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グローバル・インフラ株

デジタル化、脱炭素化、
人の移動の再開

要旨

上場インフラ株式市場を牽引する3つのテーマは、インフラ資産に焦点を当てた景気刺激
策と相まって、2021年は堅調なパフォーマンスを発揮する可能性があります。

経済のデジタル化が
データ・インフラの構築を推進

5G対応技術が、今後10年間にわたりあ
らゆる経済分野を変容させると想定され
るなか、急増しているデータ使用量に対
応するために、企業と政府は無線通信
網への投資を拡大しており、通信塔およ
びデータセンターに対する底堅い需要を
をもたらすと見られています。

エネルギー利用の未来を拓く
再生可能エネルギー

炭素排出量削減政策は、優遇税制およ
びコスト削減構造とともに、化石燃料か
らクリーン・エネルギー源への転換を早
め、一部の米国の公益企業や太陽光・
風力発電企業に根本的な変化をもたらす
ような成長機会を提供しています。

ワクチンと景気回復が世界を
再び動かす

貨物鉄道や港湾など景気感応度の高い
サブセクターは、2021年に経済活動水
準が向上する局面において有利な立場に
あると考えられる一方で、コロナ禍の渡
航制限により深刻な影響を受けた旅客
輸送関連企業は、最終的な「日常」への
回帰から恩恵を受ける立場にあります。

ベンジャミン・モートン
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デジタル化、脱炭素化、人の移動の再開

●	 昨年7月に承認された欧州委員会の7,500億ユーロ（8,650 億米ドル(1)) の次世代 EU
復興基金には、大規模なグリーン・インフラ投資が含まれています。

●	 英国は11月、インフラ支出予算を2021年に1,000億英ポンド（1,300 億米ドル）、そ
の後4年間で6,000億英ポンド（8,000億米ドル）と、過去40年以上において最も高
水準で持続可能なレベルまで増額する計画を公表しました。

●	 日本が12月に公表した74兆円（7,100億米ドル）の景気刺激策にも、約4,000億米ド
ルのグリーン・インフラおよびデジタル・インフラへの投資が含まれています。

●	 オーストラリアは、2020～21年のインフラ投資予算を大幅に増額し、1,100億豪ドル
（800億米ドル）におよぶ記録的水準を今後10年間にわたり陸上輸送の拡充に充てる予
定です。

●	 12月に承認された米国の救済法案には、輸送業界およびブロードバンド開発向けの資金
供与が含まれており、税額控除の拡張、研究への資金供与、再生可能エネルギー源の電
力調達、電気自動車充電所への投資など、再生可能エネルギー関連事業全般にとってプ
ラス材料となりました。

はじめに

2021年はグローバル・イン
フラ株が魅力的なパフォーマ
ンスを発揮する当たり年とな
る可能性

インフラ投資をベースとした景気刺激策に対するモメンタムが強まる

先進国における数十年にわたるインフラ投資不足を受けて、持続的な景気回復に必要
な緊急対策として、世界各国でインフラ投資を盛り込んでいます。多くの政府は、イン
フラ投資をベースとした景気刺激プログラムを財政支援策の一部として含めており、歴
史的に低い資金調達コストを活用して、経済成長を促すとともに、再生可能エネルギー
への必要不可欠な投資を行っています。

具体例：

当社は、これらは始まりに過ぎないと考えています。米国では、バイデン次期政権は、
グリーン・インフラを「ビルド・バック・ベター（より良い復興）」計画の中心に据えており、
2021年に大規模なインフラ投資による刺激策を求める声が強まっています。

米国のインフラ法案がどのように上場インフラ企業に恩恵をもたらすか

5G投資への支援は、より高密度の通信塔ネットワークに対する需要を加速させる可能
性があります。また、再生可能エネルギーへの新たな奨励策は、炭素系燃料から太陽光
や風力へ転換している公益企業に恩恵をもたらす可能性があります。さらに、道路や鉄
道への公共投資は、インフラ資産の保有者や運営者に直接恩恵をもたらすものではあり
ませんが、経済活動を刺激し、結果としてインフラの稼働率を高める可能性があります。

