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2021 年 11 月半ば、株式市場
は主に利上げとインフレへの
懸念から下落し始めました。

テクノロジー株は相対的に高い金利
感応度やバリュエーションの高さか
ら、足元までに大きく値を下げ、PER

（株価収益率：12 ヵ月先予想利益使
用）は 2020 年 9 月のピークから
30% 低下しています 1。こうした株
価の調整はマクロ環境の影響を受け
たものであり、市場全体に及んでい
るとみています。テクノロジー株の
ファンダメンタルズは依然堅調であ
り、一部の優良なテクノロジー企業
はインフレ環境でもアウトパフォー
ムする可能性が高いと考えます。

2021 年 11 月半ばに下落が始まっ
て以来、世界の株式市場は約 20% 値
下がりし2、その中でもテクノロジー
銘柄の下げは最も大きく、約 30% 下
落しています3。

テクノロジー株の下落率が最大と
なっているのは、予想成長率が最も
高く、企業価値の大半が長期的な
キャッシュ・フローから生み出され
ていることが主な理由です。市場が
金利の上昇を予想すると、将来の
キャッシュ・フローに対して高い割
引率が適用されるため、現在価値は
小さくなります。

資金調達コストの上昇とインフレの
高進に加え、投資家の選好が成長率
の高さから短期的な利益成長へと変
化する中、企業はこうした環境に適
応しようとしています。同時に、世
界経済では、目標の達成に向けた企
業の経営や投資の方法を変えるデジ

タル・トランスフォーメーションが
様 々 な 分 野 で 確 実 に 進 行 し て い
ます。

当社は、技術革新への需要は景気動
向に左右されるものではなく、むし
ろ長期的に持続するものであり、健
全なバランスシートを持つ企業は、
効率性を最大限に高めるための技術
に投資を続けると考えます。マイク
ロソフトの CEO（最高経営責任者）
であるサティア・ナデラ氏は直近の
決算報告で次のように述べていま
す。「生産性向上のためのオートメー
ション技術に対する需要はかつてな
いほど高まっています。インフレ環
境下で唯一のデフレ圧力となるのは
ソフトウェアだからです。［中略］長
期的に見ると、GDP 対比で見た IT 投
資額は 10 年で倍増するでしょう。」4

主なポイント 

• テクノロジーは省力化を推
進し、ボトルネックや非効率
性に対する解決策を見出す
ことができるため、インフレ
は企業のテクノロジー投資
を後押しさせます。

• 革新的な製品を提供するテ
クノロジー企業は強い価格
決定力を有する傾向にあり、
投入コストの回収が可能と
なります。

• ボラティリティ上昇と先行
き不透明感の高まりによっ
て、今後銘柄間のリターン格
差が拡大する可能性が高い
ため、現在の環境においてア
クティブ運用は極めて重要
です。

ロボティック・ プロセス・ オートメーション（RPA）導入の主な動機は 
生産性向上

出所：Cowen Research RPA Survey、2021 年 4 月現在。上記は例示を目的とするものです。
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インフレは企業のテクノロジー
投資を促す

パブリック・クラウドと SaaS（ソフ
トウェア・アズ・ア・サービス）モ
デルの普及に伴い、テクノロジー企
業は業務効率の改善やボトルネック
の特定、問題の事前予測に貢献する
でしょう。モルガン・スタンレーの
最新の CIO（最高情報責任者）調査
によると、CIO の IT 支出の優先リス
トの上位にはクラウド・コンピュー
ティングやサイバー・セキュリティ、
デジタル・トランスフォーメーショ
ンが挙がっています。一方、マサ
チューセッツ工科大学情報システム
研究センターによると、デジタル・
トランスフォーメーションを完了し
た企業の利益率が業界平均を 16%
上回る傾向にあることが最近明らか
になり、IT 支出を優先することの正
当性を裏付けています 5。企業にとっ
て、有望なソリューションの 1 つは
オートメーション・ソフトウェアへ
の投資を増やすことです。人件費が
上昇するに従い、企業はロボティッ
ク・プロセス・オートメーション

（RPA）などの技術を利用し、単純な
反復作業の自動化を図ろうとするで
しょう。RPA の活用により、従業員
はそうした作業から解放され、付加
価値の高い作業に注力することが可
能となり、労働生産性の向上と全体
的なコストの削減につながります。
例えば、有人または無人ロボットの
活用により、データの収集や加工、分
析に必要な何千時間ものマニュアル
作業の時間が削減されることで、何
百万ドルもの運営コストの低下につ
ながる可能性があります。

