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ティー・ロウ・プライスのインサイト
グローバル株式

サマリー

▪ 潜在的なチャンスの大きい新興国などを含むあらゆる投資機会を追求する
ことが超過収益の獲得に役立つ。

▪ 世界各国、特に新興国は国ごとのファンダメンタルズ格差が大きいため、
最も強力かつ持続性の高い収益力を持つクオリティ企業に焦点を当て
ることが極めて重要である。

▪ 企業の経済的ポテンシャル、製品、サービスを見極め、魅力的な業界構造
にも焦点を当てる。高い確信を持ち、バリュエーション的に大きなアップサイド
を期待できる時に投資する。

超過収益の持続可能な源泉を探す
真にグローバルなアプローチを採用し、徹底した深掘りのリサーチを行い、
高い確信を持つことが大切

2008年の世界金融危機以降、株式
投資は驚くべき成果を挙げており、ボラ
ティリティと収益機会ともに未曾有の水
準にあります。私がポートフォリオ・マネ
ジャーを務めるグローバル・グロース株
式運用戦略の運用開始以降、資本
市場では様々な出来事が起き、歴史
的にも特筆すべき一時代を形成してい
ます 。当運用では銘柄選択とポー ト
フォリオ構築に対する思慮深いアプロー
チを基本としており、この投資原則は
近年の異常な環境によって試され、こ
の間、我々はこうした不安定な環境を
乗り切ることができました。

私がティー ・ロウ ・プライスで得られたリ
ソースなしに、これは実現できなかった
でしょ う。当運用は幅広く一貫した成
果を上げていることから、私は当社のグ
ローバル・リサーチ・プラットフォームが真
の優位性を提供してくれたと確信してい
ます。独自のリサーチプラットフォームが
我々が本質的にグローバルであることを
可能にし、様々なセクターや地域にわ
たる分散を図ることができます。それは
またより掘り下げたリサーチを行い、新
興国の優良企業などに投資することを
可能にします。持続的かつ再現可能な
超過収益の追求においてはこれが役に
立ちます。

我々は以下の理由からこれが長期に
わたり持続可能であると考えています。

真にグローバルなアプローチ

グローバル株式ポートフォ リオの運用
担当者の多くはその配分を主に先進
国に限定しているため、目の前にある
投資機会群の全体像を見失いがちで
す。我々はインデックスの先にあるもの
を思い描く能力こそが、より広範かつ
潜在的に大きなリターンを期待できる
投資機会を捉える上で極めて重要で
あると考えています。私は新たな投資
ア イ デ ア を 求 め て 過去数年 の間 に
60ヶ国近くを訪問しました。

その結果、グローバル ・グロース株式
運用戦略は 29の異なる国に投資し
て お り 、 う ち 14 ヶ 国 は 新興国 で す
（2019年6月30日時点）。 投資
機会の対象をできるだけ広げ、そして
ティー・ロウ・プライスのリサーチ力を最
大限に活用す る こ と に よ り 、 厳 し い
ポートフォリオ組入条件を満たせる企
業をもっと発掘できると考えています。
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長期的な視点に立ち、深く掘り下げ
る

投資において「幅広い投網」を使うこ
とには極めて大きなメリットがあります。
新興国には先進国では得られない幅
広い成長特性があることから、特定セ
クターのクオリティ企業は世界平均より
格段に高い持続可能な利益成長を
実現できると考えています。その最た
る例が銀行であり、新興国の銀行の
ROE（自己資本利益率）は先進
国の銀行のROEをはるかに上回って
います（図表1）。

イ ン ド 、 フ ィ リ ピ ン 、 イ ン ド ネ シア 、 ペ
ルーなどの成長特性も大きな投資機
会を提供します。インドは若年人口の
多さ 、 1人当たり GDP（国内総生
産）の伸び代の大きさ、労働力人口
の凄まじい伸びの恩恵を受けており、
高い経済成長が続いています。都市
化の進展や中間層の成長もダ イナ
ミックな成長セクターと共に投資家に
大きなポテンシャルを提供しています。
モディ首相の再選がこうした動きに一
層弾みをつける一方、インドの実質
金利は4%強と世界有数の高さにあ
り、世界的に利下げが続けば、投資
妙味がさらに高まると思われます。

