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投資 投資の王道は「本物の美人」を
長期保有で
講座
ここでは銘柄を選ぶ際のポイント、経済の見方などについて
具体例を挙げながらわかりやすく解説します。
あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
株式市場が動揺した時に
確認すべきこと

大和証券 花岡幸子 著
（WAVE出版）

向きになったり、現在、保有している株式を売却しようかと
思い悩んだり、
これまでの投資スタンスに対して自信を無く
したりといった迷いが生じるのではないでしょうか。
そんな

2018年のグローバル株式市場を振り返ると、米中貿易

時は、
まず株式などのリスク資産の配分が適切かどうかを

摩擦などに振り回され、変動の激しい1年でした。不安の

振り返ってみるのがいいかもしれません。
これまでもリーマ

高まった2018年10月から12月までの3ヵ月間でNYダウは

ン・ショックや欧州債務危機、
チャイナ・ショック、
英国のEU

3,130ドル下落（12％下落）
し、
日経平均株価は4,105円もの

離脱決定といった経済や株式市場を大きく動揺させる出

下落（17％下落）
となりました。2019年はいよいよ米中貿易

来事はあり、
今後もこうした事態が起こる可能性は十分あ

摩擦が実体経済に影響を与え、世界経済が失速するの

ります。
したがって、
このクラスの動揺が生じたときでも、
こ

ではないかと投資家は身構えているようです。年明け後の

れまでの生活や人生設計が変わらないよう、無理のない

1月8日には世界銀行が世界経済見通しで、2019年の世

範囲で投資を行う必要があります。

界全体の成長率を2.9％と前回
（2018年6月）
から下方修正
し、米中貿易摩擦の影響により、世界の輸出入が急減速
すると警鐘を鳴らしました
（図表①）。
世界経済の先行き不安が広がると、投資について後ろ

ケインズの「美人投票」の例えで
長期投資を考える
そのうえで、長期の資産運用を考えてみてはいかがで

図表① 世界銀行の世界経済見通し
（1/8改定）

（注）
カッコ内は昨年6月時点の予測からの修正幅（出所）
世界銀行

しょうか。株価は短期的には経済動向や企業業績動向と

用 語を知って おこう！

いったファンダメンタルズと乖離した動きをすることがままあ
りますが、長期のトレンドを見るとファンダメンタルズに即し
た動きになっています（図表②）。
したがって、
ファンダメン
タルズを見据えた長期投資こそが株式投資の王道といえ
ます。
ただ、長期運用を考える前に、短期ではなぜファンダ

VIX指数

（注）

シカゴ・オプション取引所が算出する、米S&P500種
株価指数の予想変動率。投資家の不安が高まり、値動
きが激しくなると上昇するので、
「恐怖指数」とも呼ば
れる。20を超すと警戒ゾーン、30超は危険ゾーンとさ
れる。

メンタルズと異なった動きをしてしまうのかについて見てみ
ましょう。昨年10月以降の株式市場の動揺時において、
市場参加者の不安心理を示す米VIX指数（注）が警戒水

