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マクロおよび市場概況

出所：ブルームバーグ、米連邦準備制度理事会、世界保健機構、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年3月31日現在。記載された経済、市場等に関する予測は本資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測

値の達成を保証するものではありません。本資料末尾の追記をご覧ください。

ボラティリティの高まりの要因

当社は、市場の各種動向について依然として警戒しています。以下は当社が注視している指標です。

市場安定の要因

上記の要因にもかかわらず、以下の理由により市場はいずれ安定すると考えています。

新型コロナウイルス 米大統領選挙 規制 クレジット 流動性

2.3人 270票 19% 10% 72%

新型コロナウイルス（COVID-

19）の推定実効再生産数

（1人の感染者が直接二次

感染させる平均的な人数）

大統領選に勝利するために必

要な選挙人団の票数。鍵とな

る接戦州はアリゾナ、フロリダ、

ノースカロライナ、ミシガン、ペン

シルベニア、ウィスコンシン州

S&P500指数に占める上位5

社の比率。米国政権がそれら

大手ハイテク企業をめぐる規制

に注目

米国ハイ・イールド債券市場に

占めるエネルギー・セクターの

比率

米国株式市場の取引高全体

に占めるアルゴリズム取引の割

合。市場がショックに見舞われ

る局面で、同取引は制限され

る可能性

金融政策 インフレ率 借換え 家計 財政

10行中10行 1.3% 1,300万世帯 8.2% 12%

非伝統的金融緩和政策を導

入している主要中央銀行の数

2020年の米国コアPCE（個人

消費支出）予測値。政策出

動の余地は十分存在

足元のより低い金利で住宅ロー

ンの借換えが可能な米国の世

帯数

米国の貯蓄率。家計のバラン

スシートは健全であることを示

唆

米国の裁量財政支出の拡大

規模（対GDP比）
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嵐を乗り切る

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。

経済や投資に関する話はさて置き、前例のない出来事か

ら直接影響を受けたお客様、お客様のご家族、そして私

達のコミュニティに対し、皆様の心中お察し申し上げま

す。新型コロナウイルスの経済・保健衛生上の影響の深

刻度合いは各国・地域ごとに異なりますが、この苦境も

いつか過ぎ去り、私達の環境やお互いに対する認識が高

まることになると当社は確信しています。

本資料の執筆時点では、経済活動の急激な減速は2020年

4-6月期がピークとなり、2020年後半以降には成長が回復

するというのが当社の基本的な予想です。しかし、動き

は流動的です。実際、当社は、現時点では細かい点まで

は予想できていません。

今回のMarket Know-Howでは、当社のマクロ予想を要約

し、今回の嵐を乗り切るための枠組みについて取り上げ

ます。

当社の投資戦略においては、以下の項目を重要視してい

ます。

 競争環境が激化するなかで、ボトム・アップ戦略によ

り創造的破壊を生み出す企業・テーマを特定すること。

新型コロナウイルスの拡大により社会や消費者行動の

構造的な変化が加速すると予想します。

 クオリティを重視したインカム志向の戦略。支払能力

や持続可能性ではなく、市場流動性の問題から割安と

なっている金融資産も存在するため、キャッシュ・フ

ロー創出のための絶好の参入機会が提供されています。

 一時的なボラティリティ急騰を緩和するため、リター

ンの源泉を分散すること。これには、オルタナティブ

戦略やポートフォリオ・ヘッジ戦略が含まれます。

 忍耐強く、回復に備えること。
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マクロ

セクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年4月23日現在。「年初」は、2020年1月1日時点、「現在」は、2020年4月23日時点での2020年の実質GDP予想を示します。「需給ギャップ」は、経済の実際の産出量と経

済の最大潜在産出量の差を意味し、GDPに対する比率で表されます。上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであ

り、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。

新型コロナウイルスの拡大を受け、マクロ経済と市場の調整速度は過去最速となっています。ロックダウ

ン（都市封鎖）などの物理的な制約から、2020年の世界のGDP成長率は約3%縮小すると考えられます。

大部分の先進国では、足元が最も景気の悪化が進行している状態と考えており、積極的な政策対応を受け

比較的速やかに回復すると予想しています。

経済成長

当社の最新のグローバル経済成長予想には、

頻繁にリリースされる経済指標と伝統的な経

済指標の両方を反映しています。「感染カー

ブを平坦化」するための積極的な物理的距離

の保持や外出禁止政策を受け、世界的な経済

活動は阻害され、失業率は上昇し、また、お

そらくわずか1四半期で「需給ギャップ」が

戦後すべてのリセッション時期を合計した額

を上回るほど増加すると考えます。新型コロ

ナウイルスの影響は、速度、範囲、深さの点

で過去に例のないものになると思われます。
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上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、GSAM。2020年3月31日現在。「ブレーク・イーブン・インフレ率」は、市場のインフレ予想値を意味し、名目債券と物価連動債の利回り差で表されます。下のセクションの注：出所：ブルームバーグ、GSAM。2020年3

