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• ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（以下「当社」）のディフェンシブ株式
戦略はリスクとリターンの双方に着目することにより、市場サイクル全体を通じて優れた
リスク調整後リターンを追求する。

• ヘルスケア・セクターは、当社がディフェンシブ株式投資においてどこに注目しているのか
を提示する好例と言える。なぜなら、同セクターは危機時にはショックに影響されにくい
底堅さを示す一方、回復局面では一貫して安定した成長と収益性を見せるからだ。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機による市場ボラティリティの大幅な上昇を受けて、多くの投資家
が、どうすればショックに影響されにくいポートフォリオを構築できるのかを検討している。アクティブ・クオンツ株式
（AQE）では、その目的を達成する上においてディフェンシブ株式戦略が重要な役割を果たすと考えている。 

ディフェンシブ株投資の役割はリスク軽減だけにとどまらない、というのが当社の考え方である。当社のディフェンシ
ブ株式戦略はリスクとリターンの両立を図ることで、市場サイクル全体を通じて優れたリスク調整後リターンを追求
する。本稿では、当社のディフェンシブ株投資に対するアプローチについて解説するため、現在最もディフェンシブな
投資機会の1つと考えるヘルスケア・セクターを取り上げる。 

ヘルスケア・セクターは、当社がディフェンシブ株式投資に際してどこに注目しているのかを提示する好例と言える。
なぜなら、同セクターは危機時にはショックに影響されにくい底堅さを示す一方、回復局面では一貫して安定した
成長と収益性を見せるからだ。本稿ではヘルスケア・セクターに備わるこれらの側面を検証していくが、まずは現在
の危機におけるヘルスケア・セクターのパフォーマンスから話を進める。
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COVID-19危機時の
底堅さ 

図表1
ヘルスケア・セクターはこれま
で危機時に相対的に優れた
パフォーマンスを上げてきた
危機時のセクター別パフ
ォーマンス（対MSCIワールド指
数）

ヘルスケア・セクターはこれまで、危機時に相対的に優れたパフォーマンスを上げてきた。例えば、世界金融危機
（GFC）時とITバブル崩壊時におけるヘルスケア・セクターのリターンは、ディフェンシブなセクターとして人気の高い
生活必需品セクターに次いで第2位となっている（図表1参照）。
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出所: FactSet、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（2020年3月31日現在）COVID-19危機は2020年2月13日～2020年3月31日までの期間を示す。 

過去の危機においてヘルスケア・セクターのアウトパフォームを促したのは力強いファンダメンタルズで、特に利益の
面で際立った底堅さを示した。ITバブル崩壊時と世界金融危機時には、ヘルスケア・セクターの利益は他のセクター
に比べて力強い伸びを見せた（図表2を参照）。ITバブル崩壊時のヘルスケア・セクターの増益率（21.59％）
は、生活必需品セクター（25.66％）に次いで第2位だった。また、ヘルスケア・セクターと生活必需品セクター
は、市場全体の利益の伸びが著しく圧迫される状況下でも、一貫して利益を伸ばした。 
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図表 2 
ヘルスケアと生活必
需品セクターは過去
の危機でも一貫して
利益を伸ばした
過去の危機時における
利益成長率（％） 
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出所：FactSet、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ算出（2020年3月31日現在）。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証す
るものではありません。 

今回のCOVID-19危機におけるヘルスケア・セクターのパフォーマンスは、今のところ過去の危機時に比べて顕著な動
きとはなっていない。だが、MSCIワールド指数をアウトパフォームしてきた3つのセクターの1つであり、リターンは生活必
需品セクターに次いで第2位の高さにある。また、ヘルスケア・セクターに対しては大幅な利益の伸びも予想されている
。それは、アナリストによる今後12カ月ベースの予想増益率の最近の推移を分析するとよく分かる（図表3を参照）
。この分析では、前年同期比での今後12カ月予想増益率の上位3セクターをピックアップした。ヘルスケア・セクターの
予想増益率が最も高く（8.7％）、IT（7.7％）、生活必需品（1.7％）と続く（MSCIワールド指数全体の予
想増益率は-3.5％）。 

ITセクターは引き続き利益が大幅に増加すると予想されるものの、ヘルスケア・セクターは3月時点の利益見通しでト
ップとなる一方、バリュエーションはITセクターと比べてかなり割安だ。多くのセクターでアナリスト予想の下方修正が相
次ぐ中で、ヘルスケア・セクターは年初来で、将来の利益見通しが毎月上昇し続けている唯一のセクターである。
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図表3 
ヘルスケアは現在利益の
伸びが最も大幅になると
予想されているセクター
今後12カ月のEPS
（一株当たり利益）の
前年同期比成長率
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出所: FactSet, ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（2020年3月31日現在）。今後12カ月の利益成長率が高い上位3セクターを示す。 

