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◼ 米国経済は減速しているが、目先的にリセッション (景気後退) に陥る可
能性は低い。

◼ 米国大統領選挙や新型肺炎の潜在的な影響で市場のボラティリティは一
段と高まりそうだが、それと同時に投資機会も生まれる。

◼ 過去10年間、グロース株がバリュー株を大きくアウ トパフォーム してきたが、
現在どちらの戦略もそれぞれ異なる投資環境に直面している。

米国大型株の投資家は
低成長経済にどう適応するのか?
警戒は必要だが、景気循環に着目すれば、投資機会も存在

Q. 米経済の減速は米国大型株にど
のような影響を及ぼしていますか?

J oe Fath: 米国経済は減速傾向
なが らも安定的に推移しています。米
連邦準備理事会（FRB）の 予防的
利 下げ や、 米 中貿 易協 議 にお け る
「第1段階の合意」 を受け、素材など
の 景気敏感セクターを中心に株価が
安定し、 上昇してい る企業も見られま
す。 中国との 貿易戦争の 真っ只中で
不透明感が強かった6ヶ月前に比べる
と、企業の景況感は全般的に良い状
況にあ ると思います。

景気減速はそれ ほど企業業績に大き
な悪影響を及ぼしてい ない と思い ます。
長期的な成長が期待できる創造破壊
的なイノベーシ ョン 企業へ の影響は特
に軽微と考えます。

Mark F inn: 米ラッ セ ル ・ バリ ュ ー
株 指数の 約半 分は、 金融、 エネ ル
ギー 、 資本財、 素材など景気にあ る
程度敏感な企業で構成され ています。
この ため、景気減速は特にこれ らのセ
クター にお ける銘柄選択を難しく しま
す。 しかし、FRBが緩和姿勢を強めて
いるほか、中国も景気刺激策を相次
い で 打ち出しているため、景気先行
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指標が底入れ し、 逆に成長が加速す
る可能性が高まっています。この結果、
投 資 家 は景 気敏 感 銘柄 へ の エ ク ス
ポージャーをどの程度とるべきか再確認
する必要があると考えています。米国で
は雇用や個人消費が 底堅く 推移して
い る半面、 他の 先進国では景気の 足
取りが 鈍い、というのが現状です。

Q. 新型肺炎の中国経済や市場への
影響についてどう思いますか?

Mark Finn: どの 業 種で も規模の
大きい企業ほど体力面などから難局を
乗り切れる可能性が 高い と見なされ、
新型コロナウ イルスの感染拡大がもたら
す不透明感は、投資家心理的に大型
株優位に働く傾向があります。また、中
国は金融政策や財政政策を総動員し
て新型肺炎の影響に立ち向かうと見込
まれます。中国経済への悪影響は向こ
う1～2四半期続き 、世界経済もその
影響から一時的に悪化するかもしれま
せん。 ただし、 感染状況を見通すの は
困難であ り、悪影響が予想以上に続く
可能性も否定しきれません。我々はそ
れが企業や業界にどの ような影響を及
ぼすの か注意深く分析していきます。



J oe Fath : 市場は当初、新型肺炎
の影響を一時的なものと受け止め、多
く の 投資家は景気は1～2四半期低
迷した後に持ち直すと見てい ました 。
中国経済への悪影響は明らかだったも
のの、中国政府は景気刺激策を導入
し、米中通商問題も中国政府の姿勢
軟化が見込まれ ていました。ところが、
新型肺炎の 感染が韓国や中東 、 イタ
リアなど他の国や地域に拡大したことか
ら、中国以外へ も悪影響が及ぶ 可能
性が 高まってきました。

中国と取引の 多い 高級品や資本財
メーカー、特にライフ・サイエンス関連や
医療機器メー カーは悪影響が顕在化
しています。また、マカオで事業を展開
するカジノ運営会社や各種消費関連
企業にも悪影響が 出てい ます。 世界
はこのウ イルスの拡大を抑制できるか、
そして世界経済の混乱を回避できるか
に注目しています。

Q. こうした投資環境において、どう
いった投資方針としていますか

Mark Finn: 私がポートフォリオ・マ
ネ ジャ ーを務め るバリュ ー株式運用で
は引き続き、市場の混乱が予想以上
に長引いても他の企業より高い利益を
稼ぎ出せる競争優位な収益力と質の
高いバランスシートを有するファンダメン
タルズが健全な企業を選好しています。

世界経済は減速傾向
図表 1: しか し、近い将来にリセッションに陥る可能性は低い
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...ここ数年は保守的な
投資スタンスが奏功して
きたが、現在は米景気
サイクルに対し、より前向

