を

したいと思います。しかし、我々はマクロ
要因を念頭に置いているものの、それが
我々の投資判断を大きく左右すること 
はありません。同様に、特定の四半期に
おけるマクロ経済の懸念に惑わされるこ
ともありません。それらが長期的なパフ
ォーマンスを左右することはないと考え
ているからです。例えば、ゲノミクスや
AI（人口知能）、AR（拡張現実）は、引き
続きインフレとは無関係に加速すると考
えています。グロース対バリューをめぐる
我々の見解については、我々のホワイト
ペーパー「第4次産業革命は平均回帰 
を葬り去るのか？」7でも広く議論して 
います。

グロース株のデフレ的性質
マシュー・モーバーグ、CPA 
フランクリン株式グループ、ポートフォリオ・マネージャー

ケリー・ローガル、CFA 
フランクリン株式グループ、クオンツ・リサーチ・アナリスト

ウィル・ホールディング 
フランクリン株式グループ、リサーチ・アソシエイト

バリュー株優位―ラッセル1000バリュー指数

開始 終了 期間（日数）バリュー株の対グロース
株超過リターン

2008年7月15日 2008年10月2日 58 11.48%

2011年9月21日 2012年1月11日 81 6.00%

2012年4月18日 2013年7月23日 330 14.12%

2014年2月27日 2014年5月7日 50 4.71%

2016年1月25日 2016年4月27日 68 6.69%

2016年10月24日 2017年1月3日 52 6.62%

2018年9月4日 2018年11月19日 55 7.87%

2019年8月21日 2019年10月23日 46 4.56%

2020年9月2日 2021年1月14日 97 11.08%

2021年2月2日 2021年5月13日 73 15.20%

 平均値 91 9%

その後のグロース株優位―ラッセル1000グロース指数

開始 終了 期間（日数）グロース株の対バリュー
株超過リターン

2008年1月3日 2008年7月15日 139 6.84%

2008年10月2日 2011年9月21日 775 26.75%

2012年1月11日 2012年4月18日 71 5.63%

2013年7月23日 2014年2月27日 158 8.06%

2014年5月7日 2016年1月25日 449 14.25%

2016年4月27日 2016年10月24日 129 1.16%

2017年1月3日 2018年9月4日 436 33.63%

2018年11月19日 2019年8月21日 198 13.81%

2019年10月23日 2020年9月2日 226 46.16%

2021年1月14日 2021年2月2日 14 5.77%

2021年5月13日 2021年7月30日 57 12.64%

 平均値 241 16%

頻繁に起こるスタイルローテーション 
図 8:ラッセル1000バリュー指数とラッセル1000グロース指数のスタイルローテンション：2008年～2021年*
2021年7月31日時点 

*注：バリュー株とグロース株それぞれの最大超過リターン
出所：ブルームバーグ。指数は運用されておらず、指数に投資することはできません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果
を示唆または保証するものではありません。
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この10年間のグロース株のパフォーマン
スをめぐる主張は、グロース株のパフォー
マンスは一貫してバリュー株を上回って
いるというものですが、図8が示すように、
これは正しくありません。バリュー株のパ
フォーマンスがグロース株を上回る局面
も頻繁に生じており、市場が健全に機能
していることがうかがえます。この13年
間で主流の投資スタイルは20回入れ替
わっています。これら期間は図8に記載し
た通りです。例えば、2008年初め以降、
バリュー株がグロース株を上回った日数
は46％で、バリュー株優位が330日間、
続いたこともありました。

しかし、このようにスタイルローテーショ
ンが頻繁に生じているものの、図9が示
すように、グロース株のパフォーマンスは
2008年以降、バリュー株を287％上回っ
ています。バリュー株優位は、テニスでポ
イントを獲得しゲームを取ったにも関わ
らず、試合には負けたようなものかもし
れません。投資家にとっての教訓は、 
冷静さを保ち、長期目線で一時的なポイ
ントに惑わされてはならないというこ 
とです。 

イノベーションはデフレ要因
人類史上、技術イノベーションは低成長
局面で繰り返し起きてきました。我々は
イノベーションが加速する時代に生きて
います。イノベーションの加速により、 

製品・サービスのコストや労働需要はと
もに低下し、インフレ率は低く抑えられ
ています。 

イノベーションにより、製品・サービスの
開発・生産のスピードは速まり、コストも
低下します。他の要因が一定とした場合、
イノベーションにより供給曲線は右にシ
フトします。その結果、生産が増える一方、
価格は低下します。 

イノベーションにより製品・サービスのコ
ストが下落した例として、コンピューター
があります。1971年に登場した世界初の
パソコン「Kenbak-1」の価格は、現在の
5,066米ドルに相当します。1975年発売
の「IBM 5100ポータブル・コンピュー 
ター」は重さが50ポンドもあり、最廉価
版でもインフレ調整後でおよそ4万
5,637米ドルでした8。今日では、図10に
示す通り、ほぼ誰もが1970年代のパソコ
ンの数分の一の価格で、飛躍的に性能
が向上し軽量化されたパソコンや携帯
電話を所有しています。

また、イノベーションは生産性の向上を
もたらし、労働コストを低下させます。 
企業レベルで言うと、最新のソフトを使
えば、古いソフトを使った場合の20～30
人分の仕事を1人で行うことができます。
マクロレベルで言えば、マット・クライン
氏によると「パンデミックが発生して以来、
製品・サービスの実質的な消費総額が7

％以上増加した一方、小売り、卸売り、 
トラック輸送、倉庫、宅配などの流通業
界で働く人数は約2.5%減少しました。 
言い換えれば、米国では、小売り・物流
業界の労働者当たりの購入可能な製品・
サービスの量は、1年足らずで10％も増
加しました」9。 

こうした例は、すべてにあてはまるもの
ではありませんが、イノベーション経済に
は以下の3つのデフレ要因があります。 
Eコマースの台頭、アセットライトのビジ
ネスモデルの適用、賃金の上昇を抑える
テクノロジー主導の生産性です。

Eコマースにおけるイノベー 
ション
Eコマースは、小売りに影響を及ぼす多く
のイノベーションのケーススタディーの一
つでが、Eコマースはデフレ要因になる 
だけでなく、消費者物価指数（CPI）に 
おいて、実際のインフレ率が過大評価 
される要因になっているとの見方もあ 
ります。ネット販売が十分にカバーされ
ていないCPIは、インフレ率を正確に反
映していない可能性があります。エコノ
ミストはすべてのネット価格を抽出する
ことはできず、ネットで販売される品目
の多くはCPIの算出に含まれていません。
オースタン・グールズビー氏とピーター・
クレノウ氏が2014年から2017年にかけ
て実施した調査によると、「例えば、パソ

累計パフォーマンス

ラッセル1000グロース指数の
パフォーマンス

470.62%

ラッセル1000バリュー指数の
パフォーマンス

183.46%

グロース指数の対バリュー 
指数超過リターン

287.16%

グロース株のパフォーマンスは長期にわた
りバリュー株を上回る
図 9:ラッセル1000グロース指数とラッセ
ル1000バリュー指数の累計パフォーマンス
2008年1月1日～2021年7月31日

出所：ブルームバーグ。2021年7月31日時点指数
は運用されておらず、指数に投資することはで
きません。報酬、経費、販売手数料は含みませ
ん。過去の運用実績は将来の結果を示唆または
保証するものではありません。

