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マクロ経済見通し

当社は、「2019年中間期グローバル市場展望」の中
で投資家に対して、センチメントの一時的な振れに惑わ
されないように警告を発した。
現在もこの見方に変わりはない。貿易摩擦、ブレグジッ
ト、サイクル終盤の市場動向、来年11月の米大統領
選挙をはじめ、投資家が注視すべき材料は山ほどあ
る。今はこうした要因を、2020年の市場パフォーマン
スを左右するファンダメンタルズとともに織り込む時だ。

世界経済は2020年入っても回復基調が持続するとみられるが、モメンタムを維持するために重大
なリスクを回避する必要が生じるかもしれない。そうしたリスクはあるものの、緩和に転じた金融政策
による下支え、底堅い個人消費とサービスセクターなどの好材料が景気を前進させるとみられる。世
界の実質GDP成長率は、2020年に緩やかに改善すると予想する（下表を参照）。この見通し
は、貿易摩擦が緩和することを前提としており、今後の展開を注視していく。

実質GDP成長率

2018 実績(%)

2019予想 (%)

2020予想 (%)

世界

3.6

3.2

3.4

先進国

2.2

1.7

1.7

米国

2.9

2.3

1.9

ユーロ圏

1.8

1.1

1.3

日本

0.8

0.9

0.3

英国

1.4

1.2

1.4

オーストラリア

2.8

1.9

2.5

カナダ

1.8

1.4

1.7

新興国

4.5

4.2

4.6

中国

6.6

6.1

5.8

出所：2018年は各国データベース。2019年と2020年の予想はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
経済チーム、2019年9月16日時点。実際の結果は見通しと異なる可能性があります。
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この2020年見通しは、2018年や2019年の当社見通しと多少類似しており、いずれの年も、サ
イクル終盤の懸念にもかかわらず、世界経済は拡大した。今回の長期サイクルが成熟し、回復に
対するリスクが増大するほど、こうした見通しを立てるのは困難になる。今年、一部の国・地域では
経済成長が減速しているものの、複数の要因が今後1年を通じて力強い支えとなると予想される。
足元の困難な投資環境から抜け出すには、底堅い地域や投資機会を拠り所として通り抜けるしか
ない。
投資家が前進し、それらの機会を捉えようとするに当たり、地政学的緊張や政策の不透明感の持
続といった様々な要因が、課題として立ちはだかると予想される。経済分野の中で好不調の差が鮮
明になり、投資家が望ましい成果を得られるかどうかは、それぞれの投資判断能力に左右されると
思われる。市場が一様に上昇しない状況下では、投資先の選択が重要になるだろう。
全体的な成長見通しを踏まえた上で、当社は引き続き特定のリスク資産を選好する。ここではリス
ク資産の選択が極めて重要である。なぜなら、世界のGDP成長率は長期平均に近い水準が予想
されるが、国・地域やセクターによって大きなばらつきが生じ得るためだ。
米国経済は好調が続く見通しであるが、他の地域との差は縮小に向かうかもしれない。欧州経済
は景気サイクルの波と構造問題により遅れが続くとみられるが、きっかけがあれば2020年下半期に
も好転する可能性がある。新興国市場は世界経済が成長する上で欠くことのできない重要な要
素であるが、その景気動向は非常に変動しやすい。セクターレベルでは、サービス業に相対的に力
強さがあり、製造業の弱さを一部補うと予想される。企業の設備投資の減速は、個人消費によっ
て一部カバーされるだろう。
当社の基本シナリオに重大なリスクがあることは認識している。2020年は資本保全を最優先事項
に掲げ、幅広い地政学リスクや政策リスクに対応するためのヘッジを構築している。一方、当社見
通しに対するリスクはダウンサイドばかりではない。主要経済国では、経済成長の鈍化をきっかけとし
た財政刺激策などのアップサイドリスクも考えられる。この点に留意しつつ、当社は向こう1年間にお
ける5つの主な不確実領域に注目する。