魅力的な歴史的特性と現在の相対価値

インフラ投資関連の話題がさらに注目される中、上場インフラ株戦略に対する投資家
の関心も高まっています。足元では、以下のような上場インフラ株の過去における特性
に対して需要があると考えます。

●	 規制された事業、政府のコンセッションまたは長期契約に基づく予見性の高い収益構造

●	 2020年12月31日までの10年間にわたり、株式と同等のリターンを生み出しつつ、ボ
ラティリティは相対的に低く、下値追随率は約50%（図1）

年率換算リターン グローバル・インフラ株
グローバル株式

標準偏差 グローバル・インフラ株
グローバル株式

グローバル株式に
対するインフラ株の
上値／下値追随率

上値追随率
下値追随率

図1
過去10年のパフォーマンス特性
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当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果
を保証するものではありません。当資料に記載され
たデータは、コーヘン＆スティアーズが運用・提供
するファンドやアカウントの実績を反映したもので
はなく、投資家が同様の実績を享受する保証はあ
りません。投資家は当資料に記載された指数に直
接投資することはできません。指数の実績は手数
料や諸経費等を控除したものではありません。ボラ
ティリティやその他の特性が特定の投資とは異なる
可能性があるため、指数の比較には限界がありま
す。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返
されることを保証するものではなく、その動向の開
始時期を正確に予測することはできません。指数
定義および追加の開示事項については12ページを
ご覧ください。

(1)	公表時の為替レートで換算

2020年12月31日現在。 出所：FTSE、MSCI、
FactSet。
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図2
過去に見られたインフラ株のプレミアムは消滅し、潜在的に魅力的な価値を示唆
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●	 必要不可欠なサービスを提供するため、（パンデミックのない通常の環境下において）非
弾力的な需要

●	 歴史的に債券利回りが低い時期に魅力的なインカム特性

●	 予想外のインフレ上昇リスクを抑制するインフレ連動収益

過去において、これらの特性を背景に、上場インフラ株の株価キャッシュフロー倍率は
広範な株式市場に対して1～2倍上回る水準で推移してきました。しかしながら、イン
フラ株は、渡航制限やロックダウン（都市封鎖）の影響を相対的に強く受け、過去1年
間のパフォーマンスがグローバル株式を広く下回り、景気回復時期やパンデミックの影
響が長期化する可能性が依然として懸念されるなか、この広範な株式市場対比のプレ
ミアムは消滅しています（図2）。

そのため、相対価値が歴史的に魅力的な水準にある上場インフラ株を加えることによっ
て、ポートフォリオの分散を強化することができるとみています。一部のセクターは長
期的な課題に直面している可能性があるものの、インフラ株の投資ユニバースのほとん
どの銘柄は、経済のデジタル化、世界的な使命である気候変動の進行を遅らせるため
の再生可能エネルギーへの転換、ワクチンの投入や世界経済の改善による旅客輸送の
回復可能性など、構造的および景気循環的な追い風から恩恵を受ける立場にあると考
えています。

当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。当資料に記載されたデータは、
コーヘン＆スティアーズが運用・提供するファンドやアカウントの実績を反映したものではなく、投資家が同様の
実績を享受する保証はありません。投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の
実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が特定の投資とは異な
る可能性があるため、指数の比較には限界があります。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されること
を保証するものではなく、その動向の開始時期を正確に予測することはできません。	EV/EBITDA とは現会計
年度の推定値に基づく利払前・税引前・減価償却前利益に対する企業価値の比率をいいます。指数定義および追
加の開示事項については12ページをご覧ください。

2020 年 12 月 31日現在。 出所：FTSE、MSCI、FactSet。

投資家は次世代インフラのテー
マに基づく投資にディスカウン
トされた相対価値で参加できる
機会
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デジタル化、脱炭素化、人の移動の再開

