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株式投資 : 本来のあり方は？ 

 
株式市場におけるファストマネーの存在 

ドイツの日刊紙ビルト（On-line 版）では、ここ数週

間に以下のような見出しが掲載されました。 

 
"NEW YORK FINANCIAL JOURNALIST REVEALS: 
この戦略が貴方を株式市場の億万長者にする 

ティム・シェイファー氏の株式投資戦略は、彼を‘ミリ

オネア’にした。投資家はそれを学ぶことができる。 

2021 年 9 月 29 日 

 
"NEW IN DAX: 
DAX の新規採用銘柄は貴方を金持ちにできる 

月曜日から DAX は 30 銘柄ではなく 40 銘柄でスタート

しています。新しい銘柄はどれだけ魅力的でしょう？ 

25 September 2021 
 
"FINANCE DIVA: 
これが新たな 1,000％銘柄 

FINANCE DIVA のカーチャ・エッカルド氏は 1,000％の

利益を得ると思う銘柄を明かします。 

19 September 2021 
 
"HARRY DELBRÜCK (67): 
株で短期間に小金持ちに 

ハリー・デルブリュック氏は株で数年のうちに富を築い

た。 

7 September 2021 
 
 これらの見出しは、株式市場が勝率の高い宝くじ売り

場のようなもので、自身の考えや、専門家の知識を基に

正しい「くじ」を引くことで、短期間に億万長者になる

ことも可能であると喧伝しているように見えます。 

 
一方、否定的な例として、今年ある若い主婦が、約 2

万 5 千ユーロあった貯金の全額を、米国のバイオ・ベン

チャー企業に投資して途方もない損失を被った話しが、

別途報道されています。 

 
 

ドイツの預金者は株式市場に回帰 

マイナス金利と株式市場の長期上昇トレンドにより、

ドイツの預金者は、株式市場へと回帰しているように見

えます。こうした行動変化の背景には、株式市場につい

て、顕著な価格下落をあまり心配する必要がないと預金

者が信じていること、また中央銀行は常に金融市場に流

動性を供給する準備が出来ている為、全ての価格下落は

買いの好機になるといった考え方があると思われます。 

1990 年代末にかけてのニューエコノミー・ブームの

頃、ドイツでは多くの預金者がドイツ・テレコムの株に

投資することで一攫千金を狙うなどの状況が見られまし

たが、それら投資家の大多数が苦境に陥る結果となり、

ドイツにおける株式投資のカルチャーは後退しました。 

 

メディアによる是正が急務  

投資家が株式市場に奇跡や一攫千金を期待してはいけ

ないことは、これまで何度も明らかになっています。 

この派手な見出しによって歪められた印象を、少なくと

もメディアは是正しなくてはならないと思われ、預金者

が株式投資を行う際には、以下の10項目を意識する必要

があると考えています。 

 

1. 株式は価格変動が激しい為、長期投資に適してい

る。最悪の場合、損失を回復するのに 10 年以上か

かることもある。 

2. 個別株には、企業の規模が小さい程、或いは若い

程、企業固有の大きなリスクがある。調査による

と、30 銘柄以上のポートフォリオを組んだ場合に

のみ、企業固有のリスクが有意義に分散される。 

3. 保守的に見積もった場合、欧州株式への投資の中期

的なリターンは平均して年率 8％となるが、その

内、凡そ半分は価格上昇によるもので、残りの半分

は配当利回りによるものである。 

4. 株式投資は、他の投資形態に比べ、著しく高い長期

期待収益をもたらす。 

5. 投資損失は潜在的に毎年発生し得る。年間約 15％

のボラティリティーは基本的に毎年株式が-7％から

+23％の間でリターンをもたらすことを意味する。 

6. 株は暴落するものである。 

7. 大多数の投資家は暴落を予測することが出来ず、多

くの場合、完全なサプライズとして起こるが、リス

ク管理により、その影響を軽減することができる。 

8. 長期的には、利益成長が株価の動向を左右する為、

ギャンブルとは関係なく、100％ファンダメンタル

ズに基づいていると言える。 

9. 短期的には、利益成長と株価のパフォーマンスは、

楽観的または悲観的な投資家心理によって乖離する

ことがある。 

10. ポートフォリオ・マネジャーは、深いファンダメン

タルズ分析を行い、個々の企業の収益見通しを評価

することで、長期的に株式市場をアウトパフォーム

することができる。 
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現在の環境をどのように評価していますか? 

