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長期リターン予想

本稿では2019年6月末における、投資対象となる可能性のある様々なアセットクラスの10年間及び、
より長期間の予想リターンについて弊社マルチアセットチームの見解を示します。
アセットクラス内で期待される超過リターンを含まない純粋なアセットクラス毎のリターンとして
示し、外部ファンドへの投資等に係るアクセスコスト（運用手数料等）を控除の上で示されます。
予想リターンはさまざまな可能性の中で私たちにとって合理的な予想値ですが（注１）、あくまで
も幅広いレンジの中心値である点にご留意ください。また数値は大まかなものであり、精度の高い
予測値として取り扱うべきではなく、また中短期的なリターンは本稿中の予想リターンと乖離する
可能性があります。

キャッシュのリターン
地域
英国（BoE）
ユーロ圏（ECB）
日本（BoJ）
米国（FOMC）

予想リターン（10年間)
2019年6月
2018年12月
%
%
2.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
2.75
2.75

地域
英国（BoE）
ユーロ圏（ECB）
日本（BoJ）
米国（FOMC）

予想リターン（長期）
2019年6月
2018年12月
%
%
2.75
2.75
2.25
2.25
2.25
2.25
2.75
2.75

キャッシュ比リターン
アセットクラス
国債 – 先進国
新興国の国債（現地通貨）
同上（ハードカレンシー）
クレジット – 投資適格債
クレジット – ハイイールド債
クレジット – シニアローン
ストラクチャード・ファイナンス- メザニン
株式
不動産
インフラストラクチャー
コモディティ
保険リンク証券

2019年6月
%
-1.75
2.75
1.50
0.00
0.25
1.75
2.25
3.50
4.25
2.75
0.00
2.50

2018年12月
%
-0.75
3.50
3.25
1.25
2.00
2.50
2.50
4.75
4.50
3.50
0.00
2.50

アセットクラス
国債 – 先進国
新興国の国債（現地通貨）
同上（ハードカレンシー）
クレジット – 投資適格債
クレジット – ハイイールド債
クレジット – シニアローン
ストラクチャード・ファイナンス- メザニン
株式
不動産
インフラストラクチャー
コモディティ
保険リンク証券

2019年6月
%
0.25
3.00
2.75
1.75
2.25
1.75
2.75
4.50
3.50
2.75
0.00
2.50

2018年12月
%
0.50
2.75
3.00
1.75
2.25
1.75
2.75
4.50
3.75
3.50
0.00
2.50

1. 本資料における表中の予想数値は0.25％に近似。それで十分にアセットクラス間の差異、時間軸の変化に基づく差異を表現
できると考える。従って資料中の説明文と表中の数値が必ずしも一致するとは限らない。
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前号（2018年12月末基準）
と比較した主な変更点
2019年上半期は、殆どのアセット市場
のパフォーマンスが好調でした（注
２）。リターンは株式が16%、グロー
バルREITは18%、新興国市場のハード
カレンシー及び現地通貨建て債券は
それぞれ11%、8%、米国ハイイールド
債は10%、欧州ハイイールド債は8%で
した。

ンはキャッシュを0.75%下回っていま
した）。私たちは、想定タームプレミ
アムの縮小を受けて10年後の利回りの
最終水準予想を僅かに引き下げました
が、昨年末時点での利回りが低かった
ため相殺され、今後10年間で想定され
るキャッシュに対するリターンに変わ
りはありません。

多くのアセットクラスでは、2018年後
半に価格が急落しため、年末時点のバ
リュエーションは低めでした。経済指
標は軟調な時期を経て、一時的に安
定化の兆候が見られました。恐らく
最も重要なことは、中央銀行（特に
米国連邦準備制度理事会（FRB)）のス
タンスが一段と景気刺激的に移行した
ことです。実際に、債券市場は2018年
末時点でその後12ヶ月間の実質FF金利
予想は2.4%で横ばいと織り込んでいま
したが、2019年12月末までに約75ベー
シスポイント低下するという予想に変
化しています。米国の10年債利回り
は、2018年末の2.7%から2019年半ばに
2.0%に低下し、他の先進国でも同様に
金利が低下しました。

足元の市場は、今後10年間の世界経済
の見通しについて悲観的過ぎると考え
ています。私たちは成長率が過去数十
年間のトレンドを下回ると予想してい
ますが（これについては後述）、債券
市場が織り込んでいるとみられる、大
半の先進国で長期にわたり政策金利が
中立レベルを遙かに下回った状態に維
持されるという極めて悲観的な考えを
共有していません。多くの主要経済圏
の失業率が記録的な低水準又はそれに
近い水準にあることに反映されるよう
に、金融危機後に比べて余剰生産能力
が遙かに小さくなっています。賃金は
健全な水準で増加しており、ここ数ヶ
月での国債利回りが急激に低下した要
因となった懸念の多くは、永続的な要
因ではなく一過性の要因によると私た
ちは考えています。例えば、米中間の
貿易戦争の影響に関する懸念が引き
金となって世界の製造業と貿易活動が
急激に減速したことなどが挙げられ
ます。

これらの市場の多くの動きは、当社の
10年間の金利予想に大きな影響を与え
る規模のものでした。先進国国債はこ
のような状況で、予想リターンはキャ
ッシュを1.75%下回る水準に低下しま
した（2018年12月時点での予想リター
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2. ここでの参照インデックスは次のとおりです。グローバル株式 － MSCI ACWI（現
地通貨建て）、REIT － MSCI AC World不動産投資信託インデックス（現地通貨建
て）、エマージング国債（現地通貨建て）－ JPモルガン GBI-EMグローバルダイバ
ーシファイドコンポジット（米ドル、ユーロ、日本円、英ポンド（ヘッジ無し））
、エマージング国債（ハードカレンシー） － JPモルガンEMBIグローバルトータル
リターンインデックス、ハイイールド債 － ICE BAML ユーロハイイールド債インデ
ックス及び米国ハイイールド債インデックス。

６ヶ月毎に更新

先進国国債の低リターンが予想される
ことと信用スプレッドの年末水準が低
いことにより、信用市場では今後10年
間にわたり低調なリターンが予想さ
れ、私たちは投資適格債のリターンは
キャッシュを超えず、ハイイールド債
はキャッシュ+0.25%に過ぎないと予想
しています。バンクローンの見通し
は、変動金利の性質を考えると、引き
続き他の信用市場よりも良好で、10年
間でキャッシュ比1.75%の超過リター
ンが見込まれますが、絶対リターンは
2018年末の同2.5%から低下しました。
新興国国債のリターンも前号で予想し
たよりも低下しますが、現地通貨建
て債券は、今後10年間でキャッシュ比
2.75%のリターンが見込まれるため、
比較的、魅力的と言えます。このアセ
ットクラスの名目金利は低下していま
すが、実質利回りは先進国よりも遙か
に高い水準を維持しており、また新興
国の通貨はやや過小評価されているよ
うに思われます。このアセットクラス
の10年を超える長期リターンは2.75%
から3%に上昇しました。これは、新興
国の中央銀行が過去20年間にインフレ
予想を大幅に低下させることに成功し
たことを主に反映し、インフレ想定が
やや低下した（したがって名目通貨の
下落幅が縮小した）ためです。
また、前回よりもインフラストラクチ
ャのリターンがキャッシュ+3.5%から
同2.75%に低下しています。多くの企
業が規制資産ベースの価値に対して大
幅なプレミアムで取引されている規制
公益事業セクター株式のバリュエーシ
ョンの上昇を反映しています。これら
のプレミアムは今後10年間で縮小し、
リターンは低下すると予想されます。
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また、官民パートナーシップ（PPP）
及び再生可能エネルギーセクターに投
資される資金が増加するにつれ、同セ
クターの割引率が最終的に低下してい
くという見方を主に反映して、イン
フラストラクチャからの長期予想リ
ターンを3.5%から2.75%に引き下げま
した。
その他のアセットクラスではこれよ
りも高いリターンが予想されていま
す。例えば、日本、欧州、英国の株式
市場は割安である一方（それぞれのリ
ターンはキャッシュ比+6.5%、+5.25%
、+5.25%）、米国は割高である（同
+2%）といったように、地域によって
かなりの差異はあるものの、世界株式
の今後10年間のリターンはキャッシュ
+3.5%と予想されています。更に、全
てのアセットクラスの中でも不動産の
予想リターンは引き続き最高水準を維
持し、今後10年間の当社の予想リター
ンの中央値は、以前の4.5%から4.25%
に僅かに低下したとはいえ、依然とし
て長期的なトレンドを上回っていま
す。これは、多くの場合、英国及び欧
州大陸のバリュエーションが低いこと
（＝NAVに対するディスカウントが大
きいこと）を一部反映しており、株式
市場が予想する不動産ポートフォリオ
のバリュエーションと、プライベート
市場で売買されている資産のバリュエ
ーションの大きな相違を反映してい
ます。
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経済的背景
経済成長とインフレ
私たちの経済成長とインフレの予想
は、労働力の伸び、生産性の伸び、そ
して中央銀行がインフレ目標を達成す
るか否かに基づいています。
基本的な想定は、世界経済は依然とし
て緩やかな成長を続けるというもので
す。米国の貿易政策が益々保護主義的
になっていることや地政学的な緊張（
もっとも最近では米国とイラン間の緊
張）が注目を浴びセンチメントが悪化
し、短期的な経済活動の停滞に繋がる
可能性はあるものの、私たちの中心的
な予想は、これらの問題は究極的には
解決し、世界経済が中期的に元のトレ
ンドに戻るといったものです。それに
伴い、インフレ率は中央銀行の目標に
向かって上昇が予想されます。理由
は、乏しい余剰生産能力、歴史的に低
い失業率、複数の経済大国における賃
金上昇率の3点が挙げられます。
トレンドに向かって成長率は上昇する
とはいうものの、長期的な趨勢を下回
ると予想します。説明の経済的背景の
一つとして、金融危機以前に記録され
た成長率が、持続不可能な債務の蓄積
と金融セクターの過度な拡大に基づく
幻想的なものであったというもので
す。もう一つは、人口の高齢化が進
み、出生率が低下するに伴い、人口動
態の観点から成長力は弱まっていると
いうものです。2点目を幾分相殺して
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いるのは、多くの市場で退職年齢が上
昇する傾向があり、労働者がより長期
にわたり働くようになっていることで
す。また 、特に先進国では、生産性
の伸び率が鈍化する長期的傾向が鮮明
になっています。こうしたトレンドが
生まれる理由としては、技術の進展か
ら受ける恩恵の減少、発明から一般的
な普及／効果発現までの時間のずれ、
投資の減少など、様々な説明がされて
います。
今後10年間の生産性の伸びは傾向とし
て引き続き過去の平均水準を下回ると
予測していますが、更なる悪化は予想
していません。また、これらの長期的
トレンドが変化する可能性も意識する
必要があります。例えば、民間企業が
より投資に積極的になる場合（例えば
投資促進税制）、或いは政府が財政を
緩めインフラ投資を積極化する場合に
は資本投資が増加し、生産性が向上す
ると考えられるからです。
なお、全ての先進国で生産性の伸びは
極めて似通った水準になると引き続き
想定しています。短期的には景気循環
を反映して各国間でばらつきが生じる
と考えられますが、知識・情報・技術
が共有される程度を考えると、生産性
の伸び率に大きな差異がより長期に亘
って生じる可能性は低いとみられま
す。唯一の例外は、EU離脱の不確実性
のため今後数年にわたり、投資活動が
抑制されると可能性が高い英国です。

