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「多くの人は、チャンスを見逃す。何故なら、チャンス
は作業着を着ており、大変そうにみえるからだ」

—トーマス・エジソン（発明家）

オポチュニティ・オプティマムの創刊号へようこそ！この連載では、私たちが世界中
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に存在する最良の投資機会を「どこで」
「どのように」発見しているかについて論じ

ていきます。この連載が、皆さまご自身の投資に関する考察やプロセスに有益なも
のとなり、投資アイデアを提供できれば幸いです。

本号の背景として、私たちが投資を検討する優良企業のファンダメンタルズは、
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日々の株価ほど変動するわけではないという点が挙げられます。それゆえ、時とし

て株価が大きく下落することにより、個別銘柄やポートフォリオ全体に大きな投資
機会が生じる場合があります。したがって、本号では現在の市場における代表的

な誤解と、このような経済環境下で投資先企業がどの程度事業戦略を実行してい

るかをご紹介します。

オポチュニティ・オプティマム 創刊号のトピック：

1. インフレと金利を（ほとんど）無視した基 本的な事例

2. コロナ禍 後の世界において、広 範なインデックスのパッシブ運 用を行うことの
主要リスク

3. オポチュニティ運 用 戦 略における投 資 企 業 のファンダメンタルズのレビュー
および 過去の下落期間とその後の回復期間のリターンについての考察
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インフレと金利を（ほとんど）無視した事例

市場でよく言われる「インフレ率と金利の上昇が、成長率の高い

企業に悪影響を及ぼす」という通説は、全く間違っていると考え

ています。これは TV 解説者が短い言葉で話すために、物事を
簡略化した結果、現実をあいまいなものにしてしまっているもの

で、このように皆さんの知識として組み込まれた誤解を解消す

るには、少々時間がかかると思われます。

例として 2 つの企業を仮定してみましょう。一つ目は「成熟企

業」で、今後 10 年間は 5 ％の年率平均成長率（CAGR）で売上

高を伸ばすと予想されています。もう一つの企業は、より初期
的な成長段階にある「新興企業」と呼び、今後 10 年間は 15 ％

の CAGR で売上を伸ばすと予想されています。
図表 1

「基本原則」を用いて金利、インフレの変化による
長期間にわたる事業の価値創造ポテンシャルを分析する際に バリュエーションへの影響を測定

は、一般の市場参加者が注目しているような近視眼的かつ不明
瞭なマクロ変数の動向は無視するべきです。例えば、2006 年

に Amazon.com

1 に着目した際、ある特定の年のイールドカー

ブのスティープニング化が、将来的に E コマースやウェブサー

割引キャッシュフロー・モデルによる感応度分析

成熟企業

ビスがどれほど大きな事業比率を占めるかといった点に関し、 新興企業
いったい何を示唆したでしょうか？ 20 年間すべての国の国内
総生産（GDP）成長率に加え、インフレ率の水準と金利を 100

パーセント確実にあらかじめ把握していたとしても、Alphabet

や Hermès の売買を判断するに当たって、十分な情報を手に入

れていたと言えるでしょうか。もちろん、そのようなことはあり

ません！ マクロ変数が企業分析の役に立つのは、以下のような
極めて限られた投資ケースにおいてのみです（ 1 ）頻繁に変化

し事前予測が容易でないファクターに基づき、短期的な相対取

引を行うケース（2）極めてシクリカル性が高く、競争優位性を

維持するために政府の補助金や規制に依存しているセクターの
銘柄に注目しているケース。

これとは異なり、私たちの運用哲学は、本質的な企業価値に対

して、株価が大幅な割安となっている「最適な機会」に投資を
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 2022 年 3 月 31 日
時点。例示のみを目的としています。
インフレ率が100bps上昇した場合の企業
価値の潜在的な変化を示したデータです。
また、年率平均成長率が5％、15％で
ある他は、
その他の条件が同じであると仮定しています。

最初のシナリオでは、米国の実質金利が 100 ベーシスポイント

（bps）上昇した場合、すなわち名目金利の上昇ペースがイン
フレ率を上回った場合、成長速度が遅めな成熟企業の本質的

価値は 6.6％のマイナスの影響を受ける一方、高成長の新興企

業は 7.3 ％のマイナスの影響を受けますが、この差はごくわず

かです。言葉を換えれば、本質的価値に及ぶ影響は 1％未満で

あり、ここ数か月におけるファクター（グロースおよびバリュー）
・

パフォーマンスのばらつきが示すほど大きくはありません。ここ
数か月は多くのグロース株が 40％以上もアンダー・パフォーム

行い、長い時間かけてアルファ（超過収益）に変換することです。 しており、これは本質的価値の金利に対する感応度は 1％未満

したがって、インフレや金利といった変数が、この種のファンダメ

であることに比べて、明らかに過剰反応が起きているということ

を、ご理解いただけると思います。その一方で、実際にファンダ

ています。

ンタルズ分析において重要な意味を持つことがないということ

メンタルズ投資家のように、インフレや金利というトピックにア

です。この分断により、相対株価ベースでの投資機会が生まれ

また、完全な公平性のために、絶対ベースで DCF 分析を用いた

プローチしてみるのも面白いのではないかと考え、当てはめて

ところ、実質金利が 1％上昇するごとに、株式市場全体が約 7％

ロ変数によるショックを、割引キャッシュフロー（DCF）分析の基

されていることであり、実際多くの市場参加者は、株式の金利感

みました（面白いかどうかは個人の主観にもよりますが）。マク
本原則に当てはめたらどうでしょうか？あるいは、ボトムアップ

によるファンダメンタルズの世界観を変えるようなことが分かる

のでしょうか？この結果が皆さまにとって興味深いものになりま

すでしょうか。

下落するはずであることも分かりました。これは市場でよく議論

応度は、これよりもはるかに大きな数字だと考えているものと思

われます。しかし多くの参加者の問題は、実質金利の上昇によっ

て株価が多少下がるというこのケースを取り上げ、実際の現実
には結びつかない例やシナリオに適用しているということです。

出所 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 2021 年 12 月 31 日時点。グローバル・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座のデータでは、
2021 年 12 月 31 日時点で Amazon.com がポートフォリオに占める比率は 4.7％、Hermès は 3.1％となっています。アジア・オポチュニティ株式運用戦略の代表
口座のデータでは、2021 年 12 月 31 日時点で Amazon.com および Hermès がポートフォリオに占める比率はともに 0％となっています。保有銘柄は日次で変
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化する場合があります。保有銘柄は情報提供のみを目的として提示されており、掲載されている上場有価証券に関する投資アドバイスや推奨を構成するもの
ではなく、またそのように解釈されるべきではありません。また、各ポートフォリオは、特定の投資制限やガイドラインにより異なる場合があります。このポート
フォリオはアクティブに運用されているため、保有銘柄が最新でない場合があります。
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ここで思い出していただきたいのは、私たちが議論しているの
は、
「実質金利」の変化なのだということです。

