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ローリスク・ハイリターン投資という永遠の
夢...
過去 200 年間に、人類は数学、物理学、工学において
大きな進歩を遂げました。金融業界では、これらの知識
を活用して、ローリスク・ハイリターンの革新的な商品
を開発しようとの試みが何度も行われてきました。リス
クとリターンの間のトレードオフの関係を打ち破ること
はできないのでしょうか？

今日、プライベート・エクイティは、一見ローリスク・
ハイリターンの投資としての機能を果たしているように
見えます。プライベート・エクイティのリスクが低い
（と思われている）理由は、プライベート・エクイテ
ィ・ファームのポートフォリオに含まれる企業が四半期
または半年に一度しか評価されないからです。そのた
め、ポートフォリオの価格変動はほとんどありません。
同時に、リフィニティブ（金融情報提供会社）とケンブ
リッジ・アソシエイツ（投資コンサルティング会社）に
よると、米国のプライベート・エクイティの 2020 年 7
月から 2021 年 6 月までのリターンは約 57%で、これは
MSCI USA の約 42.5%のリターンを大きく上回ってい
ます。

金融イノベーションの成果を享受できるのは少数向けの
場合のみ
例えば、CDO（Collateralized Debt Obligation：債務担
保証券）は、ローリスクでありながらハイリターンを得
ることを目的とした金融イノベーションです。CDO で
は、完全に無相関と考えられるデフォルト・リスクを持
つ多くのローンが 1 つのビークルに束ねられ、集約され
たデフォルト・リスクが異なる金利のトランシェに分割
されます。

しかし、プライベート・エクイティの価格変動の少なさ
は、リスクの指標にはなりません。メディアの報道によ
ると、プライベート・エクイティ・ファームは、投資し
た株式1米ドルにつき約1米ドルの負債を使用していま
す。これは、過去数年間に無作為に選んだ20件のプライ
ベート・エクイティ・ディールの平均負債比率が45%で
あったことからも確認できます（付録の表を参照）。

2000 年代初頭の米国不動産ブームの初期には、この金
融テクノロジーにより、それまでの AAA 債と同等のリ
スクを持ちながら、より高い利回りの金融商品を作るこ
とができました。しかし、その成功も束の間、突然、す
べての投資家が AAA 格付けの CDO トランシェを欲し
がるようになりました。投資家の膨大な需要を満たすた
めに、米国では誰も彼もが住宅ローンを組むようにな
り、不動産市場は活況を呈し、債務は急増しました。そ
の結果、個々の住宅ローンのデフォルト・リスクはもは
や無相関ではなくなり、高い相関性を持つようになりま
した。格付け会社による CDO の格付けは AAA のまま
でしたが、実際のリスクは年々高まっていきました。そ
して、サブプライム危機を迎えて、それらの投資家は手
痛い損失を被りました。

もし、この期間に同様のレバレッジをかけてMSCI USA
に投資していたら、85%のリターンが得られていたでし
ょう。この期間のプライベート・エクイティのパフォー
マンスが株式市場と比較して著しく悪かったのは、現
在、非常に多くの投資家がこのアセットクラスに投資し
ているという事実から説明できます。そのため、プライ
ベート・エクイティ・ファームの優れた専門知識をもっ
てすれば再建に成功するような経営不振の企業は、もは
やそれほど多くはありません。その結果、プライベー

ト・エクイティ・ファームの事業再編の手腕を十
分に活用できる余地に乏しい、比較的健全な企業

金融の歴史を振り返ると、「金融イノベーション」と言
われているものの裏には、実際にはレバレッジの増大が
あることが何度も示されています。このようなレバレッ
ジの増大は、長期間にわたるハイリターンを可能にしま
すが、危機の際には大きな損失をもたらします。つま
り、個々の金融市場のプレーヤーが、長期間にわたって
リスクとリターンのトレードオフの関係を打ち破ること
はできるかもしれないけれども、市場全体として、そう
なることはないということです。

への投資が増えています。また、プライベート・エクイ
ティ・ファーム同士の入札競争も激化しており、大量の
投資家からの資金の運用に大きなプレッシャーをかけら
れています。
株価が上昇し、良好な環境が続く限り、プライベート・
エクイティのアンダーパフォーマンスは目立たないはず
です。困難な市場環境が長期化した場合にのみ、プライ
ベート・エクイティに関連する真のリスクが明らかにな
ると思われます。

投資対象としてのプライベート・エクイティ
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上昇させ、成長率を低下させます。その例としてよく挙
げられるのが、1973 年から 74 年にかけての OPEC（石
油輸出国機構）による石油禁輸措置です。石油は短期的
には代替物のない主要なエネルギー源であるため、経済
活動は急激に減速した一方で、インフレは上昇しまし
た。