現在のインフレ環境は特に中小企業
にとって厳しい環境といえるでしょ
う。中小企業の多くは、顧客との関
係構築、オフィスの生産性向上、収
益拡大を図るための時間や予算、IT
人材が不足しています。マーケティ
ングやセールスを支援するクラウ
ド・ベースのソリューションは、中
小企業が顧客を獲得するまでのプロ
セスを明確にし、事業成長のために
必要なものの特定を可能とします。
中小企業はこうしたソリューション
を用いることで、迅速に顧客との取
引や契約金額を増やし、顧客離れを

低減できると考えます。

価格決定力を有するテクノロ
ジー企業

真に革新的な製品やサービスは、多
くの場合、他に選択の余地が少なく、
したがって、価格が上昇しても従来
の製品やサービスほど需要は変動し
ません。例えばサイバー・セキュリ
ティです。サイバー攻撃による深刻
な経済的打撃や風評被害を避けるた
め、企業は最新のソリューションを
利用してデータを保護する傾向が高
まっています。企業は革新的なセ

出所：モルガン・スタンレーが 2022 年 1 月に実施した CIO 調査。上記は例示を目的とするものです。

セキュリティ予算は上昇が見込まれる
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出所：ファクトセット、ジェフリーズのリサーチ部門、2022 年 5 月現在。
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キュリティ製品を積極的に探し求め
ており、そうした製品の一例に、ネッ
トワークや接続端末、クラウドのす
べてにおいてサイバー攻撃をリアル
タイムで解決する新たな技術があり
ます。この製品を開発した企業は、そ
半導体企業の利益率は引き続き上昇
見込みの優れた革新的技術により、
コストの上昇を顧客に転嫁しつつ、
需要を伸ばしています。

革新的な製品を提供する企業は、値
上げを正当化し、価格決定力を保持
することが可能になります。この強
力な価格決定力は、半導体装置メー
カーにも見られます。クラウドへの
移行、車の電動化、オートメーショ
ン、スマート農業、再生可能エネル
ギー・インフラの構築（これらはす
べて成長の初期段階にあると当社は
考えています）はチップを必要とし、
半導体装置メーカーは、チップの製
造に必要なインフラを提供する企業
です。投入コストの上昇にもかかわ
らず、主要な半導体メーカーの売上
高総利益率は上昇しており、過去最
高水準にあります。

こうした企業は、革新的な製品のコ
スト上昇を顧客に転嫁できていま
す。自動車 1 台当たり、データセン
ター 1 基当たりに必要なチップ数は
増加し、革新的製品に対する需要は
旺盛です。世界のデジタル化が進む
中、顧客に差別化された価値を提供
する半導体メーカーへの需要は継続
すると考えます。

テクノロジー株への 
アクティブ投資を 
推奨する理由

企業のコスト上昇の影響の緩和を支
援するテクノロジー企業や、質の高
い革新的技術により価格決定力を有
するテクノロジー企業など、一部の
テクノロジー企業がインフレ環境か
ら受ける恩恵は、市場で過小評価さ
れていると考えます。これは、従来
の会計処理では無形資産への投資

（工場などの有形資産ではなく、ソフ
トウェアなどの無形資産）の価値を
完全に捉えきれないことにも起因し
ています。革新的技術を生み出すた
めの研究開発は、資産ではなく費用
として計上されており、企業の研究
開発の質に関する開示はほとんど行
われていません 6。しかし、ファンダ
メンタルズを重視する長期のアク
ティブ投資家は、テクノロジー企業
の革新的技術の質を詳細に検討し、
長期的に有望な企業を厳選して投資
することができます。

パブリック市場とプライベート
市場でのテクノロジー企業へ
の投資

プライベート市場では成長初期段階
の技術革新への投資が可能で、こう
した技術は多くの場合、全く新しい
市場を創造します。一方、パブリッ
ク市場では、資本集約度が高く、広
範な規制が導入され、かつ、選定リ
スクが小さい分野の技術革新に対
し、プライベート市場を補完するよ
うな投資が可能です。例えば、パブ
リック市場の投資家は、テクノロ
ジー企業の中でも資本集約度の高い
半導体設備企業に投資することがで
きます。こうした企業は、世界的に
見られる半導体サプライチェーンの

