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低成⻑・低⾦利時代の株式投資戦略
リーマン危機後の⽇⽶両国では「低成⻑・低⾦利」環境が続き、「好配当」銘柄に注⽬する投資戦略が
有効に機能してきたと考えられます。⽇⽶とも、このようなマクロ経済環境があと1-2年は続くと考えら
れることから、「好配当」銘柄に着⽬する投資戦略は、当⾯、有効に機能すると思われます。
⽶国株式は3倍、⽇本株式は2倍に上昇

図表1 ⽇⽶株式市場の推移（リーマン危機後の安値※以降）
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図表2 ⽶国の実質GDP成⻑率と10年国債利回りの推移
(期間：2000年1⽉〜2017年6⽉)
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マーズ元財務⻑官が「⻑期停滞論」で⽰唆している現象と

（注）実質GDP成⻑率は四半期ベース、前年同期⽐（2000/1-3〜2017/1-3）

も考えられます。

（図表1,2の出所）Bloombergのデータなどから岡三アセットマネジメント作成
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図表3 ⽇本の実質GDP成⻑率と10年国債利回りの推移

翻って、⽇本のマクロ経済環境を⾒ると、平均的な成
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⻑率はリーマン危機前後でほとんど変わりませんが、こ
こ数年は⽣産年齢⼈⼝の減少を背景に潜在成⻑率が
0.5%程度まで低下したと⾔われています。⻑期⾦利は、
リーマン危機後に低下傾向を辿ってきました（図表3）。
両国のリーマン危機後のマクロ経済環境は、「低成
⻑・低⾦利」という⾔葉で端的に表現されると思われま
す。別の⾔葉を使えば、「適温（Goldilocks）経済」が
世界標準になってきたと⾔うこともできます。
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（注）実質GDP成⻑率は四半期ベース、前年同期⽐（2000/1-3〜2017/1-3）

このようなマクロ経済環境で有効な投資戦略として注
⽬を集めているのが「好配当」です。

図表4 ⽶国：S&P500配当貴族指数等の推移
(期間：2000年1⽉〜2017年6⽉、⽉次)
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配の意図を⽰しています。
実際、⽇⽶で安定的に配当を増やしてきた銘柄を集め
たインデックス（配当貴族指数）のパフォーマンスは、
リーマン危機以降、市場全体を表すインデックスを上
回って推移しています（図表4,5）。
トランプ⼤統領の経済政策によって成⻑率、⾦利がこ
れまでのトレンドを破って上⽅にシフトすると期待され
た時期もありました。しかし、政策の不発が重なるたび
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（注） S&P500配当貴族指数（S&P500 Dividend Aristocrats Index）は
S&P500指数構成銘柄のうち、過去25年以上連続して増配している
銘柄のパフォーマンスを反映しています。

図表5 ⽇本：S&P/JPX配当貴族指数等の推移
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「適温（Goldilocks）経済」が継続すると考えています。 （注）S&P/JPX配当貴族指数は、東証株価指数（TOPIX）採⽤銘柄のうち
そのため、株式の投資戦略としては、「好配当」に着⽬
した戦略が機能すると考えています。

10年以上にわたり毎年増配をしているか、または安定して配当を
⾏っている配当利回りの⾼い銘柄のパフォーマンスを反映しています。

（図表3-5の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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