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長期にわたる魅力的な資産配分先：
上場インフラ株への投資機会

高いインフレ率と不安定な市場環境を背景に、魅力的なリターンを維持しながらリスクを
軽減することを目的とした上場インフラ株への投資が増えています。上場インフラ株はそ
のユニークな特性を背景に、年初来、広範な株式市場を大幅にアウトパフォームしています。

上場インフラ株 ｜ グローバル投資家向け

要旨

上場インフラ株は歴史的に、
グローバル株式と同水準のリ
ターンを提供する一方、低い
ボラティリティで相対的に魅
力的な下値抵抗力を備えてい
ます。

上場インフラ株は、相対的に
インフレ感応度が高く、足元
において広範なグローバル株
式と比較してバリュエーショ
ンが魅力的です。

専門性の高いアクティブ・マ
ネージャーは、サブセクター、
地域、銘柄間のパフォーマン
スの顕著なばらつきを活用す
ることで、リターンを向上さ
せる可能性があります。

インフラの定義
インフラ資産は必要不可欠なサービスを支える基幹となるネットワークを形成し、
社会活動と経済成長を支えています。時価総額が 4.5 兆米ドルに及ぶグローバル上
場インフラ株式市場は、主にインフラ資産を所有・運営する企業で構成され、4つ
の主要なカテゴリーに分類されます。

インフラ企業には、アセットクラスとして共通した特性があります。

コミュニケーション
通信塔、データセン
ター、人工衛星

ミッドストリーム
エネルギー輸送、収集
及び処理、貯蔵

輸送
鉄道、港湾、有料道路、
空港

公益
電力、水道、ガス配給、
再生可能エネルギー

●	 資産の耐用性：インフラ資産は通常、数十年の耐用年数があり、長期的な収益源となる。

●	 高い参入障壁：厳しい立地規制、多額の資本金、場合によっては独占契約（独占状態）
により、競合他社が市場に参入することが困難、または禁止されている。

●	 需要の非弾力性：インフラは必要不可欠なサービスを提供するため、景気減速や後退
局面において底堅い需要がある。

●	 相対的に予測しやすいキャッシュフロー：インフラ資産は、多くの場合、規制や長期契
約、コンセッション契約の下で運営されているため、他の一般的なビジネスと比較して、
キャッシュフローがより安定している。
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長期にわたる魅力的な資産配分先:	上場インフラ株への投資機会
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図1
歴史的に競争力のある魅力的なリターンと低いボラティリティ
10年ローリング・リターンとリスク、上場インフラ株とグローバル株式の比較

上場インフラ株 グローバル株式
トータル・リターン（年率）
上場インフラ株は、グローバル株式と比較して競争力の
あるリターンを提供

 

リスク（標準偏差）

上昇追随率 下落追随率
アップサイド/ダウンサイド分析

銘柄数 市場全体

重複の少なさ
グローバル株式とは異なる大きな投資ユニバース

上場インフラ株の強い下値抵抗力

予見性の高いキャッシュフローがボラティリティを低下

 

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。上記に示された過去の傾
向が繰り返されることを保証するものではなく、また、そのような傾向がいつ始まるか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が実現することを保証するものではありません。上記の情報は、
コーヘン＆スティアーズが運用またはサービスを提供するファンドまたはその他の口座のパフォーマンスを反
映するものではなく、投資家が上記に反映されているようなパフォーマンスを享受することを保証するもので
はありません。分散投資は、下落する市場において利益を確保したり、損失から保護するものではありません。
標準偏差とは、あるデータの平均値からのばらつきを示す指標です。データのばらつきが大きいほど、偏差
は大きくなります。上昇追随率 / 下落追随率は、特定の資産クラスが、市場が変動する期間において、幅広
い市場のベンチマークよりもアウトパフォーム（利益が多い、損失が少ない）したか、また、どの程度だった
かを示します。指数の定義、および追加の開示事項については、7ページの注記をご参照ください。

2022 年4月30日現在。 出所：コーヘン＆スティアーズ独自の分析。

歴史的に、上場インフラ株は、グローバル株式に対して競争力のあるパフォーマン
スを生み出すと同時に、広範な株式市場へのアロケーションでは十分にカバーされ
ないサブセクターや投資テーマへのアクセスを提供してきました（図1）。

上場インフラ株はディフェンシブで且つ反循環的な特性を有する資産クラスであり、
景気循環や株式市場の低迷期には、総じて株式市場全体をアウトパフォームしてき
ました。上場インフラ株が歴史的に発揮してきたこの魅力的な特性により、近年、
投資家による上場インフラ株への資産配分が大幅に増加しています。

