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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、ジョンズ・ホプキンズ大学、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年7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。追記をご覧ください。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。

市場変動の要因

市場安定の要因

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

188ヵ国・地域 270票 22% 11% 72%

新型コロナウイルス（COVID-
19）の流行を報告した国・地
域。封じ込めはまだ困難。

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種株価指数に占める
上位5社の時価総額割合。米
国政権がそれら大手ハイテク
企業を注視。

米国ハイ・イールド債券市場の
デフォルト率予測。世界金融
危機時の水準に近づくと予想
される。

アルゴリズムで取引される米国
株式取引高の割合。市場が
ショックに見舞われる局面で、
流動性を制限する可能性あり。

金融政策 財政政策 インフレ率 借換え 家計

100％ 20% 1.3％ 3%未満 19%

先例のない金融緩和政策を
実施する主要中央銀行の割
合。

2021年末までに予想される
米国の裁量的財政支出規
模（対GDP比）。

2020年の米国コアPCE（個
人消費支出）予測値。財政
出動の余地は十分あり。

住宅ローン金利。低金利を
背景に借換えが前年比
107%増加。

米国の貯蓄率。消費回復の
可能性を示す。
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パンデミックからの脱出

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。

みなさまにとって、新型コロナウイルス（COVID-19）が
引き起こした経済・保健衛生上の困難な状況が収束に向
かっていることをお祈り申し上げます。

幸いなことに、経済活動は厳格な封じ込めから慎重に正
常化へ移行していますが、医療上の解決策を確保するこ
とは、間違いなく世界中の政策担当者の強い関心事項で
す。マスクやソーシャル・ディスタンスにより、ワクチ
ンや治療法の開発を待ちながら経済回復を実現できるこ
とを経済指標は示しています。

投資の観点からは、今回の先例のない事態は、投資戦略
の規律、リスク管理、ポートフォリオの質を検証する機
会になると考えています。米国が選挙シーズンに入るな
か、最近の変動の大きい市場を乗り切ることで得た学び
が再び役に立つでしょう。

今回のMarket Know-Howでは、当社のマクロ予想を要約
し、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流
行）から脱出す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。
回復は、一直線ではなく、企業・テーマごとに異なる
ものになるでしょう。

 新型コロナ危機の混乱から生まれた投資機会を獲得す
るための投資領域の拡大。

 短期にとどまるものの、相対的に力強いリターンを提
供する可能性がある、バリュー（割安な資産）および
シクリカル（景気変動の影響を受けやすい資産）に対
するバランスのとれた投資。ただし、当社の見通しで
は、マクロ環境は引き続きグロース（成長資産）に有
利な状況が続くと想定。

 株式ボラティリティを緩和するための高格付コア債券
に対する投資。
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マクロ

セクションの注：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、全米経済研究所、GSAM。2020年8月6日現在。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。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。追記をご覧下さい。

経済の急停止の後、グローバルの経済活動は回復しつつあります。徒歩や車による移動は通常の水準に近
づいていますが、飛行機による旅行はまだ低迷しており、出張は今後も完全には回復しない可能性があり
ます。握手はもはや一般的な社会規範ではなく、健康や体温の検査に置き換わっています。経済活動の回
復は進んでいくと考えていますが、これまでとは異なるものとなりそうです。

経済成長
当社は、2020年の世界の実質GDP（国内総生産）
成長率はマイナス3.3%に低下すると推定していま
す。今年は、少なくとも第2次世界大戦以来最も
急激で最も短い景気後退が起きました。事実、全
米経済研究所のデータに基づくと、1800年代半ば
の景気サイクルまで遡っても、米国に6ヵ月未満
の景気後退がなかったことがわかります。2021年
には、新型コロナウイルス再拡大による経済的影
響が小さい一部の米国外の地域で、より力強い回
復が見られる可能性があります。
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上のセクションの注：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2020年7月31日現在。図は、2015年1-3月期から、各経済が2019年10-12月期の水準まで完全に回復すると予想される四半期までのGDP水準
を、2019年10-12月期を100として示しています。下のセクションの注：世界銀行、GSAM。2020年6月30日現在。図は、2020年および世界金融危機時の財政および金融刺激策の規模を比較しています（対GDP比）。「非伝統
的金融政策」は、資産購入プログラムを意味します。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。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。追記をご覧下さい。