•

地政学：ブレグジット、貿易摩擦、イラン問題、米国の弾劾手続きなどの問題の結末は？
さらなる問題が表面化するのか？

•

経済の底堅さ：根本的な解決がなされないまま、堅調な個人消費は持続するか？

•

政策：政策対応は金融政策による介入にとどまらず、財政刺激まで拡大されるか？

•

構造改革：新興国市場や欧州における改革のペースは加速するか？

•

選挙：米国をはじめ各国で2020年に実施される選挙結果は、貿易や政策などにどんな
影響を及ぼすか？
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これらの不確実領域の多くで良好な結果が得られれば、数年にわたり出遅れていた欧州や新興国
市場には、改善余地の小さい米国以上に、大きなプラス効果がもたらされるだろう。2020年に入
り、各領域の不確実性が解消に向かう（または解消から遠ざかる）頃、当社は投資家にとっての
インプリケーションについて、新たな見解を示す予定だ。
投資家にとってこうした不確実な重要分野をモニターするのと同様に重要なこととして、ポートフォリ
オの重大リスクとなる可能性があり、1年の見通しでは把握できないような世界を一変させる大きな
力について、考慮することも重要と考える。例えば、気候変動はその一つだ。2020年以降を見据
えるに当たり、規制による圧力やカーボンプライシングをめぐる取り組みは加速し、資産価値や資本
配分に影響を及ぼす公算が大きいと予想される。その結果、投資家の間では、自らのポートフォリ
オに内在する気候変動リスクの管理や、気候リスクを取り巻く環境の変化に伴う投資機会を評価・
検討し、対応を図る動きが強まるだろう。

株式市場見通し

株式市場は2019年も好調が持続しているが、企業利益には株価上昇を支えるほどの力強い伸
びはみられない。
2020年は、中央銀行による支援策の継続が株式へのオーバーウェイトを正当化するとみられる。
しかし、この全体的に良好な見通しも、ファンダメンタルズとリターンが一致しないため徐々に割高感
を増すバリュエーションによって弱められている。ファンダメンタルズとリターンの整合性の欠如に加え
て、貿易摩擦リスクが長引き、市場ボラティリティの再燃が繰り返されれば、当社は株式に対する配
分において、ディフェンシブなスタンスを維持することになろう。
力強い国内需要と財政支援に基づき、当社は企業利益の下振れリスクの低い北米株式を選好
する。過去のトレンドと比較すると、欧州株式のバリュエーションは北米株式や新興国株式より魅
力的だが、政治的/構造的な不透明感が続いていることから、欧州株式に関しては中立寄りのス
タンスを取る。財政政策の転換のほか、ブレグジットや今後の構造改革をめぐる政治的不透明感
が解消すれば、欧州株式市場に資金が向かうきっかけとして大きく貢献する可能性がある。
短期的には、新興国市場とアジア太平洋地域の株式をアンダーウェイトするが、長期的には新興
国株式には価値があるとみている。ここでも、そうした価値を引き出すきっかけが待たれており、重要
なものとしては、新興国市場ベンチマークの組み入れ拡大に伴う資金流入の加速、米中貿易摩
擦の緩和、グローバルファンドにおける新興国市場への配分比率の上昇、構造改革によるファンダ
メンタルズの改善とGDP成長などが考えられる。

