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CIO、アクティブ・クオンツ株式

•長期投資で数百銘柄の株式を対象にする場合、バリュエーションのみに基づいてポー
トフォリオを構築するだけでも大幅な付加価値の獲得が期待できる。だが短期的に見
た場合、特に危機時にはそうとは言えない。主要なバリュエーション指標が市場の混乱
を反映するまでに時間を要するからだ。

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）は、株式に対する市場の
センチメントを測定することで、企業にプラスまたはマイナスの影響を及ぼす、現在およ
び将来予想に関する情報を運用に反映している。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機でグローバル経済を構成する主要な要素が活動を急停止し
たため、投資家は困難に直面している。経済活動の突然の変化がファンダメンタルズ関連データに反映される
までに時間を要するからだ。本稿では、データが過去の情報に基づく「バックワードルッキング」となってしまうリスク
に対して、当社のクオンツ運用プロセスがどう適応しているのかを見ていく。

揺れ動く株価収益率 株価収益率（PER）は、過去の年間利益に基づく主要なバリュエーション指標の一つであり、特に顕著な遅
行指標と言える。2月以降、航空会社の実績PERは約11倍から6倍未満に低下した。この間、コロナショック
の影響で株価は平均で約45％下落したが、報告された利益には変化がなかったからだ。予想ベースで見て
も、航空会社の予想PERは、2月の約9倍から4月半ばには約6.5倍に低下した。その後、2020年の利益予
想の下方修正が始まり、予想PERは4月末時点で約45倍に跳ね上がった。

結局のところ、航空会社は割安なのか、割高なのか? これはPERだけでは簡単に判断できない難しい質問だ。
長期投資で数百銘柄の株式を対象にする場合、PERのみに基づいてポートフォリオを構築するだけでも大幅
な付加価値を追加できるが、重要な点は投資期間の長さと対象範囲の幅広さである。航空会社の場合、国
有化や経営破綻を免れて危機を乗り切れる銘柄は間違いなく優れた投資対象だが、その可能性の高い航空
会社を見極めるためにはさらに多くの情報が必要だろう。

*当レポートの原本は
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ここから、株式リターンの予測という「玉ねぎの皮を剥くような作業」が始まる。PERだけでなく、より繊細なバ
リュエーション指標も考慮し、さらにバランスシートの堅牢さ（ソルベンシー、営業効率、流動性、レバレッジな
ど）、サステナビリティ、資産の伸びといった企業のクオリティ評価も組み合わせて予測を行う。航空会社の場
合、債務が持続不可能な水準にあることがすぐに分かる会社よりも財務基盤が強固な会社の方が、業績悪
化を乗り切れる可能性は高いはずだ。しかし残念ながら、企業のバランスシートに関する正確なデータを収集
しても、バックワードルッキングとなる可能性がある。

市場センチメントは
フォワードルッキング
なテーマ

当社は、株式に対する市場のセンチメントを測定することで、企業にプラスまたはマイナスの影響を及ぼす可能
性のある、現在および将来予想に関する情報を運用に反映している。そのための方法として、株価がどのよう
に変化しているか、あるいは、利益、売上高、配当の予想の変化やヘッジファンドのポジショニングの変化を測
定することが挙げられる。また、顧客やサプライヤーに関する情報の変化を分析したり、決算発表時の企業幹
部の発言を検証することで、企業の変化を類推する方法もある。これらはいずれも株式パフォーマンスの短期
的な要因であり、投資プロセスでの有効期間はそれぞれ異なる。航空会社の場合、最も急速に変化している
センチメント指標は「セルサイドのアナリストによる業績予想の下方修正」と連動するものであるが、航空業界
に関する全てのセンチメント指標が急落している。

企業に対する見通しがこのように急激に変化する場合、当社の予想リターンに与える影響は、バリュエーション
やクオリティ関連の指標の変化よりも、市場センチメントの変化の方が大きくなる。
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ポートフォリオ管理により、
プロセスの妥当性を
確認する

長期指標であるバリューやクオリティ関連の指標に、短期指標である市場センチメントを組み合わせれば、今回
のコロナ危機を含むあらゆるタイプの経済・市場環境における指針として、理想的なものになると当社は確信して
いる。同時に、当社はポートフォリオ管理に際して、プロセスのストレステストを継続的に実施している。今回の危
機では、これまで捉えられなかった可能性のある大規模なリスク・エクスポージャーを調査するためのデータやモデ
ルを使用している。

その一例として、中国からウイルス感染が拡大し始めた危機の初期に、中国のサプライチェーン停止で打撃を受
けた企業に対するポートフォリオの大規模なエクスポージャーをチェックする基準を、世界中のサプライヤーとその顧
客の間の複雑なつながりを明確に示すデータを用いて構築した。また、COVID-19に関連する言及を見出すた
めに、企業の決算発表説明会で使用された文言を、自然言語処理を用いて体系的にモニタリングした。

その後COVID-19が世界中に拡大して金融システムが脅威にさらされ始めたため、当社はポートフォリオのリスク
を分析する手段をさらに追加し、主としてバリュー指標から魅力的だと判断されている企業を中心に、クレジットリ
スク、低流動性、過剰債務、クレジットデフォルトの可能性に対するエクスポージャーを測定した。この方法は、不
動産投資信託（REIT）セクターへの投資を検討する際に特に重視した。

不動産セクターでは、商業施設関連REITはバリュエーションが大幅に割安となったが、センチメントもかなり大きく
悪化していた。これに対して、産業施設関連REITは総じて大幅に割高となり、センチメントも大きく改善してい
た。概して、エクスポージャーを分散化し、さらにクレジット（またはデット）リスクをより精査するように注意すれ
ば、商業施設関連REITには逆張り戦略の好機があると当社はみている。物流施設やデータセンターを投資対
象としたその他の特化型REITも、魅力的な投資機会を提供している。
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先進国市場でセンチメントが
強いセクター

現在、市場センチメントが特に強いのは、医薬品およびバイオテクノロジー、ソフトウエアおよびサービス、公益事
業、ヘルスケア機器およびサービスである。一方、センチメントが特に弱いのは、自動車、銀行、運輸、エネル
ギー、保険である。

先進国の株式市場において、センチメントの変化（改善または悪化）が特に大幅だった産業グループは以下
の通りとなっている。

センチメント改善 センチメント悪化
割安（妙味あり） 通信 銀行 

保険 
中立 公益事業 

医薬品およびバイオテクノロジー 
生活必需品小売業 

消費者サービス 
耐久消費財およびアパレル、
半導体および製造装置 

割高（妙味なし） 家庭用品およびパーソナルケア用品 

出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2020年5月7日現在。緑字は当社の選好度が現在最
も高いセクター、赤字は最も低いセクターを示す。 

金融セクターの株式は現在、年初より割安感があるものの、セクターに対するセンチメントが急激に悪化してい
るため、金融機関に対する当社の全般的な予想は改善していない。当社は依然として銀行より、保険を選
好する（センチメントは悪化したが、さほど大幅ではない）。

結論 当社の投資プロセスは、長期的な指標であるバリューおよびクオリティ関連指標に加えて、短期的なシグナルで
ある市場センチメントを取り入れることで、市場環境の急速な変化に適応することを目指している。さらにポート
フォリオのストレステストを継続的に実施しており、これも通常の市場環境や危機時における当社プロセスの適
応力を高める要因となっている。
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