イノベーションにより製品・サービスのコストが低下
図10：コンピューター・周辺機器・スマートホームアシスタント機器の消費者物価指数：
米国都市平均 
1997年12月31日～2021年7月31日

出所：米労働統計局、全都市消費者物価指数：コンピューター・周辺機器・スマートホーム
アシスタント機器（CUUR0000SEEE01）は米国都市平均の情報技術・ハードウェア・サービスの
消費者物価指数の構成項目の１つ。FRED（FRBが公開している経済指標のデータ）、セントル
イス連邦準備銀行のデータを採用、2021年8月16日時点。いかなる推測、予想、予測も実現す
る保証はありません。
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コンのネット価格は12.3%下落してい 
るが、CPIでは6.9%の下落にとどまって
いる。玩具のネット価格も12％下落して
いるのに対し、CPIでは7.8%の下落にと
どまっている。写真機器・サプライ用品
のネット価格は9.2％下落しているが、 
CPIでは0.6％しか下落していない」10 。
アドビでは膨大な量のネット取引を分析
したところ、製品・サービスのネット価格
は2014年以降23％下落していますが、 
CPIでは12％下落にとどまっていること
が明らかになっています11。

消費者からすればネットで購入したほう
が安いと感じていますが、それには構造
的な理由があります。Eコマースは比較
が行いやすく、ネット販売業者は値上げ
しづらくなります。Eコマースは通常、実
店舗よりコストが低く抑えられ、従来の
小売業者より価格を引き下げることが可
能です。また、消費者はどこからでも購
入が可能で、地元よりもコスト構造が低
い地域から購入することができます。 

アマゾンは当初、実店舗のコストを回避
し、値下げにより競争に挑みました。ア
マゾンの成長は、それだけでもデフレ圧
力という影響を与えます。アマゾンの規
模が拡大するにつれ、価格交渉力も巨大
なものとなり、自社のECサイトで他の大
半の小売業者より低価格で商品を販売
することが可能になりました。物流セン
ターの運営や航空機のリースも開始し、
自社のサプライチェーンの余分なコスト
を削減しました。労働力をロボットや物

流アルゴリズム、場合によってはドローン
配達などに置き換えることにより、配達
コストや結果として商品の販売コスト 
をさらに引き下げることが可能にな 
ります。

コロナ後の消費行動の変化は今後も 
続き、Eコマースのデフレ効果は強まると
予想しています。最近のマッキンゼーの
調査によると、今回のパンデミックで、 
消費者の40％が新しい買い物を試みた
と報告されています。同じ調査で、消費
者の80％が、今後も買い物の習慣を恒
久的に変えると回答しています12。今回の
パンデミックをきっかけに、Eコマースの
波はあらゆる小売店に広がりました。 
季節調整後の小売売上高全体に占めるE
コマースの割合は、経済活動の再開にも
かかわらず、コロナ前の11％から14％に
増加しています13。同様に、Eコマースと
は縁が薄かった自動車販売などの分野
でも、ネット販売へのシフトは進んで 
います。Eコマースは従来型の小売業か
らシェアを奪っており、販売価格には 
長期的に下落圧力がかかると予想さ 
れます。

アセットライトビジネスにおける
イノベーションによるデフレ効果
次に、アセットライトビジネスの台頭もデ
フレ効果をもたらします。アセットライト
モデルは、設備投資の減少と市場供給能
力の拡大を通じて、末端の消費者のコス
トを削減することで、物価の上昇を抑え

ます。アセットライトビジネスの台頭に 
より、設備投資の必要性は低下してい 
ます。Eコマース企業は割高な実店舗を
購入する必要がありません。ライドシェ 
ア企業も自社で車両を購入する必要があ
りません。その結果、不動産や自動車な
どの資産価格に対するインフレ圧力は
軽減される可能性があるほか、こうした
企業は変動費の割合が高い構造になり、
コストを抑制できます。アセットライトモ
デルでは、固定賃料を払ったり実店舗を
購入する従来の小売業や、車両を保有・
維持・保管しなければならないタクシー
会社などに比べ、経営コストが低く抑え
られます。 

また、アセットライトモデルでは、需要に
合わせて供給を容易に調整すること可能
であり、これも消費者にとってのコスト削
減につながります。民泊仲介大手の米エ
アビーアンドビーは、ホテルへの追加投
資を迫られることなく、宿泊能力を拡大
しています。米ライドシェア大手のウー 
バーとリフトは、ライドシェアの運転手を
増やしています。さらに、現時点でライド
シェアの運転手もエアビーアンドビーの
ホストも、社会保険付きの正社員ではあ
りません。このため、こうした企業は身軽
な人件費構造を持ち、正社員を抱える企
業に比べ、消費者のコストを削減するこ
とが可能です。

イノベーションによる生産性 
の改善
商品相場はすでに落ち着き始めており、
サプライチェーンの混乱に起因するイン
フレもじきに収束するとみられます。一
方で、賃金インフレは、賃金上昇、物価
上昇、そして物価上昇に伴う労働者の賃
上げ要求という悪循環をもたらす可能性
があります。しかし、図11に示すように、
過小評価されているイノベーションによ
る生産性向上効果により、賃金インフレ
のスパイラルに歯止めがかかる可能性が
あります。

コロナ後の消費行動の変化は今後も続き、Eコ 
マースのデフレ効果は強まると予想しています。 
最近のマッキンゼーの調査によると、今回のパン
デミックで、消費者の40％が新しい買い物を試
みたと報告されています。同じ調査で、消費者の 
80％が、今後も買い物の習慣を恒久的に変える
と回答しています。
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コロナ禍で人手不足は悪化しました。 
健康や安全性の問題、休校中の子ども
の面倒を見るという理由から、労働参 
加率は低下しました。これに失業給付の
延長が加わり、経済活動の再開に伴う人
手不足が生じています。しかし、長期的
には、イノベーションにより、賃金インフ
レに歯止めがかからなくなるような事態
は避けられると考えています。

イノベーションによる賃金上昇圧力の抑
制効果の例として、長距離トラック運転
手を取り上げます。足元、コロナ禍のサ
プライチェーンの混乱により、トラックの
運転手の需要は高まっています。運転手
の賃金は高騰し、一部は末端の製品・サ
ービスのコストに転嫁されています。 
しかし、足元の賃金上昇は一時的なもの
で、長期的には、企業はサプライチェーン
の労働コストを削減することができる可
能性が高いと思われます。物流のサプラ
イチェーンを担う人間は、自動運転技術、
自動倉庫施設、AIなどのイノベーション
に置き換えられると予想しています。 
トラック運転手の今後の先行きは、 
決して明るいものではありません。 

また、コロナ禍は複数の業界でイノベー
ションを加速させており、賃金インフレ
の緩和につながる可能性があります。 
メッセンジャーRNA（mRNA）ワクチン
は、コロナ禍で生まれた科学的ブレーク
スルーです。新型コロナウイルスの予防
薬として、新型ｍRNAワクチンの開発・
生産に数十億米ドルの資金が投じられま
した。また、新型コロナウイルスに対する
効果の高い治療方法として、モノクローナ
ル抗体も開発されました。効果的なワク
チンや治療方法の登場により、人々は安
心して仕事に復帰し、子供も安心して学
校に通わせることが可能になります。 
これにより、近い将来、人手不足は改善
する可能性があります。