世界の経済回復
2021年の実質GDP予想は力強い回復を示唆してい
ますが、これは2020年に失われたGDPと比較する
ことが重要です。当社では、米国の経済活動が新
型コロナウイルス拡大前の水準まで完全に回復す
るには、2021年7-9月期までかかると予想してい
ます。欧州は、経済の落ち込みがより深刻なため、
完全に回復するには2021年10-12月期までかかる
でしょう。ただし、新型コロナウイルス感染状況
の改善、欧州中央銀行（ECB）の積極的な緩和姿
勢、欧州連合（EU）復興基金による支援を反映し
て回復ペースは速めになります。

政策
今回の政策措置の程度と種類は、世界金融危機時
も含めて近代で取られたすべての措置を上回って
います。金融政策が極めて重要な資金調達市場に
再び流動性を提供し、財政政策は企業と消費者の
回復に向けての橋渡しをしました。最終的に世界
中の政策支援全体の規模は、新型コロナウイルス
拡大により失われた世界のGDPの合計に匹敵する
可能性があります。
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上のセクションの注：ブルームバーグ、GSAM。2020年7月31日現在。図は、1928～2016年のすべての米国大統領選挙の年について株価の年初来の累積リターンを示しています。「与党」は、選挙年中に現職大統領が所属す
る党を意味します。「選挙前」は、11月より前の3ヵ月を意味します。下のセクションの注：ブルームバーグ、GSAM。2020年7月31日現在。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。

政治
米国大統領選挙が迫るにつれ、市場変動性は高ま
りそうです。ホワイトハウスと上院が焦点になっ
ており、過去の例を考えると株式市場から目が離
せません。選挙前の3ヵ月に株価が上昇すること
は与党に非常に有利であり、これは1928年以降23
回の選挙のうち20回に当てはまります。通常、選
挙前の市場の下落は、与党にとってマイナスです。
どちらが勝利するにせよ、市場は選挙結果が明ら
かとなることを好感する傾向にあります。

リスク
「通常の」リスク要因が、世界的な政策の不透明
性を引き続き高めています。米国大統領選挙、米
中関係、保護貿易化、社会不安、ブレグジット
（英国の欧州連合離脱）の実現などの要因は、市
場のリスク回避姿勢を高める可能性があります。
しかし、そのいずれも新型コロナウイルスほど市
場や経済に与える影響は大きくありません。また、
ボラティリティが「既知のもの」から生じること
はほとんどないことを、投資家は新型コロナウイ
ルス危機から学んでいるでしょう。
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市場

セクションの注：ブルームバーグ、GSAM。2020年7月31日現在。「強気相場」は、景気拡大に伴う持続的な株価の上昇を意味します。上記の分析は、弱気相場の底の前後12ヵ月についてMSCIワールド指数に基づく日次パ
フォーマンスを示しています。「弱気相場」は、ピークから底まで20%以上の下落を意味します。「平均」は、1969年以降の弱気相場の市場平均パフォーマンスを意味します。「今回」は、2020年3月を底とする直近の弱気相
場を意味します。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。

前回の景気サイクルにおける株式はバリュエーションの拡大にけん引され、非常に高いリターンとなりま
した。ベータ（市場全体の動き）が投資家にとって重要なリターン要因となり、そのために低コストの
パッシブ型の運用への資金流入が加速しました。低コストのパッシブ型運用が果たす役割はなくなりませ
んが、平均リターンの低下とバリュエーションのバラつきの増加が次回の強気相場の特徴になると当社は
考えています。

