金融広報アドバイザーの

株価が１週間ほどで約 ％も急落したとき
はさすがに慌てふためきました︒投資初心

とは︑リスク管理における大切な考え方

だと思います︒

ＣｏやつみたてＮＩＳＡといった個人の資産

人生１００年時代と言われる中︑ｉＤｅ

ブル崩壊︑２００８年のリーマンショック

本株式のバブル崩壊︑２０００年のＩＴバ

実は過去を振り返ると︑１９９１年の日

明 し ま す が︑そ れ を 見 る た めの﹁ 指 標 ﹂

割高や割安のときがあります︒後ほど説

のですが︑株価も物の値段と同じように︑

るときです︒一般の方には分かりにくいも

二つ目は︑株 式 相 場 が割 高になってい

形成を後押しする税制優遇制度によって興

など︑コロナショック同様の大きな金融シ

者の方であればなおさらと思います︒

味を持ち︑投資を最近始められたという方
のコロナショックによる相場の暴落によって︑

か必ず起こるものと理解しておけ

時期は分からないけれども︑いつ

こう して 見 ると 金 融ショックは︑

ても頻繁に起こっているのです︻図表１︼
︒

の金融ショックであれば︑ここ数年におい

ています︒また︑そこまでいかない小規模

たうえで金融商品の選択を考えることと︑

には︑金融商品の基本的な性格を理解し

重要であると考えてください︒そのため

心がけておくことが︑リスク管理にとって

ふだんから相場の急変を想定した対策を

がいくつかあり︑今回のコロナショック前

ョックは

多くの方が驚かれたのではないでしょうか︒

ばよいと思います︒金融ショック

一般的なリスク軽減策としての﹁長期﹂
︑﹁積

19,200

16,000

（年）

（出所）日経平均プロフィルを基に作成
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/proﬁle?cid=7&idx=nk225
日経平均株価Ⓒ日本経済新聞社

