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マクロおよび市場概況

出所：ブルームバーグ、FRB（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11月30日現在。「コアPCE」は、FRBが重視するインフレ指標であるコア個人消費支出価格指
数です。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。

市場変動の要因

市場安定の要因

新型コロナウイルス ワクチン 経済活動の再開 規制 流動性

191ヵ国・地域 60-70% 67% 22% 72%

新型コロナウイルス
（COVID-19）の流行が
報告された国・地域。封
じ込めは依然として困難。

集団免疫を獲得するため
に必要な免疫保有者率。

新型コロナウイルス感染
拡大前と比較した米国の
経済活動の水準。

S&P500株価指数に占め
る上位5社の時価総額割
合。米国政権はそれら大
手テクノロジー企業を注
視。

アルゴリズムで取引され
る米国株式取引高の比率。
市場の変動性が高まった
場合、流動性が制限され
る可能性あり。

金融政策 中国 財政政策 インフレ率 家計

100% 13% 18% 1.6% 14%

前例のない金融緩和政策
を実施した主要中央銀行
の割合。

個人消費は2020年に3～
4%減少した後に、2021
年は13%増加する見込み。

2021年末までに予想され
る米国の裁量的財政支出
の対GDP（国内総生産）
比。

2021年の米国コアPCE
（個人消費支出）は十
分な政策余地を示唆
する。

米国の貯蓄率。消費回復
の可能性を示す。
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変化の風

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。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。

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。

2021年、またその後の世界に目を向けると、グローバル
な政策立案は重要であれど、米大統領選挙の影響は、大
規模な財政赤字や人口動態の変化、環境問題などの現実
的な問題が及ぼす影響ほど大きくなさそうです。新型コ
ロナウイルスはこのような変化の風や、規範となる解決
策、投資の必要性を加速させたに過ぎません。

足元の世界経済は長く力強い回復局面に入ったと考えら
れますが、以下のとおり2020年に得た重要な教訓を心に
とどめておく必要があります。① 投資戦略の規律、リス
ク管理、ポートフォリオの質を高めることで、短期的な
不確実性に対処することは可能、② 多くの場合、投資期
間は選挙サイクルよりもずっと長い、③ 投資機会は、こ
れまでより企業固有でグローバルなものになりつつある、
です。

今回のMarket Know-Howでは、当社のマクロ予想を要約
し、2021年の投資戦略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。

 市場全体のベータよりも、企業固有の投資機会に焦点
を当て、グローバルに投資対象を拡張。

 コアとなる高格付け債券をアジア・ハイ・イールド債
券やプライベート・クレジットなどで補完し、魅力的
な利回りと分散投資の恩恵を享受。

 環境、社会、経済を意識した持続可能な投資。
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v

マクロ

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11月30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。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。

世界経済は景気後退の底から急反発しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を完全に抑え込むことは
困難で、いわゆる傷跡効果も見込まれることから、2021年の世界経済の回復ペースはより緩やかになる
と考えられます。これまでの景気サイクルからすると速く堅調なものになると予想しますが、ワクチンの
承認、配布、接種の状況等に左右されると考えています。

経済成長
2021年の世界の実質GDP（国内総生産）は6.1%
増加すると予想しています。政策の過ちや保健衛
生上の大きな問題が生じなければ、これまでの景
気サイクルよりも力強い成長が維持されるとみて
います。ただし、2020年7-9月期の急回復と比較
すると、より緩やかな成長となるでしょう。また、
物理的距離や収容人数制限を受け、多くの業種が
正常化に向けて苦戦していることから、先進国の
財政出動は巨額なものになると予想しています。
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上のセクションの注：出所：世界保健機関、世界経済フォーラム、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2020年10月31日現在。図は、各国のワクチンによるGDP押上げ効果を示しています。「早期広範な予防接種能力」は、供給契約、新型コロナウ
イルスのワクチン調査を用いた需要指数と実際のワクチン接種率、一人当たりGDPに関するデータの総合指数です。「2020年10-12月期のGDPに対して予想される新型コロナウイルスの影響」は、予想されるGDP水準に対する新型コロナウイルスが与える影響を意味
します。「Zスコア」は、相対的な位置づけを示すために、平均が0、標準偏差が1になるように変換した数値のことです。上記は例示を目的とするものです。下のセクションの注：出所：世界銀行、GSAM 2020年6月30日現在。図は、2020年と世界金融危機時のGDPに占
める財政および金融刺激策の比率を比較しています。「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。追記をご覧ください。