コロナ禍の健康と安全性の問題から、 
多くの労働者は在宅勤務を迫られまし
た。企業も何百万人もの従業員の在宅勤
務を可能にするため、予想を上回るペー
スでデジタル化を推進せざるを得なくな
りました。デジタル化により、一部の従
業員の効率は向上しています。一部の学
者は、在宅勤務により生産性は５％向上

すると指摘しています14。例えば、営業担
当者が地球の裏側まで飛んで行ってデモ
を行うのではなく、オンラインでデモを
行うところを想像してみてください。 
保守担当者は個別に現場を訪れるまで
もなく、リモートでモニターできるよう 
になったことを想像してください。こう 
した効率性の向上は人員削減につなが
ります。世界経済フォーラム（WEF）によ
ると、企業経営者の53％は、テクノロジ
ーの導入による人員削減を計画してい 
ます15。

人員削減を可能にするデジタル化に加
え、テクノロジーや在宅勤務にかかわる
職場文化の変化により、一部の企業は地
理的な制限なしに人材を採用できるよう
になります。これに伴い、一部の職種で
の採用枠が国内から海外に広がり、人材
供給が増加することで、賃金インフレを
抑制することが可能になります。

最後に、労働者による新型コロナウイル
スの感染懸念やコロナ禍によるサプライ
チェーンの制約から、一部の企業は製造
レイアウトや自動化への設備投資を一層
と促進する見通しです。深刻な人手不足
に対応するため、一部の飲食店では対面
での接客の自動化に向けて、セルフサー
ビスのキオスクを導入しています。 

米料理・食料品宅配大手のホワイト・キ
ャッスルとドアダッシュは、料理の自動化
に向けて調理ロボットを導入する予定で
す16 。実用化には時間を要する可能性が
ありますが、これも賃金の低下圧力にな
る可能性があります。オックスフォード・
エコノミクスのエコノミストであるリディ
ア・ブースール氏は「自動化の加速により
700万の職のうちの半数近くがコロナ禍
から戻らず、今後3～5年間にわたり労働
需要不足は続く」と主張しています17。

結論
我々は、バリュー対グロースの議論は誤
ったものであると考えています。バリュー
株志向であろうとグロース株志向であろ
うと、優れた資産運用会社は将来のフリ
ーキャッシュフローに比して割安な企業
を探しています。我々の経験からすると、
市場は気まぐれな群れのように振る舞 
うことがあり、しばらく落ち着いたかと
思えば、すぐに動揺して別の方向に走っ
たりすることがあります。このような時 
こそ、長期目線の考え方や経験豊富なア
クティブ運用、顧客への啓蒙活動などが
とりわけ役に立つことがあります。 

イノベーション産業ほど労働生産性は高い
図11：労働生産性－無店舗型小売業と大規模小売業（GMS）の比較：1987年～2000年 
2020年12月31日時点

出所：米労働統計局
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我々の見解では、今回のグロース株の低
迷は、企業の事業再編、人員体制の見 
直し、オフィスの移転、政府の大規模な
経済対策の後の経済活動の再開に伴い
生じた、一時的な人手不足によるインフ
レ懸念によってもたらされたものです。
製品・サービスの長期的な需要に変化 
はなく、生産能力にも変化はないと考 
えます。むしろ、企業は、コロナ禍で事 
業再編を行ったことで、ビデオ会議やE
コマース、シミュレーションソフト、コボ 
ットなど、例を挙げれば切りがありませ
んが、新たなテクノロジーやイノベーシ 
ョンを導入し、効率を高めてきました。 

しかし、もし我々のインフレに対する見
解が誤っており、修正の余地がある場 
合は、グロース株優位は今後も続く可 
能性があると考えています。歴史を見 
れば、イノベーション企業は、インフレ環
境でも成長することがわかっています。

株式市場のリターンは、緩やかなインフ
レと正の相関関係にあります。1990年
以降の5度のインフレ局面で、プライス 
リーダーの企業の株価は平均21％のリタ
ーンを達成しており、プライステイカーの
リターンを7％以上上回っています18。 
多くの場合、最も革新的な企業はプライ
スリーダーです。我々が保有している銘
柄の多くは、代替品がほとんどないか全
くない製品・サービスを販売しており、 
価格決定力を有しています。そうした企
業は、場合によっては、アルゴリズムに 
より数秒でリアルタイムに価格設定を行
うことができ、インフレに迅速に対応し
ながら、利益率を維持することがで 
きます。 

我々は、アセットライトのビジネスモデル
を持つ企業も投資対象としています。 
多くの投資家は、インフレヘッジの手段
として、エネルギー、金属、鉱業などの 

アセットヘビー産業を思い浮かべます。
米ドルの購買力が低下すると資産投資
が割高になることから、我々は、アセット
ヘビー企業よりアセットライト企業のほ
うがインフレヘッジに適していると考え
ています。ウォーレン・バフェット氏は
1970年代の高インフレの後に1983年 
の株主向けの手紙の中で「インフレ局面
で蓄積された莫大な企業の富の多くは、
永続的価値を持つ無形資産と比較的少
ない有形資産を組み合わせた事業によ
りもたらされた」と述べています19。

我々は、アクティブ運用こそ、こうしたダ
イナミックな市場をうまく乗り越えるカ
ギになると考えています。こうした話題に
関して議論を行い、知的な会話を交わし、
すべての見解を公平に検討することこそ
が何より大切です。  

我々の見解では、今回のグロース株の低迷は、企業の事業再編、人員体制
の見直し、オフィスの移転、政府の大規模な経済対策の後の経済活動の
再開に伴い生じた、一時的な人手不足によるインフレ懸念によってもたら
されたものです。製品・サービスの長期的な需要に変化はなく、生産能力
にも変化はないと考えます。
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ファンダメンタルズ格差の拡大こ
そアクティブ運用の投資機会
我々は、主にコロナ禍で企業が行った 
決定や行動により、小型株のファンダメ
ンタルズの格差が拡大し、それが株価に
影響を及ぼし始める時期に差し掛かって
いると考えています。今回のパンデミック
により、多くの優れたビジネスモデルが
その耐性を証明する機会が与えられ、 
優れた経営陣にもその評判を試される
機会が与えられました。コロナ禍で深刻
な打撃を受けた業界においても、多くの
優良企業は競争力を強化しており、経済
活動の再開に伴い、より大きな利益とキ
ャッシュフロー創出力を手にすることが
できました。企業がキャッシュフローを
維持するために取った防御策は、多くの
場合、在宅勤務や出社と組み合わせたハ
イブリッド型への移行に伴う、不動産保
有の縮小などの恒久的なコスト削減に寄
与しています。また、中小の競合企業や
多額の負債を抱える競合企業が、主に生
き残りに注力している間に、多くの優良
企業は積極的な行動により、守りの堀を
深くし、対応可能な市場を広げ、コロナ
禍前に比べ長期的な平常時の営業利益
率も向上させました。 

こうした小型株の最適な事例としては、
ボートやRV（レクリエーショナル・ビーク
ル）業界が挙げられます。我々はコロナ
禍の最も厳しい時期にこの2つの業界に
投資を行い、長期的な成長が引き続き見
込めるとの判断から、引き続き保有して
います。RVは、ここ数年間、販売台数が