• 実質金利の変化＝

（1 ＋名目金利の変化）／（1 ＋インフレ率）－ 1

• これらの変数の変化が小さい場合は、実質金利の変化＝名目

金利の変化－インフレ率と単純化することができます。

テレビ解説者や市場コメンテーターと呼ばれる人たちは、過去

と将来の市場の方向性を説明するためにしばしば金利の上昇を
指摘します。しかし彼らの大半は、名目金利の上昇にのみ注目

して発言します。金利についてはインフレを考慮すべきだという
ことを忘れてはいないでしょうか？（皆さまも最近よく耳にする

と思いますが…）インフレ率はかなり上昇しています。上の式を

響をさらに詳しく見てみると、実際にインフレの恩恵を受けるの

は、売上原価、販売費および一般管理費、研究開発費の上昇を
価格に転嫁できる企業です。価格決定力を有する企業は、この

ような環境を利用して、インフレ率以上に価格を引き上げること
が可能です。その理由として、顧客が経済の大半の製品やサー

ビスの価格上昇に慣れてしまった場合、顧客が強く望んでいる、
あるいは必要不可欠な製品やサービスの価格上昇には、さらに
敏感でなくなってしまうからです。その一方、粗利率の低いコモ

ディティ化した製品を扱う企業は、原材料価格の上昇後、最終

顧客への価格の値上げに時間がかかるため（たとえ値上げが

成功したとしても）インフレ率の上昇によって打撃を受けること

になります。雇用も同様に影響を及ぼしますが、これは原料コ

ストの上昇によるインフレに遅行する傾向があります。

見ればお分かりになる通り、インフレ率が高くなればなるほど、 これらのすべてのタイミングに単純な経験則があるわけではあ
実質金利は低くなります。ということは、インフレが進行した

場合、株価は上昇するということでしょうか？調べてみましょう。

2 番目のシナリオでは、割引率が変わらないままインフレ率が恒

常的に 100bps 上昇すると、驚くべきことに、株価は 21 ～ 23％
上昇します。もちろん、これらの変数が単独で動くということは

ありません。通常の経済環境でインフレ率が高まれば、少なく

とも最終的には名目金利も上昇することになるでしょう（FRB が
永久に沈黙しているとは思えません）。しかし、実質金利を決定

するのは変数間の相互作用であり、株式の価値を決定するのは

実質金利です。市場はインフレ率も名目金利も、株価にとって、
特に急成長している企業の株価にとって、マイナスであると扱っ

りませんが、ご安心いただきたいのは、私たちが投資している
企業は、大きなエンドゲームの勝者となる可能性と独自性の有

無によって特別に選ばれているということです。これらの企業

は、長期的に非常に大きな価格決定力を持ちます。差別化され

た価格設定により、売上高と収益性を向上させる可能性を持っ

ているため、現在のサイクルで見られるような経済的な変動は、

これらの企業にとっては却って有利に働くものと思われます。
以下、これまでの要約です。

1. インフレ率と名目金利が同じ割合で上昇した場合（実質金利

に変 化がない場 合）
、絶 対的にも相 対的にも、株 価の変 動
要因にはなりません。

てきました。しかしインフレ率が名目金利と同程度に上昇して

2. インフレ率が金利以上に上昇した場合、
企業の理論的価値が

の基本原則が、最近の市場では無視されています。

3. 金利がインフレ率以上に上昇した場合、
株式全体の価値は低

いれば、実質金利に変化はありません。このバリュエーション

ちょっと待って下さい。インフレがどうして株のプラス材料とな

り得るのでしょうか？企業は名目金額で収益を上げていること
を思い出してみて下さい。Hermès のバッグ、バーキンが 8％値

高まり、
価格決定力のある企業が相対的に有利となります。

下しますが、グロース株の価値は平均よりごくわずかに不利に
なるにすぎません。

上記の結論は受け入れがたいかもしれませんが、これらはバ
上りすれば、販売時により多くの名目収益が生み出されます。 リュエーションの理論式から単純に導き出されたものです。そ
Mastercard 2 で支払ったレストランの会計が、インフレで前年比 れでもまだ理解に苦しむ場合は、ほぼ全ての株式はデュレー

10％増になれば、Mastercard もより多くの収益を上げることに

ション（＝存続期間）が非常に長いということを思い出してくだ

なります。したがって、現在多くの市場参加者はインフレを懸念

さい。したがって、さまざまな株式を分析する場合、各株式は、

はなく、名目金利だけでもないことを認識していないことにな

デュレーションは他の株式に類似しているということを前提とし

相互作用です。そしてこれらの変数が、個々の企業に及ぼす影

なります。一方、成長が緩やかな株式と急成長している株式の

しつつも、全体として株価水準を決定するのがインフレだけで
ります。むしろ株価水準の決定要因は、インフレと名目金利の

残存期間が異なる国債のイールドカーブのケースとは異なり、

ます。2 年国債と 10 年国債のデュレーションの差は、約 5 倍と

出所 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 2021 年 12 月 31 日時点。グローバル・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座のデータでは、
2021 年 12 月 31 日時点で Mastercard がポートフォリオに占める比率は 6.9％となっています。アジア・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座のデータでは、
2021 年 12 月 31 日時点で Mastercard がポートフォリオに占める比率は 0％となっています。保有銘柄は日次で変化する場合があります。保有銘柄は情報提供の
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みを目的として提示されており、掲載されている上場有価証券に関する投資アドバイスや推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されるべきではありま
せん。また、各ポートフォリオは、特定の投資制限やガイドラインにより異なる場合があります。このポートフォリオはアクティブに運用されているため、保有銘柄
が最新でない場合があります。
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デュレーションの差は通常 50％未満であり、その差は 0.5 倍程