新興国間の格差は広がっていますが、
全体としては、新興国は人口がより若
く、伸びも大きいこと、また国によっ
ては必要な改革（インフラ投資、教育
水準の引き上げ、中央銀行等、民間企
業を支援する公的機関や法的枠組みの
確立）が実施されるとの期待から、生
産性は先進国の水準に向けて上昇する
と考えられ、結果として新興国は先進
国市場よりも高いペースで経済が成長
すると見込まれます。また世界経済の
中での中国のシェアは今後も上昇し、
また同国の成長ペースは鈍化するもの
の、世界経済の成長ペースや新興国全
体の成長ペースよりは引き続き高めで
あると想定します。
ユーロ圏、日本、英国、米国（Ｇ４）
では、人口動態上の逆風により、労働
力の伸びが過去数十年のペースを下回
ると予想されます。死亡率と出生率の
予測に基づき、これらの逆風は今後10
年間でやや強まると見込まれます。英
国と米国では移民が多いことから、ユ
ーロ圏や日本よりも労働力の成長が大
きくなります。これは従前の傾向に基
づくと合理的だと思われますが、現在
の大衆の意見は大規模な移民を支持し
ておらず、両国の政策はそれを反映し
ています。足元の反移民ムードが解消
される可能性や、そのようなムードが
持続しても、実際の移民数にはあまり
影響しない可能性もあるため、当面は
想定を変更しません。しかし、これは
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重要な問題であり、今後の動向に細心
の注意を払っていきます。新興国市場
では、人口動態が全般に良好であるた
め、今後10年間で労働力の伸びが大き
くなると想定されます。但し、例えば
中国では出生率が低く、過去数十年間
と比べても人口の高齢化は急速に進む
ため、良好な人口動態がより長期的に
は持続しない可能性があります。
インフレについての予想は、各中央銀
行の長期的な目標達成能力に対する基
本的な信頼を反映しています（注３）
。但し、日本ではインフレ率が現行水
準（ゼロを僅かに上回る水準）から目
標を達成するまでに更に時間がかかる
ことが予想されます。このため、今後
10年間の平均インフレ率は日本銀行の
目標をやや下回るとの見通し（目標2%
に対し1.25%）を持っています。新興
国市場では、多くの国で過去20年間に
中央銀行がインフレ期待の引き下げに
成功したため、予想インフレ率を従前
の4％から3.5％へ引き下げました。そ
れでも尚、予想インフレ率が先進国と
比べて高い理由は、新興国の中央銀行
が設定しているインフレ目標自体が先
進国よりも高い傾向があるためです。

新興国
%

うち中国
%

ユーロ圏
(%)

日本
(%)

英国
(%)

米国
(%)

インフレ

3.50

実質経済成長率
– 労働力の増加
– 生産性の伸び

4.00
1.50
2.50

2.50

1.75

1.25

2.00

2.00

5.25
0.25
5.00

1.25
0.00
1.25

1.00
-0.25
1.25

1.25
0.25
1.00

1.75
0.50
1.25
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3. 欧州に関してはECBの目標（2％以下）を参考に1.75％とした。日米英の中央銀行のインフレ目標は2%。日銀は2017年に0〜2
％というレンジから2％へ変更した。中国の中央銀行のインフレ目標は「around 3％」。

－ 長期リターン予想

政策金利
1950年代以降、先進国経済における長期均衡実
質金利の特定を試みた大半の研究では、２％～
３％のレンジが妥当との見方を示しています。
ある国にとって明らかに妥当といえる金利水準
はありません。一般的に、それは潜在成長率と
強い正の相関があると考えられていますが、貯
蓄の過不足に影響を及ぼすその他の諸要因によ
っても影響を受けます。

私たちの先進諸国（Ｇ４）における政策金利の
予測は下図の通り、足元の水準から一定の水準
へ10年間かけて推移していくと予想していま
す。どのような形で10年後の水準に達するかは
各国の景気循環に対する私たちの見方に基づき
ます。

政策金利の推移（予想）
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
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2019

2020

2021

United Kingdom (BoE)

2022

2023

United States (FOMC)

2024

2025
Japan (BoJ)

2026

2027

2028

Eurozone (ECB)

６ヶ月毎に更新

1950年以降、米国の実質短期金利は実質経済成長
率の65%程度の水準で推移するのが典型です。私
たちはこれまでこの関係が続くことを想定してい
ました。しかし先進諸国における債務水準は依然
として高止まっており、労働力と生産性の低い伸
びと相俟まって、低めの政策金利水準が続く可能
性が高いと考えます。従って、非常に大まかに、
米国の実質短期金利は実質経済成長率の50%程度
の水準で推移するとの見解を取ることとしていま
す。名目金利は、それに予想インフレ率を加えて
求めます。

インフレ
実質経済成長率
名目経済成長率
予想政策レート（10年後）

－

2019年下期

私たちのG4諸国における政策金利の予想は下表の通
りです。前項で述べた通り、米国と英国に関して、
移民の減少により労働力の増加が傾向として抑制さ
れることになれば、実質経済成長率の長期見通しを
下方修正する必要性が生じるでしょう。

新興国
%

うち中国
%

ユーロ圏
%

日本
%

英国
%

米国
%

3.50
2.75
6.25
5.00

2.50
2.00
4.50
3.50

1.75
1.00
2.75
2.25

1.75
0.75
2.50
2.25

2.00
1.25
3.25
2.75

2.00
1.50
3.50
2.75
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－ 長期リターン予想

キャッシュ
通常、いずれの通貨のキャッシュリタ
ーンも、通貨を発行し管理する中央
銀行（例えば、英ポンドならばイング
ランド銀行、ユーロならば欧州中央銀
行）が設定する政策金利に等しく、よ
り正確に言えば、対象期間における政
策金利の幾何平均に等しいと考えられ
ます。
主に貿易紛争とその製造活動への影響
から生じる、経済の短期的な不確実性
により、中央銀行は当面経済を刺激す
る水準に政策金利を維持する可能性が
高いと思われます。特に、今後6か月
にFRBが50ベーシスポイントの利下げ
を行い、また、欧州、日本、英国の中
央銀行も金利を据え置く（いずれも、
金利は長期的な中立水準を遙かに下回
る水準）と私たちは予測しています。
しかしながら、中期的には、懸念は解
消し、経済成長がトレンド水準に戻る
か、更にはそれを僅かに上回ることさ
えあり得ると思われます。これが実現
すれば、世界経済の余剰生産能力が更
に縮小し、政策金利は徐々に中立水準
に戻ると予想されます。
私たちは、米国の金利変動のペースと
度合いが他地域よりも鮮明になると予
想しています。これは主に、米国が現
在、他の殆どの地域よりも需給ギャッ

現在の政策金利
10年後の政策金利
キャッシュ予想リターン（10年間）
10

プが大きく、経済成長はここ数ヶ月で
減速しているものの、依然として長
期トレンド水準を上回っているためで
す。外部環境が改善すれば、経済を沈
静化させるために、FRBは利上げ軌道
に戻る可能性があります。この場合、
長期的な中立レベル（私たちは2.75%
と想定）を超える上昇はかなり小幅で
あり、3%に到達するのが精一杯である
と予想しています。これは、他の主要
国の利上げペースが米国より緩慢で、
米国と他国の金利の急激な乖離により
恐らくドル高になり、他の条件が同じ
であるとすれば、米国の金融環境が引
き締まり、インフレ率は低下する可能
性が高いためです。
当社の予想としては、欧州、日本、英
国の中央銀行の政策の軌道は、米国よ
りも緩やかであるため、今後10年間の
キャッシュの期待リターンは10年後の
政策金利の水準を下回ると予想して
います。欧州と日本では、失業率が低
く、緩やかながらも賃金の伸びが続い
ているにも拘わらず、インフレ率は依
然として中央銀行の目標を大幅に下
回っています。長期的なインフレ予想
は低く、寧ろ低下しています。この状
態が継続すると、低いインフレ予想が
必然となるリスクが明らかです。この

ユーロ圏
％
-0.40
2.25
1.50

日本
％
-0.07
2.25
1.00

英国
％
0.75
2.75
2.00

米国
％
2.50
2.75
2.75

理由から、中央銀行は当面、経済を刺
激する水準に政策金利を維持すると予
想されます。しかし、外部環境が改善
し、国内経済の堅調が継続すれば、こ
れらの地域の中央銀行が足元のスタン
スを徐々に修正し、金融政策の緩やか
な引き締めに着手し、政策金利は最終
的に2020年代半ばから後半までに中立
水準に戻ると考えられます。
英国では、労働市場が次第に引き締ま
っていることが低失業率と賃金上昇に
現れています。通常このような状況で
は、イングランド銀行は景気抑制的な
政策に移行しますが、ブレグジットに
よって生じている不確実性により、長
期的な政策見通しを確立することは非
常に困難になっています。私たちは、
長期的な政策金利の予想水準に向けて
向こう6年から7年かけて段階的に移行
することを想定していますが、その予
想から大きく逸脱する可能性もあると
考えます。

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期
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－ 長期リターン予想