株式
新型コロナウイルスの科学的名称は、SARS-CoV-
2です。ウイルスが人間に引き起こす疾患は
COVID-19と呼ばれ、一般に発熱、疲労、呼吸困
難の症状を伴います。市場にとっての症状は、ボ
ラティリティ（変動性）と急激な動きのようです。
以前の弱気相場と比較すると、2020年の株式急落
と急反発は類のないものです。世界的に企業業績
が崩壊する中、大規模な金融・財政政策が下支え
となり、株価の回復は持続していますが、政策が
企業を取り巻く環境に反映される道のりはおそら
く不安定なものとなるでしょう。
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上のセクションの注：ブルームバーグ・バークレイズ、GSAM。2020年7月31日現在。図は、米国10年債の12ヵ月トータル・リターンが実質的にゼロになる米国10年債の利回り上昇幅（ベーシス・ポイント）を示しています（デュレーションと利回り水準に基づき算出）。下のセクションの
注：ブルームバーグ・バークレイズ、GSAM。2020年7月31日現在。「米国投資適格債」は、1989年6月30日以降のデータに基づくブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数を意味します。「米国ハイ・イールド」は、1994年1月31日以降のデータに基づくブルームバーグ・バークレイズ
米国ハイ・イールド指数を意味します。「新興国債券（米ドル建て）」は、2001年12月31日以降のデータに基づくJPモルガンEMBIグローバル・コンポジット指数を意味します。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。

金利
低金利を背景に、ポートフォリオにおける債券の役
割は変化し始めています。キャッシュフローは減少
して株式に対するヘッジ機能は低下し、金利の低下
に伴ってデュレーションは長くなっています。この
ようなトレードオフは、債券の金利変動に対する価
格感応度を増幅します。右図は、米国10年債の「ゼ
ロ・リターン・ポイント」を示しています。これは
金利がどれだけ上昇すれば12ヵ月リターンがゼロに
なるかを示しており、現在、過去最低の6ベーシ
ス・ポイントになっています。

スプレッド
ほとんどのセクターは流動性に負荷がかかった春の
水準から回復しました。一方、レバレッジが高水準
のセクターにおいては、回復のペースが一定ではな
く、投資家が個別銘柄に対する影響に注目する中、
レンジ圏で推移しています。しかし、現在のオプ
ション調整後スプレッド（OAS）の水準（米国投資
適格債133、米国ハイ・イールド488、新興国債券
（米ドル建て）440、単位：ベーシス・ポイント）
を過去の例から考えると、この先のリターンの水準
は魅力的で、プラスのリターンを生む確率は高いと
みられます。忍耐強い投資家にとっては、引き続き
スプレッド・セクター、特に中央銀行の影響が予想
されるセクターに期待が持てるでしょう。
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上のセクションの注：国際決済銀行（BIS）、国際通貨基金（IMF）、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM。2019年12月31日現在（最新データ）。上図は、米ドルまたはユーロで保有されている銀行の国
際部門の債務および中央銀行の外貨準備高の割合を示しています。下のセクションの注：GSAM。2020年7月31日現在。上記は例示を目的とするものです。

通貨
米国以外の地域における比較的強い経済回復への
期待や金利差の縮小のため、米ドル安を予想する
投資家の声が高まっています。米ドルは、その安
全通貨としての特性のために新型コロナウイルス
危機後の世界でさらに下落すると考えられますが、
外貨準備や資金調達において選ばれる不動の通貨
であり、その支配的な地位は変わりません。当社
の考えでは、米ドルの代わりとなる通貨は、債務
や外貨準備の基軸通貨として信頼できるものでな
ければなりません。

ボラティリティ
S&P500種株価指数が2020年3月23日につけた
2,237ポイントが今回の弱気相場における底だと
思われますが、高水準のボラティリティは持続し
そうです。多数の要因が不確実性を高めており、
35%の損失を完全に回復するためには、35%の上
昇では不十分であり、さらに14%のリターンが必
要です。大きな損失から回復するためのハードル
は高いものです。リスク資産はまだ魅力的かもし
れませんが、リスクを意識して構築されたポート
フォリオは、このギャップを埋めることに寄与す
る可能性があります。
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グレート・リセット。新型コロナウイルスは世
界経済のあり方をリセットしており、新たな投
資の枠組みが必要。