増加しています。若い世代が確かな需要
源（特に小型で価格が低い車種）となっ
ており、家族が増えたことによる小型の
車種からのアップグレードの買い替えの
動きも見られます。2020年下半期から
2021年にかけてRVとボートの需要はと
もに過去最高を記録しており、コロナ禍
による消費行動の変化がその主な要因
となっています20。RVの場合、こうした消
費行動の変化が構造的シフトの追い風
になりました。 

需要が堅調だった2020年初めに、ボー
トとRVは減産を余儀なくされました21。 
2020年の夏が近づき、生産は再開され
ましたが、ソーシャルディスタンスはなお
欠かせず、休暇での空の旅は概ね控えら
れました。コロナ禍をきっかけに、少人
数でのレジャー活動に新たな需要の波
が訪れ、ボートやRVの大手メーカーでは、 
2021年年間を通じて生産が拡大し 
ました。これにより、我々が保有する 
企業の収益性は目に見えて改善して 
います。旅行その他の制限が解除さ 
れても、我々が保有しているボートやRV
の業界では、なお需要は好調に推移して
います。実際に、ディーラー在庫は枯渇し
ているか低水準にとどまっており、デル
タ型変異ウイルスへの懸念も需要に影響
を及ぼしておらず、需要はなお旺盛です。
今回のパンデミックがこれら業界の需 
要拡大に寄与したことは間違いありま 
せんが、消費行動が恒久的に変化して 
おり、RVとボートの需要は今後も拡大 
すると考えています。

時代の変化とともに小型バリュ
ー株が市場をけん引役に
我々の見解は、独自の経験や視点に基づ
いています。小型株投資は我々の主力ビ
ジネスであり、他の資産運用会社とは一
線を画しています。すでに述べたように、
トレンドの理解、パターンの認識、恩恵
を受ける企業の選別は、多様で幅広い小
型株の資産クラスに関する我々の深い知
識に基づいています。 

また、我々の独自の視点は、足元の市 
場に対する極めて具体的な見方を提 
供しています。我々が実施した最近の調
査では、主に4つの点が明らかになって
います。このうち2つは既存トレンドの継
続性に関するものであり、残りの2つはリ
ーダーシップの交代を示唆するものです。
第1に、経済環境と足元のバリュエーショ
ンを支えに、小型株は好調なパフォーマ
ンスを続けています。第2に、足元の小型
バリュー株への回帰は、持続可能なトレ
ンドであるとみられます。第3に、高クオ
リティ株がけん引役となる業界リーダー
の交代が起こると予想しています。第4
に、株式市場は企業の業績や見通しの
格差に一段と左右されやすい状況にあ
り、見識のあるアクティブ型の資産運用
会社には、指数連動型のパッシブ運用を
アウトパフォームする多くの機会が与え
られると考えられます。先にご紹介した
業界やテーマは、先行きの魅力的な投資
機会のほんの一例にすぎません。

小型株の見通し：継続するものと変化するもの

スティーブ・リッパー、CFA  
ロイス・インベストメント・パートナー、シニア・インベストメント・ストラテジスト
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小型バリュー株の大幅な優位が続いた
後のトレンドに関して、過去のパターン 
を検証したところ、前向きな結論が得ら
れています。すなわち、小型株は引き続 
き上昇し、小型バリュー株が市場のけん
引役を維持し、クオリティの重要性が 
増し、見識のあるアクティブ型の資産 
運用会社はパッシブ型をアウトパフォー
ムする多くの機会を享受できると予想さ
れます。

銘柄選別を超えて：小型株に有
利な経済環境
意外ではないかもしれませんが、足元の
小型株のバリュエーションに対する我々
の見解は逆張り的ですが、これは心配す
る必要はないと考えます。現在の金利水
準を織り込んだ、株式のリスクプレミア
ムに基づくバリュエーションは、過去の
レンジとの比較で判断する一般的なPER
よりも明確なシグナルを提供すると考え
ます。足元の株式のリスクプレミアム 
（直近12カ月間のフリーキャッシュフロ
ー÷企業価値－米国10年国債利回り） 
は0～1％のレンジにあり、歴史的には、
その後3年間の年間平均リターンは2桁
台前半となっています22。 

また、景気拡大の加速は小型株に有利
に働き、大型株より優れたリターンを小
型株にもたらす可能性が高いことも、 
重要なポイントとなります。再度過去の
経験を参考にすると、図12が示すよう
に、高成長局面では小型株は明らかに大
型株を上回るパフォーマンスを示してい
ます。米国の名目GDP成長率が前年比で
5％を超えると、平均リターンはラッセル
1000指数の17.0%に対し、ラッセル
2000指数は22.1%となり、ラッセル
2000指数の勝率は65％になります。 
コンセンサス予想では2021年のGDP成
長率は8～10％、2022年は5～7％が見
込まれていますので23、これは足元の経

済環境にも当てはまります。追加の財政
支出があれば、これらの予想はさらに上
振れする可能性が高いとみられます。 

小型株優位後
小型株優位が続いた後の小型株への投
資に警戒感を示す人もいます。しかし、
歴史を振り返ると、そうした懸念は正しく
ない可能性があります。2021年6月30日

までの1年間を含め、小型株のパフォー
マンスが最も好調だった10期間（4四半
期）が終了した後の、小型株の長期リタ
ーンを検証してみました。図13が示すよ
うに、各10期間（パフォーマンスが最も
好調だった1年間）が終了後3年間のパフ
ォーマンスは、ラッセル2000指数の年率
リターンはすべてプラスとなっています。
さらに印象的なのは、各10期間後3年間
のラッセル2000指数の平均年率リター

高成長局面では小型株のパフォーマンスが大型株を上回る傾向 
図12：ラッセル2000指数とラッセル1000指数の比較
2001年6月30日～2021年6月30日

出所：フランク・ラッセル・カンパニー。指数は運用されておらず、指数に投資することはで
きません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または
保証するものではありません。 
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図13：小型株優位の各10期間（4四半期）終了後の3年間のパフォーマンス
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出所：フランク・ラッセル・カンパニー。指数は運用されておらず、指数に投資することはで
きません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または
保証するものではありません。 

その後3年間の小型株の年間リターン（％）

小型株優位の４四半期（上位10期間）

0

4

8

12

16

13.5%
12.0%

13.6%
11.4%

14.2%

7.0%

9.9%

15.1%

9.9%

12.4%

1Q80–
1Q81

72.1%

2Q80–
2Q81

48.5%

1Q82–
1Q83

61.8%

2Q82–
2Q83

97.5%

3Q82–
3Q83

69.9%

3Q90–
3Q91

45.1%

4Q90–
4Q91

46.0%

4Q02–
4Q03

47.3%

1Q03–
1Q04

63.8%

1Q09–
1Q10

62.8%



グロース株か？バリュー株か？アクティブ・マネージャーの見解22

ンは11.9%と、1978年12月31日にラッ
セル2000指数が採用されて以来の四半
期ベースの3年移動平均リターン（9.5%）
を上回っていることです。これは今回の
小型株優位の局面がまだ続く余地があ
ることを示唆しています。

我々は、足元の市場・経済環境から、 
小型株の先行きについては楽観的な見
方をしていますが、ラッセル2000指数の
リターンは直近3年および5年の年率リタ
ーン（2021年6月30日時点でそれぞれ
13.5％と16.6％）よりは緩やかになると
予想しています24。 