月31日現在。点線はGSAMの政策金利予想を示しています。記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提

供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。

インフレ

インフレ・リスクは、市場が織り込む水準が示

すように、下向きのままであると考えます。こ

の傾向は、エネルギー市場の大規模な需給の不

均衡によって強まっています。低インフレ環境

が示唆する短期的に重要なポイントは、低イン

フレ環境により中央銀行は世界的な経済減速や

逼迫した市場流動性に対処するために無制限の

柔軟性を獲得するということです。「キッチン

シンク（できることは何でもやる）」政策が長

期的に与える影響は複雑で、現時点で明白な見

解はありません。

政策

主要中央銀行の政策金利は下限に張り付いてい

るため、現在の政策は、量的緩和の範囲を広げ、

各業界で必要とされる流動性を提供することを

目標としています。財政政策は経済に効果を及

ぼしつつあり、中央銀行は、おそらく資本市場

の機能を積極的に支援し続けるでしょう。最終

的に、新型コロナウイルスによる景気後退の規

模と回復の速度は、封じ込め政策と政府の支援

との差し引きによって決まります。
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上のセクションの注：出所：GSAM。2020年3月31日現在。上記の図は、紫色で示されている各「接戦州」の選挙人団の投票可能数を示しています。下のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年3月31日現

在。「株式弱気相場」は、ピークから底まで20%以上の株価下落を経験した局面を意味します。「弱気相場前」および「株式市場のピーク後」は、各弱気相場のタイプについて市場のピーク前後の特徴を示しています。過去のデータは将来の動向を示唆あるいは保

証するものではありません。

政治

米国で、選挙人団の270票を獲得する道のりは、

おそらく選挙人団の投票可能数が101票になる6

つの「接戦州」の結果が出るまで続くでしょう。

それらの州の世論調査では両大統領候補は互角

の戦いを演じており、現時点で11月の大統領選

挙の結果を予想しても純粋に推測の域を超える

ものではありません。明らかなことは、民主・

共和いずれの党も上院で議事妨害（フィリバス

ター）を阻止できる過半数（60議席）を達成で

きそうにないことです。結局は、それが市場に

とってより重要なことかもしれません。

リスク

2020年、米国選挙の行方が不透明なものになる

ことは予測されていました。しかし、米国の政

治は現在、弱気の市場環境を引き起こすより多

くのリスク要因である、新型コロナウイルスに

よる経済的損失の範囲、景気対策の有効性、市

場の流動性、エネルギー市場のシェアを巡る争

いに次ぐものとなっています。プラス面として

は、このような不確実な期間に入るにあたって、

マクロ経済面での構造的な不均衡が限られてい

ることです。
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市場

セクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年3月31日現在。「平均下落幅」はピークから底までの平均最大下落幅を、「平均期間」はピークから底までの平均月数を、「回復までの平均
期間」は市場のピークに戻るまでの平均月数を示します。上記の分析は、1928年1月～2020年3月までのS&P 500指数のリターンに基づきます。上記は過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。

市場では、以下3つの「F」のバランスを見極めながら、金融資産の価格が形成されています。(1) 事業活

動や消費活動の急激な縮小を反映するファンダメンタルズ（Fundamentals）、(2) 過去にないボラティ

リティの急騰が示す恐怖（Fear）、(3)流動性の枯渇が示す機能（Functionality）障害。忍耐強い投資家

にとっては、銘柄選択の機会が豊富に存在し、リスク資産のバリュエーションは将来の投資機会を新たに

生み出していると当社は考えています。

株式

弱気相場に対する理解の深さが、どれだけ素

早く回復に向けたポジションをとるかに影響

するでしょう。構造型による弱気相場は、資

産価格の不均衡から生じるもので、大きく長

期に及ぶ傾向があります。景気循環型の弱気

相場は景気循環から生じるものであり、深刻

さと回復までの期間は中程度になる傾向があ

ります。イベント主導型の弱気市場は一度き

りのショックから生じるもので、比較的速や

かに回復します。ウイルスを封じ込めるため

の措置は、景気循環型や構造型の弱気相場に

つながる可能性ありますが、新型コロナウイ

ルスは本質的にはイベント主導型であり比較

的短期で回復すると想定します。
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上のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年3月31日現在。下のセクションの注：出所：ブルームバーグ、GSAM。2020年3月31日現在。「米国投資適格社債」はブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債指

数を、「米国ハイ・イールド社債」はブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド社債指数の時価総額を示しています。上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場