左のセクションの注：2020年7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7月31日現在。上図は、MSCIワールド指数構成企業について、売上高成長率予測に基づく分類別の構成比率を
示しています（2000年1月から2020年7月、6ヵ月移動平均）。「売上高成長率」は、今後3年間の売上高成長率の年率換算コンセンサス予想で測定されます。「低成長」は、年率換算売上高成長率が4%未満の企業を意味しま
す。「高成長」は、年率換算売上高成長率が8%超の企業を意味します。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。

アルファを追求せよ。新型コロナウイルスは
すでに進行していた構造的なトレンドを加速
させた。

3段階のフレームワーク 個々の企業の特性を重視

出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 出所：データストリーム、I/B/E/S、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM

新型コロナウイルス危機は、経済がどのように機能するかを大きく変
える歴史的な出来事です。投資家は、変動する環境を乗り切るため
に、保全、統合、革新という3つの重なり合うフェーズから成る新た
なフレームワークに適応する必要があります。不確実性が高い期間に
おいては、企業は資金調達と生き残りに注力するため保全が重要で
す。統合は、外部環境ではなく、経営戦略次第です。最後に、革新
は、創造的破壊と優れたリターンの可能性を生み出します。それらの
フェーズを通して経営していけるかは、危機から生まれる持続可能な
競争優位を確立できるかにかかっています。

同時に、今回のパンデミックは、突発的なボラティリティの急騰、低
利回り、低成長を特徴とする世界をもたらし、投資における課題を難
化させました。ボラティリティに対処するためには、現在の回復局面
においてもバランスシートの健全さと競争優位性が引き続き不可欠で
す。利回りの低下に対処するためには、より高水準のキャッシュフ
ローをもたらす資産に投資を行うことで、多様なインカムの成長を享
受できる可能性があります。また、急成長する企業の数が主要市場で
減り続けるため、投資機会は個々の企業の特性に基づいたもの、さら
にはグローバルなものになっていくと当社は考えます。新型コロナウ
イルス危機後の世界は、国境のない投資を意味するかもしれません。
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トップ・パフォーマーの変化。現在のリターン
上位企業のセクター構成は成長産業の変化を反
映。

左のセクションの注：2020年7月31日現在。図は、MSCIオール・カントリー・ワールド指数のリターン上位50銘柄に基づくセクター別構成比率を示しています。右のセクションの注：2020年7月31日現在。図は、MSCIオール
・カントリー・ワールド指数のリターン上位50銘柄に基づく国・地域別（米国または米国外）構成比率を示しています。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。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。

世界へ広がる投資機会。リターンは米国に限
られない。

リターン上位企業は情報技術とヘルスケアに集中 リターン上位企業はグローバルに分散

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

過去数年間の魅力的な株式リターンは、変動する人口動態、人々の嗜
好、消費者行動による強力な利益成長を反映したものあり、米国の情
報技術セクターはこのようなトレンドの恩恵を受けてきました。今
後、世界経済が収益性の高い産業への投資を進める中で、より持続的
な収益性を求める市場のトレンドは、メディテックやフィンテック、
エドテック、グリーンテック、環境・社会・ガバナンス（ESG）など
の分野に拡大し、それが世界の投資機会を広く分散させる可能性があ
ります。

米国株式のリターンが圧倒的である一方、上位の企業は引き続き世界
的に分散しています。過去10年間、毎年の上位50銘柄のうち平均75%
超が米国外の企業でした。マクロおよび市場環境が困難なコロナ禍に
おいてさえ、グローバルな投資機会は豊富です。2020年初来では、上
位企業の92%が米国外です。投資機会をグローバルに展開することに
より、強力なバランスシート、収益力、利益率を持つ優良企業からリ
ターンを得ることができると考えます。
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ディフェンスがオフェンスに。今日のグロース
株は以前のグロース株とは異なる。