ているということを意味しているのだと思われます。銘柄のファ

ン感応度より、大幅に低くなっています。このように相対デュ

を決定するものではないとの立場から、ここで直接的な見解を

度です。すなわちその感応度は、短期債と長期債のデュレーショ

レーションは債券の用語であり、債券の世界では非常に理に

かなっていますが、株式の世界では過度に使用され、不均衡を

生じさせています。このため長期的な視点に立つ投資家にとっ

ては、ここからも多くのよい投資機会を得ることができます。

パッシブ・インデックス運用の主要なリスク

クター分類は、個々の銘柄の長期的なファンダメンタルズ価値

示すことはしません。しかし、ここ最近の、過去 20 年超の間で

起きた最も規模の大きいバリュー・ファクターへのローテーショ

ンのように、これらのファクターは短期的にパフォーマンスに大

きな影響を及ぼし、それによって投資機会やリスクを生み出し
ています。

我々は、株式へのエクスポージャーを幅広く求める投資家に

前節では市場参加者によるリスクの過大評価に焦点を当てまし

とって、世界的なインデックスへのパッシブ投資に対しては慎

て触れてみたいと思います。これが、株式のどこに価値を見出

なされる時価総額の高い銘柄に避難していると思われるためで

すかについての議論や再考の契機となればと思います。

コロナ禍発生以降、株式市場は力強いリターンを示し、MSCI

オール・カントリー・ワールド・インデックス
（ACWI）はコロナ禍

以前の高値から＋ 25%、S&P500 は＋ 40% のリターンとなっ

ています 3。しかしより詳しく見てみると、指数のリターンは主に
ベンチマークの時価総額上位 15 銘柄によってもたらされてお

り、市場のボラティリティが上昇する中、投資家の安全とみな
される資産への逃避姿勢を反映していることがわかります。

また、MSCI ACWI の上位 15 銘柄の合計ウェイトが 20 ％以上

を占めることから、潜在的な指数の集
（ 2022 年 3 月 24 日現在）
中リスクが浮き彫りになっているとも言えます。仮に、上位 15 銘柄

のウェイトがコロナ禍以前の水準にまで下落した場合、上位 15

銘柄の株価は約 41 ％減少し、MSCI ACWI は約 8 ％下落するこ

とになります。逆に、MSCI ACWI に含まれる他の 2,926 社の
ベンチマーク・ウェイトの合計は 80% 未満で、株価はコロナ禍

前の高値を 0.2％下回っています。スタイル、地域、国（S&P500

のような）のベンチマークは、通常、MSCI ACWI に対して集

中度が 2 倍以上であるため、潜在的な下落リスクはより大きく
なります。

これらのウェイト上位銘柄は、長年、とりわけコロナ禍のパンデ

ミック（世界的流行）時の追い風環境により、力強いビジネス・

トレンドを備えていました。しかし、現在は市場が 2 分した様相

を呈している点には注意が必要です。一つは上位 15 銘柄、もう
一つはそれ以外の銘柄です。上位 15 銘柄は、コロナ禍以前の
株価水準からおよそ 3 分の 2 上昇しています。それに対して、残

りの市場はコロナ禍以前と比べて横ばいです。この 2 年間で上

位 15 銘柄の見通しは、世界のあらゆる企業と比べて本当にそ

れほど改善したのでしょうか？おそらく、世界的な景気刺激策と

デジタル社会へのビジネスモデルのシフトが、市場に反映され

ない形で企業の平均価値を高めており、上位 15 銘柄が必ずしも

割高というわけではなく、むしろ残りの銘柄が割安に放置され

重になるべきと考えます。現在は、多くの投資家が、安全と見

す。これは世界金融危機が起きた 2008 年末に、ヘルスケアや
生活必需品などのセクターが過度に買われた状態となり、その
後 2009 年の回復局面で大きな反転とローテーションが見られ

た現象と類似しています。より優れた戦略とは、投資機会があ

ればアクティブに行動するということです。上位 15 銘柄以外の

企業に投資した場合、時価総額はコロナ禍前の 2 年前と同じで

すが、多くの企業の事業ファンダメンタルズはより良好な状態に
あり、デジタル化され、売上高とキャッシュフローの見通しがは

るかに改善しています。
図表 2

安全逃避のために上位 15 銘柄へ投資した場合、かえって大きな
市場集中リスクにさらされる可能性がある
現在の MSCI ACWI 構成銘柄の時価総額と、コロナ禍前の高値との比較
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兆米ドル

たが、本節では同じ市場参加者によるリスクの過小評価につい

8

+0.2%

40
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-41.6%

53

53

現在の市場価値

新型コロナウイルス以前の
最も高い市場価値

20
10
0

■ 上位 15 銘柄

■ 他の 2,926 銘柄

出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、FactSet

注：現在の市場価値は、2022年3月31日時点のデータを反映しています。調整後
市場価値および調整後ウェイトは、株価がコロナ禍前の高値に戻ることを前提と
しています。
「コロナ禍前の高値」
とは、2018年から2020年2月29日の間におけ
る株価の最高値を指します。
その後上場した株式は、MSCI ACWIの変化を反映
するため、
コロナ禍前の高値が現在より3.7％低い仮想株価と仮定しました。
ここ
での仮説的な情報は、説明のみを目的として提供されており、将来のパフォーマ
ンスを予測することを意図したものではありません。

2020 年 1 月 31 日から 2022 年 3 月 31 日までの期間における MSCI ACWI のパフォーマンスおよび 2020 年 1 月 31 日から 2022 年 3 月 31 日までの期間における S&P
500 のパフォーマンス。
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グローバル・オポチュニティ株式運用チーム

保有銘柄のファンダメンタルズのレビュー

私たちのポートフォリオへ投資するということは、単に私たちだ

けでなく、投資先の企業とパートナーシップを結ぶようなもの

だとお考えください。また、株式ポートフォリオの長期的なパ

フォーマンスは、将来に向けたビジョンを粛々と実行する優れ
た企業がけん引します。当然ながら、ポートフォリオでは、すべ

ての保有銘柄について、本質的価値よりも大幅に割安な株価

には +28 ％ 伸 びた 後、2021 年 には +37 ％ に加 速し、今 後

3 年間は年率 +18 ～ 24％の成長率を見込んでいます。

• さらに、
2021 年、2022 年、2023 年の各年においてポートフォ

リオ保有銘柄の売上高予測は、証券会社のコンセンサス
予想では過去 1 年間で 7 ～ 9％上方修正されています。

分析をバランス・シートの部分にまで広げると、グローバル・

オポチュニティ株式運用戦略の保有銘柄は、バランス・シート上

水準で購入し、本質的価値より高く取引されていると判断した

で「純キャッシュ」の状態を維持しており、資本対比の純現金比

業は長期にわたり事業の成長を通じて、多くの価値創造を積み

態で、資本対比の純負債比率が 30％となっていることがわかり

場合には、売却を行います。株価が上昇するということは、企

率が平均で 7 ％であるのに対し、市場平均では「純負債」の状

上げることが求められているということです。この点について、 ます 4。これは企業業績において、今後金利が上昇した場合、
チームのフラッグシップとなるポートフォリオ、すなわちグロー 保有する銘柄はより多くの「金利を得る」ことができる一方、市
バル・オポチュニティ株式運用戦略のファンダメンタルズ指標を
いくつかご紹介します。

過去 1 年間、市場で耳にした経済の変動や雑音、金利やインフレ

の話題にもかかわらず、ポートフォリオでの保有銘柄のファンダ

メンタルズは極めて良好に推移しています。

場の平均的な企業はより多くの「金利を支払う」必要があるこ

とを意味します。さらに金利が上昇する環境下では、多くの企

業が設備投資や運転資金の拡充に向けた資金調達が困難にな

る可能性があります。10 年米国国債利回りが最低水準から 2

倍以上になってきており、これは当然の帰結です。しかし、どの

ような企業が最も金利上昇の影響を受けるのか、考えてみてく

• グロ ーバル・オポチュニティ株 式 運 用 戦 略 に 関しては、 ださい。完全に自己資金で利益を上げており、必要資本が小さ

FactSet のコンセンサス数値によると、保有銘柄の加重平均

の売上高が 2019 年に +31％、コロナ禍の影響を受けた 2020 年

く、投下資本に対するリターンが高い企業なのでしょうか。それ
とも、債務負担が大きく、独自性の欠如により、コモディティ価格

図表 3

ポートフォリオ保有銘柄の改善するファンダメンタルズ

前年比の売上高の伸び
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過去12か月における予想売上高の伸びの修正
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■ グローバル・オポチュニティ株式運用戦略

2023E

2024E

■ MSCI ACWI

出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、FactSet 。2022年

3月31日時点

注：この情報は2022年3月31日時点のグローバル・オポチュニティ株式運用戦略
の代表口座の保有銘柄に基づいて作成したもので、
前年比の売上高の伸びのコン
センサス予想です。
例示のみを目的としています。
ここに記載された予測は変更さ
れる可能性があり、実際に実現されない場合もあります。
各ポートフォリオは投資
制限、
ガイドライン等により異なることがあるため、
リターンも異なる可能性があり
ます。
従って、個々の結果は異なります。
予測値は加重平均で算出したものです。