国債
先進国市場

－

名目金利債券

国債は伝統的にリスクフリーの投資対象と看做されていま
す。国債の利回りは、しばしば他の有価証券のプライシン
グの基準として使用されます。国債の投資リターンは、中
央銀行が設定する政策金利やキャッシュリターンに密接に
連動しています。しかし、歴史的に見てキャッシュに比べ
債券のボラティリティが高いこと、また中央銀行に対する
信頼性、需要と供給の不均衡などを理由に、キャッシュよ
りも若干高いリターンをもたらす傾向にあり、その上乗せ
分をタームプレミアムと呼び、歴史的に0.75%以上で推移し
ています。前述した人口動態とそれによる長期国債に対す
る投資家の需要を勘案し、私たちはタームプレミアムが過
去実績よりも低い0.25%程度に落ち着くと想定します。こ
れが先進国国債のキャッシュに対する超過リターンの長期
予想です。
主要先進国市場それぞれの政策金利予想にこのタームプレ
ミアムを加味することで、10年債の利回りが今後10年間で
どうなるかを予想します。そしてそれを足元の利回りと比
較します。現状は、４つ全ての市場において、利回りは大
幅に上昇すると想定され、その結果としてキャピタル・ロ
スが生じることが見込まれます。利回りが予想された水準
まで直線的に上昇することを前提に、当該キャピタル・ロ
スはその時々の利回り水準により幾分相殺されます。

市場時価総額（ドル）
10年債のデュレーション
10年債利回り
10年債の予想リターン（10年間）
予想キャッシュリターン（10年間）
10年債の予想リターン（キャッシュ比、10年間）
10年債利回り（予想）
予想キャッシュリターン（長期）
10年債の予想リターン（キャッシュ比、長期）

例えば、10年フランス国債の利回りは現在０（ゼロ）％で
す（注４）。これに対し、10年後の10年債予想利回りは
2.5%です（政策金利の収束水準2.25% + タームプレミアム
0.25%）。これは、同期間において金利が上昇しつつイー
ルドカーブはフラット化することを示唆しています。10年
フランス国債への投資を継続するとトータルリターン（名
目）は-0.75%程度になり、予想キャッシュリターン1.5%を
約2.25%下回ります。他の主要市場についても同一の手法
で計算し、全体を平均すると、先進国の国債の年率リター
ンはキャッシュを1.75%下回ると予想されます。
足元の利回りが予想リターンに及ぼす影響を例示すると、
例えば米国の10年債の利回りが、昨年12月末時点の2.7%か
ら6月末時点の2%に低下したことによって、10年間の予想
リターンはキャッシュ比でゼロから-1.25%（年率）になり
ました。

ユーロ圏
$11.2tn
9.7yrs
-0.07%
-0.75%
1.50%
-2.25%
2.50%
2.25%
0.25%
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4. フランス国債の利回りをユーロ圏国債利回りの代表として使用。

日本国債
$10.0tn
10.1yrs
-0.14%
-1.00%
1.00%
-2.00%
2.50%
2.25%
0.25%

英国ギルト債
$2.6tn
8.6yrs
0.83%
0.25%
2.00%
-1.75%
3.00%
2.75%
0.25%

米国債
$18.2tn
8.8yrs
2.01%
1.50%
2.75%
-1.25%
3.00%
2.75%
0.25%

加重平均

-1.75%

0.25%

６ヶ月毎に更新

先進国市場

－

－

2019年下期

物価連動債券

物価連動債の市場は名目金利国債市場よりも遥かに小さ
く、実際、物価連動債を発行している国は少ない上に、通
常は名目金利国債よりも小さな規模で発行されます。こう
した低流動性は、物価連動債の利回りが、名目金利債の利
回りの変化やインフレ期待の変化に反応する程度は様々で
ある可能性を示唆しています。

例えば英国では、向こう10年間の平均実質利回りを-1.1%
、インフレ率（小売物価指数）（注５）を2.8%、利回り上
昇を受けたキャピタル・ロスを年率1.2%と予測していま
す。これらから向こう10年間、物価連動債のリターン（年
率）はキャッシュを1.5%下回り、0.5%（年率、最も近い
0.25%刻みの数字）になる予想します。

先進諸国の実質金利は近年、大幅に低下し、特に過去6か
月はそれが顕著でした。例えば12月末以降、米国の10年
物の物価連動債の利回りは1%から0.3%に低下し、英国で
は-2%から-2.4%へと低下しました。

G4で比較を行うとキャッシュ比、最も高いリターンが期待
されるのは日本であり（それでも０%）、その理由は日本
のキャッシュの予想リターンが低いからです。しかし、日
本における物価連動債の発行は少ないため、同国の予想リ
ターンが全体に及ぼす影響は限定的です。それ以外の3地
域の物価連動債は、名目金利債ほどではありませんが、キ
ャッシュ比マイナスのリターンが見込まれます。

先進諸国の名目金利債券の利回りは低位にあり、市場参加
者がインフレ率の若干の上昇を予想する中、物価連動債の
利回りは低水準に留まり、ユーロ圏、日本、英国ではマイ
ナス域にあります。
私たちは、前掲の名目金利債券の利回りとインフレ率に関
する前提を用いて、10年後の各国実質利回りを予想しま
す。そして物価連動債の予想リターンは、予想インフレ
率、実現した実質利回り、そして利回り変化によるキャピ
タルゲイン・ロスの合計です。

市場時価総額（ドル）
インフレ連動10年債のデュレーション
10年債実質利回り
インフレ率（注４）
利回りとインフレからのリターン（10年間）
債券価格変動によるリターン（10年間）
予想キャッシュリターン（10年間）
10年債の予想リターン（キャッシュ比、10年間）

ユーロ圏
$728bn
4.5yrs
-0.77%
1.30%
1.52%
-0.68%
1.50%
-0.75%

日本国債
$92bn
4.8yrs
-0.34%
0.70%
1.43%
-0.52%
1.00%
0.00%

英国ギルト債
$418bn
4.5yrs
-2.44%
2.90%
1.73%
-1.21%
2.00%
-1.50%

米国債
$1,285bn
4.9yrs
0.29%
1.60%
2.44%
-0.10%
2.75%
-0.50%

加重平均

-0.75%
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5. 計算方法の違いによりRPI（小売物価指数）はCPI（消費者物価指数）よりも0.75%高い水準を予想。詳細は英・予
算責任局による「The long-run difference between RPI and CPI Inflation, Ruth Miller, November 2011」参照。

－ 長期リターン予想

エマージング国債（現地通貨建）
現地通貨建エマージング国債市場は多様な国で構成されて
います。ポーランドのように一部、比較的経済が発展し低
インフレの国では名目利回り、実質利回り共に低く、ブラ
ジルのような成熟度が低い国では高めのインフレと脆弱な
中央銀行を抱えているため、利回りが高くなります。この
ように異なる特徴を持つ国が共存するため、一部のアセッ
トクラスと比較して、単一のフェアバリュー尺度はあまり
役立ちません。
定義によれば、新興国は、低めの国内貯蓄、相対的に脆弱
な中央銀行により、先進国と比較して高い金利水準が必要
です。これらの国の中央銀行のインフレ目標も通常3.5％程
度と高めです。
長期的に新興国が先進国市場の水準へとシフトする動き、
新たな国の組み入れなども考慮すると、指数（JP Morgan
GBI-EM Global Diversified Index）ベースの新興国の名目
利回りは長期的に6.5％程度に落ち着くと予測します。
このモデル分析では明示的なデフォルト率を想定していま
せんが、インフレ上昇により、複数の国でテクニカルデフ
ォルトが起こる可能性が考えられ、これを通貨パフォーマ
ンス予想に加味しています。エマージング国債指数採用国
について、先進国市場比で高めのインフレ、高い生産性の
伸び、そして足元の割安な水準、以上3点を勘案し、向こう
10年間で年率0.75%の名目通貨価値下落が見込まれます。長
期で見ると3点目の理由はほぼ剥落するため、それよりも若
干大きめの下落になると考えられます。

市場時価総額（ドル）
コンポジットの信用格付け
EM指数のデュレーション
指数の利回り
利回りからのリターン（10年間）
債券価格変動によるリターン（10年間）
通貨変動によるリターン（年率）
予想キャッシュリターン（G4）
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
指数の利回り予想（長期）
デフォルト損失予想（年率）
予想キャッシュリターン（G4）
予想リターン（キャッシュ比、長期）

現地通貨エマージング国債
$1,211bn
BBB
5.4yrs
5.69%
6.10%
-0.44%
-0.75%
2.00%
2.75%
6.50%
-1.00%
2.50%
3.00%

10年超の長期では、名目リターン予想は5.5%（6.5%の適正
価値利回りから、各年1%の為替損失を差引）であり、キャ
ッシュを3%上回ると予想しています。前述の通り、足元の
指数ベースの利回りは、私たちが考える長期適正水準とあ
まり変わらないため、今後10年間と10年超のリターン予想
の間に殆ど差がありません。従って今後10年間と10年超の
長期とのキャッシュ比リターンの差は、Ｇ４のキャッシュ
リターンの予想が両期間で異なることに起因します（今後
10年間の予想リターンが年率2％であるのに対して10年超の
長期リターンは年率2.5％）。

6月末時点のJPモルガン指数の利回りは5.7%であり、長期的
な適正と推定される水準を若干下回っています。10年間の
予想リターンには、その間の利回りの平均、長期的な適正
水準へ上昇することによる若干の損失、通貨の下落の3点を
織り込んでいます。その結果、予想リターンは（先進国の
キャッシュリターンと比較）で2.75%です。
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6. バラッサ・サミュエルソン効果と呼ばれ、相対的生産性の変化によって変動する。特に、貿易可能な財やサービスを生み出
す産業で顕著にみられる。この効果の理論的な推定規模にはバラツキがあるが、年間の実質通貨上昇は0.5％から1％の間で想定
するのが妥当と思われる。超長期に亘って顕現するため、中短期的な為替変動に依拠して判断することはできない。ただしベー
スケースの予想においてこの効果を認識することは妥当と考えられる。