経済のデジタル化がデータ・インフラの構築を推進
データ通信量の増大はネットワーク投資に拍車

データセンターおよび通信塔運営企業は、あらゆる産業がデジタル・プラットフォーム
の構築および5G無線技術の活用に向けて動いているため、強固な長期成長トレンドか
ら恩恵を受けています。在宅勤務および在宅学習の方針が持続することにより、通信
網の整備が急速に拡大する可能性が高いとみています。

2026年までに、世界全体の移動データ通信量は4倍になると推定され、全通信量の
半分以上が5G通信網を経由すると見込まれます（図3）。5G通信網の整備は、従来
型の大型の通信塔への投資ばかりでなく、人口密度の高い地域において十分な通信容
量を提供するために設置される、スモールセルと呼ばれる小型の基地局への投資をも
拡大する必要があるでしょう。これら小型の基地局は大型の通信塔または信号機や街
路灯、屋上など既存の構造物に設置することが可能で、光ファイバー地下ケーブルを通
じてローカルのデータセンターに接続されます。これらの通信網が配備されると、既に
具体化しつつある新しい商業用途への道が開かれるでしょう。

4G後期の環境におけるデータ通信量の急増および来る5G時代への移行に伴う差し
迫った需要は、今後10年間にわたり通信インフラを拡大するために多大な投資を必要
とする可能性が高いでしょう。これを背景に、米国の上場企業が市場において支配的な
地位を占めている通信塔業界は、直接的に恩恵を受ける立場にあると考えています。加
えて、有線・無線の両方によるデータ通信量の急増は、データセンターに対する持続的
な需要を促進する可能性があるとみています。

世界の移動データ通信量、
1カ月当たりエクサバイト

2020 2026

226

51

5Gが移動データ
通信全体に占める
割合は2026年に
54%

5G

<5G

図3
データ通信量の増大による
無線通信網への多大な
投資の必要性

2020 年11月現在。 出所：エリクソン・モビリ
ティ・レポート。当資料に記載された市場予測
または投資目的が実現する保証はありません。
追加の開示事項については12ページをご覧く
ださい。

(1)2020年11月現在。出所：スタティスタ、インテル、コーヘン＆スティアーズ。スマートフォン相当の計算は、通常の月間データ使用量を6GBと仮定し、
自動運転車が通常1日当たり90分ごとに生成する4TBのデータ量と比較しています。(2)	2020年11月現在。出所：スタティスタ。	

5G対応ハードウェアは、電子化されたデバイスが
インターネットを通じて相互に接続することを可能にし、
相互接続された「モノ」のグローバルな無線通信網を
生み出します。

自動運転車

モノのインターネット化（IoT化、The Internet of Things)

1台の無人運転自動車は、1日当たりスマートフォンの
約2万台に相当するデータ量を生み出す可能性が
あります(1)。高速データ、安定した接続および短い
ラグタイムは、自動車が相互におよび都市インフラの
センサーと通信するために不可欠となります。

スマート・シティ
インターネットに接続されたインフラは、スマート・
シティ全体の基盤となり、きめ細かなリアルタイムの
情報に基づき、公共交通機関から除雪作業に至るまで、
的を絞った極めて効率性の高い行政サービスを
提供することを可能にします。

拡張現実および遠隔操作ロボット
拡張・仮想現実（AR/VR）は、手術用ツール、体験型の
エンターテインメント、シミュレーション型の教育、
バーチャル旅行などの多様な用途を後押しし、2024年
までに730億米ドルの市場規模になると予想されます(2)

スマート工場
1基の屋上アンテナを通じて工場全体が5Gに対応
可能となり、製造会社は生産過程の全側面をリアル
タイムで監視することによって、製造初期段階の
費用効率を改善し、生産サイクルを短縮することが
可能になります。

農業用遠隔監視
作物、土壌や家畜の状態をリアルタイムで監視し、
気候パターンを正確に予測することによって、農家は
収穫量を最適化し、家畜の病気の初期兆候を見極め、
労働コストを制御しつつ作付面積を管理することが
可能になります。