小型バリュー株優位の局面が続
く可能性が高い理由
小型株は引き続き魅力的なリターンをも
たらすとみていますが、加えて小型株の
中では小型バリュー株が引き続きけん引
役になると予想しています。そして名目
GDP成長率が平均を上回る局面では、 
大型株に対して小型株が優位になるのと
同様、小型バリュー株のパフォーマンス
は小型グロース株を上回る顕著な傾向が
あります。我々の調査では、名目GDP成
長率は、大型株に対する小型株の優位
を示唆するだけでなく、スタイルリーダ
ーシップの分析をする際に、実質GDP成
長率より有効なシグナルとなっていま
す。我々の仮説は、小型バリュー株は小
型グロース株よりも景気サイクルに敏感
であり、利益成長やバリュエーションの
面からインフレの恩恵を受けやすいとい
うものです。 

過去20年間を対象に、名目GDP成長率
が5％以上だった1年間を調べたところ、
図14が示すように、ラッセル2000ピュア
バリュー指数は70％の割合でラッセル
2000ピュアグロース指数に勝っており、
平均420bpsアウトパフォームしていま
す。一方、名目GDP成長率が3～5％に低
下すると、ラッセル2000ピュアブロース
指数に対するラッセル2000ピュアバリュ
ー指数の勝率は32％にとどまり、平均
100bpsアンダーパフォームしています。

前述したように世界経済の見通しが明る
いことを考慮すると、今回の小型バリュ
ー株の顕著な優位性は、極めて時期を得
たものであると言えます。

相対的バリュエーションでもバリ
ュー株優位
小型バリュー株は足元で好調に推移して
いますが、それでもなお小型グロース株
に比べ大幅な割安感があります。我々が
重視するバリュエーション指標、EV/
EBIT（企業価値/利払い・税引き前利益）
比率で見ると、小型グロース株に対する
小型バリュー株の相対評価は、2021年
第1四半期の時点で20年ぶりの低水準
にあります（図15）。我々は、この極端な
相対評価の拡大は、小型バリュー株優位
の局面がまだ続く余地があることを示唆
していると考えています。

変化の可能性：高クオリティ株
が優位に？
過去の複数の小型株市場サイクルで見ら
れたパターンの1つは、市場サイクルが成
熟すると、低クオリティ小型株から高ク
オリティ小型株にリーダーが交代すると
いうことです。ロイスのポートフォリオ・

マネージャーは、複数のパラメーターを
用いて高クオリティ企業を選別していま
すが、便宜的にはクオリティの代理指標
としてROE（自己資本利益率）を用いる
ことができます。 

ROEが高い上位20％の小型株のパフォ
ーマンスを分析し、ROEが低い下位20％
の小型株と比較しました（図16）。 
その結果、過去4回の小型株サイクルに
おいて、明確なパターンが明らかになり
ました。下落局面（市場のピークから谷
まで）では高クオリティ株、すなわち、 
高ROE株の下落率は平均して指数の 
下落率よりも小さく、低クオリティ株、 
すなわち、低ROE株の下落率よりもはる
かに小さくなっています。谷を過ぎると、
リーダーは低クオリティ小型株に入れ替
わり、低クオリティ小型株の平均リター 
ンは大きく反発し、指数（および高ROE
株）を上回っています。しかし、その後、
市場サイクルの2年目には再び高ROE株
が主導権を取り戻します。 

この調査結果は我々の経験とも合致す
るものです。すなわち、市場の反発は当
初は主にバリューションの上昇によって
もたらされ、そうした局面ではバリュエ
ーションが大きく落ち込んでいる低クオ

高成長局面ではバリュー株が有利
図14：ラッセル2000ピュアバリュー指数とラッセル2000ピュアグロース指数
の12カ月移動平均リターン  
2001年6月30日～2021年6月30日

出所：フランク・ラッセル・カンパニー。指数は運用されておらず、指数に投資することはで
きません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または
保証するものではありません。 
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リティ株が最も大きく反発する傾向があ
ります。しかし、バリューションが過去の
平均レンジに戻ると、企業ファンダメンタ
ルズの格差が相対パフォーマンスを左右
し始めます。ファンダメンタルズが着目さ
れる市場環境では、高クオリティ株の優
れた特性が真価を発揮します。足元の小

型株ラリーは2021年3月後半で2年目に
入っており、今回の調査結果もタイムリー
なものとなっています。

小型株の見通し
年初から株式市場をけん引しているのが
小型株であり、小型株がダイナミックに

復活を遂げていることは明らかです。 
小型株全般、また特にバリュー株は非常
に好調に推移しており、一部の投資家
は、これらの好調局面は終局を迎えつつ
あるとの印象（我々はこれは誤った印象
だと考えています）を持っている可能性
があります。50年近い経験を持つ小型株
専門の運用会社として、こうした見方に
は全く賛同できません。戦略の違いはあ
りますが、我々のポートフォリオ・マネー
ジャーのほとんどは、引き続き魅力的な
投資機会を提供すると考える共通の分
野やテーマを見出しています。例えば、
前述のコロナ禍によるレジャー業界の行
動変化の恩恵を受けるボートやRVなど
の企業、特に人口が増加している地域の
優良地銀、アパレルや香水の高級ブラン
ド、サプライチェーンや物流を手掛ける
企業、さらには家具メーカー、個人向け
のレンタル会社、建材会社、権原保険会
社など、堅調な住宅・リフォーム市場の
恩恵を享受している企業などです。

小型バリュー株のバリュエーション（対グロース株）はおよそ20年振りの低水準
図15：ラッセル2000グロース指数に対するラッセル2000バリュー指数の12カ月
EV/EBIT比率*の割合は平均を割り込む
2001年6月30日～2021年6月30日
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上記の棒グラフは以下の市場局面別平均リターンを示す
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出所：ファクトセット。指数は運用されておらず、指数に投資することはできません。報酬、
経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するも
のではありません。
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*12カ月EV/EBIT（企業価値/利払い・税引き前利益）比率

出所：ファクトセット。指数は運用されておらず、指数に投資することはできません。報酬、
経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するも
のではありません。

高クオリティ株と低クオリティ株は異なるパフォーマンスを示す傾向があり、小型株の回復
局面では低クオリティ株が先行し、高クオリティ株は小型株が回復に転じてから2年目に低
クオリティ株のパフォーマンスを上回る傾向がある
図16：過去4度の小型株の回復局面におけるラッセル2000指数のROE五分位階層別平
均リターン   
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バリュー投資とバリューファクター
バリュー投資の概念はバリューファクター
と一括りにされることが多く、多くの投
資家はバリューについて型通りに、もしく
は一次元的に考える傾向があります。こ
れに対し、我々は、バリュー投資は最も
ダイナミックかつ創造的な投資手法であ
ると考えています。テンプルトンでは、バ
リュエーション指標として6年先PER（現
在の株価/6年先1株当たり利益）を重視
しています。これにより、我々は先を見据
え、時間をかけて価値を創出しうる様々
な方法について、創造的に考えることが
可能になります。 