債券市場見通し

2019年も年末に近づき、債券投資家の間では、低金利またはマイナス金利環境が当面、構造
的に持続するかもしれないとの見方が定着しつつある。金利は欧州と日本を除く市場ではプレミア
ムを提供しているが、プレミアムの水準は確実に低下している。総じて景気が減速していることを考
えると、この傾向は今後も続くとみられる。
構造的トレンドは金利低下に向かっていると思われるものの、メディア報道や景気サイクルの影響
でトレンドに振れが生じ、そこに投資機会が生み出される可能性がある。欧州中央銀行
（ECB）の社債購入プログラムなど、政策金利の引き下げまたは量的緩和といった形での刺激
策を継続する中銀の動きは、GDP成長率を潜在成長率近くに維持するといったプラス効果をもた
らすと予想される。そうなれば、社債市場で格付けが安定し、社債発行企業にとっては望ましい市
場環境となる。そして、投資適格債からハイイールド債に至る、幅広い社債保有者は、市場のテ
クニカル面の改善、すなわち社債発行が減少傾向にあり、ECBによる債券購入によって価格が押
し上げられる状況から追加的な恩恵を受けると思われる。
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ただし、経済情勢が悪化するリスクは残っている。そのため、2020年に当社はクレジットへのオー
バーウェイトにおいて、よりディフェンシブなポジションを取り、自動車や小売り等の景気敏感セク
ターを避けて、通信などの生活必需品セクターを選好する。同様に、格付けの低い社債への配
分には慎重姿勢で臨み、例えば、CCC格の社債よりもBB格およびB格付けの社債を選好する
ことが賢明であると当社は考える。

投資に関する検討
事項

新興国市場での成
長性とインカムの追
求

2020年の見通しは以下の問題を投資家に提起してくる。
•

経済状況や市場環境が変動しやすく、市場間の差が拡大している中で、新興国市場にはど
のような機会があるのか？

•

上昇相場に参加し続けながら、ボラティリティをどのように管理したらよいのか？

•

為替リスクへのエクスポージャーをどのように管理したらよいか？

•

気候変動リスクなどの外的リスクはどうなのか？現時点でどのように考えるべきか？

新興国市場の債券指数と株価指数の上昇に伴い、投資家のポートフォリオに占める新興国株式
と債券の割合は既に上昇傾向にある。投資家は今後も、新興国市場への投資を中核的な配分
先の一つとして捉えていくとみられる。新興国市場の株式と債券は長期的に成長が見込まれ、高
水準のインカムも期待できるため、2020年においても新興国投資は十分に検討する価値がある。
新興国株式 当社は現在、期待外れの利益成長や貿易摩擦およびその他の構造的問題に関す
る懸念から、新興国株式を戦術的にアンダーウェイトしている。但し、新興国市場の企業利益は
2019年下半期にわずかに上向き、向こう12カ月の1株当たり利益（EPS）成長率のコンセンサ
ス予想もここ数カ月間に大きく打撃を受けていた輸出関連セクターを中心に、改善の兆候を示して
いる（ただし、貿易摩擦が一段と悪化するリスクも残っている）。
新興国株式のバリュエーションは先進国より魅力的であるものの、利益成長、貿易摩擦、資金フ
ロー、構造改革見通しなどに関する不確実性は解消されていない。新興国株式の価値を引き出
すきっかけとしては、以下が考えられる。

•

新興国市場ベンチマークの組み入れ拡大に伴う資金流入の加速

•

米中貿易摩擦の緩和

•

グローバルファンドにおける新興国市場への配分比率の引き上げ

•

構造改革（ブラジルの年金改革、インドの法人税改革、南アフリカの土地/公共セクター
改革、メキシコのエネルギー改革など）を通じた経済ファンダメンタルズの改善とGDP成長

2020年 グローバル市場展望ー 唯一の出口は通り抜け

6

こうしたきっかけを待つ中で、新興国株式の足元のリターンにはかなりのばらつきがある点に注意す
ることが重要だ。これは、慎重な銘柄選択に好機があることを示唆している。新興国株式をイン
デックス経由のみで保有するベータ投資家の場合、目標達成には利益の伸びの大幅な回復が
必要かもしれないが、現在、新興国株式の成長シナリオにアクセスしようと考えている投資家は、
以下の様な企業を選択しようとしているアクティブ運用戦略によって目標達成の機会を得られるだ
ろう。
•