グローバル株式の投資家が新興国に
対して誤った考えを持っている点にも
注目すべきです。新興国は国によって
経済、政治、地理的に大きく異なるに
もかかわらず、投資家はその資産クラ
スを画一的なものとみなしがちです。こ
の結果、新興国の資本市場は全体
的に先進国を上回る時期や下回る時
期があり、熱狂と絶望の時期を交互
に繰り返してきました。

当運用では常に新興国に対して銘柄
を厳選しながら比較的高めの配分を
維持しており、我々の新興国への非
伝統的な配分はMSCI エマージング
市場（EM）インデックスとほとんど重
複していません。当運用で保有する
新興国株式の ア ク テ ィ ブ ・ シ ェ ア は
MSCI EMインデックス対比で 82%
です（2019年6月30日時点）。

当運用はまた多くの特化型エマージン
グ株式ポートフォリオと比べ新興国へ
のエクスポージャーの補完という面で優
位に立ちます。なぜなら、我々のポー
トフォリオにはエマージング市場よりも
ポテンシャルの大きいフロンティア市場
が含まれることが多く、当運用は金融
や消費関連などの分野における長期
の趨勢的な成長機会に焦点を当てて
いるため 、特化型エマージング株式
ポートフォリオよりセクター配分の分散
度が低いからです。最近はこれが特に
功を奏し、超過収益の大半がこうした
分野からのものでした。

また、当運用のエマージング株式部分
のパフォーマンスはMSCI EMインデッ
クスとの連動性が高い多くの特化型エ
マージング株式戦略を上回っています。
我々は同インデックスには企業のクオ
リティが低い分野が含まれていると考
えており、そうした分野への配分を明
確に避けています。クオリティの問題は、
経営の拙さ、ガバナンスの欠如（環
境、社会、企業統治慣行）、ポジ
ティブな成長要因の欠如（創造的破
壊に直面するセクター）など幅広い
ファクターに起因し、一部の国有企業
はこうしたカテゴリーに該当します。

図表1: 新興国の銀行は先進国の銀行よりROEが格段に高い
新興国の銀行と先進国の銀行—ROE比較
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過去の実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
出所: MSCI データの提供はファクトセット（追加ディスクロージャー参照）
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高い確信が極めて重要

超過収益の獲得には集中度の高い
ポートフォリオが必要という意見もあり
ますが、我々は集中度の高さと確信
度の高さは同じではないと考えていま
す。当社の広範かつ充実したリサー
チ体制により保有するすべての個別
銘柄に対して行動可能な知見を持
つことが可能になり、その結果、各銘
柄が株価目標を達成する可能性に
ついて高い確信を持ちやすくなります。

しかし、その場合、銘柄厳選がカギと
なります。ファンダメンタルズは世界各
国、特に新興国の間では格差が大き
いことから、当運用では最も強力かつ
持続性の高い収益力を持つクオリティ
企業に焦点を当て てい ま す 。 バ リ ュ
エーションも運用プロセスの重要な部
分です。我々は個別銘柄の株価につ
いて、絶対バリュエーションおよび過去
の水準、市場、業界と比較した相対
バリュエーションを考慮する一貫した規
律を遵守しています。

強力なキャッシュフローと将来における
持続的な収益を示しながらも、市場に
よって適切に評価されていない企業に
も注目しています。市場シェアの拡大
や参入障壁の高さを示す分野など持

続可能な成長を期待できる「肥沃な」
業界もこのカテゴリーに当てはまります。
最終的には、リターンを左右する企業
にとっての市場シェア拡大のメカニズム
や源泉に対する理解が不可欠な要素
です。

確信は投資テーマにも該当します。私
が有望なテーマを特定する時、しばし
ばそのアイデアに沿った銘柄をいくつか
保有します。例えば、特定の企業は
新興国の中間層拡大というトレンドに
乗じる可能性に着目して選ばれます。
当運用では、新興国へのエクスポー
ジャーを持つ多国籍企業に投資する
のではなく、現地のニーズに応える製
品やサービスを提供する新興国企業
にはっきり照準を定めています。