ワクチンの効果
正常化への進捗はおそらく非線形なものになるで
しょう。ワクチンがもたらすメリットは国・地域
ごとに異なる可能性があります。例えば、インド
では、新型コロナウイルスの影響によって大きく
経済が縮小してきたため、経済の回復が大きくな
る可能性があります。当社の見通しでは、米国や
英国などの先進国では、確立した医療インフラや
高いワクチン接種率により、回復が大きくなると
考えられます。

政策
新型コロナウイルスの感染拡大に関連して各国で
打ち出された政策措置と比較すると、世界金融危
機への対応を含む近代に実施されてきたあらゆる
措置が小さく見えます。金融政策が短期金融市場
に流動性を提供する一方で、財政政策は企業や消
費の回復への架け橋を築きました。米国では、
2020年に実施された選挙の結果を受けて、追加財
政出動の大幅な増額が制限され、それが財政イン
フレを抑制させるものの、現在の金融政策に対す
るコミットメントは継続するとみています。
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上のセクションの注：出所：米労働統計局、GSAM 2020年11月30日現在。図は、米国での消費者支出調査の結果を表します。現在の支出の、2020年2月の新型コロナウイルス感染拡大前の水準に対する比率を示しています。下のセクション
の注：出所：Lewis, Jeffrey B.、Keith Poole、Howard Rosenthal、Adam Boche、Aaron Rudkin、Luke Sonnet、GSAM 2020年11月30日現在。DW-NOMINATEスコアは、米上院議員の経済政策に対する立場を、その議員の過去の投票行
動に基づいて測定したものです。図は、第116議会（2019～2021年）における上院議員のイデオロギーを示しています。上記は例示を目的とするものです。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。

不均等な回復の道
新型コロナウイルスがリモートワークやリモート
サービスに適応しにくい業種に与えた影響は特に
大きく、多くのサービス業にはまだ回復の余地が
あります。これは娯楽・レジャー、外食・宿泊、
パーソナルケア、輸送などです。多くの国・地域
にとって、経済が完全に回復するためにはサービ
ス業の正常化が必須であり、新型コロナウイルス
感染拡大前の水準に回帰するためにはやはり時間
とワクチンが必要です。

リスク
「既知の」リスクは、新型コロナウイルスの感染
状況やワクチン開発の進展、経済の再開、選挙や
国民投票、脱グローバリゼーション、その他社会
不安など、かつてなく多様です。立法上の不確実
性は依然残るものの、2020年に実施された米上院
選挙の結果によって、フィリバスター（議事妨
害）の調整が検討される可能性は事実上排除され
ました。今後、重要な法律の制定時には、両党の
穏健派がどちら側につくかが焦点になるとみられ
ています。
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市場

出所：ブルームバーグ、GSAM 2020年11月30日現在。MSCIオール・カントリー・ワールド指数の1998年から2020年までの推移。「高値から底まで」は、市場の最高値からその後の市場の底値までの期間を表します。「下落開始時の水準を取

り戻すまで」は、市場の最高値から、下落を経て再び市場の最高値に回復するまでに要した期間を表します。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。

現在の局面は、新たな強気相場の始まりに過ぎないと考えます。前回の株式市場のサイクルでは、バリュ
エーションの拡大を伴う高水準のリターンが特徴的だったのに比べ、今回のサイクルは、安定した利益成
長がけん引する緩やかな上昇が想定されています。他の資産については、景気回復に伴う緩やかな金利上
昇とコモディティ価格の上昇、そして広範な通貨に対する米ドルの下落を想定しています。引き続き、グ
ローバル株式は魅力的な投資機会を提供することが期待されます。