「完全予測」の教訓
我々は先頃、このアプローチの長期的な
有効性を検証するための分析を行い 
ました。そのために、価格を6年後の実

現利益で割った「完全予測6年先PER」 
という事後的なバリュエーション指標を
用いました。6年先の利益や成長率を事
前に知ることは不可能であるため、この
分析はやや理論的な面が強くなりますが、
もし我々が将来を完全に見通すことがで
きるとすれば、最も有効な投資方法はど
のようなものになるでしょうか？ 

今回の調査では、完全予測6年先PERの
データは、6年先の1株当たり実現利益に
対して、株価が最も魅力的な水準にあっ
た上位10％の銘柄群のリターンを示して
います。純負債資本比率、売上高成長
率、フリーキャッシュフロー成長率の3指
標についても、同様の基準で分析を行い
ました。図17が示すように、完全予測
PERによる上位銘柄群のリターンは、ほ
とんどの分析対象期間で他の3指標によ
る上位銘柄群のリターンを上回っていま
す。これは、たとえ完全な予知能力があ

ったとしても、財務が健全な銘柄や売上
高成長率やフリーキャッシュフローの成
長率が高い銘柄に投資するよりも、純粋
に割安な銘柄に投資するほうが有効で
あることが示唆されています。 

多様なバリューの源泉：複数要
素の組み合わせ
我々のバリュー投資の概念は、創業者で
あるジョン・テンプルトン卿が確立したア
プローチに基づいています。ジョン・テン
プルトン卿は、「投資の種類については、
柔軟かつオープンマインドであれ」と記
しています。さらに「優良株、景気敏感
株、社債、米国債などを購入すべき時も
あれば、キャッシュを持ち続ける時もあ
ります。しかし、常に最良の投資方法と
いうものは存在しません。」とも記して 
います。 

多様なバリューの源泉と完全予測PER
アラン・バートレット 
テンプルトン・グロバル株式グループ、最高投資責任者（CIO）

完全予測
図17：各指標別上位10％の銘柄の対MSCI ACWI均等加重年間超過リターン（四半期移動平均ベース）
2020年12月31日時点

出所：テンプルトン・グローバル株式グループ、ファクトセット。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（MSCI ACWI）は先進国23カ国と
新興国27カ国の中大型株を対象に算出されています。MSCIは当資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても保証せず、一切の責任を負いません。
MSCIデータを複写・転載することは固く禁じられています。当資料はMSCIによって作成も保証もされていません。指数は運用されておらず、指数に投
資することはできません。報酬、経費、販売手数料は含みません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証するものではありません。 
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我々は、このアプローチを「多様なバリュ
ーの源泉」と呼んでおり、以下のような
複数要素の組み合わせによりもたらさ 
れます。

1. 価格: 利益、キャッシュフロー、資産
における1株当たりコスト

2. クオリティ:ファンダメンタルズの予測
可能性、可変性、リスク

3. 成長力: 変化率と持続可能性・持 
続期間

4. イベント: 価値をもたらす可能性が高
く、実際に起こり得る具体的なファン
ダメンタルズの変化

バリューが複数要素の組み合わせよりも
たらされるという考え方には、多くのメリ
ットがあります。第1に、過去の指標から

割安として抽出される銘柄（すなわち、
バリュー株のベンチマーク）以外にも投
資機会が広がります。第2に、バリュー 
の複数要素を組み合わせることにより、 
ポートフォリオの分散投資効果が高まり
ます。第3に、バリュー創造について検討
し、モニタリングする新たな枠組みやデ
ータを導入することにより、分析の質が
改善されます。 

図18では、1つのテーマだけを基準に投
資するのではなく、複数要素（成長率、
バリュエーション、クオリティなど）を考
慮して投資した場合のパフォーマンスの
例として、完全予測6年先PERと6年売上
高成長率の2つの要素を用いて投資した
場合のMSCIワールド指数のリターンを算
出しています。これを見ると、PERが最も
低く、売上高成長率が最も高い銘柄が最
も優れたパフォーマンスを示しているこ

とは明らかです。例えば、左側の列（「6
倍以下」）は最も割安な銘柄群を示して
います。将来の利益に比べて買収コスト
が安い割安な銘柄は、平均すると、その
後の6年間で非常に高いリターンをもた
らしており、バリューションの重要性を裏
付けています。しかし、割安なバリュエー
ションと高い成長率を組み合わせると 
（左上の色分けしたセル）、リターンはさ
らに大きくなります。バリュエーションが
最も割安である一方、成長性に欠ける銘
柄の年率リターンが15％にとどまるのに
対し、バリュエーションが最も割安で、か
つ成長率が最も高い銘柄の年率リターン
は25.4%に達しています。6年間の累積
リターンで見ると、バリュエーションが最
も割安で成長性がない銘柄は複利ベー
スで131％にとどまるのに対し、バリュエ
ーションが最も割安で成長率が最も高い
銘柄は複利ベースで289％にのぼります。 

6年売上高成長率 6倍以下 6～8倍 8～10倍 10～12倍 12～14倍 14～16倍 16～18倍 18～20倍 20倍以上

20%以上 25.4 16.7 12.4 8.5 11.7 9.6 9.8 8.0 6.4

15～20％ 19.5 15.9 13.5 10.3 10.8 7.8 4.5 4.0 1.1

11～15％ 20.3 17.0 13.0 9.7 7.9 8.0 6.7 5.0 -2.3

9～11％ 20.2 15.0 11.4 8.2 6.5 4.8 4.0 5.0 -1.3

7～9％ 18.4 14.6 12.2 10.4 8.7 7.1 5.3 6.6 -1.3

5～7％ 19.0 15.8 12.8 8.9 6.7 8.5 6.1 4.3 -1.2

3～5％ 19.5 14.9 11.4 8.7 7.4 5.3 3.8 3.0 -1.6

0～3％ 16.2 13.4 10.0 8.0 7.3 5.5 4.7 1.9 -2.3

0％以下 15.0 11.4 9.4 8.2 6.1 4.3 3.1 1.6 -4.2

バリュー要素の組み合わせ 
図 18:過去11期間（2010年～2020年）における完全予測6年先PERと6年売上高成長率に基づく年間平均リターン

出所：テンプルトン・グローバル・株式グループ、ファクトセット。2020年12月31日時点上記の図は例示を目的としたものであり、フランクリン・テンプルトン 
のファンドのパフォーマンスやポートフォリオの構成を反映したものではありません。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証するものではあり 
ません。

完全予測分析は、長期的なバリュー投資の枠組みを提供してい
るように見えますが、直近では「完全予測バリュー株」が「完全
予測グロース株」に追い越されるというアノマリーにも焦点を
当てています。実際、過去6年間では、株式市場のあらゆる企業
の利益を完全予測できたとしても、バリューションに関係なく売
上高成長率が最も高い銘柄を選ぶだけで、完全予測6年先PER
を用いた投資を上回ることができます。これは、「グロース株」と

「バリュー株」のベンチマークのパフォーマンスの議論とは全
く異なるものです。過去6年間を見ると、完全予測6年先PERベ
ースの投資は、売上高成長率ベースの投資を下回りました。我
々の見方では、このような現象が長続きすることはないと考え 

 
 

ています。過去を分析する限り、そのような現象が続いたことは
なく、今後も続くとは予想していません。持続的な低金利（これ
により長期グロース株のバリュエーションが押し上げられる）や
新型コロナウイルスの世界的流行（「ステイホーム」がテクノロ
ジー業界の創造的破壊をもたらす企業の追い風になる）がも
たらした「ルールの変更」により、市場に大きな歪みが生じてい
ます。SPAC25や暗号資産（仮想通貨）、ミーム株26などここ数四
半期の市場の投機的な動きは、こうした文脈の中で捉える必要
があります。 