金融ショックは︑少しでも早く
察知できるに越したことはありま

た だ し︑これ ら は あ く まで 目 安 で す︒

三つの性格を理解したうえで
金融商品を選択する

金 融 商 品 を 選 択 す る た めには︑
﹁安全

り︑ひとたび何かしらの外的ショ

が楽観に傾き過ぎていることがあ

なときは︑株式市場に対して人々

く続いているときです︒そのよう

一つ目は︑株式相場の上昇が長

れば︑
﹁換金手続きはスムーズか﹂
︑
﹁中途

や値上がり益が見込めるか﹂
︑流動性であ

収益性については︑
﹁どれくらいの利回り

の振れ幅﹂などをチェックします︒また︑

融商品自体の元本割れの可能性や︑価値

す︻図表２︼
︒まず︑
安全性については︑﹁金

性﹂
︑
﹁収益性﹂
︑
﹁流動性﹂という三つの性

ックが起こると︑株価が急落する

解約できるか﹂
︑などがチェックポイント

二つの目 安 をお 伝 えしますので︑

ということがよくあります︒相場

となります︒

格を理解してチェックする必要がありま

がよいときこそ慎重になるべきこ

覚えておくとよいでしょう︒

せん︒金融ショックに警戒すべき

はやや割高になっていました︒

私も長年相場を見てきましたが︑日経平均

を想定内のリスクとして考え︑事

22,400

動が取れるのではないでしょうか︒

立﹂
︑
﹁分散﹂の投資スタイルについて知る

2018年
米中貿易戦争

ブレグジットショック

2015年
チャイナショック

（円）
25,600

2019
2017
2015
12,800

2016年

前に対策を講じることで︑現実に

年に一度くらいの頻度で起こっ

も少なくないでしょう︒そうした中︑今回

金融ショックは
必ず起こるものと考える

20

ことが大切と考えます︒

10

起こったときでも︑落ち着いた行

【図表１】日経平均株価チャートで見る2015年以降の主な金融ショック

誌上セミナー

相場の急変に振り回されない！
数値的な根拠を持った判断と
資産運用の心構えがリスク管理の鍵

このコーナーでは全国で活躍している金融広報アドバイザーによる誌上セミナーを行います。今回の

佐伯良隆

テーマは「相場が急変したときでも慌てないための、資産運用におけるリスク管理について」です。

第22回

佐伯良隆アドバイザーに、突然起こる金融ショック時でも冷静に判断し、適切な対処をするための「資

講師：

産運用の心得」を中心にうかがいます。相場の急変は必ず起こると想定した「金融商品の選び方」や「資

東京都金融広報アドバイザー

産運用の考え方」
、
「投資の心構え」など、ぜひ参考になさってください。

18
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収益性

流動性

元本や利子の
支払いの確実性

期待できる
運用利益の大きさ

現金化の
しやすさ

ŝ

Ţ〜ś

ś〜ŝ

投資対象の資産による

ŝ

Ţ

︑
﹁積
を行うためのキーワードは︑
﹁長期﹂
立﹂
︑
﹁分散﹂の投資スタイルとなります︒
株式や投資信託などで運用していると︑

る効果を期待できます︒

ここで︑
﹁長期﹂
︑
﹁ 積 立﹂
︑
﹁分散﹂によ

る投資効果を確認してみたいと思います︒

年 間︑

うものです︒しかし︑運用は目 先の結果

と債券に半分ずつ投資︑③国内・先進国・

毎年同じ金額で①定期預金︑②国内の株

︻図 表４︼は︑１９９７ 年からの

だけに左右されず︑長期的な資産形成の

新興国の株・債券に６分の１ずつ投資し

どうしても価格の動向に一喜一憂してしま

観点から行うことが大切です︒上下に価

た場合の運用結果です︒

年間で︑②の

格が変動する金融商品を﹁長期﹂にわた

20

ケースでは ・４％︑③のケースでは ・
を避けられるでしょう︒
﹁積立﹂の際︑毎

値づかみ﹂
︵高い値段で買ってしまうこと︶

とえ金融ショック時でも途中で積立投資

がされているわけではありませんが︑た

７％増えています︒もちろん︑元 本 保証

数量を︑価格が高いときにはより少なく
買い付けることになるため︑同じ数量を
積み立てる場合に比べ︑買付単価︵取得
価格の平均値︶を下げやすくなります︒

﹁ 長 期 ﹂︑
﹁ 積 立﹂︑