左のセクションの注：2020年7月31日現在。図は、ラッセル2500指数が前営業日比で下落した期間について、ラッセル2500のグロース指数とバリュー指数のラッセル2500指数に対する相対パフォーマンス（過去3ヵ月、日次換
算）を示しています。右のセクションの注：2020年7月31日現在。図は、ラッセル2500バリュー指数に対するラッセル2500グロース指数の相対セクター比率を示しています。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。

中小型株に注目せよ。グロース・セクターの
魅力的な投資機会は大型株以外にも存在。

市場下落時のアウトパフォーマンス 中小型株に注目すべき時

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

過去数ヵ月の大きなボラティリティ環境下での株価は、通常とは異な
り、グロース株が優勢です。過去に、このような動きを見せた期間は
全体の41%程度です。当社の考えでは、このようなアウトパフォーマ
ンス株式の入れ替わりは、成長企業の特徴が変化したことで説明でき
ます。現在の成長企業は、(1) 強力なバランスシートと豊富な流動性
のためにディフェンシブであり、(2) 景気サイクルに影響されにくい
ビジネスモデルのため、業績の下方修正を免れやすい傾向がありま
す。緩やかなGDP成長、低いインフレ率、1桁台の利益成長見通しな
どから、グロース株のアウトパフォーマンスはおそらく持続すると当
社は考えています。

時価総額が小さな企業に注目すれば、グロース株への投資機会は広が
ります。中小型グロース株の指数構成は、情報技術とヘルスケアに大
きく偏っています（指数の約60%）。また、グロース・セクターの中
でも、情報技術の半導体やヘルスケアのバイオテックなど、デジタル
革命によって最も変化した業界が多くを占めています。当社は、今後
10年間、テクノロジーがますます創造的破壊をもたらすと考えていま
す。中小型グロース株は、革新的で経営戦略を機敏に進化させること
ができるため、この長期トレンドの恩恵を受けることができると考え
ます。
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オンラインへの移行。新型コロナウイルス危機
は、家庭の消費、企業の活動、経済の機能のあ
り方を根本的に変化させた。

左のセクションの注：2020年7月31日現在。Eコマースの割合は、各国の総小売売上高（旅行を除く）に対する割合で表されています。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。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。追記をご覧ください。右のセクションの注：2020年8月12日現在。テレビ会議、オンライン決済、Eコマー
ス、通勤アプリは、米国のアプリ・ダウンロード数で測定されます。外食は、オープン・テーブル（オンライン予約サイト）による着席食事人数で測定されます。アウトレットモール訪問は、毎週の訪問数で測定されます。2月の新型コロナウイルス危機前水準か
らの変化（%）は、2020年2月3日の週から2020年8月12日の週までについての40個を超える巣ごもりおよび正常化指標の総合平均の変化を示しています。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。上記は例
示を目的とするものです。

今や私たち全員がミレニアル世代。世界の人
口の大部分が「巣ごもり」しており、企業は
それに適応し、進化する必要がある。

Eコマースはどこにでも 米国でのビジネス：巣ごもりと正常化

出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、各社データ、ユーロモニター、NBS中国、iResearch、GSAM 出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM

新型コロナウイルス感染拡大のため、無数のテクノロジーや消費者行
動、特にEコマースの採用が加速しました。当初はパニックによる購
入や買いだめでしたが、その後習慣となり、2019年の米国小売支出の
15%だったEコマースの利用は2020年5月には一時的に40%を超えまし
た。また、2024年までには持続的に30%になると予想されています。
さらに、他の国のデータは、オンラインへの移行がグローバルなもの
であることを示唆しています。当社は、新たにEコマースを利用する
ようになった多くの人々は経済活動が再開した後もこの方法を続け、
Eコマースの加速は小売業界を引き続き再編すると予想しています。

