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出所：ブルームバーグ、FRB（米連邦準備制度理事会）、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年3月31日現在。「米国金融環境指数（FCI）」は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部が算出する、
金融変数の実体経済への影響を測定する独自の指数です。中国実質GDP成長率は、2019年10-12月期（新型コロナウイルス感染拡大前）から2021年1-3月期のものです。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

マクロおよび市場概況

新型コロナウイルス
ワクチン

変異株 政策 規制 流動性

60-70% 50%超 60議席 22% 72%

集団免疫を獲得するため
に必要な免疫保有者率。

米国において変異株と推定
される新型コロナウイルス
新規感染者の比率。

法案を可決するために
必要な米上院議席数。

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。

金融環境 中国 企業 財政政策 家計

第1十分位 6.9% -17% 27% 13.6%

米国金融環境指数（FCI）
は過去最低の97.8で、継続
的な成長を支える。

中国の国内総生産（GDP）は
すでに新型コロナウイス
感染拡大前の経済活動水準を
6.9%上回る。

米国の倒産率は2020年、
新型コロナウイルス感
染拡大前の水準から低
下。

2020年と2021年に予想され
る米国の裁量的財政支出の
対GDP（国内総生産）比。

米国の貯蓄率。消費回復
の可能性を示す。
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新型コロナウイルス感染拡大のため、今年に延期された東京オ
リンピックは過去のいずれとも異なるものになるかもしれませ
んが、変わらないのは、オリンピックのモットー「より速く、
より高く、より強く」です。それは、現在の市場環境にも当て
はまるモットーでもあります。

米国債の下落など、債券市場の今年の動きの一部はここ数年の
なによりも速く、今後年末まで債券市場は変動性が高まる可能
性があります。したがって、コア債券への投資にはリスクを意
識したアクティブ運用が必要であり、クレジット市場での銘柄
選択がリターン源泉の分散に貢献する可能性があります。

債券市場の下落にもかかわらず、グローバル株式は底堅く、持
続的に上昇しています。当社では、経済再開による業績の回復
がリターンをけん引するとみており、この動きは継続すると考
えます。

また、債券市場や株式市場の動きはもちろん経済的ファンダメ
ンタルズの改善を反映しており、世界の経済活動は今年、新型
コロナウイルス感染拡大前の水準を上回る見込みです。

今回のMarket Know-Howでは、当社のマクロ予想を要約し、
2021年後半の投資戦略の枠組みについて取り上げます。

当社の投資戦略では、以下を重要視しています。

 破壊的変化が加速する世界に持続的に投資。

 小型株式や地域分散など、より深く広く投資し多様性を追求。

 金利水準に関係なく、リスク管理の鍵となる優良債券に注目。

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、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。

より速く、より高く、より強く
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地域格差はみられるものの、世界経済は確実に回復基調です。経済活動は今年、新型コロナウイルス感染拡
大前の水準に復帰すると思われますが、雇用市場の傷が癒えるにはさらなる時間を要すると当社は考えてい
ます。米国のインフレ率は今年、一時的な要因のため上昇しますが、世界的にはより長期に抑制されたもの
になると考えられます。したがって、金融当局は引き続き、金利は今後も低く留まると示唆しています。

出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年4月12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。

経済成長
経済成長率は今年、全体的に強まるとみています。大型
の財政刺激策、歴史的にみて低水準の金利、新型コロナ
ウイルス感染拡大がもたらした巨額の家計貯蓄などが追
い風となると考えられます。成長の大部分は2020年のマ
イナスの取り戻しですが、力強い回復は、経済活動を新
型コロナウイルス感染拡大前の水準を上回るまで押し上
げ、この動きは2022年にかけて続くと予想します。ただ
し、ワクチンの普及度合い、政策支援、GDP構成に応じ
て地域ごとに成長の程度は大きく異なると予想していま
す。

マクロ



Market Know-How 2021年6月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 5

v

v

上のセクションの注：出所：米連邦準備制度理事会、GSAM 2021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、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年3月31日現在。
英国、ドイツ、イタリア、フランスのコア・インフレ率は、食品およびエネルギーを除くコア消費者物価指数（CPI）、米国のコア・インフレ率は、食品およびエネルギーを除くコア個人消費支出（PCE）価格指数、
日本のコア・インフレ率は、エネルギーを含み食品を除くコア消費者物価指数（CPI）を使用。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。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。追記をご覧下さい。

