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ここで気になるのは、変曲点をどう
やって見出すか。

スの度合いがだんだん小さくなり、や

企業成長の変曲点に着目する
独自の運用スタイル
「グローバル・グロース運用」の商

がてプラス方向に転じて成長が加速す
る銘柄が、そこには必ず存在するから
です」
。
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【図 2】
企業の成長の変曲点を見極める
（イメージ図）

こまでの運用実績に見る通り。過去

来でも年 8.71％（同 4.20%）に及
び（2016 年 7 月 末 現 在 ）
、いずれ
に つ い て も ベ ン チ マ ー ク（MSCI
World）を大きく上回っている。加え
て、市場上昇時の追随力、市場下落時
の抵抗力の両面でベンチマークに差を
つけており、マーケットサイクルに振
り回されない継続的な収益獲得も本戦
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長期運用実績（1999 年 1月〜 2016 年 7 月末現在）
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出所：ACI 社のデータ
（GIPS 準拠、
ドルベース、報酬控除前）
を基に野村アセットマネジメント作成。
ベンチマークは MSCI World Index（税引後配当込み）
です。
上記表グラフは過去の実績を示すものであり､将来のパフォーマンスを予想あるいは示唆するものではありません｡

国 内 の 年 金 基 金 向 け に ACI の「 グ

ティブなお言葉に、いよいよ気を引き

と、高橋氏の手応えも十分。引き続き、

ローバル・グロース運用」のプロセス

締めています。特にインパクト・イン

投資家と積極的に対話していく構えだ。

「その仕事を担うのは、専門領域を

たとえば名の知れたグローバル企業

うことになる。次いで成長が持続する

はそのままに、投資対象から日本を除

ベスティングという理念、一貫した投

まずは気軽に、相談を持ちかけてはい

さらにシャープな視点で深掘りする専

であれば、新興国の企業、小型銘柄に

根拠を、言い換えれば投資テーマを明

いた新たな戦略の提供を始めた。すで

資哲学がチーム全体に浸透しているこ

かがだろうか。

任アナリストです。彼らは変曲点を迎

属する企業もサプライヤーとして関

確にする。さらに ACI としての収益

に「国内のお客様からいただくポジ

とをご評価いただいているようです」

え つ つ あ る 企 業 を 発 見 す る た め に、

わっている。それぞれの動向を知るこ

予想と市場コンセンサスに十分な乖離

日々膨大な情報を分析し、企業を訪問

とで、各銘柄の実情が立体的な像と

があるか、十分に割安かどうかも、厳

して経営者と対話し、業績報告や財務

なって見えてくることも多い。もちろ

しくチェックする。これらをクリアし

諸表を読み込みます。中でも重要な意

ん変曲点を探す上での有効なアイデア

た銘柄だけが、「グローバル・グロー

味を持つのが、毎朝の合同ミーティン

が、この会議の中から浮上することも

ス運用」のポートフォリオに名を連ね

グです」（チュア氏）。

しばしばだ。

る資格を得るのである。

ニューヨークに集結しているグロー
バル株式運用チームは、平均勤続年数
が 19 年 に 及 ぶ 総 勢 32 人。 同 じ 投

象徴的な事例としてチュア氏が明か

緻密な企業分析が
安定パフォーマンスに結実

してくれたのは、米国の物流サービス
大手のケースだ。数年前、国際拠点に

具体的な銘柄選定については「変曲

物を運ぶ同社最大の事業部門の業績が

点を迎えた銘柄を発見したら、徹底的

伸び悩んでいた。ACI の運用チームは

『Non-U.S. 中小型株』など、さらに

なファンダメンタル分析を行います。

経営陣へのインタビューで、ルートの

5 つのチームに分かれている。その

その際の焦点は、成長の加速は本物か、

統廃合や機材リースの再交渉などによ

全員が集まってのミーティングは、毎

今後も十分に持続するのか。全社共通

り収益率改善を図る計画を知る。彼ら

朝 9 時に必ず行われる ACI の名物行

のフレームワークにより、その銘柄の

はこの計画を変曲点の触媒と捉え、投

事だ。自由闊達に意見が飛び交うこの

本源的価値と市場価格を見極めます」

資を実行した。当初 5％ほどだった

場で、チームを超えた全員が同じ情報

とチュア氏は話す（図２）
。

同事業の収益率は、その後果たして

資哲学を共有する彼らは、『グローバ
ル・ グ ロ ー ス 』 を 筆 頭 に『 新 興 国 』

とアイデアを共有することが、各チー

第 1 のポイントは、“変曲点ステー

10％ほどまで改善。株価が相応に上

ムの運用成績を下支えする大きな要因

ジ”のどの段階にあるか。最も望まし

昇したところで売却し、大きな収益を

となっているという。

いのは変曲点を迎えてすぐの銘柄とい

得たという。
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1. 当商品を取り扱う金融商品取引業者
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第 373 号
加入協会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会
連絡先：野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問企画部 TEL:(03)3241-9858
2. 商品に係る費用
（手数料等）
・当該資料は、
直接的な勧誘・広告を目的としたものではありません。将来的に当該運用商品を提供した場合に、
以下の諸費用が発生しますが、
現時
点では投資顧問料等の定めがないため具体的な諸費用を現時点では提示できません。
・投資助言業および投資運用業の対価として、
一般に、
契約資産額に対して予め定めた料率
（a%）
の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
計算方法：契約資産額×
（a%）
×契約期間日数 /365＝該当期間の投資顧問報酬
・お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります
（また、
上記との組み合わせとする場合もあります）
。
なお、
成功報酬につい
ては、
予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、
お客様と別途協議により取り決めさせていただくこと
から、
事前に計算方法、
上限額等を示すことができません。
・投資顧問報酬とは別に、
有価証券売買委託手数料や、
有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、
契約資産から控除されます。
またこれ
らの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を表示することができません。
・投資一任契約内で、
弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、
この場合は当該投資信託の購入にかかる費用
（投資信託の運用報
酬、
及び販売会社・管理会社の費用の他、
投資信託の換金に際し、
信託財産留保額がかかる場合があります）
が発生いたします。
ただし、
投資信託を
購入する場合のうち、
当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、
運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の
調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、
投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬金額を控除することによ
り調整をいたします。
3.当商品の投資リスク
お客様のために行う金融商品取引行為については、
株式、
新株予約権付社債、
公社債等に投資します（投資信託・リミテッドパートナーシップを通
じて投資する場合を含みます）
ので、
国内外の経済・政治情勢、
金利変動、
発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、
投資する株式、
通貨
等の価格が下落し、
損失が生ずるおそれがあります。
また、
当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。
同取引は証拠金の金額以上のレ
バレッジを活用して行なうことから、
原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、
差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能
性があります。
またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、
随時変えていきますので事前に表示することができませ
ん。
証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、
発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。
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