このような新たな通常においては、生き残って、さらには成功できる企業
は、新たな「巣ごもり」消費のパターンに対応できる拡張可能なオンライ
ン・ビジネス・モデルを持つ企業でしょう。実際、ミレニアル世代の消費や
生活様式は、それ以外の多くの人々に広がっています。古い世代（その一部
は以前決してEコマースを利用しませんでした）は、必要に迫られてテクノロ
ジーを採用せざるをえませんでした。数百万の児童が、教室での授業からオ
ンライン学習に切り替わり、企業の活動もオンラインに移行しました。当社
の考えでは、新型コロナウイルス危機は、すでに進行していた長期的なテク
ノロジー化への移行を加速させ、その恩恵はおそらく、機動力が高くテクノ
ロジーに精通した企業が受けることになるでしょう。
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今と昔。コア債券の特徴は時間と共に変化。

左のセクションの注：2020年7月31日現在。図は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数のセクター別時価総額比率を示しています。「証券化商品」は、不動産担保証券、資産担保証券、商業不動産担保証券などを指し
ます。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数の構成は、四捨五入のため合計で100にならないことがあります。右のセクションの注：2020年7月31日現在。「年率リスク」は標準偏差で測定されます。上記の分析は、過
去10年間の月次リターンに基づきます。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。

似て非なるもの。すべての債券が同じでは
ない。

米国コア債券の変化 多種多様な米国総合投資適格債券市場

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

過去10年間、投資適格債券の特徴と構成は変化してきました。ブルー
ムバーグ・バークレイズ米国総合指数では10年前から利回りが低下
し、デュレーションは長期化し、米国債の割合は増加しています。し
たがって、パッシブ投資戦略に依存すると、低利回りに加え、意図し
ないうちにより多くの金利リスクを取る可能性があります。コア債券
市場の優良スプレッド・セクターに分散することによって金利収入を
高め、より魅力的なリスク調整後リターンを獲得する豊富な機会があ
ると当社は考えています。