間接的なエクスポージャーは直接的な
新興国投資の完全な代替とはなり得
ず、ポートフォリオ・マネジャーが意図す
るリスクやリターンのテーマを捉えること
ができない場合もあります。公益、一
般消費財、金融、通信などの統合が
あまり進んでいない新興国のセクター
では、直接的な投資が素晴らしい成
長ストーリーを捉える上で極めて重要
です。

グローバル・グロース株式運用戦略代表口座の

エマージング株式部分
2019年6月30日時点

グローバル・グロース株式運用戦略代表口座のエマージング株式部分の
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスのエマージング株式部分に対
するアクティブ・シェア

ポートフォリオにおける新興国の数

ポートフォリオにおけるエマージング株式の数

代表口座ポートフォリオはコンポジットに含まれており、当戦略の運用スタイルを最もよく表している口座と考えてい
ます。代表口座の選定にあたっては、パフォーマンスは考慮されておりません。代表口座の特性は当戦略を構成
するその他の口座とは異なる場合があります。

3



ボトムアップのファンダメンタルなアク
ティブ運用を結び付ける糸

我々はボトムアップのファンダメンタル・
リサーチ主導のアクティブ運用こそが
株式市場のアノマリーを発見し、それ
に乗じる最高の手段と考えています。
当運用の投資哲学の中核を成す信
条は、市場は長期的な収益力の持
続性を過小評価するため、質の高い
グロース株がしばしば過小評価される、
というものです。人口動態的および趨
勢的な成長要因が本質的に非常に
長期的なものである新興国において
は特にそうです。もう一つの基本的な
信条は、銘柄固有の要因が長期的
には株価を左右する最大の要因であ
る 、 と い う も の で す 。 究極的 に は 、
我々は有力な業界において質の高い
成長ビジネスを提供する企業に、バ
リュエーション面から大きなアップサイド
を確信できる時に投資することを目指
しています。

それはアクティブ運用の核心に迫るも
ので、難しい選択を行い、体系的に
正しい判断を長期にわたり行うことが
求められます。そのカギは、コスト削減
や業績下振れ回避の圧力が強まる時
に、持続可能な超過収益（報酬控
除後）の源泉を見つける こ とです 。
我々は、主として自らが長期的に得
意とすること、すなわち市場に認識お
よび適切に評価 され てい ないキ ャ ッ
シュフローや持続可能な収益力に関
する知見を活用して銘柄を発掘し、
最高クラスの収益機会を捉えることを
目指します。

我々は、様々なセ
クターや地域にお

ける最高クラスの
収益機会を捉える

ことを目指している

— Scot t  Berg
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図表 2a: エマージング市場株式に対する独自のアプローチ
グローバル・グロース株式運用戦略代表口座のエマージング株式部分 vs. MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスのエマージング株式部分

カントリー・ウェイト

2019年6月30日時点

15

10

5

0

-5

-10

-15

出所: MSCI データの提供はファクトセット（追加ディスクロージャー参照）
ティー・ロウ・プライスは、セクターおよび業種分類の報告に最新のMSCI/S&P世界産業分類基準（GICS）を使用しています。ティー・ロウ・プライスでは修正がある度、新基
準に則り報告します。代表口座ポートフォリオはコンポジットに含まれており、当戦略の運用スタイルを最もよく表している口座と考えています。代表口座の選定にあたっては、
パフォーマンスは考慮されておりません。代表口座の特性は当戦略を構成する他の口座とは異なる場合があります。
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図表 2b:エマージング市場株式に対する独自のアプローチ