きな見方をしている

— Mark Finn
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ここ数年、不透明感が 強い 相場環境
で は、 景気に左右され 難い 保守的な
銘柄への投資が 奏功してきましたが 、
現在は米景気サイクルに対して前向き
な見方をしています。このため、当運用
で は、テクノ ロジー ・セクターを最もオー
バーウ ェ イトとしてお り、特に半導体や
半導体製造装置メー カーへ の配分を
多くしています。これらの企業はインター
ネッ ト接続デバイスの裾野の拡大や次
世代通信規格「 5G」 の 普及とそ れ に
伴う新たなマーケットの創設・広が りな
どから恩恵を受けると考えてい ます。半
導体はほぼすべ てのデバイス製品に使
われ てお り、 需要は引き続き伸びると
見ています。また、 米中貿易摩擦の逆
風を受けてきたテクノ ロジー 企業の多く
は、魅力的な投資機会を提供していま
す。

ヘル スケア・セクターは、 薬価の 抑制や
国民皆保険の導入など潜在的な政治
的逆風に直面しています。しか し、同セ
クターには人口の高齢化、新たな技術
進歩、高度医療の広がり、 とい った構
造的、 長期的な成長要因が 存在しま
す。



長期にわたりグロース株がバリュー株をアウトパフォーム
図表 2:  現在はどちらの戦略もそれぞれ異なる試練に直面
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出所: ファクトセット・リサーチ・システムズのデータを使い、ティー・ロウ・プライスが計算。
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J oe Fath: 私がポー トフォリ オ・マネ
ジ ャ ー を 務め るグ ロ ー ス 株式 運用 の
ポー トフォリ オは逆ピラミッ ド型で す。最
上 部 は Goo gle (Alphabet) 、
Amazon、 Facebook、Micro so ft
などの長期成長銘柄で 構成され、これ
がポー トフォリオの 50～60%を占めま
す。 ポー トフォリ オの 中間層は2ケタの
利益成長が見込まれる景気敏感銘柄
で 、 15 ～25%を占め てい ます。 ピ ラ
ミッ ドの一番下は全体の 15～25%で、
「 特別な状況にある企業」、 特に業界
の 構造変化にさらされ なが らも変革を
遂げ てい る企業、 バリ ュー 銘柄か らグ
ロース銘柄に変貌を遂げ ている企業な
どで 構成されています。

足元では、 薬価抑制や国民皆保険を
巡る政治的な議論などか ら、 マネー ジ
ドケア ( 管理医療) や医薬品業界の
リ スクが 高まってい ますが、 当運用では、
これらの 銘柄のバリ ュエーシ ョン水準は
魅力的との判断から、 組み入れ除外と
はしていません。昨年は政治情勢を踏
まえマネー ジドケア銘柄の 組入比率を
一時的に落しましたが、ヘ ルスケア・セ
クターに対しては3～5年先を見据えて
前向きな見方を維持しています。

い ま注目してい ることの 一つは 、 巨大
ITプラッ トフォー ム企業が 規制強化の
中でもイノベーションを継続できるかどう
かで、我々はそれが可能と見ています。
これ ら大手 IT企業はプライバシー保護
やセキュリ ティ対策に多くの時間と労力、
巨額の資金を費やしてい ますが、そ れ
で もなお、 収益力は維持できています。
ファンダメンタルズやバリュエーション面か
ら見て魅力的な投資対象といえます。

我々が 好む 投資対象は、 企業自らが
進む 方向をコン トロールで き 、趨勢的
な拡大トレン ドの恩恵を受け る位置に
あり、 イノベーションにより非効率的なビ
ジネスモデルを駆逐し新たなビジネスモ
デ ル を創 造す る企 業で す。 私は イ ノ
ベーションをうまく活用できる企業こそが、
利益や売上を持続的に力強く伸ばせ
ると考えてい ます。これ らの 企業はイノ
ベーシ ョンを武器に新たな市場を開拓
したり、既存企業から市場シェアを奪う
ことが できるからです。

Q. 米国景気や企業業績に関する見
通しを教えてください

J oe Fath: 私は今後も景気拡大と
低インフレが続き 、米株式市場を支え
ていくと見ています。しかし、いくつかのリ
スクが引き金となって一時的に市場の
ボ ラティリ ティが 高まる可能性もあ ると
見ています。 例えば、米大統領選挙を
控えた政治的な不透明感や、 利益の
伸びに対する割高なバリュ エーションな
どが挙げ られます。企業業績は昨年よ
りやや良くなるとの見込みですが、現在
の バリュ エーシ ョン やこれ まで の大幅な
株価上昇を考えると、外的ショックが起
これば、大きな混乱を招くリスクがあると
考えてい ます。この ため、今年い ずれか
の 時点で 急激な株価調整が 起きても
驚きません。