上場インフラ株の投資妙味
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図2
厳しい環境下で優れたリターンを創出
成長率が予想外に低下し、インフレ率が上昇した場合の実質収益率(%)

収益モデル サブセクター インフレ連動

規制産業 電力
ガス配給 
水道

 定期的な料金見直しで、インフレによるコ
ストへの影響を反映

 公益事業では一般的に需要の変動が小さ
く非弾力的

空港
有料道路

 物価上昇 + コンセッション契約で認めら
れている通行料または手数料の値上げ

コンセッション型

契約型: 
GDPに連動

ミッドストリーム
貨物鉄道
港湾

ビジネス状況に応じた収益エスカレーショ
ンが可能

 
 パイプラインは固定費用のため、キャッシュ
フローが安定的

 貨物鉄道は安定したバランスシートと長期
の負債期間が特徴

通常、年間では3‒4%の収益エスカレー
ションが可能

契約型:
その他

コミュニケーション  上場
インフラ株

米国債 グローバル
株式

上場
インフラ株

米国債 グローバル
株式

年率リターン 長期平均との比較

1991年7月～2022年3月

需要の非弾力性（景気に左右されにくい特性）とインフレに連動する
収益モデルは、歴史的にスタグフレーション期に有利
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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。上記に示された過去の傾向が繰り返されることを保証するものではなく、また、そのよ
うな傾向がいつ始まるかを正確に予測することはできません。上記の情報は、コーヘン＆スティアーズが運用またはサービスを提供するファンドまたはその他の口座のパ
フォーマンスを反映するものではなく、投資家が上記に反映されているようなパフォーマンスを享受することを保証するものではありません。リターンは、米国国内総生産
が前年度予想を下回り、米国消費者物価指数が前年度予想を上回った場合の年率平均リターンを示しており、フィラデルフィア連銀専門家予測調査による4四半期先の実
質GDP予測およびミシガン大学による1年先のインフレ予測調査に基づいてそれぞれ算出されています。指数の定義および追加の開示事項については、7ページをご参
照ください。

2022年3月31日現在。 出所：ブルームバーグ、コーヘン＆スティアーズ。

(1)	2022年4月30日までの累計パフォーマンス：FTSEグローバル・コア・インフラストラクチャー NETインデックス	-0.1%	対	MSCIワールド・インデック	
ス（NET）	-13.0%。

経済成長の減速と高インフレ環境下における上場インフラ株のパフォーマンス

経済成長の鈍化、金融引き締めおよびグローバル株式市場のバリュエーションの高
まりは、当面は伝統的なリスク資産に対して慎重なスタンスが必要であることを示
唆しています。対照的に、このような環境は、上場インフラ株にとっては魅力的です。
実際、上場インフラ株は 2022年1～ 4月の間、広範な株式市場を大きくアウトパ
フォームしています(1)。

インフラ・サービスの本質的な特性は、インフレに敏感な価格設定メカニズムを有
する収益モデルと相まって、歴史的にスタグフレーション期（成長が下振れし、イン
フレが上振れする時期）に上場インフラ株は力強い絶対および相対リターンを創出し
てきました（図2）。

インフラ企業は、比較的安定的でインフレに強い収益力があることに加え、低コス
トで長期の債務を持つ傾向があります。上場しているインフラ企業の大半は、近年、
緩和的なクレジット市場を活用し、低い借入コストを維持しているため、近い将来の
金利上昇による悪影響が軽減される可能性があります。さらに、多くのインフラ企
業は、規制の仕組みを通じて、金利コストの上昇を顧客に転嫁することができます。

今、上場インフラ株を保有すべき理由
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金利上昇局面は、魅力的な投資機会となる可能性

上場インフラ株は過去において、金利急上昇の際、当初はネガティブに反応するこ
ともありますが、最初のショックが和らぎ、投資家がファンダメンタルズ（一定の正
の景気感応度やインフレの収益への転嫁が可能なメカニズムなど）に注目し始める
と、長期的にパフォーマンスが向上する傾向があります。図3は、2000年以降、
米国10年債利回りが13回にわたって急上昇した局面における平均リターンを示して
います。上場インフラ株は、金利上昇の後、絶対的および相対的に高いパフォーマ
ンスを示しました。

図3
金利上昇後の回復力
金利上昇環境下での累積リターン

金利上昇後
３か月

金利上昇後
6か月

金利上昇後
12か月

上場インフラ株        グローバル株式

金利上昇局面 累積リターン (%)