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期

エマージング国債（ハードカレンシー）
私たちは、ハードカレンシー建エマージング国債を、新興国
政府によって発行された米ドル建債券と定義します。JPモル
ガン新興国市場債券インデックス・グローバル・ダイバー
シファイド（EMBIG-D）で定義されるハードカレンシー市場
は、現地通貨建市場を上回る広範囲の国々で構成され、アフ
リカ、アジア、欧州、中南米、中東の65ヶ国の発行体が含ま
れます。ブラジル、ハンガリーおよびトルコ等多くの発行体
は、ローカル通貨建て債券発行の常連ですが（注7）、それ
以外の国々は傾向としてハードカレンシー指数にのみ登場し
ます。
ハードカレンシー債券は外貨建で発行されるため、デフォル
トの可能性をより積極的に検討する必要があります。つま
り、このアセットクラスの評価は、社債のクレジット評価を
行う時と同様の方法（米国債に対するスプレッドがクレジッ
トリスクに見合うものか）で行います。平均的な信用格付け
はBB+であり、これは年間のデフォルト率が約1.7％となるこ
とを示唆しています。回収率として40％程度を想定するのが
妥当と考えられるため、デフォルトにより年率約１％の損失
が発生すると予想されます。しかし、インデックスの大きな
比率を構成する国では現在、現地通貨建て債券も発行してい
ます。こうした国々では、インフレ上昇を介して現地通貨建
て債券でのデフォルトが選好されることを踏まえると、ハー
ドカレンシー債券のデフォルト確率は実態以上に誇張されて
いる可能性があります。

ハードカレンシーエマージング債券
市場時価総額（ドル）
$1,040bn
コンポジットの信用格付け
BB+
EMBIG-D指数のデュレーション
7.2yrs
指数の利回り
3.54%
利回りからのリターン（10年間）
6.03%
債券価格変動によるリターン（10年間）
-0.68%
デフォルト損失予想（年率）
-1.00%
予想キャッシュリターン（米ドル）
2.75%
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
1.50%
指数の利回り予想（長期）
6.50%
デフォルト損失予想（年率）
-1.00%
予想キャッシュリターン（米ドル）
2.75%
予想リターン（キャッシュ比、長期）
2.75%

ハードカレンシー建エマージング国債の利回りは、長期的な
過去の中位数７％を1.5%下回る水準です。ただし、この平均
水準は1998年以降のデータのみ（この期間の利回りレンジは
4％～16％）に基づいているため、フェアバリューの目安と
して用いるには限度があります。またその間の米国債の利回
りは足元よりも高水準でした。
より意味のあるバリュエーションの尺度は米国債に対するス
プレッドです。当該スプレッドは過去1年間縮小し過去の中
位数3.6％と同水準にあります。私たちは3.5%を長期的なス
プレッドリターンとして計算の根拠にしています。
キャッシュ対比での予想リターン（10年間）は4.25%であ
り、米ドルキャッシュの予想リターンを1.5%上回る水準で
す。なおキャッシュ比の（10年を超える）長期予想リターン
は2.75%です。
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7. 現地通貨建エマージング国債指数にも採用されている発行体は、ウェイトでEMBIG-Dの50％以上を占めている。

－ 長期リターン予想

クレジット市場
投資適格債
英国の投資適格債のスプレッドリターン（①）は欧州より
も高い一方、国債のキャッシュ比リターン（③）は欧州に
劣ります。米国の投資適格債は、欧州と同等のスプレッド
リターン（①）が得られますが、国債のキャッシュ比リタ
ーンは欧州ほどマイナス幅が大きくありません。現在、日
本では、信用スプレッドは他の市場と比べて遥かに低い水
準にあります。これは、日本の社債市場が遥かに小さいた
め、社債に希少価値があるためであると考えられます。日
今後に関して、極めて長期的に見れば、社債の利回り（中 本企業が次第により効率的なバランスシートを採用し、社
央値）は同期間の国債を約1.5%上回ると予想されます。こ 債の発行を増やすに伴い、今後10年間でスプレッドは上昇
の値から、デフォルト損失として0.1%（注９）を差し引
すると見込まれます（但し、発行体の信用が高いこともあ
き、キャッシュと比較した国債の超過リターンとして0.25% り、他の市場と同水準には達しないと考えます）。全市場
を加算します。四捨五入後、キャッシュを1.75%上回る長期 を総合すると、投資適格債は今後10年間でキャッシュ並の
リターンが予想されます。
リターンしか期待できません。
非常に長期間でみると、投資適格債は国債（注8）を年率
で約1％上回るリターンを上げています。超過リターンは
格付け毎にバラツキがあり、AAA債は年率0.7％に過ぎませ
んが、BBB債は年率1.3％の超過リターンをもたらしていま
す。インデックスの格付け構成の変化、債券市場の堅調推
移を受けて、1970年以降の投資適格債のリターンは年率約
1.5％（対国債）です。

今後10年間の投資適格債のリターンについては、①同期間
の国債に対するスプレッド、②デフォルト損失、③同期間
の国債のキャッシュ比のリターンという、3つの要素につい
て検討します。例えば、欧州の投資適格債のスプレッドは
足元1.1%です。スプレッド拡大による損失が0.2%（年率）
、スプレッドによるリターンは年率1.3%となります。これ
からデフォルト損失として0.1%を差し引きます。結果とし
てユーロ圏国債比の予想リターンは1%です（社債市場の方
が国債よりもデュレーションが短いため、その分を調整）
。またキャッシュ比で欧州の投資適格債は-0.25%のリター
ンが見込まれます。
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8. 出所：ドイツ銀行 － 1900年以降の米国データに基づく100年間の社債リターン。投資適格債指数は実際に指数を構成する
債券よりもリターンが低く、それは国債をわずか0.3％から0.4％上回るに過ぎない（「Expected Returns（予想リターン）」
、Anti Ilmanen著）。これは同指数が、ハイイールド債に格下げされた債券に関してキャピタル・ロスをロックインする格好で
指数から削除するためである。私たちはこうしたルールに束縛されないため、想定長期リターンの査定において、このコストは
含めていない。
9. ムーディーズ社のレポートによれば、1983年以降の投資適格債の損失率は0.05%であり、それはAAA格の0%からBBB格の0.12%
までの幅がある。ここでは年率0.1%のペースでの損失を前提とした。

Six Monthly Update – H1 2019

市場時価総額（ドル）
平均格付け
デュレーション
スプレッド（2018年6月末現在）
スプレッドによる予想リターン（10年間）
予想デフォルト損失率（10年間）
国債のキャッシュ比リターン（10年間）
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
スプレッドによる予想リターン（長期）
予想デフォルト損失率（長期）
国債のキャッシュ比リターン（長期）
予想リターン（キャッシュ比、長期）

ユーロ
$2,778bn
A5.0yrs
1.13%
1.13%
-0.10%
-1.22%
-0.25%
1.50%
-0.10%
0.25%
1.75%

円
$154bn
A
5.0yrs
0.49%
0.49%
-0.05%
-1.03%
-0.50%
1.00%
-0.07%
0.25%
1.25%

ポンド
$508bn
A8.5yrs
1.48%
1.47%
-0.10%
-1.80%
-0.50%
1.50%
-0.10%
0.25%
1.75%

米ドル
$7,072bn
A7.3yrs
1.22%
1.15%
-0.10%
-1.00%
0.00%
1.50%
-0.10%
0.25%
1.75%

加重平均

0.00%

1.75%
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－ 長期リターン予想

ハイイールド債
ハイイールド債は低格付け債またはジャンク債など、様々 スプレッドが年末の5.3%から4.1%へと縮小し、国債利回り
な呼ばれ方をしますが、過去のリターン実績は国債を約2.5 が低下したため、10年間のキャッシュ比予想リターンは
％上回っています。同市場の歴史は30年と比較的浅いにも 1.75%低下しました。
拘らず、その間、大幅な変化が見られました（注10）。
欧州でもスプレッドは大幅に縮小しました。欧州は米国と
投資適格債の予想リターン算出と同様の方法で、利回り、 比べてスプレッドが小さいですが、それは欧州では信用格
スプレッド動向、デフォルトの各要素に分けて見ていきま 付けが１ノッチ高いこと（注13）と指数構成の相違を反映
す。非常に大きな市場である米国を例として使用します。 しています。私たちは、向こう10年間のデフォルト率を米
足元のスプレッド（注11）は、長期的な収斂水準予想（5.0 国の年率4.5%に対して欧州では年率４％と想定していま
％）に対して4.1%という水準にあります。今後10年間で5％ す。
までスプレッドが直線的に縮小すると見込むと平均スプレ
より長期的には欧州と米国の信用格付けの差はなくなり、
ッドが4.5%、スプレッド拡大によるキャピタル・ロスは年
その結果、同水準のスプレッド、デフォルトに収斂すると
率0.3％となり、スプレッドから得られる平均リターンは年
見ています。具体的にはスプレッドが5％の水準に落ち着
率4.2％となります。長期平均に沿ったデフォルト率約4.5
き、デフォルト率4.5％、回収率35％を勘案し、キャッシュ
％と回収率約35％に基づき、デフォルトに起因する年間損
対比の予想リターンは2.25％を予想します。
失は3％と予想します。これらを考え合わせると、スプレッ
ドとデフォルトによる10年間の予想リターンは国債比で1.3
％となります。基準として使用する国債（注12）のキャッ
シュ対比でのリターン（年率-0.8%）を勘案し、向こう10年
間の米ハイイールド債のキャッシュ比リターンは年率0.5％
となります。

市場時価総額（ドル）
平均格付け
デュレーション
スプレッド（2018年6月末現在）
適正スプレッド
スプレッドによる予想リターン（10年間）
予想デフォルト損失率（10年間）
国債のキャッシュ比リターン（10年間）
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
スプレッドによる予想リターン（長期）
予想デフォルト損失率（長期）
国債のキャッシュ比リターン（長期）
予想リターン（キャッシュ比、長期）
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ユーロ建
ハイイールド
$330bn
BB3.2yrs
3.67%
5.00%
3.90%
-2.60%
-1.31%
0.00%
5.00%
-3.00%
0.13%
2.25%

米ドル建
ハイイールド
$1,216bn
B+
3.5yrs
4.07%
5.00%
4.20%
-3.00%
-0.85%
0.50%
5.00%
-3.00%
0.13%
2.25%

加重平均

0.25%

2.25%

10. これは、Bank of America Merrill Lynch（BAML）米国ハイイールド債マスター・インデックス（H0A0）における1986年から
2018年を対象期間とする米ドル市場データに基づいている。
11. 市場スプレッド・データはBAML欧州ハイイールド債インデックス（HEO0）と米国ハイイールド債マスター・インデックス
（H0A0）によるもの。
12. ここではハイイールド債のデュレーションと同等の5年国債の利回りを比較対象とした。その結果、低めのタームプレミア
ム（0.13％）を想定。
13. 上記欧州指数の平均信用格付けはBa3であるのに対して米ドル建ではB1である。

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期
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－ 長期リターン予想