グローバル株式
2020年、株式市場の急落と、その後の反発はかつ
てない速度で進みました。前兆もなく景気サイク
ルの終焉と金融上の不均衡が発生し、金融市場は
新型コロナウイルスが引き起こした世界経済の停
止と大規模な金融・財政支援の間で揺れ動きまし
た。株式のバリュエーションは上限に近い状況で
すが、低水準の実質利回り、抑制されたインフレ、
緩和的な金融環境、高水準の株式リスク・プレミ
アムを考慮すると、グローバル株式は引き続き魅
力的だと当社は考えています。
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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11月30日現在。上図は、S&P500株価指数の過去12ヵ月リターンと、米国実質GDP成長率（前年同期比、2四半期先行）の相関の推移を示しています。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11月30日現在。下図は、S&P500株価指数の今後10年間のリターン（年率、予測値）の発生確率分布を示しています。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。

回復の要因
リスク資産の大幅な回復は多くの投資家を当惑させ
ており、金融市場がファンダメンタルズから切り離
されていることを示唆している可能性があります。
この前提は、第2次世界大戦後初めてS&P500株価指
数と米国の経済成長との相関がマイナスになってい
ることで裏付けられます。しかし、この状態は投資
環境の新しいスタンダードではなく、これまでに類
を見ない規模の金融・財政緩和を背景とした特殊な
ものだと考えます。

より穏やかなリターン
2020年の株式市場の回復を維持するためには、財政
刺激策とワクチンの存在が不可欠です。その2つが
実現すれば、経済の回復と同時に、再びファンダメ
ンタルズが市場のけん引役となり、株式市場は長期
にわたり、緩やかに上昇すると想定されます。当社
は今後10年間の期待リターンを年率6%と見込んで
いますが、これは過去10年間観察されてきたリター
ンのおよそ半分の水準です。そうであっても、株式
がもたらすリターンは債券やインフレと比べると魅
力的であり、短期的には相場に応じた資産配分の調
整を行いながらも、引き続き株式を投資の中心に置
くべきだと考えます。
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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11月30日現在。「予想PER（2年先）」は、現在の株価を今後2年間の予想EPS（1株当たり純利益）で割ったもので、今後2年間の株価収益率を評価する指標を表します。図は、予
想PER（2年先）の変化を説明するための、主な変数の相対的な重要性を表しており、データの平均からのばらつきを表す指標である標準偏差を使用して標準化しています。「株式デュレーション」は、株価の金利変動に対する感応度を意味し、株式の将来のキャッシュフ
ロー予測と金利水準により変動します。例えば、株式デュレーションが長い株式は、将来キャッシュフローのうち、より高い比率を遠い将来に払い出すことが想定されることを意味します。下のセクションの注：出所：ブルームバーグ、GSAM 2020年11月30日現在。図は、
1945年以降にS&P500株価指数が最も上昇または下落した10日の日付、およびその日の変動率を示しています。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。

今後の方向性は…
来たる2021年、株式のリターンは、前回のサイクル
と比べると全般的におだやかなものになると想定さ
れますが、新型コロナウイルスのワクチンが広く普
及すれば、割安だった株式や景気感応度の高い銘柄
は、高水準のリターンを示す可能性があります。米
国株式市場全体の長期的な期待リターン年率6%を超
える成果を得るためには、個別銘柄の精査と同時に、
グローバルに投資対象を広げることが必要だと考え
ます。新型コロナウイルス感染拡大がもたらした興
味深い動きの1つは、デジタル・フランチャイズが
加速していることです。金融市場では、長期にわた
る利益成長、バランスシートの健全さ、時価総額、
利益の安定性などが高く評価されているようです。

上下してきた過去
市場の変動性が極めて高かった2020年、あらためて、
大幅な下落の後にはすぐに回復が続くことが実証さ
れたと言えます。大幅な株式反発が、市場が大底を
付けた後のわずか2日間で発生しているという事実
も、弱気相場を乗り切ることを複雑にしています。
多様なリスクが存在することに鑑み、この不規則な
市場変動は今後も続くと想定されます。ただし、短
期的な不確実性は、投資手法に戦略と規律を持てば、
十分対処できるものだと考えます。