等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。

金利

主要中央銀行の政策金利は下限に張り付いてお

り、長期金利についても、利下げの余地はほぼ

織り込まれていると当社は考えています。国債

利回りは、おそらく金融政策が巻き戻されるま

で長期にわたり低水準で推移するでしょう。リ

スク資産は経済成長が底打ちをみせる初期の段

階で大きく反発する一方で、国債利回りの上昇

には経済成長が過去平均近くまで改善する必要

があると考えており、これは過去の景気後退後

の局面でも同様の傾向がみられました。

クレジット

急速な経済活動の低迷を受け、エネルギー市場

以外にも信用リスクが広がっています。ゴール

ドマン・サックス・グローバル投資調査部では、

米国ハイ・イールド社債の12カ月移動平均デ

フォルト率は年末までに13%に達し、更に上昇

するリスクもあると予想しています。クレジッ

ト市場はそのようなリスクを素早く反映してお

り、よりクオリティが高い銘柄群についての選

別的な投資機会を提供しています。投資適格債

券については、流動性の逼迫から一時的に急落

したものの、流動性の高い銘柄はその恩恵を受

けています。
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上のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ブルームバーグ、GSAM。2020年3月31日現在。「キャッシュ・コスト」は、原油生産にかかわる直接的な費用（減価償却費などは含めない）を示します。下のセクションの注：出所：ブ

ルームバーグ、GSAM。2020年3月31日現在。上記の分析は、米国株式（S&P500指数）と米国債券（ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数）の1990年以降のリターンを分析したものです。過去の弱気相場は、直近のS&P500指数の3回の弱気

市場（1990年7月～1990年10月、2000年3月～2002年10月、2007年10月～2009年3月）のデータに基づいています。上記は過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。

コモディティ

OPEC（石油輸出国機構）加盟国と非加盟の主

要産油国で構成されるOPECプラスが収益性よ

りも市場シェアを守る姿勢を示したことから、

世界のエネルギー市場には下落圧力が加わりま

した。原油価格は過去、大きな需要ショックあ

るいは深刻な供給過剰に見舞われた際、キャッ

シュ・コストの水準近辺である20米ドル／バレ

ル程度で底を打っています。また、金は米ドル

不足の資金をまかなうために一時的に売却され

ましたが、現在は「最後の通貨」として広く上

昇しています。

ボラティリティ

ボラティリティに対応するための「コスト」と

聞くと、お金やパフォーマンスを連想しがちで

す。しかし、当社では、ボラティリティのコス

トは、最も価値ある資産、つまり時間という観

点で定量化することができると考えています。

我々は現在、ポートフォリオ分散のメリットを

大きく実感できる局面にいると考えられます。

過去、弱気相場の局面では、ポートフォリオの

分散により、一般に最大下落幅が抑制され、回

復までの期間が短くなることが確認されていま

す。
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受動的な特性の変化。債券指数の特性は時間と

共に変化してきた。

左のセクションの注：2020年3月31日現在。「最低利回り」は、コーラブル債券に投資する場合に投資家が期待できる最低利回りを意味します。「デュレーション」は、債券価格の金利変動に対する感度に関する近似指標です。右のセクションの注：2020年3月

31日現在。図は、過去5年間（2015年2月～2020年3月）の米国籍ファンドのリターンを示しています。「中期コア債券」、「世界債券」、「ハイ・イールド社債」、「バンク・ローン」は、モーニングスターの各カテゴリーを使用しています。過去の運用実績は将来の運用

成果を保証するものではありません。

アクティブに。様々な債券において、アク
ティブ運用はパッシブ運用をアウトパフォー
ムしてきた。

変化するデュレーションと利回り アクティブに

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：モーニングスター、GSAM

構造的に低位にとどまるインフレや、各国中央銀行の介入により、債
券市場の特性は変化してきました。グローバル総合債券指数をベンチ
マークとするパッシブ運用では、デュレーションの長期化、利回りの
低下、国債比率の増加などの変化を受動的に受け入れていることにな
ります。したがって、パッシブ投資では、投資適格社債やモーゲージ
証券など、より高利回りでリスク調整後リターンの高い投資機会を逃
してしまう可能性があります。

性質の変化により、債券全体はよりリスクが高く、利回りの低い資産
となりました。一方、アクティブ運用では、セクター、格付け、期間
構造などに存在する投資機会に着目することで、超過収益を生み出し
てきました。アクティブ運用では、ベンチマークから逸脱する柔軟性
により、様々な債券において、費用控除後でパッシブ運用のパフォー
マンスを上回っています。実際、モーニングスターの債券分類のうち
いくつかでは、ETFのリターンの中央値は、アクティブ投資信託のリ
ターンの下位4分の1を下回っています。
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利回りは高まったが、リスクも高い。コロナ危

機は資産の利回りを高めた。

左のセクション：世界国債：FTSE世界国債指数 株式：MSCIワールド指数 投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・投資適格社債指数 不動産：FTSE EPRA/NAREIT 先進国不動産指数 インフラ：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 エマージング債券：JPモルガン EMBIグローバル・コンポジット指数 ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド指数 カバード・コール：S&P500指数と30日のコール・オプション売りのバックテスト