雇用
米国労働市場の回復はGDPの回復に大きく後れを取って
います。経済正常化に伴い、米国労働市場は今年大きく
回復するとみられますが、足元の雇用者数は、依然とし
て新型コロナ危機前のピークを大きく下回っており、完
全に回復するには、数ヵ月単位でなく、数年単位の時間
を要する可能性があります。
欧州では、失業率はまだピークに達していない可能性す
らあり、さらに厳しい状況となっています。

インフレ
インフレ率は、2020年に大きく落ち込んだ反動などに
より、今年は上昇することが見込まれます。ただし、長
期的には、以下の要因により、抑制された状態が継続す
ると予想します。
① 賃金インフレを抑制する雇用市場のスラック（需給

の緩み）などの景気循環的な要因
② テクノロジーの普及やグローバル化の進展などに代

表される構造的な要因
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上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年3月31日現在。予測値はゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部の予測に基づきます。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12月31日現在（入手可能な最新データ）。「Zスコア」は平均からの乖離を標準偏差で示しています。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。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。追記をご覧下さい。

政策
今年、経済が大きく回復することはG10諸国の中央銀行
にとって良いニュースですが、雇用やインフレの回復が
遅れそうなことを踏まえると、「さらに顕著に前進」す
るまでの長い期間、金融緩和策が続くと考えられます。
2008年の世界金融危機後、世界が学んだ政策対応に関す
る教訓は、経済的な意味での「アナフィラキシーショッ
ク」の後には、金融政策における「アドレナリン（刺激
策）」の時期尚早な撤回を避けるべきだということです。

リスク
今後2年間の力強い経済成長に関する当社の予想は、政
治的・地政学的な不確実性、債務動向、規制を巡る懸念、
その他の多方面にわたるリスクを踏まえてのものです。
とりわけ新型コロナ危機後の財政引き締めは大きなリス
クです。ただし、特に前回の景気サイクルでみられたよ
うな金融不均衡がないことは、当社が力強い経済回復や
継続的なリスク資産の上昇トレンドを予想する根拠と
なっています。
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足元の市場の主な懸念は、イールドカーブのスティープ化の理由とその影響についてです。スティープ化は
今後も続く可能性がありますが、その背景にある力強い経済回復自体は、リスク資産にとって追い風となり
ます。新型コロナ危機後の世界が見えてくると、資産および銘柄間のリターンの格差は通常よりもはるかに
大きくなる可能性があり、銘柄選択が重要となります。

出所：ブルームバーグ、GSAM 2021年3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。

金利
リフレ・トレードの勢いは強く、米国をはじめとするほ
とんどの主要国でイールドカーブがスティープ化してい
ます。そのようなスティープ化の多くは、期待インフレ
の上昇によりもたらされています。市場では2020年のデ
フレ懸念が後退し、「正常化」を織り込みつつあり、中
央銀行の視点では政策の成功とみなされます。したがっ
て、政策によってイールドカーブが再び2020年末の水準
までフラット化する可能性は低く、期待インフレや実質
金利は、良好な経済指標に反応し、さらにスティープ化
が進む可能性があります。

市場
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上のセクションの注：出所：GSAM 2021年3月31日現在。上記は例示を目的とするものです。 図は、リスクオフ環境およびリスクオン環境における米ドルのパフォーマンスを示すもので、いずれの市場環境におい
てもその両極端において米ドル高になる可能性があることを示しています。下のセクションの注：出所：マディソン・プロジェクト、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年1月1日現在。
図は、過去の設備投資が世界のGDPに占める割合、および2050年までに70%のCO2削減を達成するために必要と考えられる追加設備投資（2010年水準比）を示しています。「実質金属価格」は、工業用金属コモ
ディティのインフレ調整後価格です。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。

通貨
2021年初以降、市場の米ドルに対するショート・ポジ
ションは縮小していますが、米国経済が他のG10諸国の
経済をアウトパフォームし続けるとしたら、急激な調整
に対して脆弱な状況が継続すると考えられます。中国人
民元は、中国の強い成長の恩恵を受ける可能性がありま
す。またブレグジット（英国の欧州連合離脱）の主な要
件が判明していることから、英ポンドはより安定する可
能性があります。