完全予測を分析する
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この分析に対する最初の反応として、 
この銘柄群はおそらくその当時は目先の
利益に比べて割高だったにも関わらず、
その後に利益が急成長したことで、完全
予測6年先PERでは割安に見えているの
ではないかと思われるかもしれません。
つまり、左上の銘柄群は、そもそもすべて
「グロース株」であったのではないかと
いう主張です。しかし、興味深いことに
実際はそうではありません。MSCIでは調
査初年度では、左上の銘柄群の58％は
グロース株に分類されている一方、42％
はバリュー株に分類されていました。 
その中には、追風を受けた景気敏感株や
リストラで成功を収めた銘柄、さらには
将来性を過小評価され誤解されていた
銘柄などが含まれていました。 

その結果、市場は長期的な利益成長が
見込まれる銘柄をより評価することがあ
り、成長率が相対的に低い銘柄は過小
評価されることがあるということが明ら
かになりました。この10年間、低金利環
境下で資金を確保することで売上高を
大きく伸ばし、利益に変えることができ
る環境が生まれました。実際には、多くの
「グロース株」がもともと「バリュー株」
であったのです。「バリュー株対グロース
株」を狭義にとらえる投資家は、不必要
に自らの投資機会を制約してしまってい
ると我々が考える理由はここにあります。
高い成長率はバリュエーションが低い銘
柄のリターンを高め、割安なバリュエーシ

ョンは高い成長率の銘柄のリターンを高
める可能性があります。成長率を予測す
ることは、有効なバリュー株投資の重要
な要素になります。クオリティ、競争力、
資産の拡大、キャッシュフローなどの予
測にも同様のことが言えます。割安な長
期的バリュエーションを他の特性と組み
合わせることは、リターンを高めることが
できるだけでなく、1つの要因に依存せ
ずに様々な要因の恩恵を受けることか
ら、リスクの低減にも寄与します。

真の価値（バリュー）がもたらされる方法
は無数にあることから、投資家は、バリ
ューの様々な「タイプ」や、それらが市場
サイクルの中でポートフォリオのリスクリ
ターンに及ぼす影響を把握するためのフ
レームワークが必要です。テンプルトンで
は、5つの主要なバリューのタイプを特定
し、以下に紹介しています。また、我々の
全銘柄データベース（当社のアナリスト
が正式に調査し「買い」「売り」「ホール
ド」の格付けを付与したすべての銘柄）
を分析し、各バリューカテゴリーに属す
る銘柄の一般的な特徴についてもご紹
介します。

1. 伝統的バリュー—過去が未来のガイ
ドになる。我々のデータベースにおけ
る最大のバリューカテゴリーであり、
全銘柄の50％近くを占めます。 
伝統的バリュー銘柄の半分弱は資本
財・サービスか一般消費財・サービス
に属しますが、世界産業分類基準

（GICS）27の11セクターすべてに伝統
的バリュー銘柄が含まれています。 
伝統的バリュー銘柄は、景気や企業
固有のマイナス要因により過度にネ
ガティブイな見方をされていますが、
我々はそうした要因は一時的な性質
によるものであり、長期的には平均 
回帰が生じる可能性があると考えて
います。 

2. ミスプライス・グロース—未来は過去
より良くなる。我々のデータベースで
は2番目に大きいカテゴリーであり、
全銘柄の25％近くを占めます。ミスプ
ライス・グロースのカテゴリーは、情
報技術が最大の23％を占め、一般消
費財・サービスが18％、資本財・サー
ビスが15％、ヘルスケアが14％と続
きます。ミスプライス・グロース銘柄
にもGICSの11セクターすべてが含ま
れていますが、エネルギー、不動産、
公益事業の割合は最も小さくなって
います。ミスプライス・グロース銘柄
は、優れた長期的成長ポテンシャルに
もかかわらず、市場で過小評価されて
いる（割安に放置されている）銘柄群
となります。 

3. クオリティ—長期的な視点がカギ。 
クオリティ・カテゴリーは、我々のデー
タベースの17％を占めます。一般消費
財・サービスが27％と最も多く、情報
技術が19％と続きます。資本財・サー
ビス（14％）、生活必需品（13％）、ヘ
ルスケア（9％）も比較的多くなってい
ます。ミスプライス・グロースと同様、
公益事業、不動産、エネルギーの割
合は最も小さくなっています。クオリ
ティ銘柄に分類される銘柄は、持続
的な競争優位性に加え、健全な財務
と優れた経営陣を兼ね備えているの
が特徴です。 

4. ディスカウント・アセット—資産価値
の顕在化がカギ。ディスカウント・アセ
ットのカテゴリーは、我々のデータベ
ースの7％を占めるにすぎません。不
動産が26％と最も多く、電気通信サ
ービス、一般消費財・サービス、資本

この10年間、低金利環境下で資金を確保するこ
とで売上高を大きく伸ばし、利益に変えることが
できる環境が生まれました。実際には、多くの「
グロース株」がもともと「バリュー株」であった 
のです。「バリュー株対グロース株」を狭義にとら
える投資家は、不必要に自らの投資機会を制約
してしまっていると我々が考える理由はここにあ
ります。
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財・サービスがそれぞれ13％と続き
ます。多様な物理的資産（不動産の
場合）や知的財産にバリューがある
銘柄群です。サム・オブ・ザ・パーツ
（SOTP）分析を用いて評価されるこ
とが多く、評価は成長率予測や割引
率に左右されやすい傾向があります。
この銘柄群では、割安な資産ポートフ
ォリオのバリューを解き放つと思われ
るカタリストが投資テーマとなること
があります。

5. ディスカウント・キャッシュフロー—
キャッシュフローの創出がカギ。ディ
スカウント・キャッシュフロー・カテゴ
リーは、我々のデータベースのわずか
6％です。この内27％はエネルギーや

素材などの資源セクターに属します。
これに電気通信サービスが19％、 
生活必需品が14％、資本財・サービ
スが14％と続きます。主にキャッシュ
フローの安定性、信頼性、そして（理
想的には）成長性に左右される銘柄
群です。一般的に、固定費は比較的
多いものの予測可能なため、好調な
経済環境では高い営業レバレッジ効
果を発揮します。この銘柄群のバリュ
ーは、割引率、成長率、資源株の場
合は商品価格の予測に左右されやす
い傾向があります。 

我々は、このフレームワークによって、 
最も重要な要因に集中することができま
す。また、多様な投資アイデアや、運用プ

ロセスに対する説明責任と知的誠実さ
が促進されます。価格の規律を重視す 
る一方で、バリューが複数の方法を通じ
て創出されることも認識しています。 
また、ポートフォリオの構築方法や、様々
なマクロ環境やその影響に対する感応
度についても理解を深めることができま
す。すなわち、何が割安かを判断するに
あたって、会計情報のみに依存する手法
に比べ、はるかに多様でダイナミックな
バリュー投資の考え方を可能にします。
これにより、ジョン・テンプルトン卿のア
プローチの重要な特徴であるオープンな
態度、規律、柔軟性、長期的視点を、今日
の我々の業務に反映させているのです。