﹁ 分 散 ﹂の運用 を始

減ってしまいますが︑値 動きの異なる複

下がりすれば︑投資したすべての資金が

一つの株式だけに投資して︑それがもし値

柄に﹁分散﹂して投資することも大事です︒

のパターンが異なる複数の金融商品や銘

態に戻すことが必要となります︒

リバランスを行い︑崩れた比率を元の状

れてくれば︑運用リスクの管理のために

により︑ポートフォリオの資産比率が崩

しかし︑運用結果や金融市場の変動など

ドッシリ 構 えること が 基 本 と な り ま す︒

め た ら︑スタンスを変えずにしばらくは

投資信託は︑投資の対象として組み込ま

数の株式に投資していれば︑ある株式の

ります︒逆に︑資産の目減りを極力避け

視すれば︑安全性は犠牲にすることにな

品を選べばよいわけですが︑収益性を重

たいなら︑安全性の高い商品を選べばよ

れている資産が債券なのか株式なのかに

狙うことも可 能です︒例えば︑金融ショ

いのですが︑安全性ばかりを重視すると︑

他方の値上がりがカバーすることを期待

ックでは相場の暴 落により﹁買い時 ﹂と

実はこのリバランスは︑運用リスク管

できます︒また︑一般的に株式と債券は︑

いう見方もできます︒投資信託で積立投

株価が下がっても︑ほかの株式の株 価は

景気変動によって逆の値動きをする傾向

資をしている場合︑基準価格が下がるこ

よって︑リスクの大きさは異なりますが︑

がありますので︑手元の資金を株式と債

とは多くの口数を買えるチャンスです︒そ

今 度は収 益性を欠いてしまいます︒この

券に分 散すれ ば︑景 気の変 動による一方

のようなときはあえて元の比率に戻すだ

理だけでなく︑やり方によってリターンを

投資信託

どんな相場にも動じない！
﹁長期﹂
︑
﹁積立﹂
︑
﹁分散﹂が
資産運用のキーワード

株式

相場の急変に振り回されずに資産運用

の値上がりが他方の値下がりをカバーす

上がることがあるので︑一方の値下がりを

さらに︑お金を運用する際︑価格変動

相場の急変時こそチャンス？
積極的リバランスで収益を狙う

回の投資金額を定額とする定額購入法を

92

をやめない方が得策といえるでしょう︒

って定期購入
︵
﹁積立﹂
︶
すれば︑
いわゆる
﹁高

20

とれば︑価 格が低いときにはより多くの

49

個別の銘柄に投資するよりリスクが低い

（出所）日本証券業協会「投資の時間」を基に作成
http://www.jsda.or.jp/jikan/lesson4/

三つの性格をすべて満たす商品は存在し
が大事です︒
︻図表３︼では︑債券︑株式︑投資信託︑
預貯金の特徴を整理しています︒リスク
の大きさを考えますと︑一般的に債券より

債券

極的に増やしたいなら︑収益性の高い商

ś

Ţ

Ţ

という特徴があります︒

【図表３】債券・株式・投資信託・預貯金の特徴

ませんので︑自 分の選択 基準を持つこと

選択方法を考えると︑例えば︑資産を積

これらの性格を基準として金融商品の

安全性

株式の方がリスクは大きくなります︒
一方︑

くらし塾 きんゆう塾 2020年夏号

19

国が発行する場合は高い

ś
投資先破綻の可能性も

個人向け国債は
中途換金不可の期間も

ś
ś

流動性
収益性
安全性

ŝ
投資対象の資産による

預貯金

【図表２】金融商品の三つの性格

92.7％ ③国内・先進国・新興国
の株・債券に1/6ずつ
投資
92.7%[年平均4.6%]

（％）
90

80

70

60

49.4％

②国内の株・債券に半分
ずつ投資
49.4%[年平均2.5%]
50

にリターンを得るのに効果的な作業です

︻図 表５︼
︒積 極 的リバランスは︑戦 略 的

﹁積極的リバランス﹂と私は呼んでいます

った相 場の状況に合わせたリバランスを

比率を下げて債券の比率を上げる﹂とい

げる﹂
︑高値が続いている場合は﹁株式の

で﹁株式の比率を上げて債券の比率を下

ます︒このように︑株式相場の下落局面

とで︑より大きな収益を狙うこともでき

率を上げたポートフォリオに修正するこ

けではなく︑さらに一歩 進めて株 式の比

【図表4】
「長期」、
「積立」、
「分散」による投資効果

40

1.24％ ①定期預金
1.24%[年平均0.1%]