変化の風 Market Know-How 2021年1月 |   10

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もなく、また特定の金融商品取引契約の締結あるいは金融商品の取得の勧誘を意図するものでありません。記載された見解は2020年12月現

在のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。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。

Know-How

マクロ：
ワクチン開発・普及が世界経済の持続的
回復にとって極めて重要

市場：
期待リターンが低下するなか、投資機会
はよりグローバルかつ個別のものに

グローバル株式：
数の強み

日本株式：
スガノミクス

エマージング株式：
期待を上回る

小型/中型株式：
隠れた魅力

アジア・ハイ・イールド債券：
類似資産の中で最良の選択肢？

ESG/インパクト投資：
目的をもった投資

マクロおよび市場概況



変化の風 Market Know-How 2021年1月 |   11

少数銘柄への集中。時価総額上位5社が米国株式
市場のリターンをけん引。

左のセクションの注：2020年11月30日現在。右のセクションの注：2020年11月30日現在。図は、グローバル株式（MSCIオール・カントリー・ワールド指数）の構成銘柄のうち暦年ベースでFAAMGをアウトパフォームした銘柄の比率を、所在地別
に示しています。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。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。

グローバルへ。米国外にも目を向けることで
高リターン銘柄を発掘可能。

トップ・パフォーマー 数の強み

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

大型テクノロジー関連株式が2020年の株式市場の上昇をけん引するな
か、米国株式市場における銘柄の集中度は過去最高水準まで上昇し続
けています。米国の時価総額上位5社（フェイスブック、アップル、
アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、アルファベット（旧グー
グル）、あわせて「FAAMG」と呼ぶことがあります。）は現在、
S&P500株価指数の時価総額のほぼ4分の1を占めています。当社はそ
れらの銘柄の長期的な成長トレンドを前向きにみている一方、現在の
モメンタムの継続についてはやや慎重にみています。上位企業への集
中によって市場のブレス（値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差）が
低迷していることへの効果的な対応は、投資機会を地理的に拡大する
ことだと考えています。

世界には、2020年初来でFAAMGを上回るパフォーマンスをあげる企
業が数百社存在します。それらの企業の多くは情報技術セクターに属
しますが、技術革新や業績への期待感から、メドテックやフィンテッ
ク、エドテック、グリーンテック、そして環境・社会・ガバナンス
（ESG）投資などの分野に拡大する可能性があると考えています。こ
の傾向は、一部の米国企業で顕著ですが、米国外にも同様の動きがみ
られています。強い潜在成長率を有する優良企業を特定することがで
きる投資家は、米国外にも目を向けることでより高い投資成果を得る
可能性があります。
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スガノミクスの恩恵。コーポレート・ガバナン
ス、企業業績、収益性はすべて改善。

左のセクションの注：2020年10月31日現在。図は、TOPIX構成企業の分析結果を示しています。2021年末予想はゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部の予測値です。右のセクションの注：2020年10月31日現在。図は、モーニングス
ターの日本株式カテゴリーのファンドパフォーマンスのランキングです。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。

ベータからアルファへ。アルファは以前より
も重要に。

日本株式はより魅力的な投資対象に 日本株式はますますアルファ市場に

出所：GSAM、ファクトセット、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部 出所：モーニングスター、GSAM

2020年9月に発足した菅政権は、2012年以降安倍政権が主導した、市
場が好感する企業改革をさらに加速させるとみられています。これら
の改革によって、株主利益は大幅に向上し、日本株式は投資家にとっ
て魅力的なものになりました。スガノミクスにより、コーポレート・
ガバナンスや企業業績、収益性はさらに改善すると見込まれます。た
だし、このような改善はすべての産業で均一のものではなく、多くの
ばらつきが生じています。また、新型コロナウイルスの感染拡大が企
業やその利益に及ぼした影響は様々であり、銘柄選択を行うアクティ
ブ投資の有用性は今年、さらに高まりました。