を売却してしまうケースが多いようです。
しかし、短期で運

準の20を上回る状況が続き、投資資金がリスクを避けて

用成果をあげなければならないといった投資家でない限

一斉に安全資産に逃げこむ事態となりました。
このようにリ

り、割安な水準で投資できるチャンスと考えたほうがいい

スクをできるだけ避け、
株式等から資金を引き揚げる行動

かもしれません。

をとることを市場関係者は ｢リスクオフ」
と呼びます。｢リス

現代マクロ経済学の基礎を築いたケインズの ｢美人投

クオフ」の相場においては、投資家は不安に駆られ、株式

票」の例えを使って考えてみましょう。多くの投票者に好ま

図表② 株価と業績とは長期でみると連動

（注）
データは1月16日時点。予想EPSはブルームバーグ集計の予想
（出所）
ブルームバーグより大和証券作成

れる顔を言い当てると賞をもらえるという美人コンテストの

とくに現在のようなAI（人工知能）
が発達した時代の運

場合、
自分の好みと関係なく、他人が好む顔を選ぶことが

用ということになると、
１つのニュースに対して機械的に反

勝ちにつながります。株式市場も同様です。短期的には株

応するため、
市場の動きが買い、
あるいは売りの一方向に

価が上がると自分が思う銘柄よりも、
多くの市場参加者が

偏りやすくなり、変動幅が大きくなりがちです。
しかも、
その

上がると思っている銘柄を選ぶほうが重要であるというも

反応を市場の総意だと投資家が思えば、
市場の動きに流

のです。

されてしまう、
まさに付和雷同型の市場形成になる傾向が

この「美人投票」
を2018年10月以降の株式市場に当て

ある点は短期的な相場の特徴として押さえておきましょう。

はめると、多くの市場参加者はリスクオフを「美人」
として

だから、株式投資は予測が極めて難しく、
あまり関わら

投票したため、本当の美人（良好なファンダメンタルズ）
は

ないほうがいいということではありません。
むしろ逆だと考

票を集めることができませんでした。
したがって、
米国の消

えます。市場は短期的に動揺しても、時間がたてばファン

費の強さなどを示す経済指標が発表されても、今の「美

ダメンタルズに沿った形に落ち着いていくという傾向は、
過

人」の条件にそぐわないと判断され、株式を売却するとい

去の例から見ても明らかです（図表②）。市場の過度な反

う投資行動になりました。良好な経済指標や決算は株価

応に引きずられて株価が下がっているような銘柄について

にとってプラスに働くと一般的に言われますが、短期的に

は、割安で購入できるチャンスと考えるべきでしょう。多くの

逆に動くこともあるのは、｢美人」の条件がその時々で変わ

人が投票するであろう｢美人」ではなく、流行に流されな

るといったことが影響しています。

い ｢本物の美人」
（＝ファンダメンタルズ）
を見極めてこそ、

例えば、代表的な経済指標である米国の雇用統計が
予想以上に悪い数字で発表された場合、株価はどう動く

株式投資の成果につながるといえます。
ケインズは経済学者であるとともに、
投資家でもありました。

のでしょうか。一般的に、
株価は下がると考えます。
しかし、

日々の金融市場の動きを予想するのは困難だと悟り、企

雇用環境の悪化から景気減速が見えてきているので、
中

業の本質的な価値を見極める
（本物の美人を探す）
アプ

央銀行である米FRB（連邦準備理事会）が金融緩和政

ローチで投資成果を上げました。
ケインズは晩年、仕事仲

策をとる、
あるいは利上げを打ち止めして経済のテコ入れ

間に送った手紙の中で株式投資において重視する点を

を図ると市場関係者が考えたならば、株価は上がります。

図表③のように示しています。

経済指標が発表されても、その時の ｢美人投票」によっ

一方で、
ケインズは著書 ｢雇用・利子および貨幣の一般

て、
どのような理屈も成り立つため、株価の反応は上下ど

理論」
（1936年）
において、
投機的な色彩を強める株式市

ちらの可能性もあるのです。

場を図表④のように批判しました。

図表③ ケインズが示した株式投資で重視する点

（出所）
日経新聞

図表④ ケインズが批判した
「専門投資家」
の特徴

（出所）
「雇用・利子および貨幣の一般理論」第12章から抜粋、
日経新聞

ケインズは、
上記のような市場変動に惑わされない手法

はB／S上にはあらわれてきません。
そういう価値を考慮す

で英ケンブリッジ大学キングスカレッジの基金を1921年か

ると、
PBRは１倍以上で評価されるのが妥当で、
少なくとも

ら46年まで運用し、実績をあげました。
ファンドの成績は年

PBR１倍は株価の支持ラインといえます。

平均15.97％と同時期に英国の株式相場全体の上昇や配

ただ、
中にはPBRが１倍割れでも割安だと必ずしもいえ

当で得られたリターンの年10.37％を5％強上回るものでし

ない銘柄もありますので注意する必要があります。株価が

た。資産の6～7割を株式に投じ、優先株を含めると7～9

下落しているときにPBRが１倍を割っても下げ止まる気配

割にも達していた点が、運用の大きな特徴です。
そして割

がないときは、
何かあるのではないかと疑ってみましょう。

安株にまとまった資金を投じ、
長期保有する戦略をとりまし

一方、米S&P500社ベースでの平均PBRは約3倍で

た。最大72銘柄を保有しましたが、資金の3～5割をトップ

す。米国市場の場合、PBRの１倍割れとなる前に買収の

5銘柄に集中、残りを小型株に少額投資しました。
また、株

対象になることから、
日本のようなPBRの水準になっていな

価が大幅に下落した時に買いに動く傾向が強かったとい

いと考えられます。

う傾向もみられたとのことです。
なお、
著名投資家ウォーレン・バフェット氏は、
ケインズの
言葉 ｢正しい投資手法は、
その経営内容を理解し、経営
陣を信頼する企業にまとまった額を投資すること」を好ん
で引用し、
投資で実践していることでも有名です。