5Gの利用例
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当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その
動向の開始時期を正確に予測することはできません。当資料に記載された市場予測または投資目的が実現する保証はありません。当資料に記載された見通しや意見は予
告なく変更することがあります。特定セクターの参照は、特定証券の売買または保有を推奨または勧誘するものではなく、投資助言として依拠するべきではありません。コー
ヘン＆スティアーズの分析および予想に基づきます。

(1) 前提条件：建設費28万米ドル、売上高はそれぞれ25,000米ドル、55,000米ドル、90,000米ドル（米国において、コロケーションのテナントは、通常、ビルド・トゥ・スー
ツ型通信塔のテナントより高い賃料を支払います）、各新規テナントにかかる営業費用はわずかに高い。投資利益率（ROI）は、総利益（売上高－営業費用）を建設費で割っ
て算出。追加の開示事項については12ページをご覧ください。

独立系通信塔モデルは、米国以外での投資機会創出

米国は、独立系通信塔運営企業がほとんどの通信塔を保有している点が特徴で、通信
塔運営企業は複数のテナントに通信塔スペースの賃貸（コロケーション（共同設置））が
できることから恩恵を受けています。これらの独立系通信塔運営企業は、通常、まだ
自社で通信塔を保有し、単独で使用している無線通信事業者より高い利益率を生み出
すことができます。図4は、テナントの増加により利益率を向上させることができる例
を仮想的に示しています。

欧州およびその他多くの地域では、いまだに無線通信事業者が自社で通信塔を保有し
て運営していることが多く、遥かに非効率なモデルとなっている傾向があります。その
ため、より多くの携帯電話ネットワーク事業者が通信塔の保有構造を見直しており、そ
の結果、資産売却やスピンオフ、および IPOを行うケースが増えています。このような
独立化や新たな企業結合により、通信塔当たりのテナント数を増やすことができ、冗長
資産の廃止によりコストを節約することが可能です。このプロセスはまだ初期段階にあ
り、今後ビジネスモデルの移行や企業統合が進むことにより価値が創造される可能性
があります（図5）。

2テナント1テナント 3テナント

図4
独立系通信塔運営企業は、より多くの
テナントを受け入れることによって
利益率を向上させることが可能
米国の通信塔運営企業における
ROIへの影響の仮想例

4%

14%

26%

2020 年12 月31日現在。 出所：コーヘン＆ス
ティアーズ。

2020 年11月30日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ、各社データ。

図5
独立系通信塔運営企業は利益率が相対的に高いことから、
特に米国外において採用が促進される可能性
独立系通信塔運営企業が保有する通信塔の割合
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0%

16%

10%

1%

23%

27%

49%

57%

77%

成長機会
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デジタル化、脱炭素化、人の移動の再開

米国のデータに基づきますが、世界的なトレンドは例示です。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開始時期を正
確に予測することはできません。当資料に記載された市場予測または投資目的が実現する保証はありません。特定セクターの参照は、特定証券の売買または保有を推奨
または勧誘するものではなく、投資助言として依拠するべきではありません。追加の開示事項については12ページをご覧ください。

2020 年 7月現在。 出所：米国エネルギー情報局、ウェルズ・ファーゴ証券、
コーヘン＆スティアーズ。

2020 年11月現在。 出所：ブルームバーグ NEF。

エネルギー利用の未来を拓く再生可能エネルギー
脱炭素化のトレンドは再生可能エネルギーへの転換を加速

再生可能エネルギーに対する政策面および規制面の支援は強力で、太陽光および風力
による発電コストが大幅に改善されたことで、再生可能エネルギーが従来型のエネル
ギー源に対してのコスト競争力を持つようになりました。欧州（2020年の普及率：約
20%）など他の市場と比較すると、米国は、炭素系燃料源からクリーン・エネルギーへ
の転換がまだ初期段階（普及率：10%）にあり、一部の新興国ではまだ転換がまったく
始まっておりません。