2021E

2022E

2023E

■ グローバル・オポチュニティ株式運用戦略

出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、FactSet 。2022年
3月31日時点

注：この情報は2022年3月31日時点のグローバル・オポチュニティ株式運用戦略
の代表口座の保有銘柄に基づいて作成したもので、12か月のコンセンサス予想
の変化です。例示のみを目的としています。
ここに記載された予測は変更される
可能性があり、実際に実現されない場合もあります。各ポートフォリオは投資制
限、ガイドライン等により異なることがあるため、
リターンも異なる可能性があり
ます。
従って、個々の結果は異なります。
予測値は加重平均で算出したものです。

出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、FactSet。この情報は 2022 年 3 月 31 日時点のグローバル・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座の
保有銘柄および MSCI ACWI のベンチマークに基づいて作成したものです。各ポートフォリオは投資制限、ガイドライン等により異なることがあるため、リターンも異な
る可能性があります。従って、個々の結果は異なります。
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の上昇を最終顧客に転嫁する能力が不確実で、資本収益率が

低く、支払利息が高い企業なのでしょうか。皆さまが私たちのよ

うに考えるのであれば、企業のクオリティの高さが現在世界で

保有企業の売上高の伸び、バランス・シート、収益性の面での

事業ファンダメンタルズが優れているにもかかわらず、困難な
市場局面では、パフォーマンスに落胆することもあります。だか

見られるような景気変動から企業を守るのに役立つと、結論付

らこそ私たちは、より前向きなメッセージをお伝えしたいと思っ

にとって有利に作用する局面なのです。

私たちはすべてのポートフォリオに「最善の投資機会」を見出す

けることができるでしょう。実際現在の環境は、クオリティ企業

また一部の人々の先入観に反して、私たちが主に投資している

企業は、すでにかなりの利益を上げているということも強調し

たいと思います。投資企業のすべてが必ずしも短期的に収益が

プラスであるわけではありませんが、そうした企業についても、
その真の長期的ポテンシャルを最大限に引き出すための投資が
現在は十分でないだけと捉えており、そうした投資を私たちは

サポートしています。端的に言って、たとえフリーキャッシュフ
ロー・ベースでまだ黒字化していない企業でも、現在プラスに

かなり近づきつつあり、さらに販売単位ベースでは収益性が高

まりつつある企業は十分な投資対象となります。ですから、将

来的な売上高の伸びという点については、相当程度企業の長期

的な利益率モデルに確信を持っています。要約すると、2021 年、

投資先企業の 76％はすでに純利益（NI）ベースとフリーキャッ

シュフロー（FCF）ベースで黒字化しており、FactSet のコンセ

ンサス予想によると、2023 年までにこの数字は、純利益ベース
で 90％、フリーキャッシュフロー・ベースで 98％となる見込み

です。これで、我々が「収益性が高い企業は選好しない」とい

ています。なぜならそれが誠実で、私たちを導く光だからです。
という探求の旅において、市場のボラティリティが投資チャンス

を創出してくれています。我々は、このファクター・ローテーショ

ンが終了する時には、可能な限りポートフォリオを最適化し終

わっており、かつては躊躇していたような新しい投資アイデアを

受け入れられるようになっていたいと考えています。市場での

バリュエーションが特定のエリアで落ち込んでいる時には、私た

ちはここ最近なかったような、本質的価値から大幅に割安な価

格で取引するという投資アイデアに将来性を見出します。実際、
現在の市場環境は、非常に現実的な形で我々の活動の原動力

となっており、チームはミッション達成に一丸となっています。
私たちは以前にもこのような時期を経験し、その度に一段と強

くなってきました。事実、このような市場の投資機会を最大限

に活用するため、過去 6 か月間に、私たちは新たに何人かの投

資プロフェッショナルをチームに加えました。長期的な視野に

基づいた投資をすることは、私たちのチーム文化の一部であり、

私たちの人材や投資哲学に色濃く反映されています。私たちは、
常に長期的な見方を取っています。

う間違った見方を払拭できればと思います。

こうした一連の長期的な投資機会は、この 1 年で韓国、インド、

図表 4

規の保有銘柄には、規模は大きいもののまだ普及率が低い市

東南アジア、そして南米といった市場にまで拡大しました。新

フリーキャッシュフローと純利益のコンセンサスに基づいた
ポートフォリオの予想収益率
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E コマース、フード・デリバリー、モビリティなどの分野でのマー

ケット・リーダー的な企業が含まれます。また、市場での評価が

本質的価値から乖離していると確信した、例えば SaaS（サービ

スとしてのソフトウェア）、モビリティ、電子商取引、デジタル・バ

ンキングといった分野に対しては、ポジションを最配分しました。
投資チームの「長期なオーナシップ」という考え方は決して揺ら

60%

ぐことはありません。私たちは、私たちの長期的なインセンティ

40%

ブやタイムホライズンに沿って、次の四半期や半年先ではなく、
今後 5 ～ 10 年といったスパンでのポートフォリオのリスク調整

20%
0%
2021E
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2023E

■ FCFがプラス
（加重平均） ■ NIがプラス
（加重平均）
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、FactSet 。2022 年
3月31日時点

注：この情報は2022年3月31日時点のグローバル・オポチュニティ株式運用戦略
の代表口座の保有銘柄およびフリーキャッシュフローと純利益のコンセンサス予
想に基づいて作成したものです。例示のみを目的としています。
ここに記載され
た予測は変更される可能性があり、実際に実現されない場合もあります。
各ポー
トフォリオは投資制限、ガイドライン等により異なることがあるため、
リターンも
異なる可能性があります。従って、個々の結果は異なります。
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済みリターンを最大化することに注力し続けます。

市場の下落局面および、
その後の回復局面

過去 15 年ほどにわたり、グローバル・オポチュニティ株式運用

戦略が実証しているとおり、リターンに対する非特定リスク（個

別銘柄選択リスク）の寄与度は、長期間で標準化される傾向に

あります。すなわち、追い風を受ける年もあれば、（過去 1 年の

ように）逆風が顔面を直撃する年もあるということです。これは

単純にアクティブ投資のコストです。反対に、市場のあらゆる

グローバル・オポチュニティ株式運用チーム

ローテーションのタイミングに合わせて投資を行おうとすれば、 ネオに叫びました。もちろんネオは、この声にびっくりして花瓶
高額の取引コストが生じ、却って避けようとしていた短期的なア

を倒し床に落としてしまい、花瓶は修復不能なほど粉々に割れ

この現象を説明する良い例が、映画「マトリックス」3 部作で主

彼女が花瓶について警告していなければ、彼が花瓶を割ること

ンダーパフォーマンスを引き起こすことになるかもしれません。 てしまいます。そこでオラクルはネオの思考を広げようと試み、
人公のネオが賢者オラクルに会いに行くシーンにあります。ネ

オが彼女のキッチンに入ると、彼女は花瓶に気をつけるように

はなかったのではないかと尋ねます。

図表 5

投資期間が長期化するほど、銘柄選択能力がリターンの原動力となる傾向
超過リターンへの寄与度、銘柄選択とその他のファクター

グローバル・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座
設定来の銘柄選択とファクター・
アロケーションの超過リターンに
占める寄与度の比率