右のセクション：期間：1999年12末～2020年3月末 株式のドローダウン：S&P500指数の月次データを基に算出 オプションによるインカム：30日のコール・オプション売りのバックテスト 上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは

保証するものではありません。バックテスト・パフォーマンスは実際の運用実績ではなく、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものでもありません。バックテストの結果は過去の市場データの分析に基づく結果であり、GSAM運用商品の運用実績を反映したもの

ではありません。あくまで情報提供を目的としたものです。追記をご覧ください。

伝統的なインカムを超えて。株式市場がストレ
スに晒される際に、カバード・コール戦略はイ
ンカムを分散させるユニークな源泉となる。

各資産で高まる利回り 株式市場が下落する際に、オプションによるインカムは上昇

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、モーニングスター、GSAM

コロナ危機は様々な資産にショックを波及させました。グローバルの
需給、原油価格、ボラティリティ、流動性などの様々な要因が、格付
けの引き下げやデフォルトを引き起こすきっかけとなり、各資産の利
回りを押し上げました。投資環境はこれまでの「低利回り」から 「高
利回り」に急速にシフトしたと同時に、リスクも高まりました。「利
回り」を求めることは、以前ほど難しくないかもしれませんが、より
簡単になったわけではありません。不確実性が続く中、より幅広く多
様なアプローチの模索、そしてリスクに応じて行動することが、今ま
で以上に重要になっていると考えます。

株式を保有しつつ、コール・オプションを売却することでプレミアム
を享受するカバード・コール戦略では、伝統的な債券投資とは異なっ
たインカムと分散の役割を果たすと考えます。カバード・コール戦略
は、株式市場の下落に対してプロテクションの役割を果たすと同時
に、変動の高い相場においてはオプションの利回りを高めることが期
待できます。多様なインカムを獲得するためにダイナミックな戦術を
活用することも大切になるでしょう。
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国・地域の投資機会。リターンは米国に限られ

ない。

左のセクションの注：2019年12月31日現在。図は、所在地（米国または米国外）に基づくMSCI ACワールド指数のリターン位50銘柄を示しています。右のセクションの注：2019年12月31日現在。分析は、期間：2019年1月1日～2019年12月31日。「パ

フォーマンス上位50銘柄」は、MSCI ACワールド指数構成銘柄のうち2019年のトータルリターン上位50銘柄を示しています。「指数ウェイト上位50銘柄」は、MSCI ACワールド指数構成銘柄のうち時価総額に基づく指数ウェイト上位50銘柄を示しています。国際証

券は、通貨、政治、経済、市場リスク等を伴います。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

銘柄選択に集中。グローバル市場は、米国ほ
ど「トップヘビー」ではない。

トップ・パフォーマーは米国外にも存在 2019年に最もパフォーマンスの良かった株式群はMSCI ACワールド指数の
2%以下の構成比率

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

金融危機後、米国株式は世界の様々な株式指数を上回っています。米
国株式の堅調なリターンは米国のマクロ経済の優位性（米国のGDPの
成長ペースが先進国を上回る点）とセクター構成の違い（米国株式は
高成長のセクター比率が高い点）を反映しています。しかし、毎年の
リターン上位50銘柄のうち、平均おおよそ78％が米国外の銘柄であ
り、2019年には米国外の会社が90％を占めました。我々は、投資機会
をグロ－バルに展開することにより、ポートフォリオの潜在的なリ
ターンを顕在化させることが可能であると考えます。

グローバル株式の投資機会を最大限に活用するには、銘柄選択に注力
することが必要不可欠です。MSCI ACワールド指数において最もパ
フォーマンスの良い銘柄群は、2％以下の時価総額しか占めないもの
の、時価総額の最も大きい銘柄群の4倍以上のリターンを生み出して
います。2019年のこのリターンは132%であり、米国テクノロジー
トップ株式群のリターンをも上回っています。我々は徹底した厳選に
基づき、より優れた銘柄を見極めることが重要であると考えていま
す。
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市場急変動の頻発。平均的な市場変動は抑えら

れているものの、過去10年間ではテールリス

ク・イベントは増加。

左のセクション：期間：1993年1月（VIX指数公表開始）～2020年3月末 「レフト・テールリスク・イベント」とは、VIX指数の値が1日の間に5標準偏差以上の水準まで急上昇する事態と定義し、市場のボラティリティが急速に高まった状態をさします。右のセクション：期間：1993年1月（VIX指数公表開始）～

2020年3月末 同期間において、レフト・テールリスク・イベント発生日を含む月の月次リターンが対象。ヘッジ･ファンドやプライベート・エクイティ・ファンド等への投資（以下、「代替投資」といいます。）は、投資信託のような集団投資媒体と比べ、監督機関による規制が十分に適用されない場合があります。代替投資の