エネルギー転換は、競争力のある経済性と低炭素排出量を背景に、政治家、規制当局、
顧客、株主など幅広いステークホルダーから総じて支持されています。ほとんどの米国
の公益企業は、再生可能エネルギー資産を積極的に構築しており、米国の総発電量に
占める再生可能エネルギーの割合は2016年から倍増し、2019年には10%以上とな
りました。30年後には、石炭火力発電所および原子力発電所の稼働停止に伴い、風力
と太陽光が米国の総発電量の半分を占めると予想されます。規模の拡大と技術の進歩
により、公益企業は、風力発電所や太陽光発電所を迅速かつ効率的に建設することが
できるようになったことで、経済性が向上したことが一つの理由となっています。現在、
クリーン・エネルギーの補助金がない場合の発電コストは、従来型の石炭、ガスおよび
原子力発電と同程度か、下回る場合もあります（図7）。今や多くの場合に、環境を破壊
するよりも環境を保全する方が実質的にコストが安く抑えられることが多くなっていま
す。

図6
風力と太陽光は2050年までに米国の総発電量の
半分を占めると予想される
米国の発電量の予想構成比率

図7
風力と太陽光は今や一部の炭素系エネルギーより
低コスト
平準化発電コスト、$/MWh
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(a) 一部の州は、発電量全体に対する再生可能エネルギーの発電量の割合ではなく、再生可能エネルギーによる発電
量そのものを義務づけています。
追加の開示事項については12ページをご覧ください。	

2020 年12 月現在。 出所：国立再生可能エネルギー研究所（米エネルギー省）、コーヘン＆スティアーズ。

図8
米国の発電量の74%はグリーン・エネルギーの
取り組みを行っている州において供給
各州の再生可能エネルギー基準
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大半の米国の公益企業が炭素系燃料源から転換中

連邦・州政府は、12月の議会で延長され、バイデン政権下で拡大される可能性の高い
税額控除を通じて、再生可能エネルギーへの転換を奨励してきました。多くの州は積極
的な炭素削減目標も採用しています。現在、30の州、ワシントンD.C. および一部の準
州は、公益企業が供給する小売電力の一定割合以上をクリーン・エネルギー源から供給
するよう義務づける再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準を定めています（図8）。自
主的に再生可能エネルギー・ポートフォリオ目標を定めているその他7州を含めると、
米国の小売電力販売量の74%がグリーン・エネルギーの取り組みを行っている州にお
けるものです。

公益企業がクリーン・エネルギーに転換する一つの方法は、従来型の石炭・ガス火力発
電から燃料を使わない風力発電や太陽光発電に転換する「steel	for	fuel」という業界
の取り組みの下、化石燃料発電所を新規の再生可能エネルギー発電所に置き換える方
法です。その利点は大きく、多くの場合、消費者が負担するエネルギー料金の低下に繋
がり、公益企業が資本をクリーンかつ収益を生み出す資産にシフトすることを可能にし
ます。将来的に連邦・州政府レベルで政策と規制面の支援が得られれば、公益企業の
成長見通しはより強固なものになると考えられます。というのも、これら公益企業が再
生可能エネルギー資産を構築し、収益を獲得できるからです。対照的に、この転換はミッ
ドストリーム・エネルギー企業に長期的な課題をもたらすと考えます。とはいえ、化石
燃料、とりわけ天然ガスは、短期から中期的には転換の重要な要素となる可能性が高
いでしょう。
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デジタル化、脱炭素化、人の移動の再開

基幹送電網の保守とアップグレード

コスト効率とサイバーセキュリティ

再生可能エネルギーの電装

•  電柱、電線、変電所の
    交換
•  電線の地中化

•  老朽化した鉄塔の置換

顧客に電力を安全かつ安定的に送るべく電力インフラを良好な状態に保つためには、
修理と置換が必要です。送電インフラの大部分は、耐用年数が寿命に近づいており、
安定性が低下し、修理と保守の費用が増大します。そのため、公益企業は、老朽化し、
不具合が生じやすい電柱、電線および変電所の交換を行っています。これは、厳しい
天候に見舞われやすい地域において特に重要です。

•  センサー、スマート・メーター、
    電圧レギュレーターの設置
•  サイバー攻撃防止および自動
    データ処理のためにソフト
   ウェアとハードウェアの配備