グローバル株式に
対する上場インフラ株の
リターン比較(%)

米国10年債
金利上昇幅(bps)

上場インフラ株は、金利上昇局面でグローバル株式に後れを
取るが・・・(a)

・・・しかし金利上昇の後は、歴史的に広範な株式市場を
アウトパフォーム(d)
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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。上記の情報は、コーヘン＆スティアーズが運用またはサービスを提供するファンドまたは
その他の口座のパフォーマンスを反映するものではなく、投資家が上記に反映されているようなパフォーマンスを享受することを保証するものではありません。また、上
記に示された過去の傾向が繰り返されることを保証するものではなく、また、そのような傾向がいつ始まるかを正確に予測することはできません。

(a)	表示されている金利上昇期間は、2000年以降2018年3月30日までの米国10年債利回りの1か月間の最大上昇率、(b) 直近の顕著な金利上昇（0.50％以上）は、
30日よりも長い期間で発生、(c)	平均は、表示期間中の株式に対する上場インフラ株のリターンの単純平均として計算。	(d)	一定期間後のリターンは、金利上昇期間の終
了日を起点に、その後3、6、12か月間の平均累積リターンとして計算。指数の定義および追加の開示事項については、7ページをご参照ください。

2022年4月30日現在。 出所：ブルームバーグ、モーニングスター、コーヘン＆スティアーズの独自分析による。
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プライベート・ファンドからの高い投資需要によるバリュエーションの下支え

プライベート・ファンドによる実物インフラ資産への投資需要が高まるなか、多くの
プライベート・インフラ・ファンドの運用マネージャーは資産の配分に苦慮しています。
その結果、現在 3,360億米ドル以上の待機資金が適切な実物インフラ資産の投資
先を探しています（図4）。

恒常的にアクティブな投資機会は限られており、実物インフラ資産の取得競争は激
しく、結果的に資産価格を押し上げることになります。近年、プライベート・ファン
ドが上場インフラ企業を通してインフラ資産を取得する際、取得前の価格に対して平
均 29% のプレミアムをつけています(1)。	上場インフラ企業のインプライド・キャッ
シュフロー・マルチプルを大幅に上回るプレミアムを乗せた実物インフラ資産の取引
は、上場インフラ株市場のバリュエーションの下支えとなると見ています。

図4
多くのドライ・パウダー（待機資金）が
バリュエーションを下支え

実物インフラ資産/インフラ企業の
ドライ・パウダー（待機資金） (10億ドル)

実物インフラ資産への力強い投資需要が、プライベート市場に
おける資金投下ペースを上回り、上場インフラ株市場の
バリュエーションを下支え
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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。上記に示された過去の傾向が
繰り返されることを保証するものではなく、また、そのような傾向がいつ始まるかを正確に予測することはできま
せん。また、当資料に記載された市場予測が実現することを保証するものではありません。プレキン社の定義に
よると、ドライ・パウダーとは、プライベート・エクイティ・ファンドに出資した金額から、ジェネラルパートナーによっ
て投資のためにコールされた金額を差し引いたものです。追加の開示事項については、7ページをご参照ください。

(1)	2022年3月31日時点の過去3年間の全ての報告済み取引からプレキン社が算出した平均値。

2022年4月30日現在。 出所：プレキン、コーヘン	&	スティアーズ。
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歴史的に見ると、上場インフラ株のリターンは、地域やサブセクターによって大きく
異なっています（図 5）。金利の変化や経済成長などのマクロ要因は、企業のビジネ
スモデル、契約形態、資金調達の必要性などに応じて、上場インフラ企業に様々な
形で影響を与える可能性があります。同様に、規制や政治的な環境も、証券レベル
でのリターンのばらつきの主な要因となり得ます。このような乖離は、アクティブ運
用の核となるファンダメンタルズ分析の重要性を浮き彫りにしています。

アクティブ・マーネジャーは、証券毎の特性、それぞれの地域やセクターが有するリ
スクと投資機会に関する独自の見解に基づいてポートフォリオの配分を調整すること
ができ、マネージャーの見解通りとなった場合には良好なリターンの創出につながる
と考えます。

アクティブ運用の重要性
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-14%

36%
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図5
幅広いリターンが投資機会を際立たせる
セクター別暦年リターンの幅

空港

ガス供給
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港湾
ミッドストリーム

コミュニケーション

港湾
ミッドストリーム

トータル・リターン（米ドルベース）、最高/最低 パフォーマンス差

港湾コミュニケーション

港湾 ミッドストリーム
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37% 36%

2%-2%

36

31
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アクティブ・マネージャーは、セ
クターや国による違いを見極め、
リターンを向上できる可能性