暦年ベースの銘柄選択とファクター・アロケーションの超過リターンに対する寄与度
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記載されているパフォーマンスデータは過去のものであり、将来の結果を保証するものではなく、また、現在のパフォーマンスは記載されている数値より低い、
または高い可能性があります。記載されている情報は、グローバル・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座の設定日である 2008 年 5 月 31 日から 2022 年 3 月
31 日までと、アジア・オポチュニティ株式運用戦略の代表口座の設定日である 2016 年 3 月 31 日から 2022 年 3 月 31 日までのものです。記載されている情報は、運
用報酬を控除した後の米ドル建て、配当金および収益を再投資したものです。記載されたデータは例示のみを目的としており、投資の推奨として解釈されるべきも
のではありません。実際のポートフォリオの手数料や費用は、代表口座の手数料や費用と異なるため、パフォーマンスに差異が生じる可能性があります。これらの
数値が将来も実質的に同様であり続ける保証はありません。各ポートフォリオは投資制限、ガイドライン等により異なることがあるため、リターンも異なる可能性が
あります。従って、個々の結果は異なります。

データは2022年3月31日時点。
ファクターには、業種、通貨、国、世界株式、
リスク指数が含まれます。
出所： MSCI Barra、
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投資にも同様の罠が存在します。短期的なパフォーマンスを
懸念すればするほど、意に反して却って短期的なアンダー・パ

我々のポートフォリオでは、予想超過収益の約 75％が（過去の

グローバル・オポチュニティ株式運用戦略の実績は 86％、アジ

フォームを引き起こしてしまう可能性があります。それは、長年

ア・オポチュニティ株式運用戦略の実績は 100 ％）、銘柄固有

らです。現在のパフォーマンスが良好であれ不振であれ、私た

本的に超過収益は、ファクターではなく、銘柄選択から得られて

にわたり成功を収めてきた投資プロセスから逸脱してしまうか

の、またはアン・システマチック・リスクから獲得しています（基

ちは自負をもって投資プロセスを堅持します。私たちは優れた

いるということ）。私たちの銘柄選択は、クオリティの高い企業

することを目指します。市場は、すべてとは言わないまでも多く

功へと至らしめる競争力や個性）を深め、短期的なバイアスが

を発掘し、その企業に対する洞察（長期的に見てその企業を成

企業の株式を、その実際の価値よりも大きく割安な価格で投資

の意味で非効率的です。この傾向は、カテゴリー化やファクター

かかるリスクがある場合にも、それらのリスクが主要なテーマに

にファクターやカテゴリー化は、その銘柄の株価を短期的に押

るかということに焦点を当てています。私たちが投資している

株式に投資する際にその本質的価値以上の値段は絶対に払わ

あることを鑑みても（例えば、負債比率がかなり低く、多くの場

益を獲得することができるでしょう。

ントロールする能力が高く、景気サイクルや金利水準に頼らずと

との関連付けが難しい個性的な企業の場合に顕著です。確か

影響しない限り、長期にわたって保有するだけの確信度を持て

し上げはしますが、もし事業ファンダメンタルズを正しく捉え、 企業のバランス・シートが、市場全体と比べてはるかに良好で
ないということを徹底できれば、投資サイクルを通じて超過収

合ネット・キャッシュの状態）、これらの企業は自社の将来をコ

も事業を継続し、自社の戦略を遂行できます。

図表 6

アンダー・パフォームした年からの回復局面が最高の投資タイミング
グローバル・オポチュニティ株式投資戦略

ローリング・リターン
（対 MSCI AC ワールド・インデックス）

アンダーパフォームした後

12か月間のパフォーマンス回復

設定来の月数

アウトパフォーム
した月数

アンダーパフォーム
した月数

勝率

勝率

アルファ（超過収益）

1Y

159

131

28

82%

95%

21.1%

2Y

147

136

10

93%

100%

34.6%

3Y

135

135

0

100%

100%

50.8%

ローリング
期間

アジア・オポチュニティ株式運用戦略

ローリング・リターン
（対 MSCI AC アジア
（除く日本）インデックス）

アンダーパフォームした後

12か月間のパフォーマンス回復

設定来の月数

アウトパフォーム
した月数

アンダーパフォーム
した月数

勝率

勝率

アルファ（超過収益）

1Y

63

50

13

79%

100%

33.9%

2Y

51

49

2

96%

100%

37.7%

3Y

39

39

0

100%

100%

51.9%

ローリング
期間

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ありません。

出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 2022年2月28日時点。
グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットは2008年7月31日に
アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットは 2016 年 3 月 14 日に作成開始され、設定データは
作成開始され、設定データは 2007 年 12 月 31 日となります。
2015年12月31日となります。グローバル・オポチュニティ株式運用戦略のパフォーマンスは、グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットの運用報酬控
除前、米ドル・ベース、配当及び収益再投資のものです。報酬などを考慮に入れた場合、
リターンは低下します。例示のみを目的としたものであり、月次データを基
にしたものです。投資リターンは、運用されていない市場インデックスと比較され、ポートフォリオとの関連性のある比較とみなされます。
パフォーマンスの比較は、
すべての配当金・金利収入の再投資を前提としています。上記は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。各ポートフォリオは投資制
限、ガイドライン等により異なることがあるため、
リターンも異なる可能性があります。従って、個々の結果は異なります。
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予想超過収益率の残りの約 25％は、同様の特性を持つ企業（こ

価格が提示されない限り、その対価を受け入れる必要はありま

れは上の図では「その他要因」と記載されています）に投資する

せん。あなたが非常に保守的な見積もりをした場合でも、市場

バランス・シートに類似した品質の尺度を有する企業、あるいは

る価格で売りたがることがあります。ここで自分の感情をコント

の要因はすべて短期的な相対的パフォーマンスには重要です

貪欲な状況ではあえて恐怖心を抱くように心がければ、将来的

ことからでも得られます。これは類似した業種に属する企業、 は時として素晴らしい企業を、その本質的価値をはるかに下回
プラスまたはマイナスのモメンタムを持つ企業などです。これら
が、長期的には互いに相殺される傾向にあります。私たちが「銘
柄選択効果」と呼ぶものの一部を、MSCI Barra モデル上では