グローバル・グロース株式運用戦略代表口座のエマージング株式部分 vs. MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックスのエマージング株式部分
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出所: MSCI データの提供はファクトセット（追加ディスクロージャー参照）
ティー・ロウ・プライスは、セクターおよび業種分類の報告に最新のMSCI/S&P世界産業分類基準（GICS）を使
用しています。ティー・ロウ・プライスでは修正がある度、新基準に則り報告します。代表口座ポートフォリオはコンポ
ジットに含まれており、当戦略の運用スタイルを最もよく表している口座と考えています。代表口座の選定にあ
たっては、パフォーマンスは考慮されておりません。代表口座の特性は当戦略を構成する他の口座とは異なる
場合があります。
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図表3: グローバル・グロース株式運用戦略コンポジットのパフォーマンス
米ドルベース

2019年6月30日時点

(Gross of Fees)

(Net of Fees)

年初来
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

52.10% 15.99% -9.20% 22.76% 21.44% 8.92% 1.79% 3.23% 35.41% -5.97% 21.92%

51.22 15.31 -9.75 22.04 20.73 8.27 1.18 2.61 34.62 -6.53 21.57

MSCIオール・カントリー・ワールド・ 35.41
インデックス1

13.21 -6.86 16.80 23.44 4.71 -1.84 8.48 24.62 -8.93 16.60

超過収益（報酬控除前）2 16.69 2.78 -2.34 5.96 -2.00 4.21 3.63 -5.25 10.79 2.96 5.32

MSCIオール・カントリー・ワールド・ 34.63
インデックス（ネット）3

12.67 -7.35 16.13 22.80 4.16 -2.36 7.86 23.97 -9.41 16.23

超過収益（報酬控除前）2 17.47 3.32 -1.85 6.63 -1.36 4.76 4.15 -4.63 11.44 3.44 5.69

過去の実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

報酬控除前パフォーマンスは、運用報酬およびその他フィーの控除前ですが、取引コスト控除後で表示しています。報酬控除後のパフォーマンスは当戦略に投資いただく際
に適用される最も高い運用報酬料率（モデル・ネット・フィー）を控除して計算しており、段階料率のメリットを考慮していません。報酬控除前・控除後パフォーマンスは還付
されない源泉税を控除して算出しています。

1 グロス配当の再投資後を表示しています。
2 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに対するグローバル・グロース株式運用戦略コンポジットの超過収益（報酬控除前）です。
3 リターンには、源泉税控除後の配当金の再投資が考慮されています。

MSCIデータの出所：MSCI。MSCIは、本稿に記載されるMSCIのデータに関して、明示的または暗黙的に関わらず、いかなる保証や表明は行わず、一切の責任を負いま
せん。MSCIのデータは、その他の指数や証券、金融商品の基準としての更なる再配布や使用が禁止されています。本報告書は、MSCIによって承認、審査、発行されたも
のではありません。2013年6月27日付で、コンポジットのベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに変更されました。それ以前のベンチマークはMSCIオール・カン
トリー・ワールド・ラージキャップ・インデックスでした。ベンチマークを変更したのは、新ベンチマークの方が当運用戦略コンポジットをより良く表していると考えたからです。連結ベンチ
マーク（2008年10月31日から2013年6月27日まではMSCIオール・カントリー・ワールド・ラージキャップ・インデックス、2013年6月28日以降はMSCIオール・カントリー・ワー
ルド・インデックス）の年間パフォーマンスは7ページに表示しています。

追加ディスクロージャー

金融データと分析の提供はファクトセット。Copyright 2019 FactSet. すべての権利はファクトセットに帰属します。

MSCIは、本稿に記載されるMSCIのデータに関して、明示的または暗黙的に関わらず、いかなる保証や表明は行わず、一切の責任を負いません。MSCIのデータは、その
他の指数や証券、金融商品の基準としての更なる再配布や使用が禁止されています。本レポートは、MSCIによって承認、審査、発行されたものではありません。過去の
MSCIのデータや分析は将来のパフォーマンス分析や予測を示唆もしくは保証するものと考えるべきではありません。MSCIのデータはいずれも投資判断の助言もしくは推奨と
なることを意図したものではないため、そうした目的に利用すべきではありません。