債券
40％
株式
60％

債券
50％
株式
50％

リバランス前

資における四つの心構え﹂を持っていただ

きたいと思います︒

まずは︑
﹁短期間の結果に一喜一憂しな

い﹂ことです︒例えば︑リーマンショック

のときは１カ月で約 ％も株価が下がり︑

年間の株価の上昇率が ％を超えるなど︑

始まったアベノミクス相場では︑最初の１

ったと思います︒しかしその約５ 年 後に

資産を大きく減らしてしまった方も多か

40

リバランス

﹁怖いから売ってしまおうか⁝﹂とか﹁ネ

す︒せっかく積み立ててきた金融商品を

者にとって︑コロナショックのような大規

いように我慢する﹂ことです︒投資初心

次は︑
﹁積立投資は︑暴落時でもやめな

は︑
﹁ 投 資のタイミングを考えなくても︑

概してよい結果を生まないため︑後悔さ

買わないということになり︑積 立投 資の

す︒ここでやめてしまっては︑安いときに

安いときに買って資産を増やせる﹂ことで
もつながります︒また︑株 式のようなリ

れる方も少なくありません︒私は︑投資

意味がなくなってしまいます︒相場の暴

そうした行き当たりばったりの判断は︑
スク資産の比率を上げるときは︑必ず余

において重要なことは︑相場が荒れている

裕資金の範囲で行うことが大切です︒

落時でも︑様子を見ながら淡々と続ける

三つ目は︑
﹁一度に大きなアクションを

ときほど冷静な視点を持つことだと考え
したように︑金融商品の性格を理解した

とらない﹂ことです︒具 体 的には︑先ほ

ことが︑一番の得策と言えます︒

相場の急変に動じないために
﹁投資の心構え﹂を持つ
相場が急落すると︑投資家は先の見え

うえで必要なリスク対策を講じつつ︑
﹁投

ています︒そのためにぜひ︑これまで説明

お勧めします︒それは︑リスクの分 散に

ット情報には買い増しのチャンスってある

す︒

にいれば︑冷静な判断を保てると思いま

果に落ち込み過ぎず︑逆に浮かれ過ぎず

運用なのです︒１年や２年の値動きの結

期的視点でお金を増やしていくのが資産

りを繰り返しながら経済成長とともに長

でしょうか︒このように︑増えたり減った

の多くは︑資産を増やされたのではない

リーマンショック以 降も運用を続けた方

50

積極的リバランス
債券
60％
株式
40％
債券
50％
株式
50％

＜金融ショック時＞
＜運用開始時＞

ない不安に襲われ︑冷静さを失いがちで

【図表5】積極的リバランスとは？

模な暴落を我慢することは︑かなり辛い

（出所）金融経済教育推進会議コアコンテンツを基に作成
https://www.shiruporuto.jp/public/data/lecture/daigaku̲core/

けど⁝﹂など︑相場の乱れや不確かな情

※各計数は、毎年同額を投資した場合の各年末時点での累積リターン。株式は、各国の代表的な株価
指数を基に、市場規模等に応じ各国のウェイトをかけたもの。債券は、各国の国債を基に、市場規模等
に応じ各国のウェイトをかけたもの。
※Bloomberg より、金融庁が作成。

が︑相場の暴落・暴騰時に積極的リバラ

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017（年）

かもしれません︒しかし積立投資の利点

-10

報に振り回されて︑本意ではない行動に

0

ンスを行う場合は︑一度に動かず︑状況を

10

出てしまうのです︒

20

冷静に観察しながら段階的に行うことを

30

20
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場合でも︑暴落したときに全力で買い向

ど説明した積極的リバランスなどを行う
いてほしいと思います︒
﹁指標﹂には︑株

あり︑投資初心者の方にもぜひ知ってお

われているものに﹁ 指 標 ﹂というものが

日経平均株価全体の平均値も公表されて

す︻図表６︼
︒

や ROA︵純資産利益率︶などがありま

ックを乗り越えながら成長し続けてきま

ることは間 違いありません︒しかし長い

今後も大なり小なり金融ショックが起こ

Ｒはリーマンショック時の下限とほぼ同水

株価が１万７０００円を割ったとき︑ＰＢ

ます︒例えばコロナショック後に日経平均

なく︑皆さんの信念を貫くようにしてく

きな金融ショックにも振り回されること

根拠を伴った﹁自分ルール﹂を作り︑大

乗せるようなものです︒ぜひ数字という

目で見れば︑世界経済は数々の金融ショ

かうのではなく少し買い足し︑様子を見
価の割安性を判断するＰＢＲ︵株価純資

準でしたので︑私は当面の下限と判断し

ださい︒

これら﹁指標﹂は個別株式だけでなく︑

て次の判断をすることです︒

した︒投 資をするということは︑成 長し

（出所）日本証券業協会「投資の時間」を基に作成
http://www.jsda.or.jp/jikan/word/

いるので︑過去の水 準と比較すれば︑株

・自己資本利益率(Return On Equity)のこと。会社が自己資本をどれだけ有効に活用して利益を上げているかを示す
「指標」。
・自己資本に対する｢経営の効率性｣を示しているため、ROEが高い水準で推移していれば、会社の収益性や成長性も
有望、株主への利益還元も期待できる。
・総資産利益率（Return On Assets）のこと。当期純利益を総資産で割ったもので、総合的な収益性を示す「指標」。
ROA ・会社の総資産がどれだけ効率的に活用され、利益を上げられているかを示す。会社の収益力を総合的に判断する
際によく利用される。