運用報酬は、実現益および評価益のうちの一定の割合に基づく成功報酬など高い報酬体系が適用されている場合があり、代替投資による収益の全部あるいは著しく高い割合が報酬により相殺される可能性があります。投資家ごとのネット・リターンは実際のリターンと著しく異なる場合があります。代替投資で

は、議決権、経営参加権などを含む投資家の権利が制限されている場合があります。代替投資では、レバレッジを利用したり、過度に投機的な投資手法を用いるなど、その運用において高いリスクをとる場合があります。このような手法を採用することにより、運用パフォーマンスのボラティリティが上昇し、投資元本の

欠損あるいは全損のリスクが高まることがあります。代替投資と、他の運用者やスポンサーを含むサービス提供者間で利益相反がある場合があります。代替投資の流動性は極めて低く、通常スポンサーの合意なく転売することが難しく、また適用される証券取引法・税法により転売が制限される場合があります。

勝ちを制するには、負けないこと。急変動が
起こりうる市場環境で、オルタナティブ戦略
は緩衝材としてはたらくだろう。

レフト・テールリスク・イベントの発生リスクは上昇 下落はするが、大きくない

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

コロナ危機のなか、株式市場の変動は激しくなりました。市場のレフ
ト・テールリスク・イベントを「VIX指数の値が1日で5標準偏差以上
の水準まで急上昇する事態」と定義し、市場ボラティリティが急速に
高まった状態について振り返ってみましょう。リーマン・ショック以
来、その発生は確実に増えてきたことが確認できます。1993年から
2007年の間はほぼ2年に1回しか見られなかったこのような事態は、
2008年以来は年に2回のペースで見られるようになり、発生頻度は約4
倍に上昇しました。このトレンドに鑑みると、投資家はレフト・テー
ルリスクを回避することに意識を向けるべきと考えられます。

レフト・テールリスク・イベントが発生した際には、ポートフォリオの中に
「緩衝材」となる資産を組み入れているかがパフォーマンスの命運を分けま
す。流動性の高いオルタナティブ資産は株式市場との相関が小さいため「緩
衝材」になり得ると考えられ、組み入れることによってポートフォリオ全体
が株式市場から受ける影響を小さくすることが可能です。歴史を振り返る
と、レフト・テールリスク・イベントが発生した際、流動性の高いオルタナ
ティブ資産は米国株式の損失の75%を回避し、株式市場を2.4%アウトパ
フォームしました。このことから、変動する市場でポジションを持ったまま
ポートフォリオのリスクを低減させるために、オルタナティブ資産は有効な
手段と考えられます。
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ユニークな特性。インフラビジネスは、株式と

適度な相関を有しつつ、安定したキャッシュフ

ロー、魅力的な利回りを提供。

左のセクションの注：「EBITDA」は、本分析においてキャッシュ・フローの代用として使われています。「EBITDA」とは、税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益です。インフラ：FTSE先進国コア・インフラストラクチャー50/50指数、株式：MSCI

ワールド指数。EBITDAの変動は、指数構成銘柄全体について各期間の前年比の値です。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。右のセクションの注：2019年9月30日現在。「グローバル・インフラストラクチャー指数」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。上記は例示のみを目的とするものです。

インフラ投資の進化。キャッシュフローの予
測に焦点を当てつつ、一般的な指標のみなら
ず様々な指標を注視。

株式より高く、より安定的なキャッシュフロー インフラ関連の投資ユニバースを拡大して捉える

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ファクトセット、GSAM

一般にインフラ企業は、堅調な需要や高い参入障壁、長期契約ベース
の案件などを背景に、強固なビジネスモデルを有しています。歴史的
に、グローバルに事業を行うインフラ企業のEBITDA成長率は高く、
弾力性がある傾向にあります。さらに、資産クラスとしてのインフラ
は、株式と比較して、低リスクで、異なった背景を有する利回りを提
供します。

上記指数が、我々の考える投資ユニバースにおける9％程度の銘柄し
か組み入れてないことから、投資家は指数に組み入れられていない銘
柄にも目を向ける必要があると考えています。我々はデータセンター
や再生可能なプロジェクトなど、同様の属性を提供できる銘柄が指数
外にあると考えています。最後に、新型コロナウイルスの感染拡大の
影響で、大規模なインフラ計画が行われる可能性もあり、見通しがさ
らに明るくなる可能性もあります。
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議席数を把握せよ。拮抗する議席数は、米国の

立法上の進展を困難にさせている。

左のセクションの注：2020年3月31日現在。上記は例示のみを目的とするものです。右のセクションの注：2020年3月31日現在。上記は例示のみを目的とするものです。