コモディティ
米国と中国の経済回復期待の高まりから、コモディティ
は昨年の水準から回復しました。ファンダメンタルズや
需給の変化、地政学リスクなどから、コモディティ市場
の変動性は高い状況が継続する可能性がありますが、コ
モディティ、特にベースメタルについての中期的な見通
しは比較的強気です。これらは、再生可能エネルギーへ
の構造的な転換による恩恵を受ける可能性があります。
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上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、ロバート・シラー、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、GSAM 2021年3月31日現在。「CAPEレシオ」は景気循環調整後株価収益率です。「米国10年
債利回り」は10年物コンスタント・マチュリティ米国債の金利で、出所はロバート・シラーです。下のセクションの注：出所：ブルームバーグ、GSAM 2021年3月31日現在。米国の景気拡大期は全米経済研究所の
景気循環データに基づきます。景気拡大期は、GDPが2四半期以上連続成長し、底からピークまで以降する景気循環のフェーズです。下の左の図は、トータルリターンの範囲別に第2次大戦後（1945～2021年）の景
気拡大期における1年間のS&P500株価指数のリターンの確率を示しています。下の右の図は、市場の底から次の景気後退局面までのS&P500株価指数のパフォーマンスを示しています。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。

グローバル株式
国債の大規模な売りにもかかわらず、株式市場は非常に
底堅く推移しています。過去最低に近い金利水準が高い
株式バリュエーションを支えていますが、企業業績の回
復や新型コロナウイルスのワクチン普及の進展が、今年
後半に何らかの「正常」な状態を取り戻すことを投資家
は期待しています。

今後の方向性は…
米国株式市場の高いバリュエーションに関する懸念は
あるものの、S&P500株価指数の2020年の底からの強
い反発は、株式市場回復の始まりと次の景気後退局面
までの間で過去に見られたリターンを大きく下回って
います。米国経済は依然として拡大しています。米国
景気拡大期において、S&P500株価指数が今後1年間で
プラスのリターンとなる確率は、過去のケースになら
うと約90%です。
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マクロおよび市場概況

Know-How

市場：
リフレーション

出所：GSAM。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もあり
ません。記載された見解は2021年4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。

テクノロジー：
現在の人気銘柄と将来の有望銘柄

中小型株式：
ポストコロナのテーマ投資

グローバル株式：
マクロは重要、しかしミクロはより重要

マクロ：
改善する健康と富

ESG：
女性が実現するアウトパフォーマンス

アジア・ハイ・イールド債：
より速く、より強く

コア債券：
異なる資産クラスの分散
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左のセクションの注：2021年3月末時点。時価総額が1,000億米ドルを超える企業を超大型株式、1,000億米ドル以下の企業を非超大型株式と分類しています。テクノロジー関連セクターは、MSCIオール・カント
リー・ワールド指数の情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスのうちインターネット販売・通信販売を示します。図中の一般消費財・サービスはインターネット販売・通信販売を含みませ
ん。業種はGlobal Industry Classification Standard（GICS®）（世界産業分類基準）の業種分類を使用しています。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。右のセ
クションの注：2021年3月末時点。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。

将来の有望銘柄。将来の勝者となるテクノロ
ジー企業：ディスラプター、コンパウンダー、
エボルバーの組み合わせ

出所：ファクトセット、GSAM

現在の注目銘柄。新型コロナウイルスを契機に、
米国大手テクノロジー企業の支配的地位はより強固に

新型コロナウイルス感染拡大により、テクノロジー企業に対する依存が高まり、
インターネットの活用が増えるなど、われわれの日常生活は多くの点で変わり
ました。テクノロジー関連セクターはすでにMSCIオール・カントリー・ワール
ド指数における存在感を高めており、時価総額に占める比率は同指数の3分の1
を超えています。ただ、同セクターは米国株式と大型株式に大きく集中してい
ます。そのため、投資家は、集中リスクや税政および規制の影響に対する懸念
を高めています。当社は同セクターについて前向きな見方を継続していますが、
エクスポージャーを積極的に分散することによって、少数の銘柄に対するポー
トフォリオの集中を緩和できる機会があると考えています。当社では、将来の
勝者を選ぶには、中小型株式や非米国株式に移行することが必要になると見込
んでいます。