公益企業は、送電網に新技術を加えて効率性とセキュリティを高めつつ、顧客にかかるコストを
削減しています。これらの技術には、デジタル・センサー、スマート・メーター、オートメーション、
コミュニケーションおよびコントロール・システムなどが含まれ、これらは公益企業が既存
インフラからより多くの電力を送り、エネルギー・ロスを削減することに役立ちます。例えば、
スマート・メーターの「先進的メータリング・インフラストラクチャー（AMI）」は、公益企業が
料金請求のために、メーターを手作業で確認することなく、顧客の電力利用データを自動的に
確認することを可能にします。これらのスマート・メーターへの初期投資は、公益企業と顧客の
両方にかかるコストを削減します。AMIの結果として、顧客訪問件数、コールセンターの対応
件数が減少し、メーター・サービスや置換コストが削減されます。また、この支出には、外部の
脅威から送電網を保護するためのサイバー関連投資という側面もあります。

•  風力・太陽光発電所と
   送電網の接続
•  双方向送電線の設置

•  電気自動車用充電所の拡充

風力や太陽光発電所などの再生可能エネルギー源は、多くの場合、送電が容易にできない
グリーンフィールドに建設されます。そのため、送電網と接続するために新たな双方向接続が
必要になります。また、太陽光屋上パネルなどの分散型発電資源が電力を送電網に供給する
ことができるように、古い電線を双方向電線に置き換えなければなりません。同様に、輸送
資源の電装（電気自動車充電の相互接続）は、公益企業による将来の送電網の近代化計画に
おいて重要な役割を果たすでしょう。

送電網の近代化は公益企業の利益成長を下支え

公益企業は、米国の老朽化しているインフラを復旧する上で、必要不可欠な役割を果た
します。現在の送電網は、100年以上にわたるエネルギー消費および経済成長を支え
てきましたが、今や大規模な修理および近代化を行う必要があります。停電は顧客およ
び社会、特に在宅勤務を行う人々を混乱させ、コスト負担を課します。さらに、近代的
な送電網は、再生可能エネルギー源の新規供給に対応できなければなりません。

顧客のニーズの変化および再生可能エネルギーの新規供給の双方に対応するため、公
益企業は、米国全土にわたり、送電網の近代化プログラムを実施し始めています。これ
らの取り組みは、再生可能エネルギーへの投資に加えて、米国の電力会社の利益成長
機会を過去の4%から今後数年にわたり年間約6%に加速させると当社は推定していま
す。

送電網の近代化への投資は、通常、明確に異なる以下の3分野に重点を置いています。

これらの送電網の近代化への投資は、再生可能エネルギーの新規供給および顧客の需要の変化に対応するために必
要不可欠です。これらの先行投資は、公益企業のトレンドを上回る成長の促進に加えて、顧客の長期的なコスト削
減をもたらし、規制当局の強力な支援を享受する可能性があります。
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エネルギー利用の未来を拓く再生可能エネルギー
貨物鉄道は経済活動の継続的な回復見込みによる恩恵を享受

モノ需要に基づく経済（eコマースを含む）の回復により、貨物鉄道の輸送貨物量は広範
な経済の回復を上回る勢いで復活してきています（図９）。これは輸送される貨物の構
成の変化にも見ることができます。エネルギー商品および関連商品の出荷が2019 年
の水準をいまだ下回っているものの、消費財の移動は、オンライン注文の増加やより
幅広い在庫の積み増しによる恩恵を受け、加速しています。2021年を通じて、陸上輸
送がより広がることで、引き続きその追い風による恩恵を享受できる可能性があると予
想しています。

有料道路は移動制限の動向に伴い回復傾向

欧州の有料道路の交通量は、当初のロックダウン後、旅行者が他者から距離を保つこ
とができる短距離のドライブを選好したことから、比較的堅調に回復しました（図10）。
ウイルスの感染者数が急増したことから、交通量は縮小してきたものの、こうした傾向
は、ワクチン配布後に急回復する可能性が高いことを示唆すると考えています。
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図9 
貨物鉄道輸送量は今や2019年を上回る水準で推移 
米国の貨物鉄道輸送量の前年比変化率