日本株式市場は過去数年間で根本的に変化し、トップクラスのアク
ティブ運用者はますますアルファを生み出せるようになっています。
2012年から2015年まで日本株式は「ベータ市場」であり、アベノミ
クスと日本銀行の政策が株価を決定する鍵となっていました。しか
し、2015年以降、マクロ経済政策が市場へ与える影響は低下しまし
た。当社の考えでは、株価の鍵となる要因は現在、企業のファンダメ
ンタルズであり、そのため銘柄間のリターンには再びばらつきがみら
れています。したがって、アルファを生み出す運用者の重要性は高
まっており、新たな菅政権のもとでもこのトレンドは続くと予想して
います。
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期待を上回る。エマージング株式市場で構成比
率の高い国は経済的打撃が比較的小さい。

左のセクションの注：2020年10月31日現在。図は、GDPについて2019年10月から2020年10月までのIMFによる推定額の差をパーセンテージで示しています。右のセクションの注：2020年10月31日現在。「エマージング」はMSCIエマージング・
マーケッツ指数、「米国」はS&P500株価指数、「欧州」はストックス欧州600指数を意味します。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。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。

魅力的な収益機会。エマージング株式の力強
い利益成長。

多くのMSCIエマージング・マーケッツ指数構成国では影響は限定的 力強い利益回復が見込まれる

出所：IMF（国際通貨基金）、MSCI、GSAM 出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM

エマージング株式に投資する場合、GDPと株式は同じではないことに
留意する必要があります。国の経済規模と株式市場における構成比率
は、大きく異なることがあります。そのため、エマージング国全体の
マクロ見通しは、台湾や中国、韓国、インド、ブラジル（合計で指数
の80%を占めます）など、構成比率が高い一部の国の見通しほど重要
ではありません。新型コロナウイルス感染の抑え込みが比較的有効
だった東アジアでは、予想GDPにほとんど影響はなく、今後、経済回
復に伴い株価が上昇する可能性があります。より持続的に経済的打撃
を受けたインドやブラジルについては、市場はさらに上昇する余地が
あります。

エマージング株式の利益は、2020年の減少幅は小さいものの、2021
年には大きく回復すると考えられ、先進国を上回る見込みです。その
結果、エマージング株式の利益は広範に堅調で、累積成長率は+19%
と予想されています。景気循環やコモディティへの感応度、中国から
の影響度、一部の非常に割安な銘柄が追い風となって、エマージング
株式は一時ではなく、より持続的にアウトパフォームする可能性があ
ります。それでも、投資機会はまだ非常に多様であり、エマージング
株式のリターンは、国ではなく企業への投資から生じると当社は考え
ています。
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市場の集中。エクスポージャーの過度な偏重は
一定のリスクを伴う可能性。

左のセクションの注：2020年11月30日現在。図の網掛け部分は米国の景気後退局面を示しています。「平均」は、1995年1月から2020年11月までの長期平均です。右のセクションの注：2020年11月30日現在。図は、市場の集中度、年率リター
ン、売上高高成長企業の比率についてラッセル1000指数（米国大型株式）およびラッセル2500グロース指数（米国中小型グロース株式）の特徴を示しています。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。「市場の集中度」は、ラッセル1000指数およびラッセル2500グロース指数それぞれについて時価総額上位5社の構成比率を意味します。「年率リターン」は、2015年12月から2020年11月について、ラッセル1000指数およびラッセル
2500グロース指数の年率換算のトータル・リターンを意味します。「売上高高成長企業」は、年間売上高成長率が8%以上の企業です。上記は例示を目的とするものです。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。

隠れた魅力。中小型グロース株式はリターン
を犠牲にすることなく投資の多様性を提供す
る可能性。

縮小する市場の幅（ブレス） 成長、売上および分散

出所：ブルームバーグ、GSAM 出所：ブルームバーグ、GSAM

新型コロナウイルスの感染拡大により、有利な立場にある企業は非常
に高い株価リターンを生み出した一方で、それ以外の企業は壊滅的な
株価推移となり、勝者と敗者が明確に分かれました。結果的に、ラッ
セル1000指数における時価総額上位5社の構成比率は、足元でおよそ5
分の1まで拡大しています。それと同時に、大手テクノロジー関連企
業に関するデータ・プライバシーや反トラスト法（独占禁止法）、検
閲など規制当局の監視が厳しくなっています。当社では、これらの企
業に対して過度に偏重したポジションを有する投資家にとって、現在
の市場における資金の集中は個別および規制上のリスクを増幅させる
要因になると考えています。