政策リスクは残る。大統領令および財政調整
措置が政策の鍵となる。

米上院の構造 大統領令および財政調整措置のハードルは比較的低い

出所：クック・ポリティカル・リポート、GSAM 出所：GSAM

足元で、米国大統領選挙は接戦が予想されます。確かだと思われる
のは、大統領選の結果に関わらず、議会は政治的なイデオロギーが
大きく異なる民主・共和党で分断されるため、大きな法案を成立さ
せるためのハードルはかなり高いということです。11月の大統領選
において、上院では35議席が改選されますが、そのうち政党の変更
の可能性があるのは10議席のみです。これらの議席は、恐らく民主
党と共和党である程度分割されると思われますが、仮にどちらかの
政党が10議席全てを制したとしても、議事妨害（フィリバスター）
を阻止できる60議席を達成することは困難だと見込まれます。した
がって、今後の政策決定は財政調整措置や大統領令を通じたものに
限定される見通しです。

米国の政策変更には、立法、財政調整措置、大統領令という3つの方
法があります。上院の構造を考えると、立法上の動きはおそらく限
定的だと考えられます。財政調整措置は、財政に影響を与える法案
を早期に成立させることを目的としており、上院の過半数の支持で
成立させることができます。近年では、財政調整措置の適用範囲が
広がりつつあります。結果、立法上の動きは限られるものの、政策
リスクは財政調整措置や大統領令という形で顕在化する可能性があ
ります。