図10 
有料道路の交通量は底の水準から力強く回復
交通量の前年比増加率（上場企業の資産のみ）

当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その
動向の開始時期を正確に予測することはできません。特定セクターの参照は、特定証券の売買または保有を推奨または勧誘するものではなく、投資助言として依拠するべ
きではありません。追加の開示事項については12ページをご覧ください。

2020 年12 月31日現在。 出所：アメリカ鉄道協会。 2020年11月30日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ、各社レポート。



10

デジタル化、脱炭素化、人の移動の再開

ワクチンの配布は大量旅客輸送の回復の見通しを示唆

貨物鉄道や有料道路とは対照的に、空路渡航の回復見込みはより漸次的なものとなり
（図11）、目先では海外旅客者数に先立ち、国内旅客者数がいち早く回復すると予想し
ています。基本シナリオは、広範囲にわたるワクチンの配布後、航空旅行は繰延需要の
ため急増するものの、その後、より効率的なバーチャル会議が選好され、出張に対する
意欲が減退することから、過去水準以下に縮小すると予想しています。

図11
空港の回復までには長い道のりを予想
世界全体の予想旅客者数の2019年対比
（グロバル上場インフラ企業ユニバース）
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2022年
推定値

-67%

‒40‒50%

‒5‒15%

2020年12月31日現在。 出所：コーヘン＆スティ
アーズ、各社レポート。当資料に提示された過去
の動向が将来繰り返されることを保証するもので
はなく、その動向の開始時期を正確に予測するこ
とはできません。当資料に記載された市場予測
または投資目的が実現する保証はありません。特
定セクターの参照は、特定証券の売買または保
有を推奨または勧誘するものではなく、投資助言
として依拠するべきではありません。追加の開示
事項については12ページをご覧ください。

ミッドストリーム・エネルギー：転換中の産業における
選別的なポジション
インフラ株のミッドストリーム・エネルギーには選別的な投
資機会が含まれる

ミッドストリーム・エネルギー企業は、2020年に前例のな
い需給ショックと苦闘し、構造的な課題が増幅した結果、パ
フォーマンスが大きく劣後しました。重要なことは、当社で
は約40社のミッドストリーム・エネルギー企業のうち8～
10社のみをインフラ企業とみなしています。概して、この
企業群には、a)	規制下にあるか契約に基づく中核のパイプ
ライン・貯蔵事業に特化している、b)	エネルギー商品価格
および生産量の直接・間接的な影響を受けにくい、c)	良好
なコーポレート・ガバナンス、財務内容および流動性を有し
ているといった特徴があります。

ミッドストリーム3.0 への転換

過去 5 年間にわたり、ミッドストリーム・エネルギー・セク
ターは、「シェール革命」に関連した成長セクターから、現在

のキャッシュフロー回収局面にあるセクターとしての位置づけに
確実に転換してきました。	2017年以来、多くのミッドストリー
ム・エネルギー企業は、資本市場への依存度を大幅に軽減して
きました（ミッドストリーム 2.0）。今後数年にわたり業界をさら
に改善させる段階にあると見ています（ミッドストリーム3.0）。
これには資本配分の一層の重視が含まれ、各社は超過フリー・
キャッシュフローを生み出し、債務水準を低下させるため、分
配および資本支出を削減しています。この点に関して2020 年
における大きな原動力はコスト削減でした。これは引き続き業
界を取り巻く厳しい環境を相殺するとみています。

現在生じているこれらの変化は、企業が債務削減を優先し、エ
ネルギー転換機会に再投資し、自社株を買い戻し、いずれ分配
金を大幅に引き上げるように促しています。さらに、市場は過度
に分断されており、上流の開発・生産セクターで起きているよ
うに、今後ミッドストリーム企業においても集約が進む可能性
が高いと考えます。
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インフラ株は、経済のデジタル
化、クリーン・エネルギーへの
転換およびワクチン主導の景気
回復から恩恵を受ける強固な立
場にあるとの見方