景気サイクルの上昇・下降に関係なく、持続成長ができる構造的成長機会を捉えている
企業

•

繊細なクオリティ評価や速報性のある利益分析により、回復の兆候が明らかになりつつある
本質価値を有する企業

新興国債券 新興国債券は今後1年間もインカムとトータルリターンの両面で魅力的な投資機会
を提供し続けるだろう。ここ数年で新興国の財政収支と経常収支が改善している点を踏まえると、
ハト派傾向のFRBとECBの政策が新興国の政策当局に金融政策と財政政策の両面で柔軟性を
与えてくれると考えられる。
債券のバリュエーションは目下、先進国債券より新興国債券の方が割安である。先進国の国債の
実質利回りは現在マイナスであるが、新興国の実質利回りはプラスであり魅力的だ1。新興国のイ
ンフレ率はここ数年一貫して低下基調をたどっており、インフレ・リスクプレミアムの低下を正当化して
くれる。さらに、新興国通貨は相対的に過小評価されており、投資家にとってかなり魅力的なエント
リーポイントとなる可能性もある。
中国の債券、特に国債と政策銀行債に関してはとりわけ検討の価値があるとみられる。これらの債
券は債券ベンチマークへの組み入れが続いており（例えば、2020年には新興国市場ベンチマーク
に採用）、投資家の注目度が大きく上昇し、それに伴い資金流入が拡大する可能性が高いから
だ。中国の債券は利回りと分散効果の両方でメリットがある。中国の債券利回りは、低水準の先
進国利回りと、高水準の新興国利回りの間に位置する傾向にあり、過去の実績を見ると、中国
債券のリターンは先進国債券との相関性が相対的に低い。

ボラティリティの管理

資産クラス間のボラティリティは金融危機以降、相対的に抑えられてきたが、最近上昇した。株式ボ
ラティリティは現在、長期平均の水準に正常化しているものの、地政学的不確実性、貿易摩擦リス
クの高まり、ファンダメンタルズとリターンの格差拡大など、ボラティリティ上昇の主な牽引役は2020年
も存続していくと考える。市場心理の変化でこうしたリスクがボラティティの急上昇という形で顕在化す
ると資産価値の見直しが急激になされる恐れもある。
株価が企業利益から正当化されないため、株式は脆弱な状態にあり、貿易問題をめぐる緊張が一
段とエスカレートした場合、さらなるリスクにさらされることも考えられる（ただし、貿易摩擦リスクが再
燃する前に業績見通しは引き下げられており、このため株式市場は貿易紛争を織り込み済みと思
われる）。株価のインプライドボラティリティ（VIX指数およびVSTOXX指数に基づく）は最
近、2018年に付けた低水準から急上昇している。
以上を全て踏まえると、投資家は、2020年にディフェンシブなポジショニングを採用または維持しなが
ら市場の上値を完全に捉えることは苦戦するだろう。適切かつコスト効率的に守りを固めるには、金
（現時点で力強いモメンタムを示している）などの戦術的ヘッジの検討に加え、ヘッジ戦略を慎重に
見極めることが必要と思われる。
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こうした環境の下ではマネージドボラティリティ戦略やディフェンシブ株式戦略が極めて有効かもしれ
ない。いずれの戦略でも、投資家は株式市場に全面的に投資を続け、上昇局面を利用すること
が可能である。マネージドボラティリティ戦略は、リスクを重視することでアウトパフォームの実現を目
指していて、長期的には市場全体に劣後する傾向にある高ベータ銘柄を回避する。ディフェンシブ
株式戦略は、リスクとリターンのデュアルマンデートに基づきアクティブ運用を行う。そのため、市場の
上昇局面を十分に捉えながら、ドローダウンの影響から保護される。マネージドボラティリティとディ
フェンシブ戦略はいずれも、市場が危機に直面している時期や乱高下が続く局面で効果を発揮す
る。一方、いずれの戦略も高ベータ銘柄が上昇する環境では効果が抑えられる傾向にある。
ターゲット・ボラティリティ・トリガー戦略（TVT)も、2020年にダウンサイドプロテクションを確保するた
めのコスト効率的な手段として有用かもしれない。TVTは株式エクスポージャーをオーバーレイする
戦略で、将来の株式ボラティリティを予想し、その後、事前に設定したボラティリティ水準を目標に株
式エクスポージャーを機動的に調整することにより、ポートフォリオのボラティリティ抑制を目指
す。TVTは、市場が一定のトレンドに従って推移する場合、特に市場が強い下落基調にある時に
効果を発揮する傾向がある。反面、市場が乱高下を繰り返す場合、あるいは大幅な外的ショック
（自然災害など）に見舞われる場合、効果は抑えられる傾向がある。