ロックダウン（都市封鎖）中の混乱により、企業はグローバルのサプライ
チェーンを見直し、テクノロジーの活用を進めました。現在のテクノロジー
の進化を反映するテーマと将来有望なものを区別することが重要です。将来
の勝者となるテクノロジー企業は、新たなビジネスを創るディスラプターか
ら新たなテクノロジーの革新に適応する成熟企業まで、様々な成長ステージ
で見つけることができます。当社では、AIやブロックチェーンから高速イン
ターネット、クラウド・コンピューティング、ロボットまで、分散の機会を
提供する豊かで多様なテクノロジー関連の有望銘柄が多く存在するとみてい
ます。

出所：GSAM

米国大手テクノロジー銘柄が株式市場を支配 各成長ステージに存在する将来の勝者となるテクノロジー企業
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左のセクションの注：2021年3月末時点。売上高成長率は2016年3月から2021年3月の年平均成長率（CAGR）を示しています。売上高成長率は、各セクターの売上高前年比成長率です。小型、中型、大型株式の分類
は2020年時点のラッセル3000指数に基づきます。時価総額について、ラッセル1000指数の上位20％の企業は「大型株式」に、ラッセル1000指数の下位80%の企業は「中型株式」に、残りの企業はすべて「小型株
式」に分類します。右のセクションの注：2021年3月31日時点。図は、ポストコロナの5つの主要テーマを示しています。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。

未来に前進。メガトレンドが投資環境を再定義

出所：ブルームバーグ、GSAM

追い越し車線。売上高成長率トップを目指す中小
型株式たちのレース

過去5年間の市場では、効率的なビジネスモデルを有する高い成長性が期待さ
れる企業のパフォーマンスが良好となっています。健全なバランスシート、
大きな市場シェア、規模の経済で優位にある米国の大型企業が、投資家の資
金を最も引き寄せてきました。しかし、パフォーマンスをより詳細にみてみ
ると、足元では米国の中小型株式が同水準の競争力を有していることがわか
ります。ラッセル3000指数のすべてのセクターにおいて、売上高成長率上位
10%の企業のうち中小型株式が占める割合は78%以上となっています。テクノ
ロジーの変革がより小型で、より機敏な企業のイノベーションを可能にする
ため、このトレンドはさらに勢いを増すと当社は考えています。

新世代のコミュニケーション・サービスや消費者の嗜好の変化、ヘルスケア、
情報技術、長期的な成長産業など、新型コロナウイルスによって勢いを増し
たテーマへの投資は、成長力の高い米国企業の発掘につながる可能性があり
ます。それらのテーマへの投資には慎重な企業の選別が必要となりますが、
中小型株式への投資によってより達成の可能性が高まると考えています。米
国の中小型株式は、大型株式とは異なり、バリューチェーンの各区分内で活
躍する、より多様な企業が集まっています。適切な投資アイデアで適切な企
業を正しく選別することで、将来的に独自の差別化されたリターンを実現で
きる可能性があると考えます。

出所：GSAM

米国株式市場のけん引役が拡大 具体的な投資機会



Market Know-How 2021年6月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 13

左のセクションの注：2020年12月31日現在。1996年12月31日以降の年次データ。表示している国は「G7」（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）と「BRICs」（ロシアはデータが外れ値だっ
たため除外）です。右のセクションの注：2021年3月31日現在。「パッシブ・ファンドのパフォーマンス中央値をアウトパフォームしたアクティブ・ファンドの割合」は、2010年1月から2021年3月にかけてパッシ
ブETFリターン中央値を上回ったアクティブ運用ファンドの割合の期間中の中央値です（年間リターン基準） 。「パッシブ・ファンドのリターンに対するアウトパフォーム幅」は、起点が2010年1月～2020年3月の
各年間リターンについて、アクティブ・ファンドの、パッシブETFリターン中央値に対するアウトパフォーム幅の中央値です 。「米国以外の先進国大型株式」は、モーニングスターのForeign Large Blendカテゴ
リーに属するファンドです。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。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。