国内回帰や最先端技術を持つ主要企
業間での競争激化によって恩恵を受
けることのできる可能性があると当
社は考えています。また、広範囲に
及ぶ電気通信規制の対象である通信
タワーにおいても、主として上場
REIT への投資を通じてエクスポー
ジャーを構築することも可能です 7。
社会のデータインフラへの依存が高
まることから、通信タワーも恩恵を
受ける可能性があると考えられま
す。ソフトウェア分野では、非上場
企業は上場企業に比べて選定リスク
が高い傾向にあります。上場テクノ
ロジー企業の大半は、上場するまで
に自社の製品が市場の需要を満た
し、市場で受け入れられることが確
認できているためビジネスモデルや
技術面のリスクはほぼ低減していま
す。このため、上場企業への投資判
断においてはどの企業が市場シェア
を獲得するかに重点が置かれます。
主にこうした理由から、上場テクノ
ロジー企業への投資は、プライベー
ト市場での技術革新への投資を補完
できると当社は考えます。

銘柄を厳選しバランスに配慮し
た上場テクノロジー企業への投
資手法

先行き不透明感とそれに伴う市場の
ボラティリティ上昇はしばらく続く
可能性が高いものの、銘柄間のリ
ターン格差の拡大につながり、アク
ティブ運用の重要性が高まることは
確実でしょう。また、現在の環境で
は、アクティブ・マネジャーにとっ
て次の二つの必要性が高まっている
と当社は考えます。それは、1) 運用
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方針に従ってファンダメンタルズを
重視し、銘柄を厳選すること、およ
び 2) 長期の持続的成長を重視する
方針に沿って、分散の効いたポート
フォリオを構築することです。これ
は健全なバランスシート、高い利益
率、高水準のフリー・キャッシュフ
ローを備えた低レバレッジ企業への
投資を意味しており、こうした企業
は金利とコストの上昇局面を乗り切
ることができると当社は考えます。
また、銘柄の厳選に加え、地域や企
業規模の分散もますます重要になっ
ていると考えています。技術革新へ
のバランスの取れた投資手法とは、
成長率の高いソフトウェア企業と、
テクノロジー企業の中で従来割安な
銘柄とされていた半導体製造装置企
業のいずれにも投資することを指し
ます。

今後の投資戦略

歴史を振り返ると、革新的技術と破
壊的技術への投資は魅力的な戦略と
なる可能性があります。過去 10 年
間で、当社が定義するディスラプ
ター（テクノロジーを利用して創造
的破壊をもたらす企業）は、創造的
破 壊 に 脆 弱 な 企 業 の リ タ ー ン を
411% 上回りました 8。30 年前に
S&P 500 指数に組み入れられてい
た企業の 52% は、時代の変化に取り
残されたか、買収されて存在しませ
ん 9。当社は、現在の S&P 500 指数
の構成企業の 70% 超は「破壊」され
るリスクがあり、革新的企業は長期
的に大きな価値を生み出す可能性が
あると考えています。したがって、時
価総額を加味した加重平均を用いた

参考指数に捉われないことが極めて
重要です。こうした参考指数は過去
に勝ち組とされていた企業に過剰な
資金を配分しており、投資家にとっ
ては将来の勝ち組企業へのエクス
ポージャーが過少になる可能性があ
ります。

投資家は、デジタル化や先端技術が
もたらす消費などの長期的な成長
テーマを見極め、企業規模や国籍に
かかわらず、最も革新的なテクノロ
ジー企業への投資を検討することが
求められます。今後もテクノロジー
企業は、企業と消費者の健全な財務
状況を背景に強固なファンダメンタ
ルズを維持し、また、世界的なデジ
タル化の進展により技術革新への需
要は拡大し続けると考えています。
経済が減速する世界では、様々なセ
クターの企業が直面する課題を予測
し、これに対応することのできるテ
クノロジー企業の価値が高まり、長
期的にはそうした価値に見合った株
価水準になると考えられます。将来
のリーダーとなるテクノロジー企業
に投資することで、創造的破壊を捉
えるポジショニングが可能になりま
す。