為替

今後1年は、景気動向の地域による大きなばらつきが予想されるため、投資機会と分散効果を求
めて海外に目を向ける投資家が増えるだろう。投資家が海外の投資機会を十分に活用するために
は、為替リスクのエクスポージャー管理が極めて重要となる。
地政学リスクは2020年の為替動向を左右する重要な要因になるとみられる。特に、いまだに不透
明感を払拭できないブレグジットの展開は、引き続き欧州の投資家に為替リスクをもたしている。為
替のボラティリティは現在、比較的落ち着いているが、低ボラティリティ環境への慢心ともいえる警戒
感の欠如は禁物だ。行き過ぎた為替バリュエーションは先行き大幅変動の可能性を示唆している。
米ドルは割高であり、反転のきっかけを待っている。貿易摩擦が解決に向けて進展する場合、また
は、少なくとも貿易問題の行方が明確になれば、重要なきっかけになると思われる。
投資家はアセットアロケーションを評価する際には、為替リターンの影響を慎重に考慮するべきだろ
う。エクスポージャーをヘッジするための為替オーバーレイは有用な場合もあるものの、為替のバリュ
エーションにはばらつきがみられるため、ヘッジすべきかどうかの判断は投資家によって大きく異なる可
能性がある。それでも、大半の投資家にとって今後1年間は、英ポンドとスカンジナビア通貨（ス
ウェーデンクローナやノルウェークローネなど）のヘッジ削減および米ドルとスイスフランのヘッジ拡大が理
に適っていると思われる。

気候変動リスク

向こう1年の見通しでは、全ての投資家が考慮すべき極めて重要な長期リスクを把握できない恐
れがある。気候変動はそうしたリスクの一つだ。実際のところ、気候変動は現在の投資ポートフォリ
オにおける最大のリスクの一つと当社は考える。
こうしたリスクは明白な環境汚染に限定されず、ほぼ全ての市場セグメントや産業に内在する。最
も高いレベルでは、気候変動は金融市場にシステミックリスクもたらす。金融市場は気候変動が経
済成長、社会、世界の全般的なエネルギー構成に与える影響を織り込もうとするからだ。国レベル
では、産油国は今のうちに国内に再投資する必要がある。個別企業の場合 — 石油掘削企業
から、ディーゼルエンジン製造会社、運輸会社、そして銀行に至るまで — 気候変動および気候
関連の規制は、事業モデルやサプライチェーンに、時として思いがけない想定外の形で影響を及ぼ
す可能性もある。
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投資家にとって、規制圧力が強まる中、時代の流れに取り残されかねない大量の化石燃料資産
の解消は喫緊の課題として、ますます大きな懸念要因となっている。カーボンプライシング導入の
動きが拡大しており、今後数年で資産バリュエーションに影響が及ぶだろう。同時に、再生可能エ
ネルギーのコスト低下でエネルギー調達構成は変化し続け、その結果、化石燃料への依存度が
高い企業に大きなリスクをもたらすとみられ、変化に適応する柔軟性と変化を利用する洞察力を
備えた企業には、ビジネス機会が提供されるだろう。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが策定した持続可能な気候変動戦略は、投資家
が現在の債券および株式ポートフォリオを、低炭素世界への移行が生み出す長期的な投資トレ
ンドに合わせて構築するのに役立つ。これらの投資アプローチでは、緩和策と適応策を統合した
手法を採用し、リスクにさらされている資産から資本を引き揚げ、エネルギーミックスの変化に伴うメ
リットを享受したり、気候変動がもたらす物理的リスクの影響を受けにくい企業に振り向ける。当
戦略は、2015年のパリ協定で合意した特に意欲的な目標（例えば、産業革命後の平均気温
上昇を摂氏2度未満に抑えること）に直接狙いを絞っている。