主なリスク—外貨建て証券の取引は為替レート変動の影響を受け、投資額が影響を受ける可能性があります。当該ポートフォリオは株式投資特有の
ボラティリティにさらされ、その価値がインカム志向の証券に投資するファンドよりも大きく変動する可能性があります。ポートフォリオには新興国の証券取引
所に上場される企業の株式への投資が含まれる場合もあります。
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グローバル・グロース株式運用戦略
コンポジット（報酬控除前）
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GIPS®ディスクロージャー

グローバル・グロース株式運用戦略コンポジット
2019年6月30日時点、米ドルベース

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

年間リターン報酬控除前(%) 52.10 15.99 -9.20 22.76 21.44 8.92 1.79 3.23 35.41 -5.97

年間リターン報酬控除後(%)1 51.22 15.31 -9.75 22.04 20.73 8.27 1.18 2.61 34.62 -6.53

コンポジットの連結ベンチマーク(%)2 33.95 11.68 -6.39 16.68 23.08 4.71 -1.84 8.48 24.62 -8.93

コンポジットの連結ベンチマーク(ネット)(%)2 33.15 11.12 -6.90 15.99 22.43 4.16 -2.36 7.86 23.97 -9.42

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(%)2 35.41 13.21 -6.86 16.80 23.44 4.71 -1.84 8.48 24.62 -8.93

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ネット)(%)2 34.63 12.67 -7.35 16.13 22.80 4.16 -2.36 7.86 23.97 -9.41

コンポジットの過去3年の標準偏差 N/A N/A 22.78 19.65 16.67 11.76 11.38 11.96 11.55 12.21

コンポジット連結ベンチマークの過去3年の標準偏差 21.95 24.09 20.40 16.95 13.77 10.44 10.79 11.07 10.37 10.48

コンポジット連結ベンチマーク（ネット）過去3年の標準偏差 21.91 24.07 20.40 16.98 13.79 10.45 10.79 11.06 10.36 10.48

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの過去3年の
標準偏差

22.37 24.51 20.59 17.11 13.92 10.48 10.78 11.07 10.37 10.48

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（ネット）の過
去3年の標準偏差

22.34 24.49 20.59 17.13 13.94 10.50 10.79 11.06 10.36 10.48

コンポジットの分散 N/A N/A N/A N/A 0.46 0.42 0.31 0.29 0.38 0.31

コンポジット総資産(100万) 567.0 592.6 975.9 3,191.3 3,655.2 4,022.9 3,676.1 3,718.7 6,169.1 4,837.8

コンポジット内口座数 4 5 8 16 16 15 17 18 20 17

会社全体の総運用資産(10億) 395.2 485.0 493.1 579.8 696.3 749.6 772.4 817.2 1,000.2 972.7

1 運用資産規模に関わらず個別運用資産に適用される最大の手数料を差し引いて算出しています。運用リターンと元本は変動します。過去の実績は将来のパフォーマンスを
保証するものではありません。月次のコンポジット・パフォーマンスについては、ご要望に応じてご提供致します。報酬控除計算に関する詳細情報は下記をご覧下さい。
2 2018年7月1日付で、補助的ベンチマークは源泉徴収税控除前から控除後に変更されました。この変更は、コンポジットに対する税金面の潜在的な影響に関する追加的な情報を提供す
ることが目的です。2013年6月27日付で、主要ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに、補助的ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・ラージキャップ・
インデックスに変更されました。2009年8月1日付で、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスがコンポジットの補助的ベンチマークとして追加されました。