「ファクター効果」として分類することが可能ため、超過収益の
おそらく25％程度がこれらのソースから長期的に得られると見

積もっています。いずれにしろ、我々はできるだけ多くの超過収

益を獲得したいと考えています。しかし、歴史的に見ても将来

的に見ても、これは主に企業の事業ファンダメンタルズとバリュ

エーションの分析を、正しく行っているかどうかによってもたら

されるものです。だからこそ私たちは、投資プロセスに多くの

時間を費やし、常に自らの思考を向上させ、自身に課題を与え、
組織に新たな優れた人材を加えていくのです。

長期的な視野に立ち将来のために投資するならば、タイミン

グはいつでも良いと私たちは考えているものの、回復局面とパ

フォーマンスへの影響について説明しなければ、片手落ちに
なってしまいます。過去の例を見ると、我々のポートフォリオに

投資する最適なタイミングは、アンダー・パフォームした厳しい
局面からの回復期です。

• グローバル・オポチュニティ株式運用戦略は設定来、1 年間

ローリング・リターンでは 82 ％の期間、3 年間ローリング・

リターンでは 100％の期間アウトパフォームしています。1 年
間にわたりアンダー・パフォームした後、同戦略は続く1 年

間において 95％アウトパフォームしており、その幅は平均で

21.1％となっています。

ロールし、他人が恐怖心を抱く状況ではあえて貪欲に、他人が

に超過収益をもたらすポテンシャルを秘めた銘柄に投資を行う
道が開けます。

結論

• 名目金利とインフレ率が同一のペースで上昇すれば、株式の

価値に変化は生じない。名目金利とインフレ率が同じように

上昇するならば、株式の価値に変化はありません。インフレ
率の上昇が金利の上昇を下回る場合に限り、実質金利が上昇

し、それに伴って株式の本質的な価値も低下します。大半の

株式のデュレーション（存続期間）は非常に長期であるため、
成熟企業と新興グロース企業との間では、実質金利に対する
感応度に大きな差異はありません。この結論は、現在の市場

の見方とは対照的です。

• 現在のインデックス・リターンでは、上位 15 銘柄がインデック

ス全体のけん引役となっており、これは市場が大きく変動す

る中で、投資家の安全とみなされる企業への逃避を反映し

てる一方、上位 15 銘柄以外の企業の時価総額は 2 年前から
横ばいですが、多くの企業のファンダメンタルズがより優れた

状態にあり、デジタル技術で変革を遂げ、売上高とキャッシュ

フローの見通しがはるかに良好であるため、大幅な上昇を
もたらす潜在性を秘めている可能性があります。

• 我々が投資している企業の事業ファンダメンタルズは非常に

強固であり、さらに改善している。パンデミックを通じて、我々

• 同様に、アジア・オポチュニティ株式運用戦略は設定来、1 年

の投資先企業の成長率は、MSCI ACWI 構成銘柄の平均成

リターンでは 100％の期間アウトパフォームしています。1 年

長率も絶対・相対ベースともに力強い水準を維持すると示

間ローリング・リターンでは 79％の期間、3 年間ローリング・

長率を大きく上回っており、コンセンサスに基づく将来の成

間にわたりアンダー・パフォームした後、同戦略は続く1 年間

しています。世界的な経済の変動にもかかわらず、保有銘

33.9％となっています。

る弾力性と回復力が強いことを示しています。概して、私た

において 100 ％アウトパフォームしており、その幅は平均で
歴史は似たような展開となる傾向があるものの、全く同一の動

きを繰り返すことはないため、今回は何が違うのかを常に模索

するように意識しています。とはいえ市場に目を向けた時、私

たちのキャリア全体で、そして当然ながら市場が誕生して以来、

その原動力となってきた欲と恐怖は類似した振動を起こしてい
ます。投資する際に自身の感情をコントロールすることは、市場

と生産的な関係を築く上で絶対に必要なことです。市場は毎

日、あなたの保有する株式の価格を提供することによって、あ

なたに大きな恩恵をもたらしていることを忘れてはいけません。

その一方、市場が公正に、あるいは時として非常に魅力的な

柄の予想売上高の伸びは上昇しており、これは景気に対す

ちの保有銘柄の事業ファンダメンタルズはコロナ禍以前と比

べると、はるかに良好なポジションにありますが、我々は、こ

の状況が現在の株価には反映されていないと考えています。

また、歴史的に見て、我々のポートフォリオに投資する最適

なタイミングは、市場の欲と恐怖によるファクター・ローテー

ション期が終わり、ポートフォリオがアンダー・パフォームから
回復する局面です。この間、保有している企業は、自らが

コントロール可能な分野に集中し、一段と力強さを増して
経済の変動局面を乗り切ってくれます。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
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オポチュニティ・オプティマム

投資パフォーマンス
（米ドル建て、％）
2022年3月31日現在

グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット（グロス）
グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット（ネット）

MSCオール・カントリー・ワールド・インデックス（ネット）

アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット（グロス）
アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット（ネット）

MSCオール・カントリー・アジア（除く日本）・インデックス（ネット）

2022 年
第 1 四半期

年初来

1年

-19.85

-19.85

-17.77

13.93

16.83

12.90

-20.05

-20.05

-18.60

12.82

15.71

11.58

-5.36

-5.36

7.28

13.75

11.64

6.20

-18.01

-18.01

-34.68

5.55

13.24

13.45

-18.26

-18.26

-35.48

4.32

11.92

12.15

-7.99

-7.99

-14.64

5.14

6.75

8.42

3 年（年率）

5 年（年率） 設定来（年率）

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ありません。出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 2022年2月28日時点。
グロー
アジア・オポチュニティ・コミング
バル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットは2008年7月31日に作成開始され、設定データは2007年12月31日となります。
ルド・コンポジットは 2016 年 3 月 14 日に作成開始され、設定データは 2015 年 12 月 31 日となります。グローバル・オポチュニティ株式運用戦略のパフォーマンスは、
グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットの運用報酬控除前、米ドル・ベース、配当及び収益再投資のものです。報酬などを考慮に入れた場合、
リター
ンは低下します。例示のみを目的としたものであり、月次データを基にしたものです。投資リターンは、運用されていない市場インデックスと比較され、ポートフォリ
オとの関連性のある比較とみなされます。
パフォーマンスの比較は、
すべての配当金・金利収入の再投資を前提としています
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グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット
米ドル建て

暦年

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

コンポジット
コンポジット
コンポジット
収益率 運用報酬 収益率 運用報酬 インデックス 実績標準偏差
控除後（%）
控除前（%）
収益率（％）
（3年）

-3.84
11.34
41.47
9.58
20.39
1.59
51.01
-5.00
37.55
57.58

-5.23
9.73
39.58
8.11
18.99
0.39
49.66
-5.91
36.27
56.09

-7.35
16.13
22.80
4.16
-2.36
7.86
23.97
-9.41
26.60
16.25

24.53
20.17
18.11
13.99
14.17
14.05
13.02
14.27
14.61
19.75

インデックス
実績標準偏差
（3年）

20.88
17.37
14.14
10.64
10.94
11.21
10.51
10.62
11.38
18.38

口座数

2
2
2
2
2
9
12
17
21
25

各年末の
コンポジット
資産総額
（100万米ドル）

22
64
103
154
1,349
2,738
8,864
14,754
22,092
41,308

各年末の
会社の
運用資産総額
（10億米ドル）

233.3
279.7
309.7
331.9
334.0
337.2
394.1
369.3
451.1
661.8

コンポジットの
散らばり（％）

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.3
0.6
0.6
1.1

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（MSIM）は、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS®）への準拠を表明し、GIPS®に準拠してこの報告
書を作成しています。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは1994 年 1 月 1 日から2020 年 12 月 31 日までの期間において検証を受けています。
検証報告書はご要望に応じて提供可能です。
GIPS基準への準拠を表明する会社は、適用されるGIPS基準の必須事項のすべてに準拠するための方針と手続を確立し
なければなりません。
検証は、
会社のコンポジットおよびプールド・ファンドの維持管理ならびにパフォーマンスの計算、
提示、
および配布に関する方針と手続が、
GIPS
基準に準拠してデザインされ、会社全体に適用されているかどうかについて保証を行うものです。
ただし、検証は特定のコンポジットの提示資料の正確性を保証する
ものではありません。