シニアローン
ハイイールド債に比べ、シニアローンは発行体の資本構成
において返済優先順位が高く往々にして社債以上に担保が
付加されるという利点があります。このため、デフォルト
発生時の債権回収実績が債券に比べて高く、デフォルト損
失が低水準です。さらに、利息の水準が一定ではなく、付
利クーポンは発行通貨のLIBORに基づいて四半期毎に更新さ
れます（注14）。
こうした要因によりシニアローンは投資の安全性がより高
いと考えられており、ハイイールド債に比べて長期的なリ
スクプレミアムが低くなるはずです。しかし、市場の実績
を見てみるとそうではないことがわかります。その理由は
デフォルトリスク以外に低流動性が要因である可能性があ
り、またペナルティなしでいつでも発行体が買い取ること
ができる、所謂コール条件付であることに起因している可
能性があります。

の発行が上向いており、機関投資家のCLOに対する関心も高
まっています。
社債市場同様、シニアローンのスプレッドは10年後に長期
平均に回帰すると見込まれます。シニアローンのスプレッ
ドは、6月末時点でユーロが4.2％、米ドルが4.6％で推移し
ています（注15）。向こう10年間で、これらのスプレッド
が4.5％に回帰し、そこから年間デフォルト損失2％（デフ
ォルト率4.5％、回収率55％を想定（注16））を差し引き、
更に年間0.75％の外部ファンドへのアクセスコストを勘案
することで、キャッシュを上回るシニアローンの今後10年
間の予想リターン1.75％を割り出しました。
長期の予想リターンについても、上記と同じ年間デフォル
ト損失、アクセスコストを用い、またスプレッドが4.5%に
収斂するとの前提です。その結果、10年同様、キャッシュ
比+1.75％のリターンを予想します。

ディスカウント・マージン（スプレッド）は、2008年の金
融危機以降、米欧ともにハイイールド債と同様かそれを上
回っています。これは主に規制の変化によってローン担保
証券（CLO）の発行が厳しくなり、発行コストも高くなった
ことにより、ローンに対する投資家の需要低下を反映した
ものです。これによって落ち込んだ投資需要に取って代わ
る新たな需要が従来からの投資家層の間ではまだ現れてい
ません。ローン市場は流動性が低いために、（日次等）取
引頻度が高いファンドにとって不適切（例えばUCITSに不適
格の場合が多い）とされることがあるのがひとつの要因で
す。ただし、より最近においては、ローン担保証券（CLO）

市場時価総額（ドル）
平均格付け
デュレーション
ディスカウント・マージン（以下「DM」）
適正DM
DMによる予想リターン（キャッシュ比、10年間）
予想デフォルト損失率（年率）
アクセスコスト
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
DMによる予想リターン（キャッシュ比、長期）
予想デフォルト損失率（年率）
アクセスコスト
予想リターン（キャッシュ比、長期）
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ユーロ建ローン 米ドル建ローン
$203bn
$1,050bn
B+
B+
2.3yrs
2.3yrs
4.20%
4.60%
4.50%
4.50%
4.28%
4.57%
-2.00%
-2.00%
-0.75%
-0.75%
1.50%
1.75%
4.50%
4.50%
-2.00%
-2.00%
-0.75%
-0.75%
1.75%
1.75%

加重平均

1.75%

1.75%

14. 実際、多くのシニアローンには「LIBORフロア」が設定されており、LIBORレートが一定の水準（通常は１％）を超えるまで
クーポンは上昇しない。
15. 2018年末時点のCredit Suisseによるディスカウント・マージン。ドルLIBORはフロアよりも高いため、LIBORフロアの影響
はなし。欧州ではユニバースの約40%がEURIBORフロア（0.75%～1％）を持つが、新規発行分でフロアを持つのは20％以下。
16. Moody’sのデータによれば、回収率の過去実績は75％であるが、急速な低下傾向にある。コベナント・ライト型ローンの発
行が増えている点を踏まえ、我々はこれを55％へ調整している。

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期

ストラクチャード・ファイナンス
ストラクチャード・ファイナンスは資産担保証券のキ
ャッシュフローに対するエクスポージャーをトランシ
ェに区分して構築するクレジット投資の総称です。典
型事例はＣＬＯ（ローン担保証券、その裏付けキャッ
シュフローがシニアローン）やＭＢＳ（不動産抵当担
保証券、裏付けキャッシュフローが商業用または住宅
用不動産抵当）ですが、その他の多くの資産において
この方式での証券の構築が可能です。これらは集合的
に資産担保証券（ABS）と呼ばれることもあります。
ストラクチャード・ファイナンスでは、返済順位、つ
まり資本構成においてどれくらい高いランクにあるト
ランシェかが問題となります。私たちのリターン予
想（注17）では、「シニア」トランシェ（格付けAAA/
AA）と「メザニン」トランシェ（格付けA/BBB/BB）の
二つを掲載しました。シニアトランシェのキャッシュ
比スプレッドは1.3％から1％へと縮小しました。
「メザニン」トランシェはシニアと比較してリスクが
高く、足元キャッシュ+2.9％のリターンをもたらす価
格付けとなっています。それらは資本構成の中でよ
り低位に位置し、より少ない数のデフォルトでトリガ
ーに触れ、結果として損失が急速に拡大する可能性が
あります。しかし実際のところ損失は、更に低い信用
格付けのトランシェで十分に捕捉される傾向にありま
す。「メザニン」トランシェは同様の格付けを持つ社
債と比較して、仕組みが複雑である点、また流動性が
小さい点を相殺するために高めのリターンが期待でき
ます。

市場時価総額（ドル）
平均格付け
デュレーション
ディスカウント・マージン（以下「DM」）
適正DM
DMによる予想リターン（キャッシュ比、10年間）
予想デフォルト損失率（年率）
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
DMによる予想リターン（キャッシュ比、長期）
予想デフォルト損失率（年率）
予想リターン（キャッシュ比、長期）

シニア
$1,609bn
AA+
3.0yrs
1.10%
1.00%
1.08%
-0.10%
1.00%
1.00%
-0.10%
1.00%

私たちの予想リターンの算出法は、まずディスカウント・
マージンの長期的な水準を想定し（上述の追加的なリスク
に見合う、社債比高めのリターンを要求）、そこから過去
のデータから類推されるデフォルト損失を差し引きます。
現在、シニアトランシェは、私たちがフェアバリューと考
える、キャッシュリターン比１％を上回るスプレッドで取
引されています。従って、10年間の予想リターンは長期の
予想リターンとほぼ同水準となっています。メザニンで
は、私たちがフェアバリューと考えるスプレッドである3.5
％から0.75%の損失率を差し引いて、長期的に2.75%のリタ
ーン（キャッシュ比、年率）を見込んでいます。今後10年
間では、６月末のスプレッドが適正水準をやや下回ること
から、長期より低めのキャッシュ比2.25％のリターン（年
率）を予想します。他のクレジット物同様、10年間のリタ
ーン予想は前回比低下しました。

メザニン
$484bn
BBB
5.0yrs
2.94%
3.50%
2.94%
-0.75%
2.25%
3.50%
-0.75%
2.75%

17. アセットクラスの代表として、CLO、CMBS、RMBS（米国および欧州）を使用している。これらのアセットタイプがユニバー
スの５割以上を占める。これらに関しては、資本構成のカバレッジといった意味でより完全性が高く、また開示に優れたデータ
が利用可能である。
18. これは通常は変動金利商品であり、ここでは「キャッシュ」は発行通貨のLIBORレートを意味する。
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－ 長期リターン予想

株式
1900年以降、世界の株式のリターンはキャッシュを年率
4.2%上回っています（注19）。しかしながら、この分析
は、少数の市場が大幅に成長した期間のみを対象にしてい
ます（注20）。私たちは、株式市場から得られる潜在的な
長期リターンを検討する際に、2つの主要なアプローチを用
います。一つは、インフレ、実質利益成長率、配当、バリ
ュエーション、株式の増減（自社株買いなど）といった構
成要素の積み上げに基づくアプローチです。二つ目は、景
気循環調整後株価収益率（CAPE）に基づくものです。CAPE
は通常、超長期でなければ、有意義なシグナルとして見做
せないため、過去データが豊富な米国市場のみを対象とし
ています。
私たちが主に使用している構成要素の積み上げに基づくア
プローチでは、予想株式リターンを予想配当利回り (Div1/
P0)、インフレ率 (i)、実質利益成長率 (g)、株式発行/自

社株買い (ΔS)、PERに基づくバリュエーションの変化予想
(ΔP/E) に分解したアプローチ（GrinoldおよびKronerによ
るもの。2002年）を参考にしています。

E[R] =

Div1
P0

+ i + g – ΔS + Δ(P/E)

インフレは7頁の値を使用し、実質売上成長率と企業の純
利益率の変化を組み合わせて、実質利益成長の予想を行い
ます。企業の利益率は何らかの平均回帰を仮定しつつ、プ
ロキシの売上成長とGDP成長の予想値（7頁で前述）（注21
）を組み合わせます（注22）。一般的に、企業の利益率が
現在過去最高（又はそれに近い水準）にあることを考える
と、利益率の低下を予想することになります。

企業の純利益率（MSCI、現地通貨ベース、12ヶ月移動平均）
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出所：Bloomberg.