ミクロはより重要。アルファの大部分は国では
なく、銘柄選択から創出される

出所：ブルームバーグ、GSAM

マクロは重要。経済成長は、株式市場のパフォー
マンスにおそらく影響を与える

投資家は、経済成長の見通しを先進国や新興国の株式市場への投資判断に加
えるべきか疑問に思うものです。経済学の理論では、(1) 企業収益の成長加速
が、(2) 1株当たり純利益（EPS）の成長加速につながり、最終的に (3) 株価
が上昇することで、経済成長が株式市場に影響するとしています。そのよう
な流れは直観的にもわかりやすいですが、実際の統計上は、特に強い相関が
あるわけではありません。過去のデータを検証すると、ある国の実質GDP成
長率は、その国の株式市場のパフォーマンスを、（有意とまでは言い切れな
いまでも）ある程度は説明できると示しています。

米国以外の先進国株式および新興国株式のアウトパフォーマンスは、各国の
ベータよりも銘柄選択から生じやすいと考えます。 2010年以降のデータでは、
パッシブ・ファンドを上回るパフォーマンスを実現したアクティブ・ファン
ドの割合は、米国大型株式と比べて米国外を投資対象とした場合の方が有意
に大きいことがわかります。また、アウトパフォーマンスの幅も大きく、新
興国株式および米国以外の先進国大型株式のアクティブ・ファンドは、パッ
シブ・ファンドの中央値をそれぞれ年率+3.8%／年率+2.3%アウトパフォーム
しています。

出所：モーニングスター、GSAM

経済成長と株式市場のリターンの関係 アクティブ運用がアウトパフォーム
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左のセクションの注：2021年3月31日現在。「女性取締役数で上位25％に入るS&P500企業」は、女性取締役数で上位25%に入る、取締役数の3分の1超が女性である125社です。右のセクションの注：2020年12月31
日現在。「PM」は、ポートフォリオ・マネジャーです。「米国大型株アクティブ・マネージャー」は、モーニングスターのUS Fund Large Blend, Growth/Valueに属するファンドです。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。

女性が実現するアウトパフォーマンス。
運用チームの多様性も成績を改善

出所：ブルームバーグ、GSAM

なぜ多様性か？女性取締役が多い企業は市場全体
よりも高い株価リターンを達成

多様な視点を組み込むことで、企業の評価が改善すると考えます。データから
は、従業員、管理職、経営陣について、女性の割合が多いほど企業の株価パ
フォーマンスが良好であることがわかっています。2020年、S&P500株価指数
構成企業のすべてに女性取締役が就任しました。さらに重要なことに、25%の
企業で、取締役の3分の1超を女性が占めています。この水準は重要です。それ
は、女性がただ象徴的なものではなく、取締役会で重要な存在であることを意
味します。過去3年間、女性取締役数で上位25%に入る企業（3分の1超を女性
が占める企業）は、S&P500株価指数のパフォーマンスを+25%アウトパフォー
ムしています。セクターや規模で調整すると、多様化を支持する主張はさらに
強固なものとなります。

性別がより多様な運用チームも長期的に良好なパフォーマンスを実現してい
ます。ここでも、女性を1人加えることが必ずしも大きな変化をもたらすわけ
ではありません。しかし、運用チームの3分の1超が女性の場合、米国大型株
式でのアウトパフォームは有意です。競争が非常に激しい現在のアクティ
ブ・ファンドにとって、運用チームの多様性を広げる優位性は明らかです。
過去3年間、全員が女性PMのチームのシャープ・レシオは女性PMがいない
チームを+21%上回っており、女性PMはリスクを考慮したリターンという観
点でもアウトパフォームしています。それでも、女性が運用するファンドは
少数です。PMの3分の1超が女性であるチームが運用するファンド数は、全米
国大型株式投資信託のわずか10%、運用資産では9%を占めるに過ぎません。

出所：モーニングスター、GSAM

女性取締役が多い企業がアウトパフォーム 女性運用者が多いファンドがアウトパフォーム
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左のセクションの注：期間：2012年末～2021年3月末 アジア・ハイ・イールド債券：:ICE BofAメリルリンチ・アジア・ハイ・イールド・セクター＆カントリー・コンストレインド指数、米国ハイ・イールド債
券：ICE BofAメリルリンチ米国ハイ・イールド・コンストレインド指数 右のセクションの注：期間：2008年～2021年（2021年は予測値）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。