日本株の割安感は顕著

米国株はPER低下によって
魅力が増していると考えられる
日本株は解散価値水準に到達するほどまで低下したと
いうことでPBR1倍水準を引き合いに出しましたが、
米国株
についてはPERの水準から現状の割安感を推し測ること
ができます（図表⑥）。PER（Price Earnings Ratio）
は株

現状の株式市場は客観的にみて底値圏にあるといえ

価収益率ともよばれ、企業が生み出す利益の何倍まで株

るでしょう。
日本は外需依存型の経済であることから、
日本

式が買われているかをみることで、現在の株価が割安か

株は海外、
とりわけ米国市場で動揺が走ると、
増幅して反

割高かを判断するものです。米国株（S&P500指数）
の足

応することが多々あります。
10月以降の下げも米国市場の

元の予想PERの水準は15.1倍まで低下しています（1/16

下落が日本株に波及した結果、
日経平均株価のPBR
（株

時点）。

価純資産倍率）
は12月には一時１倍割れの水準
（12月25日

大統領選挙があった2016年11月以降のトランプ相場と

に0.99倍）
にまで落ち込みました。
過去をみてもPBR1倍水

呼ばれる期間の平均予想PERは17.1倍を大きく下回る水

準が下値メドとして機能してきたことを踏まえれば、
1倍水準

準です。
リーマン・ショック後（2008年10月以降）
の平均値

というのは株価の底値圏といっていいでしょう
（図表⑤）
。

14.8倍と並ぶ水準にまで下がってきており、割安水準に突

PBRは、株価を帳簿価格による１株当たりの純資産
（BPS）で割って、何倍まで買われているかをみることか

入していると考えられます。
2018年後半にかけて米国株は不安定な動きを見せま

ら、
株価純資産倍率とよばれています。会社は存続するこ

したが、
ナイキやウォルト・ディズニー、
アマゾン・ドット・コム、

とが前提で、解散することを念頭において事業をしている

ビザといった日本人にもおなじみの企業だけでなく、医療

わけではありません。
しかし、株価が割安かどうかの水準

機器のメドトロニックを含めた様々な分野の主力企業の長

を判断するときに、
その会社が仮に解散した場合の価値

期の株価の推移を見てみると
（図表⑦）
、
いずれも上昇基

はどれくらいなのかを手掛かりにすることがあります。

調にあることがわかります。短期的な景気変動をこなしな

ある時点で会社を解散して資産を売り払い、
その代金

がらも、米国や世界の経済成長を取り込み、力強い成長

で負債を全部返済した後に残るのが、純資産です。会社

のできる主力企業を見据えた投資の有効性を株価は示し

を解散するときの価値である純資産額を発行済株式数で

ているといえるでしょう。

割って、
１株当たり純資産
（BPS）
を計算します。
これを株価

（花岡 幸子）

と比較して、株価が割安かどうかを判断する指標がPBR
（Price Book−value Ratio）
です。
PBRは利益を基準にしていないため、PERと異なり赤
字企業の株価を評価できるという特徴があります。PBRを
投資尺度として使うためには、
貸借対照表（B／S）上にで
てくる純資産が実体をあらわしていることが前提となりま
す。
ところが、
会社のブランド力、
営業力、
製品開発力など、
数字であらわせない価値（非財務情報）
もあります。
これら

図表⑤ 日経平均株価とPBR1倍水準

（注)19/1/16時点
（出所）
日経新聞社等

図表⑥ 米S&P500 12ヶ月先予想PERと過去の平均値

（年）
（注）
直近は1/16
（出所）
リフィニティブより大和証券作成

図表⑦ 株価推移
（年足）

（注1）
ナイキ、
ウォルト・ディズニー、
ビザ、
メドトロニックはニューヨーク証券取引所、
アマゾン・ドット・コムはナスダック
（注2）
ビザは2008年にニューヨーク証券取引所に上場 （注3）
株式分割等を修正済み
（出所）
大和証券作成

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、
最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国
取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加
え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を
含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ
たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま
す。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その
対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水
準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、
金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ
びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には
価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示
が行われていないものもあります。

商号等

：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