19. ‘Dimson、MarshとStauntonによる「Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019」は、1900年から2018年ま
で世界総計で、株式の実質リターンが5%、短期国債のそれが0.8%であることを報告している。
20. 例えば、1900年には、英国、フランス、ドイツが世界の株式市場の50%を占めていた（2019年は12%）。また鉄道会社が英国
と米国市場で２位以下を大きく引き離す最大の構成セクターであった。
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21. 企業の売上高は、直感的に経済全体と同じペースで成長すると考えられる。この直感は、米国市場の過去の経緯が根拠の一
部となっている。S&P 500採用企業の売上（推定値）は2000年以降、データが存在する。そのデータによれば2000年から2018年
までの間に、売上は年率4.2%で成長し、同期間GDPは年率3.9%で成長した（出所はBloomberg）。残念ながら、他の市場には売上
高についての長期にわたるデータがないため、（売上の伸び≒GDPの伸びという）広範で使われている仮定を証明することはで
きない。
22. 我々はは、ある地域の純利益率が適正範囲を外れる場合は、その範囲の境界に戻ると想定している。適正範囲はその地域の
企業の利益率の四分位中の第2及び第3分位の25年間の平均。同様に世界全体で見た場合の適正範囲は世界企業の利益率の四分位
中の第2及び第3分位の25年間の平均。

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期

世界全体では、今後10年間にわたり、実質売上高が年率2.3%、名目利益が年率2.9%のペースでそれ
ぞれ伸びると私たちは予想しています。

企業利益成長率の予想（10年間）

+
=
+
=

実質売上成長率
利益率の変化の影響度（年率）
実質利益成長率
インフレ
名目利益成長率

新興国
3.1
-0.7
2.4
3.5
5.9

うち中国
3.8
0.0
3.8
2.5
6.3

欧州
1.8
0.0
1.8
1.8
3.5

日本
1.6
-0.4
1.2
1.3
2.5

英国
1.8
0.0
1.8
2.0
3.8

米国
2.0
-1.9
0.1
2.0
2.1

世界
2.3
-1.4
0.8
2.1
2.9

名目収益成長率から株式市場のリターンを予想するには、足元の予想配当利回り、純株式発行数（
株主割当発行、自社株買い、合併・買収）及びバリュエーションの変化を更に考慮する必要があり
ます。予想配当利回りは足元の市場データ、純株式発行数は長期的な過去データ（注23）を使用し
ます。

株式の基本リターン予想（10年間）

名目利益成長率
+ 配当利回り
– 株式の発行（自社株買い）
の影響度
= 株式市場の基本リターン

新興国
5.9
2.7
1.2

うち中国
6.3
2.4
1.8

欧州
3.5
3.4
0.4

日本
2.5
2.6
-0.4

英国
3.8
4.9
0.0

米国
2.1
1.9
-0.9

世界
2.9
3.0
-0.5

7.5

6.9

6.5

5.5

8.6

4.9

6.4

（注：バリュエーションの変化を想定しない）
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23. 具体的には、データが入手可能な最長期間にわたる、関連するMSCI指数の5年間の標本（年率）の中央値。

－ 長期リターン予想

バリュエーション変化を考慮した株式市場のリターンの予想（10年間）

現在のPER（実績）
PERの適正範囲（過去25年間）
10年後の想定PER
= バリュエーションの変化
+ 株式市場の基本リターン

新興国
14
12–15
14
0.3
7.5

うち中国
14
11–16
14
0.0
6.9

欧州
18
15–23
18
0.0
6.5

日本
14
17–64
17
2.1
5.5

英国
18
16–27
18
0.0
8.6

米国
20
17–21
20
0.0
4.9

世界
18
16–22
18
0.0
6.4

7.7

6.9

6.5

7.5

8.6

4.9

6.4

5.3
2.50

0.0
6.75

1.5
5.00

1.0
6.50

2.0
6.50

2.8
2.00

3.0
3.50

（注：バリュエーションの変化を想定しない）

= 株式市場のリターン予想
（注：バリュエーションの変化を想定）

– キャッシュのリターン予想
= 株式市場の超過リターン

長期的な株式リターンの予想では、バリュエーションや企業の利益率の変化を想定しませんが、それ
以外は10年の予測と同じ方法を採用します。

企業利益成長率の予想（10年間）

+
=
+
–
=
–
=
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実質売上成長率
インフレ
名目利益成長率
配当利回り
株式の発行（自社株買い）の影響度
株式市場の名目リターン
キャッシュの予想リターン
株式市場の超過リターン

新興国
2.8
3.5
6.3
2.7
1.2
7.8
5.0
2.75

うち中国
2.0
2.5
4.5
2.4
1.8
5.1
3.5
1.50

欧州
1.0
1.8
2.8
3.4
0.4
5.8
2.3
3.50

日本
0.8
1.8
2.5
2.6
-0.4
5.5
2.3
3.25

英国
1.3
2.0
3.3
4.9
0.0
8.1
2.8
5.25

米国
1.5
2.0
3.5
1.9
-0.9
6.3
2.8
3.50

世界
1.7
2.5
4.2
3.0
-0.5
7.7
3.3
4.50

６ヶ月毎に更新

－

2019年下期

景気循環調整後株価収益率（CAPE）

予測力を向上させるために、インフレと金利の
それぞれについて、3段階に分類し、合計9通り
の組み合わせにより、リターン計測開始時の経
済状況をモデル化しました。9通りそれぞれにつ
いて線形モデルを作成すると、モデルの有効性
が大幅に高まることが判明しました。しかしな
がら、足元の乖離は大きく、本モデルによると
米国株式の今後10年間の実質リターンは、-6.3%
（年率）、キャッシュ比-7%（年率）といった悲
観的な結果となります。
基本的な認識としては、あらゆる条件の下で完
璧に機能するモデルはなく、過去10年間のCAPE
と株式リターンの関係の崩壊はあまりにも明白
であり、否定できません。しかし、私たちはバ
リュエーションが株式リターンによって重要な
要因でるとの考えを捨てるつもりはなく、まし
てや最悪のタイミングでのモデルの放棄は避け
たいと考えます。従って、オープンな姿勢を引
き続き取り、前掲の構成要素を積み上げるアプ
ローチとともに、CAPEも併用していくつもりで
す。
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CAPEは中長期のリターンを予測するツールとし
て比較的有用であり、米国株式市場の長期に亘
るデータがそれを実証しています。このツール
に基づく単純な線形モデルを用いて10年間の実
質リターンを統計的に予測したところ、実際の
リターンとの間に明らかな正の相関があること
が判明しました。2019年6月末時点の米国株式市
場のCAPEは29. 4倍です。これは、向こう10年間
の実質リターンが年率0.7%であること示唆して
おり、キャッシュに対する超過リターンなし（
＝ゼロ）に相当します。右図を見ると、最近関
係が崩壊したか、あるいは相関が復活し今後、
株式市場が急落すると考えられます。

米国株式市場 － CAPEによる線形回帰分析
10年間予測実質リターン（灰色線）、および
その後10年間の実際の実質リターン（青線）

Real Return Forecast (0.72%)
Subsequent 10 Year Return (real)

米国株式市場 －
経済条件を加味したCAPEによる線形回帰分析
10年間予測実質リターン（灰色線）、および
その後10年間の実際の実質リターン（青線）
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構成要素を積み上げるアプローチを補完するも
のとして、私たちはCAPEの使用についても検討
しました。ボラティリティに敏感な投資家にと
ってバリュエーション水準は重要であり、CAPE
は将来のリターンの見通しをチェックする上で
有用であると考えています。

Conditional Real Return Forecast (-6.3%)
Subsequent 10 Year Return (real)
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－ 長期リターン予想

不動産
弊社のマルチアセット運用での不動産投資では、基本的に
上場不動産投資信託（REIT）またはREITに非常に類似した
上場ファンドを組み入れます。
REITは1960年代に法的概念として確立されましたが、上場
REITに関するデータは限られており、最も長期にわたるデ
ータシリーズでも1980年代以降のものとなります。それ以
降の各先進国市場と新興国市場（注24）、そして様々な不
動産（注25）を対象とする、S&PグローバルREITインデッ
クスに含まれる400弱のREITを用いると、米ドル建で8.9％
のトータルリターンが生み出されてきました（注26）。同
インデックスの初期は米国のREITが中心であった（現在で
も約半分を占めている）ことを考えると、長期リターンの
参照先として米国のREIT市場に注目すべきかもしれませ
ん。1980年代以降に米国REITが達成した9.8%というリター
ンはS&P500株式指数のリターン（10%）とほぼ同等でした
（注27）。

1. 配当利回りによるアプローチ
このアプローチでは、上場REITの配当利回りを基に、賃料
の伸び、開発事業での利益、運営コスト、財務レバレッ
ジ、純資産価値（NAV）に対するプレミアム（又はディスカ
ウント）の変化といった要素を加味します。

欧州大陸市場を例に挙げると、当初配当利回りは4.2％で
す。そしてインフレは1.75%、賃料は年率0.75%の伸びを見
込みます。ほとんどのREITは何らかの不動産開発に関わっ
ています。開発事業でのリターンが10%、開発中の不動産が
ポートフォリオ資産の15%を占めるとすると、リターンを
1.5%ポイント割増すのが妥当と言えます。欧州大陸のREIT
は足元NAVに対して16%のディスカウントで取引されていま
す。これは、実際に割安であること以外にNAVが実態を反映
していない要因もあると考えます。つまりNAVが今後下落
すること織り込んでいる可能性があります。私たちは10年
間かけて織り込んでいる水準にNAVが収斂すると仮定してい
不動産市場、特にREITの予想リターンを評価する際は、2つ ます。
の基本的アプローチを用います。共に足元の利回り及び今
後の賃借料、経費、分配可能純利益、投資元本の変化を要 これら全てを勘案すると欧州不動産の名目リターン予想は
素とします。極めて長期的には、当初利回りと賃料の純増 年率6.7％になります。これは、ユーロ圏のキャッシュリタ
が主なリターンドライバーになると見込まれます。当初利 ーン予想を年率約5.25％上回ります。長期予想では足元の
回りは比較的観察し易いものです。賃料の上昇に関しては バリュエーションによるリターンへの影響を考慮に入れな
信頼できる過去のデータを特定することが難しく、データ いため、名目リターンはやや低くなり、キャッシュリター
は期間の取り方によって大幅に異なる傾向があります。（ ンは高くなるため、結果として年率4.25%の超過リターンが
完成済の不動産ポートフォリオからの賃料収入に基づく） 導かれます。
営業純利益の増加は、（新規供給と、築後年月が古い不動
産では老朽化によって実質的な賃貸価値が低下するであろ
うことを反映して）インフレを１％下回るというのが私た
ちの最善の予想です。さらにリスクとして捉えるべきこと
は、商業用不動産からの賃料収入に下方圧力がかかるかも
しれないといった点です。理由はインターネットを駆使し
たビジネスモデルによる創造的破壊が生じ、テナントの収
益性が悪化する可能性があるためです。そしてそうした圧
力は小売業において最も強いと思われます。実際、英国の
小売に占めるオンラインの比率は3年前の14％から足元18％
まで上昇しました。
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24. インデックスは23カ国をカバーしているが、銘柄数ではREITの39％、またウェイトでは同63％が米国ベースである点に留意され
たい（www.spdji.com, 31 December 2018）。
25. ヘルスケア、製造業関連、レジャー関連、オフィス、住居用および商業用不動産などが含まれる。
26. 出所は弊社および当該データのプロバイダー(S&P Global REIOT Index、ドル建)。
27. 出所は弊社および当該データのプロバイダー(S&P USA REIT Index in USD、ドル建)。