より速く、より強く。アジアの景気回復は先行
し、リカバリーレートやデフォルト率をみても
アジア・ハイ・イールド債券には妙味がある

金利上昇とスプレッド。力強い経済回復による米
国の金利上昇は、アジア・ハイ・イールド債券の
下支えとなる可能性。

2021年1-3月、米国の金利は昨年末からの流れを引き継ぎ上昇し、アジア・ハ
イ・イールド債券の今後のパフォーマンスについても懸念が生じました。しかし、
過去5回の米国金利急騰局面をみると、そのうち3局面でアジア・ハイ・イールド
債券のスプレッドは縮小しています。足元の市場環境は2013年のテーパータン
トラムと比較されることがあります。確かに、米国の金利は年末にかけてある程
度上昇すると思われますが、当社では、2022年初までFRBはテーパリングを行
わないと考えています。FRBの利上げには、テーパリング開始からさらに2年程
必要だと考えてます。このことから、アジア・ハイ・イールド債券は、米国や欧
州のハイ・イールド債券より高い利回りを有し、さらにスプレッドの縮小余地が
存在する、投資妙味がある資産だと考えます。

アジアの景気回復はグローバルで先行しており、相対的に良好なマクロ環境
はアジア・ハイ・イールド債券の下支えになると考えます。世界金融危機や
コロナ禍の期間も含め、デフォルト率は米国より低い水準で、リカバリー
レートは過去5年間で米国ハイ・イールド債券の33%を上回る47%となってい
ます。つまり、仮にデフォルトが発生した場合でも相対的に高い回収率が見
込まれます。また、足元は中国の、特に国有企業のデフォルトにも注目も集
まりますが、これは特殊な固有要因であると同時に、企業のモラル・ハザー
ドを抑制することも期待できます。これらの環境を踏まえ、アジア・ハイ・
イールド債券市場においては、アクティブ運用の銘柄選定や投資決定がより
重要な差別化要素となると考えます。

金利の上昇はアジア・ハイ・イールド債券の下支えとなる可能性 アジアのハイ・イールド債券のデフォルト率は相対的に低い

出所：JPモルガン、GSAM出所：ブルームバーグ、GSAM
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コア債券の強み。株式が大きく下落する際に下
支えとなる

卵は一つのカゴに盛るな。異なる資産クラスの分
散はより重要

過去30年間、市場のグローバル化が加速するにつれて、同一資産内の相関は
着実に高まってきました。例えば、株式は他の地域の株式とより高い相関を
持つようになり、債券も同様です。つまり、分散を高めるためには複数の資
産を持ち合わせることが重要です。バランスの取れたポートフォリオのコア
には先進国株式や投資適格債券が添えられることが多いですが、それに加え
てその他の債券やオルタナティブ戦略、コモディティも検討する必要がある
と考えます。分散の効いたポートフォリオは、難しい市場環境においてボラ
ティリティを抑制する効果が期待できると同時に、市場の様々な投資機会を
捉える有用な手段になるでしょう。

複合資産のポートフォリオにおいて、長期的に安定的な下支えとなってきた
のはコア債券でした。 2020年のコロナ禍のような高いボラティリティを経験
する年は稀ですが、それでも多くの年にある程度の下落は訪れています。
2000年以降、米国株式の年間の平均リターンが約8%に対し、最大下落率の平
均は-16%程度でした。コア債券がその強さを示したのは、そのような高ボラ
ティリティ期間で、株式の最大下落期間においては平均で2%のリターンとな
りました。住宅の建設と同様、コア債券という土台は適切に設計されたポー
トフォリオの要であると考えます。

出所：ブルームバーグ、GSAM

資産間の分散が重要 安定の下支えとなるコア債券

左のセクションの注：期間：1900年～2021年2月末 様々な資産：S&P500株価指数、米国10年国債、金、コモディティ、円、スイスフラン 様々な株式：S&P500株価指数、DAX指数、FTSE100指数、グローバ
ル・ファイナンシャル・データが定義する欧州、日本、新興国の株式指数 様々な債券：米国、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、日本の10年国債および米国30年国債 右のセクションの注：期間：2000年～
2020年 米国株式：S&P500株価指数 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 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。

出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、グローバル・ファイナンシャル・データ、
GSAM
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株式
DAX指数は、フランクフルト証券取引所で取引される大手ドイツ企
業30社のパフォーマンスを測定する浮動株調整後時価総額指数です。
FTSE100指数は、ロンドン証券取引所上場銘柄のうち時価総額上位
100銘柄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23ヵ国および新興国24ヵ国の株式
で構成されています。
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。