巻末注記
1. フリーキャッシュフロー（FCF）とは、企業が債権者への返済や投資家への配当・利息の支払いに利用できるキャッシュフローのことです。
2. 企業価値とは、企業の市場価値の総額を示す指標であり、負債を含めた株式時価総額の包括的な代替指標として用いられることがあります。
3. 一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）は、米国証券取引委員会（SEC）が採用している会計基準です。
4. クレディ・スイス社の調査によると、低、中、高のESGバスケットにランクされた企業のうち、初期の高バスケットの企業は、ESGランキングが変わらない場

合には2.2％のアウトパフォーム、中バスケットの企業は、ESGランキングが改善または維持された場合には、それぞれ1.9％、0.8％のアウトパフォームとな
りました。ESGスコアが悪化した企業はすべてアンダーパフォームしました。過去の運用実績は将来の結果を示唆または保証するものではありません。 

5. Source: John Deere, “+Gain Ground with See & SprayTM Select,” Product Video, YouTube, March 2, 2021.
6. Source: TE Connectivity.Connecting Our World, 2020 Corporate Responsibility Report.
7. See our paper, “Did the Fourth Industrial Revolution Kill Mean Reversion? We Think So,” September 2021.
8. Source: Wilson, B.“The man who made ‘the world’s first personal computer’,” BBC News, November 6, 2015.Inflation numbers updated as of October 2021 by Franklin Equity Group.
9. Source: Klein, M.“Why the Post-Pandemic Future Could Be Bright:  Productivity Gains Could Be Here to Stay,” Barron’s, January 8, 2021.
10. Source: Goolsbee, A. and P. Klenow.2018.“Internet Rising, Prices Falling: Measuring Inflation in a World of E-Commerce.”AEA Papers and Proceedings, 108:488–92.
11. Source: Adobe2021 Digital Economy Index and Consumer Price Index, as of September 2021.フランクリン・エクイティ・グループにより算出
12. Source: Charm, T., Coggins, B., Robinson, K. and J. Wilkie.“The great consumer shift: Ten charts that show how US shopping behavior is changing,” McKinsey & Company, August 4, 2020.
13. Source: US Department of Commerce, “Quarterly Retail E-Commerce Sales 1st quarter 2021,” News Release, May 18, 2021. 
14. Source: Barrero, J., Bloom, N., and S. Davis.2021.“Why Working From Home Will Stick,” Becker Friedman Institute working paper, No. 2020-174.
15. Source: World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020, October 2020. 
16. Source: “Amid the Labor Shortage, Robots Step in to Make the French Fries,” The Wall Street Journal, August 7, 2021.
17. Source: Beilfuss, L.“The Labor Shortage Is Worse Than It Looks, and Help Isn’t on the Way,” Barron’s, August 2, 2021.
18. Source: FactSet, US Department of Labor, Institute for Supply Management (ISM), RBC Capital Markets.
19. Source: Berkshire Hathaway, Inc.
20. Source: Statistical Surveys, Inc.(SSI).As of June 2021.
21. Source: RV Industry Association, “Production of RVs Increase In 2020 With Growing New Interest During Pandemic,” News Release, December 28, 2020.
22. Sources: Frank Russell Company, Bloomberg.As of June 30, 2021.
23. いかなる予想、推測、予測も実現する保証はありません。
24. Source: Frank Russell Company.As of June 30, 2021.
25.  SPAC（特別買収目的会社）は「空手形会社」とも呼ばれ、事業を営まず、未公開企業を合併・買収することだけを目的に設立され、証券取引所に上場して

います。
26.  ミーム株とは、企業業績の良し悪しなどではなく、SNS発の情報で個人投資家が好んで投資する銘柄を指します。
27.  世界産業分類基準（GICS）はMSCIとS＆Pダウ・ジョーンズにより開発された産業分類基準です。
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フランクリン・テンプルトン・インベ ストメンツ・
インスティテュートについて                                   
フランクリン・テンプルトン・インベストメン
ツ・インスティテ ュートの使命は、独立した運用
グループ、選りすぐりの学会のパートナー、独
自のグローバル拠点の様々なノウハウを通じ
て世界中の顧客や投資家に調査に基づく知
見、専門家の見方、業界が主導する出来事を
伝えることにあ ります。

Franklin Templeton Thinks:株式市場             
当社の各株式運用チームが先進国、新興国、セ
クター、個々の企業に対して持っているグロー
バルな見解を紹介しています。四半期ごとに発
行される本稿では、当社のアナリストやポート
フォリオ・マネジャーがアクティブな銘柄調査に
より得た新鮮な洞察を紹介し、グロースとバ
リューの両面からリスクと投資機会を検証して 
います。
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リスクについて
すべての投資には、元本を割り込む可能性を含むリスクが伴います。ポートフォリオの価値は変動するため、投資元本を割り
込み損失を被る場合があります。 株価は、個別企業、特定の産業、業種、市場環境全体などの影響により急速かつ大幅に変
動する場合があります。外国証券への投資には為替変動、経済および政局の不透明感など特別なリスクを伴います。新興国
市場の投資では、同じ要因に関連してのリスクが増大する一方で、市場規模や低流動性に関連したリスクも伴います。当資
料で示されている企業やケーススタディは説明目的として使用されています。フランクリン・テンプルトン（「FT」）の投資助
言を受けるポートフォリオによって現在、株式は保有されているか、もしくは保有されてない場合があります。当資料で示さ
れている見解は証券分析への洞察を提供することを目的としています。当資料で提供されている情報は特定の証券、戦略も
しくは投資商品の推奨または個別の投資助言を行うものではなく、フランクリン・テンプルトンの運用ポートフォリオの売買
意志を示すものではありません。当資料は業界、証券または投資に関するあらゆる資料の事実を完全に分析したものでは
なく、投資推奨とみなすものではありません。当資料はポートフォリオ選択やリサーチプロセスへの洞察を提供することを
目的としています。実際のデータは信頼できると考えられる情報源に基づいていますが、独自に完全性や正確性について
検証したものではありません。当資料で示されている見解は特定の証券の投資助言または推奨として利用するものではあ
りません。インパクト投資や環境・社会・ガバナンス（ESG）の運用担当者は銘柄選別にあたり伝統的な金融情報以外の要因
を考慮する場合があり、その結果、特定のセクターや投資対象の市場動向により他の運用戦略や参考指数とは相対パフォ 
ーマンスが乖離する可能性があります。また、ESG戦略は固有の価値基準を用いているため、類似戦略や参考指数に組み
入れられているエクスポージャーを除外する場合があります。その結果、相対パフォーマンスに乖離が生じる可能性があり
ます。アクティブ運用戦略は、市場、金利、投資妙味、相対価値、流動性、ポートフォリオの特定の保有銘柄に係る上昇の可能
性などについての運用担当者の判断に誤りがある場合、損失が生じる可能性があります。運用担当者の投資手法や投資判
断が望ましい結果をもたらす保証はありません。（歴史的に見て値動きが大きい）情報技術やヘルスケアセクターなど急成
長している業界の株式は、商品変更や商品開発のスピードの速さに加え、技術進化を重視する企業を取り巻く規制の変更
や新薬及び新しい医療機器に対する規制の承認などの可能性もあることから、特に短期的な変動幅が大きくなることがあ
ります。
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