６ヶ月毎に更新

－
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2. 不動産市場アプローチ
第２のアプローチでは、まずは実物不動産市場の当初利回
りとキャップレート、次にREITの諸要因を勘案します。当
初利回り、キャップレートは地域やセクターによって異な
っており、リース期間や家主と賃借人の義務といった要因
も十分に考慮する必要があります。しかしながら、本紙で
は典型的な当初利回りとキャップレートのレンジである４%
～５%を想定します。
第１のアプローチと同様に欧州市場を例に取ります。当初
利回りは4％です。賃料上昇は0.75％、また財務レバレッジ
はなくフルに賃貸されている投資物件のポートフォリオ運
営に0.75％のコストが伴うと仮定します。

今後10年間
1. 配当利回りによるアプローチ
２．実物不動産市場アプローチ
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
長期
1. 配当利回りによるアプローチ
２．実物不動産市場アプローチ
予想リターン（キャッシュ比、長期）

このような実物資産としての不動産のリターン見通しを
REITの予想リターンに転換するために、ギアリング（融資
比率33％と想定）及びそれに伴うコストを勘案します。不
動産開発及びそのバリュエーションへの影響は前頁のアプ
ローチ同様とし、向こう10年間の超過リターン5%、長期的
な超過リターン3.25%を導きます。
これら2つのアプローチを組み合わせると、欧州市場にお
けるREITの予想リターンは10年間でキャッシュを5％上回
り、長期的にはキャッシュを3.75％上回ります。グローバ
ルでは、それぞれ4.25％、3.5％の超過リターンが見込ま
れます。

ユーロ圏
%

日本
%

英国
%

米国
%

加重平均
%

5.25
5.00
5.00

2.25
3.75
3.00

5.00
5.50
5.25

2.50
2.75
2.75

4.00
4.25
4.25

4.25
3.25
3.75

2.25
3.50
3.00

3.75
3.50
3.75

3.75
3.25
3.50

3.75
3.50
3.50
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インフラストラクチャー
インフラストラクチャーにはリスクとリターン・プロファ
イルが異なる様々な投資対象が含まれます。この分野にお
ける弊社の運用は、典型的でより広範囲なセクター指数（
注28）と比べ経済動向に左右されにくく、分散の効いた魅
力的なリターンをもたらす公益事業に注力しています。こ
こでは３つの大きなカテゴリーである公益事業、官民パー
トナーシップ（PPP）、および再生可能エネルギーに焦点
を当てます。
公益事業は、電力と水の給配と移送設備等の分野における
独占的事業という特徴があります。定期的に規制当局によ
る見直しと監督指導を受け、通常は何度となく行われる当
局の設定見直しによって一定サイクル（注29）で利益水準
が変化しますが、その重要性と継続的利用により、その収
入と利益はかなり安定しています。
これらの事業の今後10年間の予想リターンの検討にあたっ
ては、規制対象資産ベースで許容されるリターンと、その
資産ベースに対する株式のプレミアム（あるいはディスカ
ウント）を考慮することが肝要です。規制対象となってい
る公益事業の最大市場は米国です。ここで検討する公益事
業は一般的に最大10%のROEが規制当局によって許容されて
おり、また株式は規制対象の資産の２倍の水準で取引され
ています。資産ベースが年3%のペースで増加し、（株式と
債券のバリュエーションが適正水準に戻るにつれインフラ
の）バリュエーションが低下することを前提に、今後10年
間で5.25%の絶対リターン（＝キャッシュを2.5%上回るリ
ターン）が予想されます。その他の市場では規制当局によ
って許容されているリターンが米国よりも低いものの資産
ベースと比較した株価プレミアムも低いため、予想リター
ンは米国と然程変わらないものとなっています。長期的に
はより広範囲な株式市場の予想を基に、このセクターの低
めのベータ値（注30）に鑑み、キャッシュを2.75％上回る
リターンになると予想されます。

官民パートナーシップ（PPP）は、学校や病院など社会イ
ンフラ整備プロジェクトを背景とする政府支援の長期的リ
ースという性格を帯びており、建設完了後は、経済的リス
クが比較的低く、安定的なキャッシュフローをもたらす傾
向があり、インフレヘッジとしての強い性質を備えていま
す。PPPプロジェクトの典型的な評価手法は、将来の予想
キャッシュフローを正味現在価値（NAV）に割戻す「割引
率」に基づいているため、経費（＝アクセスコスト）を含
むグロスの予想リターンが出発点となります。
上場PPPファンドは足元、約7.3%のキャッシュフロー割引
率で取引されていますが、以前の高リターンプロジェクト
が直近の比較的低リターンのプロジェクトに置き換えられ
ると、ディスカウント幅はやや縮小すると予想していま
す。これらのファンド費用（＝アクセスコスト）は約1.1%
です。ファンドはNAVに対して6%のプレミアムで取引され
ています。このプレミアムの水準は、投資家が魅力的なイ
ンカム収入を確保する必要性を考慮しても、やや高過ぎる
と考えます。向こう10年間では資本の供給による期待リタ
ーンの低下を受け、割引率は6.5%まで低下すると見込まれ
ます。ただし割引率低下による価値上昇の多くはNAVに対
するプレミアムの剥落によって相殺されると予想します。
全体として今後10年間で英国のキャッシュリターンを約4%
上回る約6%のリターンが予想されます（ここで英国を選択
したのは、私たちの投資ユニバースでは英国のプロジェク
トや上場ファンドが主体になっている為です）。
長期的に割引率の低下を想定しているため、長期リターン
予想を5.75%から5.5%へ引き下げました。英国の長期キャ
ッシュリターンは、10年間の予想リターンを上回ると考え
るため、上場PPPファンドのキャッシュに対する超過リタ
ーンは2.75%が予想されます。
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28. 例えば、S&P Global Infrastructure指数は、典型的により変動的でリスク分散に欠ける石油・ガス貯蔵施設と空港サービ
スの銘柄が多く組み込まれている。
29. 市場によって異なるが、通常3年から5年毎に実施される。
30. 広範囲のS&P 500と比較してS&P 500の公共事業セクターのヒストリカル・ベータ値は約0.6。弊社の主要インフラ・セクタ
ーのサブセットに対するベータ値は約0.8を想定。

６ヶ月毎に更新

再生可能エネルギーは風力発電や太陽発電事業ファンド
を指し、幾分、電力料金や政府助成金の影響を受けるも
のの、比較的安定したキャッシュフローをもたらしま
す。PPPファンドと同様に、通常このキャッシュフローは
割引率により評価されます。私たちの投資ユニバースの割
引率は7.5％であり、NAVに対して12%のプレミアムで取引
されています。追加的な資本の投入により、割引率が7%へ
低下することを想定していますが、NAVに対するプレミア
ムの剥落によるマイナスの影響の方が大きいと見込んでい
ます。これからアクセスコスト（年率1.2％）を差し引き
ます。結果として向こう10年間の名目リターンは5.5%と予
想され、英国のキャッシュ比では3.5%となります。

ウェイト
実効割引率
バリュエーション変化
アクセスコスト
予想キャッシュリターン（10年）
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
予想割引率（長期）
アクセスコスト
予想キャッシュリターン（長期）
予想リターン（キャッシュ比、長期）

－

2019年下期

より長期では、7%の割引率を用い、アクセスコストを勘案
し、年率3%の超過リターン（キャッシュ比）を予想しま
す。
これら３つの異なるインフラストラクチャーのリターンを
ユニバース内のウェイトに基づき調整し、アセットクラス
としては向こう10年間の予想超過リターンはキャッシュを
2.75％上回り、より長期でも同様のキャッシュ比リターン
を想定するのが妥当と思われます。

公益事業

PPP

％
70
6.50
-1.33
0.00
2.75
2.50
5.50
0.00
2.75
2.75

%
10
7.30
0.20
1.10
2.00
4.00
6.50
1.10
2.75
2.75

再生可能
エネルギー
％
20
7.50
-0.70
1.20
2.00
3.50
7.00
1.20
2.75
3.00

インフラ全体
％
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2.75

2.75
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コモディティ
エネルギー、貴金属、工業用金属、農産物等、コモディテ
ィという名目で取り引きされている投資対象の特徴は様々
です。このため、このアセットクラスを代表するリターン
予想を一つだけ導き出すのは困難であり、おそらく多くの
示唆に富んだものとはならないでしょう。実体経済の用途
に供する実物資産であり（および貯蔵コストも発生する）
、他方、投資してもインカムを生み出さないコモディティ
のリターンに影響を及ぼす要因は数多くあります。インフ
レ期待、「安全な避難先」としての価値、需給、個々のコ
モディティに対する投機家の姿勢、他のアセットクラスで
期待されている投資リターンとの対比等が挙げられます。
機関投資家はS&P GSCI指数等を利用することでコモディテ
ィ全般にエクスポージャーを確保することができます。そ
の種のインデックスは、多様なコモディティの期近物に
投資しますが、通常はエネルギーのウェイトが高くなりま
す。過去を振り返ると、これらの指数取引は比較的高いリ
ターンが上がり、また伝統的なアセットクラスとの相関が
低いことから、投資家の間で人気がありました。しかし、
私たちの分析によれば、コモディティのリターン実績は、
一般的に先物価格がスポット価格を下回ることで生まれる
「ロールイールド（スポットと長期先物の価格差）」等、
もはや存在しない、あるいは将来のリターンを予想する上
で当てにならないコモディティ先物市場の特有の機能によ
り生まれたものです（注31）。過去10年間、コモディティ
が機関投資家にとって人気のある代替アセットクラスにな
ってから約10年程度が経過しましたが、その間、ロールイ
ールドは大幅なマイナスとなり、事実上、「ロールコス
ト」となっています。

コモディティ
予想リターン（キャッシュ比、10年間）
予想リターン（キャッシュ比、長期）

長期的には、コモディティのスポット価格は実際にキャ
ッシュをアンダーパフォームしています。コモディティに
関する世界最古の調査「The Economist Commodity Price
Index」によると、1850年から2005年の間、エネルギーと貴
金属を除く広範囲のコモディティのリターンはキャッシュ
を年率0.75％下回りました（注32）。スポット価格は2005
年以降、年率2％のペースで上昇しましたが、コモディティ
がヒストリカルにキャッシュ並のリターンを上げるには程
遠いと言えます。
原油のスポット価格も同期間においてキャッシュを年率0.6
％下回りました（注33）。基本的には、コモディティに永
続的なリスクプレミアムを期待することはできず、キャッ
シュに沿った（潜在的にはそれでも楽観的過ぎる可能性が
あると考えます）長期リターン予想に落ち着くことになり
ます。
短期的にはコモディティのリターンは総じて世界経済の強
さに連動すると予想される一方、個々のコモディティの価
格には、需給バランスの変化が反映されます。
コモディティは経済ファンダメンタルズ、各コモディティ
に固有のリサーチに基づき投資に関する見解を持つことが
できますが、大きなボラティリティやしばしば予測不能な
価格変動に晒されます。私たちはコモディティ投資には好
機が訪れた場合に取り組みます。調査に基づき魅力的な
投資リターンを得られる可能性が大きいと示唆される場合
は、コモディティ市場全般や個々のコモディティへの投資
を検討しますが、長期的にキャッシュを上回るリターンを
生み出す可能性は低いことを念頭に置きます。