ご存じでしょうか…
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用語集
株式

シカゴ・オプション取引所ボラティリティ（VIX）指数は、幅広い行使価

格に関するインプライド・ボラティリティの加重平均に基づいて、将来のボ

ラティリティの市場推定値を反映するものです。

ダウ・ジョーンズ米国セレクト不動産証券指数は、米国不動産のエクイ

ティ所有者企業および運営者企業のパフォーマンスを示します。

MSCIオール・カントリー・ワールド（ACWI）指数は、世界中の株式市

場のパフォーマンスを広く測定するように設計された時価総額加重指数

です。同指数は、先進国株式の23銘柄および新興国株式の24銘柄で

構成されています。

非運用のMSCI EAFE指数（ヘッジなし）は、先進国21カ国の証券の

時価総額加重コンポジット指数です。

MSCI新興国株式指数は、新興国株式市場のパフォーマンスを測定す

るように設計された浮動株調整後時価総額指数です。

ラッセル2000指数は、米国株式市場の小型株のパフォーマンスを測定

します。ラッセル2000指数は、ラッセル3000指数のサブセットで同指数

の時価総額の約10%を占めています。ラッセル2000は、その時価総額

および現在の指数構成銘柄に基づく最も小型の証券約2000銘柄を

含みます。

S&P 500種株価指数は、スタンダード・アンド・プアーズ500コンポジット

株価指数で、普通株式価格の非運用指数です。同指数の数値は、

報酬、経費、税金の控除を反映していません。非運用指数に直接投

資することはできません。

S&P先進国（米国を除く）不動産指数は、米国外に所在する不動

産会社のパフォーマンスを測定します。

S&P先進国（米国を除く）小型株指数は、先進国（米国を除く）

の最も小型の企業15%（時価総額順）についてパフォーマンスを測定

します。

債券

ブルームバーグ・バークレイズ米国債券総合指数は、米国の国債、投資

適格社債、不動産担保証券、資産担保証券を含む債券の非運用分

散ポートフォリオのパフォーマンスを測定します。

ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興国総合指数は、新興国のソ

ブリン、準ソブリン、企業発行体の米ドル建て債券を含むハードカレンシー

新興国債券の最も重要なベンチマークです。

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド指数は、グローバ

ル・ハイ・イールド債券市場を広く測定します。

ブルームバーグ・バークレイズ地方債指数は、州・地方自治体の一般財

源保証債、特定財源債、支払保証付地方債、事前借換債を含む米

ドル建て長期非課税債市場のパフォーマンスを測定します。

ブルームバーグ・バークレイズ3年地方債指数は、満期が2～4年の投資

適格一般財源保証債および特定財源債から幅広く選ばれた銘柄で構

成されます。

ブルームバーグ・バークレイズ・カリフォルニア地方債指数は、満期1年以

上のカリフォルニア投資適格債の時価総額加重指数です。

ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド地方債指数は、米ドル建て長

期非課税債市場のうちハイ・イールド債のパフォーマンスを測定します。同

指数には、4つの主要セクターである州・地方自治体の一般財源保証

債、特定財源債、支払保証付地方債、事前借換債があります。

ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債指数は、公開米国社

債および特定の外国無担保・担保付債券のパフォーマンスを測定しま

す。

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド指数は、固定金利非投

資適格債のパフォーマンスを測定します。

クレディ・スイス・レバレッジド・ローン指数は、取引可能な米ドル建て優

先担保付非投資適格ローンを追跡することで、投資可能なレバレッジ

ド・ローン市場のパフォーマンスを測定します。

JPモルガン1カ月キャッシュ指数は、満期1カ月の短期債券商品の継続

投資についてトータルリターンを測定します。

JPモルガンEMBIグローバル・コンポジット指数は、新興国で発行された

米ドル建て債券商品に連動する非運用指数です。

S&P/LSTAレバレッジド・ローン100指数は、レバレッジド・ローン市場にお

ける最大級のローン・ファシリティのパフォーマンスを反映するように設計さ

れています。

米国債は米国政府が保証する債務証券で、その利子支払いについて

州・地方税を免除されています。ただし、利子支払いについて連邦税は

免除されません。

その他

アルファは、ベンチマーク・リターンを上回るリターンを意味します。

ベーシス・ポイント（bps）は、1パーセントの100分の1を表す単位を意

味します。

現金フロアーは、原油の価格が原油を採掘する費用をまかなう損益分

岐点価格水準を意味します。

景気循環型弱気市場は、金利の上昇、差し迫ったリセッション、利益

の減少など、後期サイクルの環境が特徴です。

デュレーションは、債券投資価格の金利変動に対する感度の指標です。

選挙人団は、米国の大統領および副大統領を選ぶために4年ごとに選

ばれる538人の米国選挙人で構成される集団です。

イベント・ドリブン型弱気市場は、1回限りの外因性ショックを特徴としま

す。

議事妨害は、議会の1人以上の議員が提出された法案について議決す

るのを遅らせるため、または完全に阻止するために議論する政治上の手

続きを意味します。

国内総生産（GDP）は、ある国の国境内で1年間に生産された完成

品とサービスの価値です。

HFRIファンド・オブ・ファンズ総合指数は、HFRに報告する約800のファン

ド・オブ・ファンズで構成される均等加重指数（報酬控除後）です。

インカム志向投資は、リターンが主に固定の支払い（クーポンなど）に

よって実現する投資を意味します。

MMDは、AAA格の州一般財源保証債のオファー・サイドを示す専有の

イールド・カーブであるトムソン・ロイター地方債市場データAAAカーブを意

味します。

OPECプラスは、石油輸出国機構（OPEC）を拡大した世界の主要石

油輸出国14カ国以上からなるグループを意味します。

パーセンテージ・ポイント（pp）は、2つのパーセンテージ間の算術差を表

す単位を意味します。

リセッションとは、全米経済研究所（NBER）によって、経済全体で広

がり、数カ月間を超える期間続き、通常、実質GDP、実質所得、雇

用、工業生産、卸売りから小売りの売上に現れる経済活動の重大な

低下と定義されます。

リスク資産とは、一定程度のボラティリティを伴う資産を意味します。

標準偏差は、データ一式についてその平均からのばらつきの指標と定義

されます。

構造型弱気市場は、資産の不均衡と金融のバブルが特徴です。

利回りは、一定の期間に、投資に関して発生・実現した収益を意味し

ます。

ボラティリティは、金融商品の価格変動の指標です。

WTIは、米国原油価格の一般的なベンチマークであるウェスト・テキサス・

インターミディエイト原油を意味します。
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追記
18ページの「各年の資産クラス別リターン」の注：「米国大型株式」は、S&P 500指数によって表されています。「英国株式」は、FTSE 100

指数によって表されています。「欧州株式」は、MSCI欧州指数によって表されています。「日本株式」は、MSCI日本指数によって表されて

います。「グローバル小型株式」は、MSCIワールド小型株指数によって表されています。「新興国株式」は、MSCI新興国指数によって表さ

れています。「グローバル債券」は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合米ドル・バリュー・ヘッジド指数によって表されています。「ハイ・

イールド社債」は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド・バリュー・アンヘッジド指数によって表されています。「グローバル

REIT」は、FTSE EPRA/NAREITで表されています。「新興国債券」は、JPM EMBIグローバル・コンポジット指数によって表されています。「コ

モディティ」は、S&P GSCIコモディティ指数によって表されています。「ヘッジファンド」は、HFRIファンド・オブ・ファンズ指数によって表されていま

す。「マクロ／タクティカル・ヘッジファンド」は、HFRXマクロ／CTA指数とHFRIマクロ指数の50対50の組合せによって表されています。

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2020年4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。

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。

本資料に記載された経済、市場等に関する予測は、資料作成時点での様々な仮定や判断を反映するものであり、今後予告なく変わ

る可能性があります。これらの予測値は特定の顧客の特定の投資目的、投資制限、税制、財務状況等を考慮したものではありません。

実際には予測と異なる結果になる可能性があり、本資料中に反映されていない場合もあります。これらの予測は、将来の運用成果に影

響を与えうる高い不確実性を伴うものです。したがって、これらの予測は、将来実現する可能性のある結果の一例を示すに過ぎません。こ

れらの予測は一定の前提に基づく推定であり、今後、経済、市場の状況が変化するのに伴い、大きく変わることが考えられます。ゴールド

マン・サックスはこれら予測値の変更や更新について公表の義務を有しません。

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、ゴールドマン・サックスのグローバル・インベストメント・リサーチ部門（GIR）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、GIR、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。