検討に値する規制？
プライベート・エクイティは、常に妥当なアセットクラ
スであり続けるでしょう。プライベート・エクイティの
コア・コンピタンスは、経営不振に陥った企業の再建で
す。さらに、ロバート・シラー教授（ノーベル経済学
者）とジョン・キャンベル教授（経済学者）は1980年
代に、株式市場のボラティリティの非常に大きな部分が
「ノイズ」であること、つまりファンダメンタルズでは
説明できないことをすでに示しています。

現在、ドイツではミニ・スタグフレーションが発生して
います。11 月のドイツの消費者物価指数は前年同月比
6.0%に上昇し、ブンデスバンク（ドイツの中央銀行）
は「10-12 月期の成長率がゼロになる可能性がある」と
警告しました。ドイツ経済は現在、エネルギー価格の高
騰、サプライチェーンの巨大なボトルネック、新型コロ
ナウイルス感染拡大第 4 波に苦しんでいます。

プライベート・エクイティ・ポートフォリオの企業は、
四半期または半期ごとにしか評価されないため、実際の
ファンダメンタルズをより効率的に反映することがで
き、過度なボラティリティの影響を受けることはありま
せん。したがって、規制の観点から、四半期ごとにしか
評価を行わない株式商品を認めることができないかどう
かを検討する価値があると思います。そうすれば、（ボ
ラティリティの低下によって）「株式」というアセット
クラスの魅力が格段に増すことになると考えています。

しかし、サプライチェーンが徐々に回復し、輸送能力が
再び上昇しているという初期の兆候が既に見られてお
り、原油価格も最近顕著に下落しています。そのため、
（経済成長のスピードを抑えていた）サイドブレーキは
まもなく解除され、ドイツ経済は力強い上昇に転じるは
ずだと見ています。したがって、来年は「逆」スタグフ
レーション、つまり経済成長率は今年の 2.8%から 2022
年には 4.5%に加速する一方で、インフレ率は 3.1%から
2.5%に低下すると思われます。

このように、プライベート・エクイティの大きな問題
は、このアセットクラスの基本的な特性ではなく、現
在、このアセットクラスに投資したいと考える投資家が
あまりにも多いことにあります。つまり、将来的に期待
外れのパフォーマンスとなることが、あらかじめプログ
ラムされていることを意味します。パフォーマンスはす
でに非常に弱くなっていますが、レバレッジが大きいた
めにそれは顕在化していません。

2022 年のユーロ圏の非常に大きな成長見込みを裏付け
る 3 つのグラフがあります。
一つ目は、UBS によると、復興基金「次世代 EU」によ
って、GDP の 1%以上の資金が EU からユーロ圏の加盟
国に流れます。つまり、すでにかなりの政府支出による
大きな需要増が見込まれているのです。
二つ目は、これも UBS によると、ユーロ圏の消費者に
は約 7,500 億ユーロ（GDP の 7%弱）の過剰貯蓄が蓄積
されており、これが 2022 年の高い消費性向に寄与する
と考えられています。

スタグフレーションは欧州のリスクではない
スタグフレーションという言葉が一般的に使われるよう
になったのは 1970 年代半ばのことです。1960 年代と
は対照的に、多くの先進国はインフレ率の上昇と成長率
の低下を同時に経験しました。例えば米国では、インフ
レ率は 1960 年代の 2.8%から 1970 年代には 7.8%に上
昇した一方で、実質 GDP 成長率は 4.1%から 3.2%に低
下しました。同様に、フランスのインフレ率は 6 パーセ
ントポイント上昇した一方で、成長率は 2 パーセントポ
イント低下しました。イタリアでは、インフレ率は 10
パーセントポイント上昇した一方で、成長率は平均
5.7%から 3.8%に低下しました。

三つめは、企業への聞き取り調査によると、現在、EU
の企業在庫は枯渇しているとのことです。企業が自社の
在庫水準をこれほど低いと評価したことはありません。
つまり、2022 年には、企業は在庫を補充するために支
出を大幅に増やすことになると想定されます。
このような背景から、ブルームバーグによると、ユーロ
圏は 2022 年に 4.5%の成長を遂げる可能性が高く、こ
れは現在のコンセンサスで予想されている以上のもので
す。

経済停滞の原因は供給の制約で、生産コストが変化する
ことで、経済成長とインフレが逆方向に動いています。
例えば、1970 年代のように、少なくとも一時的に生産
コストを上昇させる負の供給ショックは、インフレ率を
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添付資料：
米国：プライベート・エクイティ・ファームは高
いレバレッジ比率で運営されている

EUのGDPの牽引役は政府支出と消費

プライベート・エクイティ・ディール
（単位：億米ドル）

出所：UBS、Haver（経済指標や金融データのデータベース）、メッツラー・アセッ
ト・マネジメントGmbH

EU：2022 年には在庫循環だけで大きな成長が期待
できる
企業の在庫評価

出所：ブルームバーグ、メッツラー

出所： リフィニティブ・データストリーム、メッツラー・アセット・マネジメント
GmbH 、2021年10月末時点
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