長期的な下支え要因
●	 社会および世界経済を支える必要不可欠な実物資産へのアクセス
●	 歴史的な投資不足によりサービスの質が深刻に悪化し、設備投資が不可欠となっており、
世界的に支援が活性化している

差別化されたパフォーマンス特性
●	 予見性の高いキャッシュフローは、ボラティリティの高い局面において広範な株式市場に
対し下値追随率を低下させる可能性がある

●	 広範な株式市場より低いリスクで同等のリターンを生み出してきた実績
●	 3～4%の配当利回り、4～6%の長期的キャッシュフロー成長率の可能性

魅力的なバリュエーション
●	 広範な株式市場に対する相対バリュエーションは10年来の低水準

説得力のある投資テーマ
●	 経済のデジタル化は、通信塔およびデータセンターの長期的な成長要因となりうる
●	 公益企業および再生可能エネルギー開発企業は、クリーン・エネルギー投資に対する支援
の活性化とコスト競争力に支えられ、市場の認識より高い成長と投資価値をもたらしうる

●	 輸送インフラは、景気回復を促進する可能性がある

まとめ：インフラ株へ投資する好機
2020年の特殊な環境下における市場下落は、魅力的な投資機会を創出していると見
ています。上場インフラ株は、通常、市場の変動に対して下値抵抗力があるものの、新
型コロナウイルスの感染拡大が一部のインフラ・セクターに直接与えた影響により、通
常広範な株式市場に対して1～2倍のプレミアムが付いているインフラ株の株価キャッ
シュフロー倍率は、現状ディスカウントになっています。インフラ株は歴史的に予見性
の高いキャッシュフロー、比較的高いリターンおよび低いボラティリティを有してきたに
もかかわらず、インフラ株にプレミアムがつかないことは、特に市場の不透明感が高く、
低金利が続く局面において、合理的ではないという印象を受けます。

上場インフラ株市場の一部のセクターは長期にわたり構造的な課題に直面する可能性
が高いものの、ほとんどのインフラ・セクターは、eコマースの利用拡大や再生可能エ
ネルギーへのシフトによる恩恵を受けてきたか、回復が見込まれる明確な基盤を有して
います。これらのファクターはまだ十分に認識されていないと考えており、そのため、
2021年はグローバル上場インフラ株への投資を追加または開始する魅力的な年にな
る可能性が高いと考えています。

グローバル上場インフラ株の投資機会（要約）
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指数定義

投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が
特定の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。

グローバル・インフラ株式：FTSE先進国コア・インフラストラクチャー50/50指数は、先進国のインフラ株及びインフラ関連株の時価総額加重指数です。構成銘柄の
組入比率は、以下の3つの広範な産業セクターに応じて半年毎に調整されます。公益事業：50%、輸送：50%、パイプライン、衛星、通信塔を含むその他のセクター：
20%。

グローバル株式：MSCI ワールド指数（ネット）は、先進国の大型株及び中型株のパフォーマンスを配当に係る源泉税控除後で計測する浮動株調整後指数です。

重要な開示事項

当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン＆スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料
中の記載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資
の助言を目的としたものではなく、コーヘン＆スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するもの
ではありません。

グローバル・インフラ証券の投資リスク：グローバル・インフラ証券への投資は、グローバル・インフラ企業を主たる対象としない投資より、グローバル・インフラ企業に
影響を与える経済の悪化や規制強化による影響を受けやすいと予想されます。インフラ企業は、様々な政府当局による規制の対象となる可能性があり、顧客に課す料金
に対する政府の規制、業務上またはその他の災害、関税、税法、規制方針および会計基準の変更から影響を受ける可能性もあります。

コーヘン＆スティアーズ・ジャパン株式会社は、登録金融商品取引業者（投資助言・代理業および投資運用業について金融庁に登録、関東財務局長（金商）第 3157号）
であり、日本投資顧問業協会の会員です。
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