GIPS® はCFA 協会の登録商標です。CFA 協会は、本組織を認証または推奨するものではなく、また、本書に記載されている内容の正確性または品質を保証する
ものでもありません。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
（MSIM）はモルガン・スタンレーの資産運用部門に属します。MSIMの様々な運用部門が資産の運用を行って
リクイディティの各運用部門、上場
います。
この報告書の作成にあたり、本基準の準拠主体である会社を、MSIMのアクティブ・ファンダメンタル・エクイティ、債券、
リアル・アセット、グローバル・バランス・リスク・コントロール、グローバル・マルチ・アセット、
マネージド・ソリューションズ、アプライド・エクイティ・アドバイザーズ
この変更に伴う会
の各運用チームと定義しています。2016 年 2 月 26 日付で、複数の現地法人を運用部門に再編したことを受けて会社の定義を変更しましたが、
社の運用資産額への影響はありません。

2002年1月1日以前は、本基準の準拠主体である会社は、様々な現地法人における運用助言業務から成る運用会社であると定義していました。2002年1月1日、会
社の定義は拡大され、
ラップ・フィー・プログラムを除くMSIMの全ての投資助言業務を含むこととなりました。
2007年1月1日から2010年5月31日までは会社の定義
にラップ･フィー・プログラムが含まれていましたが、2010年5月31日付で同プログラムを売却しました。2015年10月1日付でモルガン・スタンレー・スミス・バーニー
ファンダメンタル・エクイティ・アドバイザー
LLC（MSSB）から資産を取得したことに伴い、再び会社の定義にラップ･フィー・プログラムが含まれることとなりました。
ズのラップ・フィー・プログラムは2018年10月に他社に移管されました。

グローバル・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットは、2008年7月31日に構築されており、設定日は2007年12月31日です。同コンポジットは、グローバル・オ
ポチュニティ・ストラテジーに基づき運用されている、
すべての個別運用口座および完全な投資一任形態の投資信託で構成されています。
当コンポジットは、2007年
12月31日から2008年8月31日までの期間、一任で運用されている運用報酬を課さないポートフォリオを含んでいました。2008年12月31日現在、コンポジットの中
で運用報酬が発生しないポートフォリオの割合は 0%です。当運用戦略は、世界の株式の中から高クオリティの確立された企業ならびに新興企業で、購入時点で
割安に評価されていると運用チームが判断する銘柄への投資を行うことで、長期的な元本の成長を目指します。
この目的を達成するため、運用チームは通常成長
を通じた収益化が可能な、持続的な競争優位性を有していると信じる企業を選好します。運用プロセスは、
ディスラプティブ・チェンジ、財務の健全性、環境・社会・
ガバナンス（ESG）の持続可能性についての分析を統合したものです。当戦略は主に時価総額がMSCIオール･カントリー･ワールド･インデックスを構成する銘柄と
同程度の範囲内の企業へ投資を行います。当戦略において、市場での投資機会を捕捉する目的や、運用の効率性を高める目的で、外国有価証券の投資に関し為替
先渡取引などのデリバティブを使用する場合があります。
デリバティブの使用はカウンターパーティ・リスク、流動性リスク、バリュエーション・リスク、相関リスク、
市場リスクといった特有のリスクを内包しています。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。各ポートフォリオは投資制限、ガイドライン等により異なることがあります。
2桁のパフォーマンスは主に市場環境が好調な時に達成されるものであり、継続するものではありません。基準通貨は米ドルです。コンポジットには米ドル以外の
通貨を米ドル換算したポートフォリオも含まれています。
コンポジットの散らばりは、
その年間を通してコンポジットに組入れられていた6以上のポートフォリオの運
コンポジットの散らば
用報酬控除前の年率収益率の資産額加重標準偏差です。年間を通してコンポジットに組入れられていたポートフォリオが5以下である場合、
コンポジットの運用期間が
りは表示しておりません。3年間の標準偏差（年率）は、過去36ヶ月のポートフォリオおよびインデックスの散らばりを計測するものです。
36ヶ月未満である場合、標準偏差は表示しておりません。ポートフォリオの評価方法、パフォーマンス計測方法、GIPSレポートのご提供はご要望に応じて可能です。
ベンチマークとしてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスを使用しています。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは先進国およびエマージン
グ国の株式市場の動向を示す浮動株調整後の時価総額加重平均指数です。ベンチマークは税引後配当再投資で計算されています。
指数にはパフォーマンス低下の
要因となる運用報酬、費用、販売手数料などは発生しません。比較目的でのみ使用しており、指数に直接投資することはできません。

運用報酬控除前の運用実績は、全ての取引費用および源泉徴収税控除後です。運用報酬控除後の運用実績は、全ての取引費用、源泉徴収税、運用・助言報酬（該
当する場合には成功報酬を含む）、管理費用の控除後です。成功報酬はすべて、実際に同報酬が支払われる際に計上され、控除されます。標準運用報酬料率は以
下のとおりです：2 億米ドルまでの部分に対して年率 0.75 ％、2 億米ドルを超える部分に対しては年率 0.70% 。実際にお客様が支払う運用助言費用はお客様ごと
に異なる可能性があります。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
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オポチュニティ・オプティマム

アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジット
米ドル建て

暦年

2016
2017
2018
2019
2020

コンポジット
コンポジット
コンポジット
収益率 運用報酬 収益率 運用報酬 インデックス 実績標準偏差
控除後（%）
控除前（%）
収益率（％）
（3年）

-0.34
76.85
-13.78
43.18
53.37

-1.41
74.86
-14.81
41.57
51.66

5.44
41.72
-14.37
18.17
25.02

N/A
N/A
18.07
18.37
20.76

インデックス
実績標準偏差
（3年）

N/A
N/A
14.80
14.82
18.92

口座数

2
2
2
2
2

各年末の
コンポジット
資産総額
（100万米ドル）

25
253
620
1,438
6,675

各年末の
会社の
運用資産総額
（10億米ドル）

337.2
394.1
369.3
451.1
661.8

コンポジットの
散らばり（％）

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
（MSIM）は、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS®）への準拠を表明し、GIPS®に準拠してこの報告書を
作成しています。
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは1994年1月1日から2019年12月31日までの期間において検証を受けています。
検証報告書は

ご要望に応じて提供可能です。
GIPS基準への準拠を表明する会社は、適用されるGIPS基準の必須事項のすべてに準拠するための方針と手続を確立しなければなりま
せん。
検証は、
会社のコンポジットおよびプールド・ファンドの維持管理ならびにパフォーマンスの計算、
提示、
および配布に関する方針と手続が、
GIPS基準に準拠してデ