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。

新興国市場の有価証券は、流動性が低く、変動性が高い場合があり、為替の変動や政治的な不安定さなどを始めとする追加的なリ

スクがあります。

シミュレーションによるパフォーマンスは一定の仮定に基づいており、運用者の投資判断に影響を与える市場要因や経済要因は考慮されて

おりません。また、シミュレーションの結果は、市場の過去の結果を用いたモデルを過去に遡及して得られたものです。シミュレーションの結果

には、実際の運用収益を減少させる運用報酬や取引にかかわる費用、その他の費用を考慮していません。実際の運用成果等とは異な

ります。

バックテストの結果は、実際の運用実績とは異なります。シミュレーションの結果には、配当再投資、実際の運用収益を減少させる運用

報酬や取引にかかわる手数料、その他の費用等を考慮していません。実際の運用においては、経済や市場状況等により、資料中に示さ

れた結果と同じ運用ができるとは限りません。

代替投資に関するリスクについて

ヘッジ･ファンドやプライベート・エクイティ・ファンド等への投資（以下、「代替投資」といいます。）に関しては、以下のようなリスクがありま

す。代替投資を行う際は、これらのリスクを慎重にご検討の上ご判断ください。

• 代替投資は、投資信託のような集団投資媒体と比べ、監督機関による規制が十分に適用されない場合があります。代替投資の

運用報酬は、実現益および評価益のうちの一定の割合に基づく成功報酬など高い報酬体系が適用されている場合があり、代替

投資による収益の全部あるいは著しく高い割合が報酬により相殺される可能性があります。投資家ごとのネット・リターンは実際のリ

ターンと著しく異なる場合があります。代替投資では、議決権、経営参加権などを含む投資家の権利が制限されている場合があり

ます。

• 代替投資では、レバレッジを利用したり、過度に投機的な投資手法を用いるなど、その運用において高いリスクをとる場合がありま

す。このような手法を採用することにより、運用パフォーマンスのボラティリティが上昇し、投資元本の欠損あるいは全損のリスクが高ま

ることがあります。

• 代替投資は、自国外の取引所が「主要市場」となる投資商品に投資することがあり、カウンターパーティーが取引契約を履行しない

リスクがあります。

• 過去の運用実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。代替投資への投資元本および収益の価値は

下落することも上昇することもあり、元本が保証されているものではありません。

• 代替投資は、米国1933年証券法（その後の改正を含む）で定められた、公募でない証券の募集および販売についての登録義

務免除のもとで提供されています。代替投資を扱う公的な市場や取引市場はありません。同様に、代替投資の流動性は極めて低

く、通常スポンサーの合意なく転売することが難しく、また、証券取引法・税法により転売が制限される場合があります。

• 代替投資では、極めて流動性が低く、時価評価が難しい投資商品に投資する場合があります。その結果、解約や転売が困難とな

り、また売却代金の受領に時間がかかる場合があります。

• 代替投資では、複雑な税制・法制が適用されることがあるため、知識と経験を有する投資家にのみ適した投資です。代替投資をご

検討の際は、自らの税務･会計・法務アドバイザーに助言を受けることをお勧めいたします。

• 代替投資を行う際には、投資家が市民権を置く国、居住地、国籍等により適用される法的要件、適用税制、外国為替規制等

について認識している必要があります。

利益相反

ゴールドマン・サックスおよびその関連会社を含むサービス提供者と代 替投資の間で、利益相反が生じる可能性があります。これらの業務

および利益には、代替投資によって購入あるいは売却される証券や投資商品 について、取引上、経済上、助言上の利害関係が含まれ

ます。代替投資 を行う際は、これらの点を十分に考慮の上ご判断ください。

本資料に記載したウェブサイト・リンクは情報提供を目的とするもので、 それらウェブサイトや関連する商品あるいはサービスを弊社が保証

また は推奨するものではありません。弊社はそれらウェブサイトのコンテン ツにかかわる正確性や有効性に対して責任を負うものではありま

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）再配布することを禁じます。

© 2020 Goldman Sachs. All rights reserved. 206460-OTU-1209972
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出所：GSAM。2020年3月31日現在。上記の例は、一定期間の各種資産クラス間の運用実績分散および分散の潜在的重要性を示すための例示のみを目的とするものです。分散は、特定の1つの資産またはリスクに対するエクスポージャーを低減するように資

本を配分するプロセスです。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。分散投資は投資家を市場リスクから保護するものでも、利益を保証するものでもありません。本資料の追記をご覧ください。