％
0.0
0.0
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31. コモディティ指数先物は1959年から2004年の間に年率で約10％のリターンをもたらしている。しかし、同期間におけるコモ
ディティのスポット価格に基づくリターンは約3.5％であった。
32. 「The Economist Price Index, 160 years on」 The Economist誌、2005年10月。
33. 出所：「Will Oil Stop at $20?」（Multi Asset Research、2016年1月）。
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保険リンク証券
保険リンク証券は特定の保険リスクを保険市場から資本市
場に直接移す再保険商品です。通常の保険対象リスクは、
フロリダ州とメキシコ湾のハリケーン、カリフォルニア州
と日本の地震、さらに欧州の暴風です。市場規模は小さい
ものの、専門職業賠償責任保険、自動車保険、死亡率等の
生保リスクの証券化の動きも見られます。保険リンク証券
は通常はリスク・エクスポージャーと付帯プレミアムが異
なる様々なトランシェで構成されます。
保険リンク証券は変動利付債であり通常は米ドル建で発行
されます。その時々の短期金利を上回る利払いを行い、ス
プレッドは負っている保険リスクによります。短期金融市
場利回りに対する超過リターンを保険プレミアムとして看
做すことができます。
過去実績を見るとキャッシュに対する超過リターンは5.7
％前後（注34）となっていますが、このアセットクラスは
機関投資家からの関心が高まり、様々なタイプのリスクが
引き受けの対象となり、過去10年間で市場の成熟化が急速
に進んでいます。引き受けが増えたことにより、保険プレ
ミアムは劇的に低下し、過去5年間のキャッシュ比リター
ンは3%とそれに先立つ5年間の水準（10%）を大幅に下回り
ました。
複数のハリケーンが米国に上陸して大惨事をもたらした
2017年に続いて、2018年も厳しい1年となりました。ハリ
ケーン以外に大火災も大きな影響を与えました。これらの
影響として、世界中の保険業界で資本基盤が著しく脆弱化
し、一部の保険リンク証券で多額の損失が生じました。し
かし、これまでの所、上記の惨事が投資家需要に大きな影
響を及ぼした形跡はなく、2019年の1～3月には保険リンク
証券の発行が28億ドルと、四半期として史上２番目の規模
となりました。

歴史的に期待利回りは大規模な保険金請求の後に上昇しま
すが、資本の供給が非常に高水準であることがスプレッド
の押し下げ要因となっており、予想リターンはヒストリカ
ルな平均を大幅に下回ると見込まれます。6月末時点のスプ
レッドは昨年末よりも70bps高い5.7％ですが、これは発行
急増による市場構造の変化を受け損失見積もりが上昇した
こと、2018年の災害後、額面割れとなっている債券の影響
があること、以上２点による所が大きいとみられます。既
発債のキャッシュ比リターンは半年前と同様、2.75%を予
想します。
アセットクラスとしては、保険リンク証券は全般に短期債
（償還期間は4年以下）である点を考慮し、利回りは比較的
早期に長期的な平均水準に戻ると想定し、10年間、長期と
もにキャッシュ比2.5%のリターンを予想します。

保険リンク証券（％）
キャットボンドの足元の利回り
年間予想損失率
既発債の予想リターン
キャッシュ比の予想リターン（10年）
キャッシュ比の予想リターン（長期）

5.73
2.96
2.75
2.50
2.50
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34. Swiss Re Cat Bond Total Return Indexのリターンは2002年初から2019年6月末までの間、年率5.8%キャッシュを上回った。
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重要事項
Baillie Gifford & Co及びBaillie Gifford & Co Limited
はともに英金融行為規制機構（以下FCAと呼びます）の認可
を受け、かつ、その監督下にあります。Baillie Gifford
Life Limitedは健全性監督機構（以下PRAと呼びます）の認
可を受け、FCA とPRAの双方の監督下にあります。Baillie
Gifford& Co Limitedはユニットトラストの管理会社であ
り、OEIC（英国のオープン・エンド型の会社型投資信託）
のコーポレートダイレクターとしても機能します。

オーストラリアの投資家に対する情報開示

本資料はs761G of the Corporations Act 2001 (Cth) の
定義に基づくwholesale clients向けに作成されたもの
です。BGO (ARBN 118 567 178)はCorporate Act 2001
(Clth)に基づきforeign companyとして登録されてい
ます。同国のwholesale clientsに対して金融サービ
スを行う上で、Corporate Act 2001 (Clth)に基づく
AustralianFinancial Services Licenceの取得が免除され
Baillie Gifford Overseas Limited（以下BGOと呼びます） ています。BGOはオーストラリアではなく、英国の法令の下
は Baillie Gifford & Coの100%子会社であり英国外のお客 でFCAの認可を受けています。
様に対して資産運用・助言サービスを提供するための会社
であり、FCAの認可を受け、かつ、その監督下にあります。

南アフリカの投資家に対する情報開示

英国外に居住する投資家は、投資アドバイサーからの助言
に基づき、弊社商品への投資に際して政府等からの許可等
が必要か否かをご確認ください。また投資に関連して発生
し得る税金についてタックスアドバイザーにご確認くださ
い。

香港の投資家に対する情報開示
Baillie Gifford Asia (Hong Kong) LimitedはBGOの
100%子会社であり、香港のSecurities & Futures
CommissionからType 1の営業許可を与えられており、
経験豊富な投資家に対して Baillie Giffordが運用を行う
UCITSにファンドのマーケティング及び販売を行います。
Baillie Gifford Asia (Hong Kong) Limited
の所在地は30/F, One International Finance Centre,
1 Harbour View Street, Central, Hong Kong、電話番号は
+852 3756 5700です。

韓国の投資家に対する情報開示

BGOは南アフリカのFinancial Services Board にForeign
Financial Services Providerとして登録されています。

カナダの投資家に対する情報開示
Baillie Gifford International LLCはBGOの100％子会社で
あり、2005年にデラウェア州に設立されました。

北米の投資家に対する情報開示
Baillie Gifford International LLCはBGOの100％子会社
であり、2005年にデラウェア州に設立されました。BGOは
同社を通じてアメリカ合衆国でクライアントサービス及
びマーケティングを行い、カナダではマーケティングの一
部を行います。BGOはアメリカ合衆国の証券取引委員会に
Investment Advisorとして登録されています。
全ての情報は別途記載がない限りは、直近且つベイリギフ
ォード作成のものです。

本資料に使用された写真等のイメージは本文に関連する挿
BGOは韓国の韓国金融委員会から韓国外のDiscretionary
Investment Managerおよび Non Discretionary Investment 図に過ぎず、投資を推奨する等の特段の意図はございませ
ん。
Advisorとして認可を受けています。

日本の投資家に対する情報開示
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三菱UFJべイリーギフォードアセットマネジメントリミテッ
ド（以下MUBGAMといいます）は三菱UFJ信託銀行とBGOとの
合弁会社です。MUBGAMはFCAの認可を受け、かつ、その監督
下にあります。
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指数データ

S&P

サードパーティ･プロバイダ（以下「プロバイダ」）は、本
書に記載されているデータの正確性、完全性、適時性、及
びデータの受信者が入手する結果に関して、明示的又は暗
示的を問わずいかなる保証も行いません。

S&P500指数、S&P Global REIT指数、S&P Global
Infrastructure指数は、S&P Globalの一部門である
S&P Dow Jones Indices LLCまたはその提携企業（以下
「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor’s® 及びS&P®
は、S&P Global（以下「S&P」）の一部門であるStandard
Poor’s Financial Services LLCの登録商標です。Dow
Jones® は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下
「Dow Jones」）の登録商標です。S&P Dow Jones Indices
LLC、Dow Jones Trademark Holdings LLC、その提携企
業、その使用許諾付与者はいずれも、その一切の指数が、
そこに含まれているとされるアセットクラスや市場セクタ
ーを正確に代表しているか否かについて、明示的又は暗示
的な表明や保証を一切行いません。また、S&P Dow Jones
Indices LLC、Dow Jones Trademark Holdings LLC、その提
携企業、その使用許諾付与者はいずれも、指数又はそこに
含まれているデータの瑕疵、欠落、中断に対して一切の責
任を負いません。

プロバイダはいずれも、データの受信者に対して本書に記
載されている指数データの一切の正確性、瑕疵、欠落に対
して、又はそれらに起因する損害（直接または間接を問わ
ず）に対して、如何様にも責任を負いません。
プロバイダはいずれも、本書に記載されている事項に変更
があった場合やその後不正確になった場合にデータを更
新、修正、改正する義務、またはその他データの受信者に
その旨を通知する義務を一切負いません。
前述に加えて、プロバイダはいずれも、本資料に記載され
ているコンテンツ、情報、若しくは本資料に基づくか否か
にかかわらず、貴殿又はサードパーティの意見、推奨、予
想、判断、若しくは結論や一連の行動の結果として、又は
それに関連して貴殿が被った損失又は損害に関して、貴殿
に対して契約上（補償条件下も含む）、不正行為（過失も
含む）、保証上、制定法上又はその他であるかを問わずい
かなる責任も一切負いません。

本書は英語から他言語に翻訳されています。翻訳版には英
語版の文書と同一の情報のみが含まれ、英語版の文書と同
じ意味を持っています。英語版の文書と翻訳版に相違があ
る場合は、英語版の文書が優先します。英語版は、ご要望
に応じて提供いたします。

J.P. Morgan
情報は信頼できると考えられる出所から入手してうるも
のの、その完全性や正確性を保証するものではありませ
ん。指数は許可のもとで使用されています。また指数はJP
Morganから書面にて承認を得ない限り、複製・使用・配布
してはなりません。Copyright 2017, J.P. Morgan Chase &
Co。無断複製・転用禁止。
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