総じて、金融市場は記録的な低金利に加え、インフレ

期待が上昇傾向にあるなど異常な状態にあると言えま

す。足元では、-0.5％のマイナス金利で銀行に預金して

いる人は、実質的に年率 2.5％程度の損失を被っている

との見方が可能と思われます。ドイツ 10 年物国債でさ

え、実質的なマイナス金利は約-2.0％であることから、

銀行預金の代替になり得るものではないと思われ、実際

に投資による貯蓄で購入できる食料やエネルギー、消費

財が、10 年後には約 20％も減少することを意味する

為、この財産収奪は、もはや忍び寄るものというより、

大々的なものではないかと思われます。 

 
 

インフレ期待の高まりによる記録的な低実質金利
の実現 
10年物国債の実質利回り* （単位：％） 

 
* 2004 年迄は名目利回りからコア・インフレ率を差し引いたもの。2004 年以降

はインフレ連動国債の実質利回り。  

出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー  2021 年 8 月 31 日現在 

 
 
 このような背景から、株式は不可欠な代替投資先にな

ると見ており、安全資産とされる国債と比較したときの

株式の魅力は、期待リスク・プレミアムによって説明で

きると考えています。 

 
この期待リスク・プレミアムは、株式が国債に対して

数年に亘って年率平均で達成し得る超過収益率の概念と

して、株式益利回りから実質金利を差し引いて算出さ

れ、経験則的なバリュエーション指標として用いられる

ものです。 

 
2021 年 8 月末時点で、欧州株式が約 8 パーセント・

ポイント、米国株式で約 5.5 パーセント・ポイントの数

値が示されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

株式資産: 過度に低いリスク・プレミアムではない 
 

 
出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー  2021 年 8 月 31 日現在 

 
 
 かつて、期待リスク・プレミアムは、欧州と米国の間

で高い相関関係が観察されていました。しかし、2012

年の欧州債務危機以降、ギャップが生じており、これは、

欧州が米国よりも遥かにリスクが高いと認識されている

為、欧州の株式は米国より高いリスク・プレミアムを提

供しなければならなくなった可能性があると考えていま

す。 

 このリスク・プレミアムの状況は、中期的な視点を提

供するものであることに留意が必要です。例えば今後 2

年間で株式市場の価格が下落する可能性があることとも

矛盾しないことを投資家は理解する必要があります。 

もっとも、期待リスク・プレミアムの論理からすれば、

その価格下落による損失は翌年以降に解消され得るもの

ということになります。 

また、インフレが高進するシナリオでは、中央銀行は

主要金利を急速に引き上げざるを得なくなる可能性があ

り、こうした状況は、国債より株式投資から追加的なリ

ターンが得られる素地を提供すると考えています。 

 
 

欧米は景気浮揚、中国は景気後退 

 欧州や米国では、新型コロナウイルスの新規感染者数

に減少が見られ、同デルタ変異株による感染拡大が抑制

されつつあると見られます。これにより、サービス・セ

クターにも再び成長の機会が訪れていると考えられ、購

買担当者指数に回復の兆しが見られるか注目されます。 

 一方、中国政府の不動産セクター縮小戦略は、景気後

退に繋がる可能性が高く、購買担当者指数は、今後弱含

みが見られることが予想されます。 

 ドイツの産業界は、サプライチェーンにおいて未曽有

の問題を抱えており、目下、受注や生産など製造業関連

のデータについて有意義な解釈をすることが困難な状況

にあると考えています。 
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1. 本資料は、投資一任契約を踏まえた上で、メッツラーグループが提供する情報をメッツラー・アセット・マネジメント株

式会社が翻訳・作成したものです。 

2. 本資料は、特定の年金基金及び機関投資家向けに作成したものです。 

3. 本資料は、当社が金融市場に関する情報提供のために作成した資料であり法令に基づく開示資料ではありません。 

4. 実際の投資には、有価証券の価格変動、流動性、信用、カントリー、為替変動等の諸リスクが発生し、損失が生じる場合

があり、投資元本を割り込むこともあります。 

5. 手数料・費用等の投資家の負担は、個別の投資一任契約により異なりますので、その合計額や上限額をあらかじめ表示す

ることはできません。 

6. 契約の際には事前に契約締結前交付書面等を必ずお読みください。 

7. 本資料に掲載された内容、意見、予測は今後予告なしに変更される場合があり、当社はその変更等に起因する損 

8. 害について一切責任を負いません。 

9. 本資料は信頼できると判断される情報に基づき作成していますが、当社はこれら情報の正確性や信頼性、完全性を保証す

るものではありません。 

10. 本資料に紹介している運用実績等は、過去の実績によるものであり、将来の運用成果の獲得を示唆あるいは保証するもの

ではありません。 

11. 本資料の全部又は一部を、当社の事前承諾なしに複写、複製若しくは配布することを禁じます。 

12. 本資料に引用した各インデックス（指数）の商標、著作権、知的財産権その他一切の権利は、各算出元に帰属します。ま

た、各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。 

メッツラー・アセット・マネジメント株式会社 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル23階 

Tel：03-3502-6610（代表）Fax：03-3502-6616 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第467号 

加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 

 米国では、労働市場が米連邦準備制度理事会（FRB）

による金融政策の主たる判断材料になったと思われ、足

元では力強い雇用と賃金の伸びが確認されることは、

FRB がより早く主要金利を引き上げることを意味すると

考えています。 

 通常、海外からのモノやサービスの輸入量が増える

と、その国の為替レートは弱くなる傾向にありますが、

8 月の米国の貿易収支が、6 月に計上した記録的な赤字

とほぼ同水準であると見られる中、それにもかかわら

ず、米ドルには強含みの傾向が見られます。金融市場参

加者の立場から、米ドルに対する真の代替通貨が存在し

ないと思われることが背景にあると考えています。 

 

今週もよろしくお願いします。 
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