より小規模な企業への投資を増やすことは、グロース特性に対するエ
クスポージャーを求めつつ、市場の集中リスクを減らす選択肢になり
得ます。米国中小型グロース株式（ラッセル2500グロース指数）の時
価総額上位5社の指数構成比率は4%と、米国大型株式（ラッセル1000
指数）の18%と比べて4分の1未満となっています。しかし、業種別構
成比率はそれぞれ、情報技術、ヘルスケア、一般消費財・サービスの
合計が60%を超えているため、両指数のパフォーマンスはともに良好
なものとなっています。また、米国中小型グロース株式構成企業の半
分以上が8%を上回る売上高成長率となっています。そのような特徴の
ため、米国中小型グロース株式への投資は規制および市場の集中リス
クに対する魅力的な解決策になると当社は考えています。
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地域の選択が肝心。新興国アジアは、他の多く
の地域よりも上手く新型コロナウイルスの嵐を
乗り切ってきた。

左のセクションの注：2020年10月31日現在。「利回り」は最低利回りを示しています。格付けは各々のインデックスを参照しています。右のセクションの注：2020年10月31日現在。「デュレーション」は、債券の金利感応度を示す指標です。現地通
貨建て新興国債券：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド、米ドル建て新興国社債：JPモルガンCEMBIブロード・ダイバーシファイド、米ドル建て新興国債券：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド、欧州ハイ・イールド社
債：ICE BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・ハイ・イールド指数、アジアハイ・イールド社債：ICE BofAメリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イールド指数、新興国ハイ・イールド社債：JPモルガンCEMBIブロード・ダイバーシファイド・ハイ・イールド、米
国ハイ・イールド社債：ICE BofAメリルリンチ米国ハイ・イールド・BB格指数。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。

類似資産の中で最良の選択肢？アジア・ハイ・
イールド社債は、他のクレジット商品と比較し
て高いリスク調整後リターンを提供してきた。

強固な基盤と魅力的な利回り リスク対比で高いリターンを実現

出所：JPモルガン、ブルームバーグ、GSAM 出所：JPモルガン、ブルームバーグ、GSAM

2020年、新型コロナウイルスが招いた長期的な混乱により、主要先進
国の中央銀行のほとんどが積極的な金融緩和を実施したため、先進国
債券市場では利回りが急落しました。対照的にアジアの新興国の大部
分は、ある程度経済の正常化への舵取りが進んでおり、債券市場では
政策による歪められたスプレッドの縮小はほとんど起きていません。
米国と欧州の多くの国々では長期にわたって超低金利政策が続く可能
性があり、アジア・ハイ・イールド社債は相対的に魅力的な利回り
と、米国のハイ・イールド社債を上回る信用力を提供できる資産であ
ると考えられます。

グローバルに先行したアジアの経済回復は、同地域における企業の信
用リスクのさらなる低下に寄与すると考えられます。当社では、アジ
ア・ハイ・イールド社債は米国と比較して、低デフォルト率かつ高回
収率になるとみています。アジア・ハイ・イールド社債のボラティリ
ティは他の主要なクレジット商品と同程度であり、過去のリスク当た
りリターンは高い水準となってきました。当社では今後もその傾向が
続く可能性があると考えています。
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持続可能な投資。新型コロナウイルスは、環境、
社会、経済を意識したポートフォリオの重要性
を高めた。

左のセクションの注：2020年9月30日現在。右のセクションの注：2020年11月30日現在。「MLP」は、マスター・リミテッド・パートナーシップを意味します。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。上記は例示を目的とするものです。