ティー・ロウ・プライス（以下「TRP」）は、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS®）に準拠してこの報告書を作成しました。TRPは2018年6月30日までの22年間に
ついてKPMG LLPによる検証を受けています。この検証に関する資料はご要望に応じてご提供致します。検証は(1)会社が全社ベースでGIPS基準に則りすべてのコンポジッ
ト構成の要件を満たしているか、(2)会社の方針および手順がGIPS基準に則った計算およびパフォーマンスを提示するべく策定されているかを精査しています。検証は特定
のコンポジット資料の正確性を保証するものではありません。TRPは米国登録の資産運用会社であり、米証券取引委員会、英国金融サービス機構と他の国々におけるその
他規制機関に対し、様々な投資アドバイザーとして登録を行っており、見込み顧客に対してもGIPS目的で情報の提供を行っています。また、TRPは米国、インターナショナル、
グローバル運用戦略などを含む様々な運用戦略（プライベート・アセット・マネジメント・グループを除く）に関し、主に機関投資家にサービスを行っている、GIPSで投資一任
会社と定義される運用会社です。株式ポートフォリオのコンポジットに含まれる最低投資金額は500万米ドルです。2002年1月以前にはコンポジットに含まれる最低投資金
額は100万米ドルでした。コンポジットに含まれる債券ポートフォリオの最低投資金額は1,000万米ドルです。2004年10月以前はコンポジットに含まれるポートフォリオの最
低投資金額は500万米ドル、そして2002年1月以前はコンポジットに含まれるポートフォリオの最低投資金額は100万米ドルでした。バリュエーションとパフォーマンスは米ドル
で計算されています。報酬控除前パフォーマンスは、運用報酬およびその他フィーの控除前ですが、取引コスト控除後で提示しています。報酬控除後のパフォーマンスは当戦
略に投資いただく際に適用される最も高い運用報酬料率（モデル・ネット・フィー）を控除して計算しており、段階料率のメリットを考慮していません。報酬控除前・控除後パ
フォーマンスは還付されない源泉税を控除して算出しています。2013年6月30日より、保有する有価証券の各市場での終値に基づきポートフォリオの時価総額と会社全体
の運用資産総額を計算しています。それ以前の外国証券を含むポートフォリオの時価総額については、市場の取引時間終了後の動きが反映されている場合があります。パ
フォーマンス結果の算出方法と報告に関する会社の方針とプロセスについての追加情報はご要望に応じて提供致します。分散は通年のコンポジットの資産額加重リターンの
標準偏差で計測されます。コンポジット内のポートフォリオ数が5本以下の場合には分散は計算されません。

一部のポートフォリオは先物、オプション、その他潜在的なリスクの高いデリバティブを取引することができますが、通常、ポートフォリオの10%以下に抑えています。

ベンチマークは公表されているデータを使用していますが、コンポジットによって使用データとの計算手法、プライシング・タイム、為替データソースが違うことがあります。
コンポジット組成ポリシーにより、口座において時価総額の15%以上の資金流出入が見られた場合には、当該口座を一時的にコンポジットより除いています。この一時的な取

り扱いは資金流出入がみられた計測期間の初日に行われ、資金流出入がみられた月の最終日に再度コンポジットへ組み込まれています。資金流出入にかかる詳細な情報が

必要な場合はお問い合わせ下さい。

GIPS®基準に基づいた全コンポジットの一覧表およびコンポジットの内容記述、あるいはプレゼンテーション資料はご要望に応じて提供致します。
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ティー・ロウ・プライスは、お客様に信頼していただける優れた運用商品とサービスを

長期にわたってご提供することに注力しています。

重要情報

当資料は、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびその関係会社が情報提供等の目的で作成したものを、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が翻訳したものであり、特定の運用商品を勧誘する
ものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料はティー・ロ
ウ・プライスの書面による同意のない限り他に転載することはできません。

資料内に記載されている個別銘柄につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当社ファンド等における保有・非保有および将来の組入れまた
は売却を示唆・保証するものでもありません。投資一任契約は、値動きのある有価証券等（外貨建て資産には為替変動リスクもあります）を投資対象としているため、お客様の資産が当初の投資元
本を割り込み損失が生じることがあります。

当社の運用戦略では時価資産残高に対し、一定の金額までを区切りとして最高1.242%（消費税8%込み、10%への変更後は1.265%）の逓減的報酬料率を適用いたします。また、運用報
酬の他に、組入有価証券の売買委託手数料等の費用も発生しますが、運用内容等によって変動しますので、事前に上限額または合計額を表示できません。詳しくは契約締結前交付書面をご覧く
ださい。

「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ・インクの商標または登録商標です。
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加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人投資信託協会
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