まとめ

•

世界の景気拡大は2020年も続く可能性が高い。

•

地政学要因や政策に関して明るい動きがあれば、北米よりも欧州や新興国市場がメリット
を受ける可能性が高い。

•

ボラティリティの大幅上昇観測は、投資家にコスト効率的なヘッジの選択肢の検討を促すと
みられる。

•

気候変動は、1年間の見通しでは把握できない可能性のある大きなポートフォリオリスクをも
たらす。
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用語解説

脚注

グローバル市場展望
（GMO）について

VIX シカゴ・オプション取引所（CBOE）が考
案したボラティリティ指数（VIX)で、市場によ
る向こう30日間のボラティリティ予想を示すリア
ルタイムのマーケット指標である。S&P 500指
数のオプション価格を基に算出し、市場リスクと
投資家心理の指標に使われる。「恐怖の尺度
（Fear Gauge）」や「恐怖指数（Fear
Index）」という名称でも知られる。投資家、
リサーチアナリスト、ポートフォリオマネージャー
は、投資判断の前に市場のリスク、不安、スト
レスを測定するため、VIXの値に注目する。

VSTOXX 「欧州版VIX指数」で、正式名称
はユーロ・ストックス50ボラティリティ指数 — 欧
州で最も注目されるボラティリティ指数である。
ユーレックス取引所で取引されるユーロ・ストック
ス50指数の短期オプション取引のインポライド
ボラティリティを測定する。ユーロ・ストックス50
指数は最も広範に追跡されている欧州株式
指数であり、Volkswagen、Siemens（ドイ
ツ）、Societe Generale（フラン
ス）、ING（オランダ）、Telefonica（スペイ
ン）など、欧州で取引される50の優良銘柄で
構成される。当指数には非常に流動性が高い
先物およびオプション市場がある。

2019年9月30日時点のブルームバーグのデータに基づくと、新興国国債指数（GBI-EM）の実質利回りは2.10％、
米国債およびユーロ圏国債の実質利回りはそれぞれ-0.14％、-0.87％と推定される。GBI-EMの実質利回りは、JPモ
ルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド指数の2019年9月30日時点の組入比率（指数の1.3％を占めるアルゼン
チン、ウルグアイ、ドミニカ共和国は除外）に基づき、各国国債の平均残存年数の近似値を用いて推定。
1

投資環境が一段と複雑になる中、来年どのようなリスクと機会があるかを提示するため、運用チー
ムの調査に基づき当「グローバル市場展望（GMO:Global Market Outlook）」は作成され
ている。
当社は投資家としての立場から市場の問題を短期的・長期的な観点で分析・リサーチを行ってい
る。その結果を基に、ベータおよびアルファ創出のための様々なソリューションや資産配分のノウハウ
を利用して、成果指向のポートフォリオを顧客のために提案している。
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ご留意事項