ザインされ、
会社全体に適用されているかどうかについて保証を行うものです。
ただし、
検証は特定のコンポジットの提示資料の正確性を保証するものではありません。

GIPS® はCFA 協会の登録商標です。CFA 協会は、本組織を認証または推奨するものではなく、また、本書に記載されている内容の正確性または品質を保証する

ものでもありません。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
（MSIM）はモルガン・スタンレーの資産運用部門に属します。MSIMの様々な運用部門が資産の運用を行って
リクイディティの各運用部門、上場
います。
この報告書の作成にあたり、本基準の準拠主体である会社を、MSIMのアクティブ・ファンダメンタル・エクイティ、債券、
リアル・アセット、グローバル・バランス・リスク・コントロール、グローバル・マルチ・アセット、
マネージド・ソリューションズ、アプライド・エクイティ・アドバイザーズ
この変更に伴う会
の各運用チームと定義しています。2016 年 2 月 26 日付で、複数の現地法人を運用部門に再編したことを受けて会社の定義を変更しましたが、
社の運用資産額への影響はありません。

2002年1月1日以前は、本基準の準拠主体である会社は、様々な現地法人における運用助言業務から成る運用会社であると定義していました。2002年1月1日、
会社の定義は拡大され、
ラップ・フィー・プログラムを除くMSIMの全ての投資助言業務を含むこととなりました。2007年1月1日から2010年5月31日までは会社の
定義にラップ･フィー・プログラムが含まれていましたが、2010年5月31日付で同プログラムを売却しました。2015年10月1日付でモルガン・スタンレー・スミス・バー
ファンダメンタル・エクイティ・アドバイ
ニーLLC（MSSB）から資産を取得したことに伴い、再び会社の定義にラップ･フィー・プログラムが含まれることとなりました。
ザーズのラップ・フィー・プログラムは2018年10月に他社に移管されました。

アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットは、2016 年 3 月 14 日に構築されており、設定日は 2015 年 12 月 31 日です。同コンポジットは、アジア・オポチュニ
ティ株式運用戦略に基づき運用されている、
すべての個別運用口座および完全な投資一任形態の投資信託で構成されています。当運用戦略は、
アジア（除く日本）
の株式の中から高クオリティの確立された企業ならびに新興企業で、購入時点で割安に評価されていると運用チームが判断する銘柄への投資を行うことで、長期
的な元本の成長を目指します。
この目的を達成するため、運用チームは通常成長を通じた収益化が可能な、持続的な競争優位性を有していると信じる企業を選好
します。運用プロセスは、
ディスラプティブ・チェンジ、財務の健全性、環境・社会・ガバナンス（ESG）の持続可能性についての分析を統合したものです。当戦略は主
に時価総額がMSCIオール･カントリー･アジア（除く日本）･インデックスを構成する銘柄と同程度の範囲内の企業へ投資を行います。当戦略において、市場での投
資機会を捕捉する目的や、運用の効率性を高める目的で、外国有価証券の投資に関し為替先渡取引などのデリバティブを使用する場合があります。
デリバティブの
使用はカウンターパーティ・リスク、流動性リスク、
バリュエーション・リスク、相関リスク、市場リスクといった特有のリスクを内包しています。2020年7月22日以前、
アジア・オポチュニティ・コミングルド・コンポジットはアジア・オポチュニティ株式運用戦略と称していました。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。各ポートフォリオは投資制限、ガイドライン等により異なることがあります。2桁
のパフォーマンスは主に市場環境が好調な時に達成されるものであり、継続するものではありません。基準通貨は米ドルです。
コンポジットには米ドル以外の通貨
を米ドル換算したポートフォリオも含まれています。
コンポジットの散らばりは、その年間を通してコンポジットに組入れられていた6以上のポートフォリオの運用
コンポジットの散らばり
報酬控除前の年率収益率の資産額加重標準偏差です。年間を通してコンポジットに組入れられていたポートフォリオが5以下である場合、
コンポジットの運用期間が
は表示しておりません。3 年間の標準偏差（年率）は、過去 36ヶ月のポートフォリオおよびインデックスの散らばりを計測するものです。
36ヶ月未満である場合、標準偏差は表示しておりません。ポートフォリオの評価方法、パフォーマンス計測方法、GIPSレポートのご提供はご要望に応じて可能です。

ベンチマークとしてMSCIオール・カントリー・アジア（除く日本）
・インデックスを使用しています。MSCIオール・カントリー・アジア（除く日本）
・インデックスはアジアの
先進国（除く日本）およびエマージング国の株式市場の動向を示す浮動株調整後の時価総額加重平均指数です。
ベンチマークは税引後配当再投資で計算されていま
す。
指数にはパフォーマンス低下の要因となる運用報酬、費用、販売手数料などは発生しません。
比較目的でのみ使用しており、指数に直接投資することはできません。

運用報酬控除前の運用実績は、全ての取引費用および源泉徴収税控除後です。運用報酬控除後の運用実績は、全ての取引費用、源泉徴収税、運用・助言報酬
（該当する場合には成功報酬を含む）、管理費用の控除後です。成功報酬はすべて、実際に同報酬が支払われる際に計上され、控除されます。標準運用報酬料率
は以下のとおりです：2億米ドルまでの部分に対して年率0.75％、2億米ドルを超える部分に対しては年率0.70% 。実際にお客様が支払う運用助言費用はお客様
ごとに異なる可能性があります。
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本書は、
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが海外で発行した

変動リスクの影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に

原文が優先します。

それがあります。

する情報提供を目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではあ

受託資産の運用は、個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、

しておりますが、その正確性や完全性をお約束するものではありません。本書

すので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧

レポートを邦訳したものです。本書と原文
（英語版）
の内容に相違がある場合には
本書はグローバル・オポチュニティ株式運用チームが運用する運用戦略に関

りません。本書は信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成

の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。本

書中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるい
は保証するものではありません。また、特定の銘柄及び市場等全般の推奨や
価格の上昇又は下落を示唆するものではありません。

当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。
重要事項

本書は、当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して提

供されるものであり、特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的と

するものではありません。また、当社は、本投資戦略によって運用されている
金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。

1. 投資一任契約の概要

投資一任契約は、お客様の資産の運用に関し、お客様があらかじめ運用の基

本方針を定めた上で、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断のすべてを

当社に一任し、当社がこれをお引き受けするものです。お客様は投資を行う

のに必要な権限を当社に委任し、当社は委任された権限を行使するにあたっ

ては、当社の投資判断に基づきこれを行い、お客様は個別の指示を行わない
ものとします。

2. 元本損失が生ずることとなるおそれ

受託資産の運用には、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の

帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失が生ずることとなるお

3. 投資一任契約締結に際しての留意事項

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

ください。

４. 受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対

して年率 2.20%（税込）を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてか
かります。また、一部の戦略では、前記の報酬に加えて成功報酬がかかる場

合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・

オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担いた
だく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状

況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。
リスクについて

当運用戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、当該有価証券

の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建ての

資産は為替変動による影響も受けます。従ってお客様の投資元本は保証さ
れているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰

属します。投資する可能性のある金融商品等には、価格変動リスク、信用リ

スク、流動性リスク、為替変動リスク、デリバティブ取引に伴うリスク、カント

リーリスク等のリスクを伴います。

価格変動リスク、株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク及び株式そ

モルガン・スタンレ－・インベストメント・マネジメント株式会社

いため、十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる流

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、

の他有価証券等を売却あるいは取得する際に市場に十分な需要や供給がな
動性リスク等による影響を受けます。また、外貨建て資産に投資するため為替

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 410 号

一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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