債券
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数は、米国債、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。
FTSE世界国債指数は、グローバル債券市場について債券のパ
フォーマンスを測定します。
米国債は米国政府が保証する債務証券で、その利子支払いは州・地
方税が免除されます。ただし、利子支払いについて連邦税は免除さ
れません。
10年物コンスタント・マチュリティ米国債指数は、米連邦準備制度
理事会によって発表される、10年満期米国債同等物に調整した一連
の財務省証券の平均利回りを示す指数です。

その他
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
です。

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。

イングランド銀行（BoE）は、英国の中央銀行です。BoEの主要任
務は、低く安定したインフレを維持し、成長および雇用についての
経済的目標を政府が達成することを支援することです。

日本銀行（BoJ）は、日本の中央銀行です。BoJの主要任務は、物価
の安定を維持することです。

景気循環調整後株価収益率（CAPE）は、10年間のインフレ調整後
一株当たり利益を使用する、通常、広く株式市場に適用されるバ
リュエーション指標で、通常の景気循環における利益率の変動に
よって引き起こされる純利益の変動を除去して実質利益を平準化し
ます。

設備投資（CAPEX）は、会社が物理的資産を維持、更新、または取
得するために使用する資金です。

コア債券は、ポートフォリオでリスク管理のために保有される投資
適格債券です。

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的
指標です。

景気循環資産は、そのパフォーマンスが通常景気循環に追随する資
産です。

消費者物価指数（CPI）は、一定の期間に消費者によって財貨・
サービスの市場バスケットに支払われた価格の変化の平均です。

デフォルト率は、借り手によって支払われず、デフォルトを宣言さ
れた貸出残高の比率です。

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ヵ国の中央銀行です。ECBの主要任務は、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。

連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の中央銀行で、公開市場操作
を通してまたは金利を設定することによって金融政策を実施するこ
とに責任を負う独立した非政府機関です。

世界金融危機（GFC）は、2008年の金融危機を意味します。

国内総生産（GDP）は、ある国・地域の国境内で1年間に生産され
た完成品とサービスの価値です。

LHSは、図の左軸を意味します。
時価総額は、公開企業発行済み株式の市場価格合計を意味します。
非農業部門就業者数は、経営者、民間の家族従業員、無給ボラン
ティア、農家従業員、非法人自営業者を除く、経済における米国就
業者数です。

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
術差を表す単位です。

個人消費支出（PCE）は、米国人、または米国人のために購入する
者が財貨・サービスについて支払う価格の指標です。

プライベート・アセットは、公開市場を通してアクセスできない株
式または債務投資で、プライベート・エクイティ、プライベート・
クレジット、不動産を含みます。

プライベート・クレジットは、公開市場で発行または取引されない
非銀行貸出です。

プライベート・エクイティ（PE）は、公的取引所に上場されていな
い、または取得後すぐに非公開とされる企業の株式または債務への
投資です。

上場クレジットは、公開市場で取引される非投資適格債で、ハイ・
イールド債およびバンクローンを含みます。

上場株式は、公開市場を通して投資することができる株式証券です。
決定係数（R2）は、他の変数の変動によって説明することができる
変数の変動の比率を示す指標で、2つの変数間の相関の二乗として算
出することができます。

米国リセッションとは、全米経済研究所（NBER）によって、経済
全体で広がり、数ヵ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。

RHSは、図の右軸を意味します。
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。

リスクオン（リスクオフ）環境は、投資家の危険な資産に投資する
欲求がより大きく（より小さく）なることにつながる、市場環境に
ついてのプラス（マイナス）の投資センチメントです。

シャープ・レシオは、リスク調整後リターンの指標です。より高い
シャープ・レシオは、資産がより魅力的なリスク調整後リターンを
もつ可能性があることを示唆します。

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・実現した利益を意味し
ます。

ボラティリティは、金融商品の価格変動の指標で、主に標準偏差で
測定されます。

Zスコアは、平均からの標準偏差数について標準化された指標です。

用語集
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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2021年5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. 243262-OTU-1424369
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出所：GSAM 2021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。追記をご覧下さい。
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