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。トータル・リターンの最高
値 / 最低値は四捨五入の関係で、パフォーマンス差の数値と一致しない場合があります。上記の情報は、コー
ヘン＆スティアーズが運用またはサービスを提供するファンドまたはその他の口座のパフォーマンスを反映す
るものではなく、投資家が上記に反映されているようなパフォーマンスを享受することを保証するものではあ
りません。また、上記に示された過去の傾向が繰り返されることを保証するものではなく、また、そのような
傾向がいつ始まるかを正確に予測することはできません。指数の定義および追加の開示事項については7ペー
ジをご参照ください。

2022年4月30日現在。 出所：モーニングスター。
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指数定義／重要な開示事項

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：2015年3月31日まではUBS	Global	50/50	Infrastructure	&	Utilities	Index、それ以降はFTSE	Global	Core	Infrastructure	50/50	
Net	Tax	 Index。	UBS	Global	50/50	Infrastructure	&	Utilities	 Index は、先進国公益事業セクター 50% と先進国インフラセクター50% の割合です。FTSE	
Global	Core	Infrastructure	50/50	Net	Tax	Index	は、世界のインフラおよびインフラ関連銘柄の時価総額加重インデックスであり、配当源泉税控除後のものです。
構成銘柄のウェイトは、3つの広範な産業セクターに従って半年ごとに調整されます。構成銘柄のウェイトは、公益事業50%、輸送30%、パイプライン、人工衛星、通
信塔などその他セクター20% の割合で、半年ごとに調整されます。

図2:	2008年7月まではデータストリーム・ワールド・パイプラインおよびデータストリーム・ワールド・ガス、水道およびマルチ公益事業の50/50ブレンド、それ以降はダウ・
ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー指数を使用しています。ダウ・ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー
指数は、キャッシュフローの70% 以上をインフラストラクチャー事業から得ている世界各国に所在する企業のパフォーマンスを測定する浮動小数点調整済みの時価総額
加重型指数です。

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。

米国債： ICE	BofA	米国	7-10	年国債指数は、7-10	年満期の米国債で構成されています。

引用されたデータは過去の実績を示すものであり、将来の結果を保証するものではありません。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。

コーへン＆スティアーズの優位性
経験豊富なグローバルな運用チーム
●	 上場インフラ株の運用を専門とする最大級の運用チーム
●	 世界の主要市場に配置された経験豊富なアナリストとトレーダーによるローカルな専
門知識

市場での圧倒的な立ち位置
●	 規模の大きさを背景に、経営者、規制当局、その他の市場参加者へのアクセスが可能
●	 上場インフラ株の総運用資産額は92億米ドルにのぼり、上場インフラ株を専門とする
アクティブ・マネージャーでは最大規模を誇る

規律ある運用プロセス
●	 トップダウンによるマクロレベルでのセクターおよび国別分析と、ボトムアップによる
企業レベルの調査を融合したプロセス

●	 インフラ資産の所有者と運営者に対する厳格な調査
●	 資産クラスは投資家のニーズと膨大な投資機会のなかで進化
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北米

ニューヨーク本社

280 Park Avenue, 10th Floor
New York, New York 10017
電話	 ＋１	212	832	3232
Fax	 ＋１	212	832	3622

欧州

ロンドン

コーヘン＆スティアーズ・UK リミテッド
50 Pall Mall, 7th Floor
London SW1Y 5JH
United Kingdom
電話	 +44	207	460	6350

アジア太平洋

香港

コーヘン＆スティアーズ・アジア・リミテッド
Suites 1201–02, Champion Tower
3 Garden Road
Central, Hong Kong
電話	 +852	3667	0080

ダブリン

コーヘン＆スティアーズ・アイルランド・リミテッド
77 Sir John Rogerson’s Quay, Block C 
Grand Canal Docklands, Dublin 2
D02 VK60, Ireland
電話	 +353	1	592	1780

東京

コーヘン＆スティアーズ・ジャパン株式会社
100-6216
東京都千代田区丸の内 1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス16 階
電話	 +81	3	4530	4710

コーヘン＆スティアーズでは、世界中の投資機会を捉えるためには各地域の専門市場に関する実地の
知識と知見が必要であると考えます。コーヘン＆スティアーズは、以下の拠点を通じてグローバルな
事業展開を行っています。

www.cohenandsteers.jp