また、最近の政策介入は、この先COVID-19危機が終息するまでヘルスケア・セクターを支援することを約束するも
のだ。例えば、米国の総額2兆ドルの「コロナウイルス支援・救済・経済安全保障法（CARES法）」には、医療シス
テムの中で最も厳しい状況にある部分、すなわち病院を支援するための条項が盛り込まれている。多くの病院では
COVID-19拡大への対応に注力するため、緊急性の低い手術やその他の処置・治療を延期しており、収益源の大
幅な損失につながっている。CARES法により、そうした損失分の補填や経常費用の支払いのために1,000億ドルの
補助金が提供される。4月下旬に成立した第4弾の景気対策にも病院のための資金支援が盛り込まれた。

危機後のヘルスケア 危機が終息した後、ヘルスケア・セクターはおそらく市場をアウトパフォームすると当社はみており、その主因として次の3
つが挙げられる。すなわち、1) COVID-19パンデミックによる現在の追い風、2) 新興国市場（EM）の消費者の動
向、3) この先世界的に医療インフラや医療体制への資金支援が見込まれることだ。

2020年初め、ヘルスケア・セクターは、米大統領選挙の動向や、オピオイド鎮痛剤中毒蔓延の長引く影響、医薬品
の薬価改定の慣行などをめぐる不透明感の高まりに直面していた。しかし、COVID-19危機を脱すれば、ヘルスケア・
セクターを取り巻く環境は今より遥かに良好なものになるとみられる。米民主党の大統領候補は中道派のジョー・バイ
デン前副大統領の指名が確実となり（社会主義者バーニー・サンダース上院議員ではなく）、大統領選挙をめぐる
不透明感はいく分後退すると思われる。一方、ヘルスケア全般の重要性が改めて認識されたことで、同セクター関連
の法的・規制環境の改善につながる可能性がある。米国の薬価法関連の問題は一部残るとしても、今回の危機に
より、政府とヘルスケア企業幹部の間の不信感は軽減するかもしれない。また今回の危機では、医療機器のサプライ
ヤーとして中国に大きく依存していることも明らかになった。危機を受けて、こうした潜在的な脆弱性に対処するため、
代替サプライチェーンの構築に動く国も出てくるだろう。

新興国の消費者の台頭は世界の経済活動に大きく寄与してきた。平均家計所得の増加と都市化率の上昇持続に
伴い、医療インフラにアクセスでき、医療費の支払能力がある国民が増えると予想される。同時に、国民の生活が豊
かになって都市化が進むことで、ライフスタイルに変化が生じ、糖尿病などの非感染性の慢性疾患の増加につながって
いる。こうした傾向を抑えるため、新興国の政府は短期的には労働年齢人口を対象に、将来的には高齢者を対象
に、医療関連支出を増額する可能性が高い。

EPS成長率 (%) 
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最後に、COVID-19危機は将来のパンデミックに対応する医療インフラの不足を浮き彫りにした。図表4に、医療関
連の設備投資の対GDP比率に関する世界保健機構（WHO）のデータを示す。高所得国と中所得国では、 
2009年～2017年に医療インフラ投資はそれぞれ7％ポイント、12％ポイント減少した1。低所得国での状況はさら
に深刻で、急激な人口増加にもかかわらず、医療インフラ支出は横ばいにとどまっている。COVID-19危機は、こうし
た投資不足に注意を喚起し、政府に医療支出の増額を促す可能性が高い。 

図表 4 
医療インフラ支出は
2009年から2017年の
間に減少 
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出所: WHO、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、入手可能な最新版（2017年）。

まとめ COVID-19パンデミックは、人類がこれまで経験したことがない未曽有の危機である。当社は長期志向のシステマティ 
ックな運用を行う投資家として、市場サイクル全体を通じて規律あるプロセスに基づく投資アプローチを採用している。
日々の市場の変動やボラティリティの上昇に惑わされないことが、不可欠だと考えている。

同時に、現在の危機によって投資環境がどのように変化するのかを考えることも重要である。危機後の投資環境を検
証し、当社のディフェンシブ株式戦略のリターンとリスクという異なる二つの目的について検討したところ、投資対象として
際立っているのがヘルスケア・セクターである。一般に、ヘルスケア・セクターは相対的に低いリスク水準で相対的に高い
リターンを追求する投資家にとって、有望な投資機会を提供する。危機時には底堅さを示し（そのため一定のダウ
ンサイド・プロテクションを提供）、いずれ回復する局面では大幅にアウトパフォームする可能性がある（そのためアップ
サイドを捉える機会を提供）ヘルスケア・セクターは、当社がディフェンシブ株式ポートフォリオで求める特性を備えたセク
タ ーの好例と言える。

脚注 1 On a population-weighted basis. 
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政
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ポレーションの資産運用部門です。

*運用資産残高には、約500.1億ドル(2020年3月末時点）のステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（以下「SSGA　FD」）が取り扱っている
SPDRの残高を含みます。SSGA FDは SSGAの関連会社です。
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