本資料に含まれている情報は投資助言ではなく、 そのような
取り扱いにおいて信頼できるものではありません。 また、 これら
を、 特定の証券を購入する勧誘とも売却する提案ともみなす
べきではありません。 これらはいかなる特定の投資家の投資目
的、 投資戦略、 課税状況や投資期間も考慮していません。
税理士および財務アドバイザーにご相談ください。
すべての資料は信頼できると考えられる情報源から入手してお
りますが、 情報の正確性に関しいかなる保証もしておらず、 ス
テート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは係る情報に
基づく判断に関していかなる責任も負いません。
本資料で参照している商標やサービスロゴは、 それぞれの所
有者の知的財産です。 第三者のデータ提供者は、 データの
正確性、 完全性や適時性に関するいかなる種類の保証を表
明しておらず、 そうしたデータの利用に関連して発生したいかな
る種類の損害についても責任を負いません。
本資料に示されている内容は将来の見通しが含まれており、
将来の運用成果を保証するものではなく、 実際の結果や展
開は市場及び他の条件によって見通しとは大きく異なる可能
性があります。

時価総額が大きい企業では、 市場環境や経済状況によっ
て、 評価が異なります。 大企業の方が時価総額が小さい企
業に比べて、 株価の変動が小さくなる傾向があります。 こうし
た潜在的なリスクの低さと引き換えに、 大企業の株価は小さ
な時価総額を持つ企業ほどには上昇しない場合があります。
中小型株への投資には、 知名度の高い大型株への投資より
も大きなリスクを伴う場合があります。
外国籍の証券に投資した場合、 為替の不利な変動による投
資資金の喪失、 源泉税、 一般に公正妥当と認められている
会計原則の相違、 あるいは他の国における経済的もしくは政
治的不安定性に起因するリスクが伴う可能性があります。
新興国市場への投資は、 先進国市場への投資に比べて変
動が大きく、 流動性が低い場合があり、 また一般的に多様
性や成熟性に欠ける経済構造や先進国よりも不安定な政治
体制に対するリスクが含まれます。
参照されているすべての指数パフォーマンス結果は、 相対比
較を目的に限定して提示されていますが、 特定の投資の代
表パフォーマンスと想定すべきではありません。

株式は価格変動が大きく、 広範囲に及ぶ市場環境と経済状
況に応じて大きく下落することがあります。
債券は一般的に株式に比べて低い短期的リスクやボラティリ
ティを有しますが、 債券には金利リスク（金利が上昇すると債
券価格が通常下落します）
、 発行体のデフォルトリスク、 発行
体の信用リスク、 流動性リスク、 そしてインフレリスクがありま
す。 こうした効果は満期までの期間が長い債券ほど通常顕著
になります。 債券を満期前に売却あるいは償還した場合、 相
当な利益あるいは損失が発生する可能性があります。
分散投資により利益を確保したり損失に対する保証が得られ
る訳ではありません。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズについて

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、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産
運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや分析、厳しい
マーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもと
に、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソ
リューションを提案いたします。そしてスチュワード（受託者）として、
社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お客
様に理解を深めていただくよう努めています。インデックス運用と
ETF、ESG投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に
切り拓き、約2.95兆ドル*を運用する世界第3位の資産運用会
社へと成長しました。

•

本資料に表示している各種シミュレーション ・ データは、
過去のデータに基づき当社モデルを利用したバックテスト
結果であり、 将来の運用収益を保証するものではありま
せん。 実際の運用収益はバックテスト結果から大きく異な
る可能性があります。

•

本資料に記載の各インデックスの著作権 ・ 知的所有権
その他一切の権利は各インデックスを算出 ・ 公表してい
る機関 ・ 会社に帰属します。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリー
ト・コーポレーションの資産運用部門です。
* 運用資産残高には、約440億ドル（2019年9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」）が営業を行なっているSPDRの残高を含みす。SSGA
FDはSSGAの関連会社です。

本稿はState Street Global Advisors が作成したものをステー
ト ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ株式会社が抜粋および和
訳したものです。内容については原文が優先されることをご了承下さい。

ssga.com

ステート‧ストリート‧グローバル‧アドバイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
Tel: 03-4530-7333
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人
投資信託協会、日本証券業協会
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、 一般社団法人投資
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