目的をもったポートフォリオ。ESGはポート
フォリオ構築の基本的プロセスとして定着す
る可能性。

なぜ持続可能な投資が必要なのか？ ESGをポートフォリオに

出所：JUSTキャピタル、ファクトセット、セルーリ・アソシエイツ、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 出所：GSAM

2020年、投資家はESGの重要性に改めて気付かされました。新型コロ
ナウイルスの感染拡大により、従業員の健康・安全や、カスタマー・
サポート、生産の意思決定などの社会的問題が事業上の重要な要因と
なり、投資においてより重要になりました。新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受けている間、ESG業界のリーダー企業は、市場の下落
と回復局面で同業他社をアウトパフォームしました。ESG投資は、人
口動態の変化や世代間の富の移転、持続可能なリターンとリスク管理
の需要に支えられて長く続くトレンドになると当社は考えています。

ESGは、独立した資産クラスでもポートフォリオの分割部分でもな
く、アセット・アロケーションの一部分です。投資家は、伝統的な株
式や債券、プライベート資産などの様々な選択肢の中で持続可能な投
資をすることができます。持続可能な投資は単一的なものではなく、
どのようなマクロ環境でもポートフォリオの持続性を強化し続けるこ
とができるものです。当社では、ESGとインパクト投資は今後より重
要なものになっていくものと考えます。
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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。
FTSE100指数は、英国上場の優良企業の証券の時価総額加重平均
指数です。当指数はFTSE英国シリーズの一つであり、ロンドン証券取引
所において取引される銘柄のうち、規模や流動性のスクリーニング後の
時価総額上位100銘柄のパフォーマンスを測定します。
FTSE EPRA Nareit先進国指数は、世界の上場されている不動産株・
REITのパフォーマンスを測定します。
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ヵ国および新興国株式の24ヵ国で構
成されています。
MSCIエマージング・マーケッツ指数は、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ヨーロッパ株式指数は、ヨーロッパの先進国15ヵ国の大型株・中型
株を対象とします。442銘柄で構成され、浮動株調整後調整後のヨー
ロッパの先進国株式市場の約85%をカバーします。
MSCI日本株式指数は、日本株式市場の大型株・中型株のパフォーマ
ンスを測定します。321銘柄で構成され、浮動株調整後調整後の日本
株式市場の約85%をカバーします。
S&P500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。
ラッセル1000指数は、米国の時価総額上位1,000企業のパフォーマンス
を測定します。
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。

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。
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。
ICE BofAメリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イールド指数は、アジア企業
が米国市場もしくはユーロ債市場で発行する非投資適格級の米ドル建
て債券のパフォーマンスを測定します。
ICE BofAメリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド指数は、ユーロ圏内もしくは
ユーロ債市場で発行する非投資適格級のユーロ建て債券のパフォーマン
スを測定します。
ICE BofAメリルリンチ米国ハイ・イールド指数は、米国市場で発行される
非投資適格級の米ドル建て債券のパフォーマンスを測定します。
JPモルガン1ヵ月キャッシュ指数は、満期1ヵ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CEMBI指数は、新興国企業が発行した流動性のある米ドル
建て社債に連動する非運用指数です。
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米国レバレッジド・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

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。
弱気市場は、価格が下落している市場トレンドを意味します。
強気市場は、価格が上昇している市場トレンドを意味します。
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。
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が報告を受ける約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。
超大型株は、投資ユニバースの中の時価総額で最大級の企業の呼称
です。正確な基準は市場環境の変化とともに変化しますが、超大型株
は一般に時価総額が2,000億ドルを上回る企業を意味します。
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。

集中リスクは、ポートフォリオ全体の大きな比率を特定の投資、資産クラ
ス、市場セグメントへの投資で保有することによって発生する可能性があ
る増幅された損失のリスクを意味します。
規制リスクは、政策担当者や規制によって引き起こされるリスクを意味
します。
長期的成長は、ファンダメンタルの変化によって引き起こされた長期的ト
レンドを意味します。
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追記
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12
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。
© 2021 Goldman Sachs. All rights reserved. 225863-OTU-1324110
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各年の資産クラス別リターン

出所：GSAM 2020年11月30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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