債券に関して、投資家はしばしばブルームバーグ・バークレイズ米国
総合指数を指標としています。しかし、同じコア債券セクターであっ
ても、すべての債券の性質が同じというわけではありません。サブセ
クターによって、利回り、変動リスク、リターン、株式との相関は
様々です。今日の低利回り環境下では、ベンチマークの中でのみでは
なく、投資適格債券市場全体から銘柄選択することが重要と当社は考
えています。コア債券へのダイナミックなアプローチにより、より高
い収益を追求することができると考えます。
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用語集
株式
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。
非運用のMSCI EAFE指数（ヘッジなし）は、先進国21ヵ国の証券の
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。
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。
MSCIワールド指数は、先進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加重指数です。
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指数は、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。
ラッセル2500指数は、米国株式市場の中小型株のパフォーマンスを測
定します。ラッセル2500指数は、ラッセル2000指数構成銘柄と、ラッセ
ル1000指数の中で時価総額および現在の指数構成に基づく最も小型
な中型株500銘柄を含みます。
ラッセル2500グロース指数は、ラッセル2500構成銘柄のうち株価純資
産倍率が高く、予想グロース価値が高い銘柄のパフォーマンスを測定しま
す。
ラッセル2500バリュー指数は、ラッセル2500構成銘柄のうち株価純資
産倍率が低く、予想グロース価値が低い銘柄のパフォーマンスを測定しま
す。
S&P500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・バークレイズ米ドル建て新興国総合指数は、新興国の国
債、準国債、企業発行体の米ドル建て債券を含む外貨建て新興国債
券の最も一般的な指数です。
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A格社債指数は、米国および米国外の産
業、公益、金融発行体による米ドル建て公開証券を含むA格固定金
利課税社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AA社債指数は、米国および米国外の産業、
公益、金融発行体による米ドル建て公開証券を含むAa格固定金利
課税社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AAA格社債指数は、米国および米国外の産
業、公益、金融発行体による米ドル建て公開証券を含むAaa格固定
金利課税社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BBB格社債指数は、米国および米国外の産
業、公益、金融発行体による米ドル建て公開証券を含むBaa格固定
金利課税社債市場のパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ・バークレイズ米国証券化商品指数（以前のリーマン・ブラ
ザーズ証券化指数）は、資産担保証券、不動産担保証券（ERISA
適格）、固定金利不動産担保証券の非運用コンポジットです。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。
ブルームバーグ・バークレイズ米国政府機関債指数は、米国政府債券市
場の政府機関債セクターのパフォーマンスを測定するもので、投資適格
米ドル建て公開政府機関債・無担保債券から成ります。
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、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・バークレイズ米国不動産担保証券（MBS）指数は、ジ
ニー・メイ（GNMA）、ファニー・メイ（FNMA）、フレディ・マック
（FHLMC）によって保証される固定金利政府機関保証パススルー証
券のパフォーマンスを測定します。同指数は、プログラム、クーポン、ビン
テージ年に基づいて個々のTBA受渡適格MBSプールをグループにまとめる
ことによって構築されます。
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。
ブルームバーグ・バークレイズ米国債指数は、米国財務省が発行した米ド
ル建て固定金利名目債券のパフォーマンスを測定します。短期米国債
は満期の制約のため含まれませんが、別の短期米国債指数に含まれま
す。ストリップス債は、同指数に含むと重複となりますので、同指数から
除外されます。
ブルームバーグ・バークレイズ1-3年短期米国債指数は、米国財務省が
発行した満期1年以上3年未満の米ドル建て固定金利名目債券のパ
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7-10年米国債指数は、米国財務省が発行
した満期7年以上10年未満の米ドル建て固定金利名目債券のパフォー
マンスを測定します。
クリフウォーター・ダイレクト・レンディング指数（CDLI）は、米国ミドルマー
ケット企業貸付のレバレッジなし手数料控除前パフォーマンスを測定しま
す。同指数は、事業開発会社（BDC）の原資産の資産加重パフォー
マンスで測定されます（上場と非上場のBDCを含み、特定の適格性要
件が適用されます）。
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。
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。
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用語集
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。
ベータは、証券のリターンが市場の変動に反応する傾向を意味します。
ブレグジットは、英国が欧州連合を離脱しようとするプロセスを意味しま
す。
相関は、2つの証券が相互に関連して変動する程度を測定する統計で
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。
金利・税金・償却前利益（EBITDA）は、企業の金利、税金、償却を
控除する前の利益で、企業の現在の営業収益性を表します。
欧州中央銀行（ECB）は、ユーロを採用している欧州連合加盟国
19ヵ国の中央銀行を意味します。ECBの主な使命は、ユーロ圏の物価を
安定させ、単一通貨であるユーロの購買力を維持することです。
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。
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。
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、一定程度の価格ボラティリティを伴う資産を意味しま
す。
S&P GSCIコモディティ指数は、コモディティ・セクター・リターンのコンポジッ
ト指数で、コモディティ全体に広く分散された、商品先物へのレバレッジ
なしでロングのみの投資を示しています。
スプレッドは、2つの価格または金利の間の差です。
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。
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。
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追記
15ページ右のセクションの注：「総合」はブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数によって表されています。「政
府機関債」はブルームバーグ・バークレイズ米国政府機関債指数によって表されています。「A格社債」はブルーム
バーグ・バークレイズA格社債指数によって表されています。「AA格社債」はブルームバーグ・バークレイズAA格社債
指数によって表されています。「AAA格社債」はブルームバーグ・バークレイズAAA格社債指数によって表されていま
す。「BBB格社債」はブルームバーグ・バークレイズBBB格社債指数によって表されています。「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によって表されています。「MBS」はブルームバーグ・バークレイズ米国不動
産担保証券（MBS）指数によって表されています。「証券化商品」はブルームバーグ・バークレイズ米国証券化
商品指数（以前のリーマン・ブラザーズ証券化指数）によって表されています。「米国債」はブルームバーグ・バーク
レイズ米国債指数によって表されています。「1-3年米国債」はブルームバーグ・バークレイズ1-3年短期米国債指
数によって表されています。「7-10年米国債」はブルームバーグ・バークレイズ7-10年米国債指数によって表されて
います。
19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&P500種株価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9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。

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. 220527-OTU-1293240
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出所：GSAM。2020年7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。
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