産倍率︶やＰＥＲ︵株価収益率︶
︑企業の

・株価収益率（Price Earnings Ratio)のこと。株価が｢1株当たりの当期純利益｣の何倍になっているかを示す「指標」。
・一般にPERが高いと利益に比べて株価が割高、低ければ割安であると言われる。

最 後に︑
﹁ 感 情に流 され ず 数 値 的 な 根

PER

続ける世界経済という波に自分のお金を

PBR

式相場が割高かどうかの判断に利用でき

内容

・株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)のこと。株価が直前の本決算期末の｢1株当たり純資産｣の何倍になっている
かを示す「指標」。
・会社の資産と現在の株価との比較であり、PBRが小さいほど株価が割安であることを示す。

収益性に関するＲＯＥ︵自己資本利益率︶

【図表６】株式投資の判断基準として用いられる主な 「指標」

拠を持つ﹂ことです︒数値的な根拠とは︑
例えば︑今の水準は指標から見て割高な
のか割安なのか︑というようなことです︒
﹁もうはまだなり︑まだはもうなり﹂とい
う相場の格言がありますが︑相場の予想

ました︒もちろん︑一つの﹁指標﹂だけで

早稲田大学政治経済学部卒。ハーバ
ード大学経営大学院MBA。日本開
発銀行(現日本政策投資銀行)にて企
業向け融資の業務にあたるほか、世
界銀行や日本政府のプロジェクトと
して諸外国で財務研修を実施。その
後、米国投資顧問会社であるアライ
アンス・バーンスタインにて、金融
アナリストおよびファンドマネジャ
ー (運用責任者)として金融の最前線
で活躍。現在はグロービス経営大学
院教授（ファイナンス担当）
。企業
の経営顧問も務める。

はなく︑いくつかの﹁ 指 標 ﹂を総 合 的に
判断しながら投資をしていくことが大事
です︒
さらに投 資への理解を深めたいのであ
れば︑企業の決算書が読めるようになる
とよいでしょう︒決 算 書は︑企業の経 営
状態や財務内容を数字で明らかにする成
績表の役割を果たしています︒株式投資
には︑株式市場を通じて社会に参画する
という面があります︒決算書が読めるよ
うになれば︑社会を見る目が養われ︑投
資における判断材料の幅も広がり︑金融
リテラシーがグンと上がると思います︒

佐伯良隆 （さえき・よしたか）

はとても難しいものです︒株式相場が上
％まで

昇しているときこそ油断せず︑
﹁利益が
％ 出 たら 売 却 ﹂
︑
﹁変動リスクは
許容範囲﹂など︑
﹁自分ルール﹂を決めて
規律を持って運用することがとても大切
なのです︒それは︑有 事の際の慌てない
対応にもつながります︒

金融商品を分析できる
金融リテラシーの必要性
金 融 商 品 に 投 資 す る と き︑
﹁ なんとな
く 上 が り そ う だか ら ﹂
︑
﹁ＣＭでよく見る
企業 だから﹂というように︑根拠のない
理由で行う方が結構いらっしゃるように

今年は︑コロナショックというまれに見

め

思います︒先に述べたように︑投 資は数

る大きな金融ショックを経験しましたが︑

と

字という根 拠を持って判 断していくこと

ま

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の

が大切であり︑それはさまざまなリスク

回

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★数値的な根拠がある
﹁自分ルール﹂
で冷静な判断を︒

★﹁長期﹂︑
﹁積立﹂︑
﹁分散﹂はリスク管理のお勧め投資スタイル︒

★金融ショックは必ず起こるという覚悟を持つ︒

今

20

への対策につながります︒そのためには︑

ROE

収益性
に関す
るもの

金融リテラシーを上げることが不可欠で
あり︑投資を行ううえでの責務ではない
かと考えます︒
例えば︑株式投資の判断基準として使
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指標名

株価に
関する
もの
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