出所：

1. ブルームバーグ、ファクトセット、2022 年 6
月 30 日現在。リターンはすべてネットベー
ス。

2. ブルームバーグ　2022 年 6 月 30 日現在。リ
ターンはすべてネットベース。世界の株式市場
は MSCI オールカントリー・ワールド指数

（ACWI）を使用。期間：2021 年 11 月 15 日～
2022 年 6 月 30 日

3. ブルームバーグ　2022 年 6 月 30 日現在。リ
ターンはすべてネットベース。テクノロジー株
は MSCI ACWI セレクト情報技術 + コミュニ
ケーション・サービス + インターネット販売・
通信販売指数を使用。期間：2021 年 11 月 15
日～ 2022 年 6 月 30 日

4. マイクロソフトの 2022 年第 3 四半期決算発
表、2022 年 4 月 26 日。

5. GHD、「Realising the Value of Digital 
Transformation」

6. Sparkline Capital、2022 年 4 月現在。
7. 世界の通信タワーの 95% は、通信タワーに特化

した 3 本の上場不動産投資信託が所有。Cowen　
Communications Infrastructure: Towers – 
Chart of the Week、2022 年 6 月 3 日。

8. ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト、2022 年 6 月 30 日現在。

9. Hexagon AB、2021 年 10 月現在。
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追記
一般的な開示事項
本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ント・インターナショナルが2022年8月に作成した資料をゴールドマン・サ
ックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が翻訳し
たものであり、特定の投資商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とし
たものではありません。訳文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優
先します。貴社の顧客等社外への配布は行わないで下さい。

本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていま
すが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。

本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証する
ものではありません。

本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投
資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨
するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将
来予告なしに変更する場合があります。

個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入
または継続保有の推奨を目的とするものではありません。本資料において言
及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限ら
ず、また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは
保証するものでもありません。

弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係
法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」あるいは

「GSAM」と呼ぶことがあります。

本資料に記載された、一般的な市場動向や、産業およびセクター動向、ある
いは広範囲にわたる経済、市場および政治状況についての情報は、いかなる
投資推奨あるいは投資助言の提供を意図するものではありません。本資料
はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）が作成したもの
であり、GSグローバル・インベストメント・リサーチが発行したものではあり
ません。本資料に記載された見解は、GSグローバル・インベストメント・リサ
ーチ、その他ゴールドマン・サックスまたはその関連会社のいかなる部署・部
門の見解と必ずしも同一であるとは限りません。本資料記載の情報は作成
時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更するこ
とがあります。

世界産業分類基準 (GICS) は、MSCI Inc. (以下MSCI) および S&P 
Global Market Intelligence (以下S&P) によって開発され、同二社の
独占的財産かつ商標です。ゴールドマン・サックスは使用許諾を受けていま
す。MSCI、S&P、および GICS 分類の作成または編纂に関与したその他の
当事者のいずれも、かかる基準または分類（またはそれを利用することで得
られる結果）に関して、いかなる明示的または黙示的な保証または保証も行
わず、かかる当事者はすべて、かかる基準または分類に関して、独自性、正確
性、完全性、商品性または特定目的への適合性のすべての保証を本書によ
り明示的に否認します。前述の内容に制限を加えることなく、いかなる場合
でも、MSCI、S&P、その関連会社または GICS 分類の作成または編纂に関
わるいかなる第三者も、いかなる直接的、間接的、特別、懲戒的、派生的、ま
たはその他の損害（逸失利益を含む）について、たとえかかる損害の可能性

について知らされていたとしても、責任を負いません。

指数値は実際の運用による結果ではありません。指数値は利子収入や配当
金の再投資を考慮していますが、実際の投資において収益率を引き下げる
報酬や費用等の控除は考慮されていません。指数に直接投資することはで
きません。

特定の期間について市場との比較を行うために、インデックス、ベンチマー
ク、その他各種評価基準に言及している場合は、あくまでも情報提供を目的
とするものです。将来のポートフォリオの内容、運用成果等を示唆するもの
ではありません。インデックスの構成は、必ずしもポートフォリオの構成を反
映するものではありません。運用者が適切なリスクおよびリターン特性を反
映したポートフォリオを構築する際、ポートフォリオ特性はベンチマーク特性
と異なる場合があります。

守秘義務

本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真
複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）受
領者に所属する役職員あるいは受領者の委任を受けた代理人以外の第三
者に再配布することを禁じます。
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