もう一つの リスクは、景気サ イクルの 終
盤に事業資金として低利の借り入れを
行い、債務やレバレッジを増やしている
企業の 存在です。



米企業の利益成長は鈍化している
図表 3:  S&P 500  企業の四半期純利益

30%

25

20

15
10

5

0

-5

-10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

予想

実績

前年比伸び率、2013年12月31日 ～2020.年12月31日
出所: ファクトセット・リサーチ・システムズのデータを使い、ティー・ロウ・プライスが計算。
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景気サ イクルの現段階では、債務の水
準やバランスシー トに一層の注意を払
う必要があると考えています。

成長が鈍化し、 不透明感が 強まる環
境においては、セクター や業種内でのリ
ター ンのばらつきが大きく なる可能性が
あ るため 、銘柄選択が 重要になってき
ます。 その ため には、深く掘り下げる徹
底したファン ダメン タルズ分析が有望銘
柄の 発掘において極めて重要になるで
しょう。我々はリサー チを通じて、業績
を伸ばせる実力があ り、 難局を乗り切
れる手腕のある優れた経営陣を有する
企業の 発掘に努めています。

Mark Finn: 米景気は良好な状態
にあ り、 2～2.5%の成長が見込まれ
ます。経済指標は底入れ しつつあ ると
見られ、 FRBの金融緩和や米中貿易
の関係改善が米企業に事業環境の改
善をもたらすと見てい ます 。 企業業績
は緩やかに改善する見込みで、今年は
おそらく1ケタ台の利益成長は維持でき
ると見ています。

エネル ギー企業は原油価格の 急落に
圧迫され、資本財関連企業は米中貿
易戦争の 影響を受け、 需要が落ち込
んでいます。この ため、これ らのセクター
は軟調な地合いが 続く可能性がありま
す。問題は株価バリュエーション水準が
相対的に高く、業績が下振れした場合、
投資家の冷静な対応が期待しづらいこ
とで す。

注視すべ きポ イン トとして、 米大統領
選と各候補のスタンスの見極めが ます
ます重要になってくるで しょう。また、中
国との第2弾の貿易交渉も注目されま
す。 どちらも市場のボ ラティリティ上昇を
招く可能性があ り、 投資家がそれ に乗
じようとする可能性も想定されます。

我々のバリュー株運用では、企業が直
面するリ スクや創造的破壊が 企業全
般にどん な影響を及ぼすの かをより注
視しています。バリュー 株投資における
戦い の半分はバリュー・ トラッ プ (割安
のワナ: 割安と判断して購入した銘柄
がそのまま放置されること) を回避する
ことなので、それはバリュー 株投資家に
とって極めて重要なポイントです。

2019 年 12 月 31 日 時 点 で 、
Google (Alphabet) は 米 国 グ
ロー ス株式運用代表口座の 6.3%、
Amazon.com は 6. 5% 、
Faceboo k は 5.7% 、 M icro so ft
6.1%を占めています。これらの投資は
い ずれも潜在的な元本損失などの 市
場リ スクにさらされ ています。 バリュー株
投資には、 市場があ る銘柄の本源的
価値を長期にわたり認識しない場合や、
割安と判断した銘柄が 実際には適切
な価格で ある場合などのリ スクがあ りま
す。



次の注目点

今後数ヶ月はいくつかの要因が市場のボラティリ ティを高める可能性があり、
それには中国との未解決の貿易問題、米大統領選挙中の税・ 医療制度、
貧富の差に関する議論、大統領選挙の 結果などが含まれます。また、株
式はバリュエーションの拡大余地が 1年前より乏しい ため、株価がさらに上
昇するかどうかは利益成長が再び高まるかどうかにかかっています。

ティー・ ロウ・プライスのアナリストは、 イノベーション、技術変化、 オートメー
ションなどの創造破壊的な力が業界にどのような影響を及ぼす可能性があ
るのかを注意深く調査しています。ティー・ロウ・プライスはアクティブ運用会
社として、我々投資家はボラティリ ティを味方につけることができるとの前提
に立ち、環境、社会、 ガバナン スについて包括的に考察し、掘り下げたファ
ン ダメンタル・リサー チを行うことが投資機会やリスクを正しく評価する上で
極め て重要であると考えています。
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