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＜要旨＞
■米国株式市場では、グロース株のバリュー株に対するアウトパフォームが記録的な水準
に達しています。それと同時にバリュエーションの格差も大幅に拡大しています。
■グロース株の投資環境は理想的な状況です。低⾦利が⻑期化し、米国のテクノロジー企業
は、国内のみならず海外でも、ますます支配的な地位を占めてきています。しかし、このよ
うな環境は⻑続きしないと、私たちは考えています。大規模な財政政策、強力な⾦融政策に
よって、現在は全く表面化する兆しのないインフレリスクがやがて台頭すると見込まれ、歴
史的にはインフレ率が上昇する局面ではバリュー株がグロース株に対してアウトパフォー
ムする傾向にあるからです。
■優良なバリュー株は、今般の厳しい経済環境を克服することができ、世界的に景気回復が

本格化し、インフレ率が上昇するにしたがい、投資家に利益をもたらすと期待されます。
■米国では、インフレ率や⾦利が上昇に転じるタイミングが不透明な中、現時点では、優良

なバリュー、グロース双方の株式のウエイトを高め、一方で、極端に割高なグロース株と極
端に割安なバリュー株のウエイトを抑えることが適当であると考えられます。
(レシオ:1989年末=100)

グロース株、バリュー株の相対パフォーマンス
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出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ作成
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上記は過去のデータであり、将来を示唆または保証するものではありません。上記はラッセル 1000 グロース指数のラ
ッセル 1000 バリュー指数に対する割合を示しています。指数はリバランスせず、配当を再投資したリターンを使用し
ており、また、投資信託にかかる費用は考慮しておらず、投資信託のリターンとは異なります。指数に直接投資を行う
ことはできません。
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グロース株がアウトパフォームする背景：2 つの主な要因とは
■インフレ率と⾦利の低下
米国の消費者物価指数(CPI)（総合）の前年同月比は、2007 年 10 月の+3.5％から下落を
続け、2020 年 9 月時点で＋1.4％となっています。バリュー株のユニバースに多く含まれ
る、商品を販売する企業にとって、インフレ率の低下は逆風です。また、米国 10 年国債利
回りは 2007 年 10 月末の 4.47％から 2020 年 9 月末現在には 0.68％まで低下しており、こ
れはバリュー株のユニバース（投資対象）の多数を占める⾦融セクターにとって逆風です。
⾦融機関の多くは、健全な⾦利スプレッド（貸出⾦利−調達⾦利）が収益の源泉となってい
るためです。一方で、⾦利低下はグロース株にとっては追い風です。資⾦調達コストの低下
が将来のキャッシュフローを押し上げ、企業価値を高める一因になります。
■⻑期的に力強く成⻑するテクノロジー関連産業での支配的企業
アルファベット、アマゾン、アップル、フェイスブック、マイクロソフトといった企業が
この分野の代表的な存在です。これらの企業は、グローバル経済のデジタル化に乗って成⻑
し、その株価上昇が、コロナ禍にもかかわらず、S&P500 指数を史上最高値に押し上げる原
動力となりました。
図：S&P500 指数の時価総額トップ 5※とトップ 5 を除いた場合のパフォーマンス比較
期間：2019 年 12 月 31 日～2020 年 9 月 30 日、日次
S&P500
うち時価総額トップ 5 を除く
うち時価総額トップ 5
超大型株、テクノロジー関連株急落
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出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ作成
※トップ５：アルファベット、アマゾン、アップル、フェイスブック、マイクロソフト.

今がバリュー株投資にシフトするタイミング？
■グロース株とバリュー株とのバリュエーション格差が大きい
今期予想 PER（株価収益率）の比較で見ると、2020 年 9 月末時点で、ラッセル 1000 グ
ロース指数は同バリュー指数を約 57.5％上回っており、直近 10 年余りでは最高に近い水準
となっています。
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グロース株、バリュー株のバリュエーション・ギャップ
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出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ作成

■米国の物価環境は改善へ
過去にない大規模な財政出動と⾦融緩和による景気刺激策は、米国のインフレ率を押し
上げると予想されます。商品価格はバリュー・グロース相対指数に対して高い相関性を有し
ており、図にも見られるように、商品価格とバリュー・グロース相対指数の変動率は強く連
動する傾向があります。これは、グロース指数よりも、バリュー指数に物価動向に敏感な企
業が多く存在することを意味しています。例えば、エネルギー、⾦融、工業および素材セク
ターがラッセル 1000 バリュー指数の 41％を占めるのに対し、グロース指数では 15％にと
どまります（2020 年 9 月末現在）
。加えて、商品相場のトレンドは概して 10 年以上続きま
すが、足元の商品相場のトレンドは過去 200 年以上の中で最低水準にあります。仮に、こ
こからさらに低下したとしても、一連の景気刺激策によって、緩やかであっても経済に改善
の兆しが出てくれば、商品価格には上昇圧力が掛かり、バリュー指数がグロース指数をアウ
トパフォームすることが期待されます。
図：連動性が高い商品価格とバリュー・グロース相対指数
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注 1：商品価格については以下の通り
Warren & Pearson Commodity Index(1795-1912 年)、WPI（卸売物価指数）商品（1913-1925 年）
、PPI（生産者物価指
数）
（エネルギー、農産物、⾦属〔除く貴⾦属〕
）
（1926-1956 年）、Refinitiv Equal Weight 商品総合指数(1956-1994 年)、
Refinitiv コア商品 CRB 指数（1994 年～）
注 2：バリュー・グロース相対指数は、Fama/French シリーズ（1926-1977 年）、ラッセル 100 トータルリターン指数
（1978 年～）を使用、バリュー指数÷グロース指数で表される

バリュー投資の増加に係るリスク～３つのリスク
■第一のリスクとして、投資資⾦がまだバリュー投資に向いていないことが挙げられます。
その背景には、米国および世界の経済は、コロナ禍からの景気の回復ペースが今後緩やかに
なると見られることに加え、低⾦利の⻑期化、投資家が依然としてグロース投資を指向して
いることがあります。
■第二のリスクとして、バリュー株のユニバースに入る企業の多くが、依然として厳しい環
境に置かれていることが挙げられます。例えば、航空業界は、もはや国の支援がなければ存
続さえ危うい状況になっています。また、百貨店業界はオンラインショップやディスカウン
トショップにシェアを奪われ、
「コロナ後」も消費者が家計のやりくりに慎重で、顧客が戻
りにくい可能性があります。
■第三に「バイデン・リスク」が挙げられます。バイデン候補が米国の大統領となり、かつ
⺠主党が議会を制した場合、エネルギー、⾦融などの業界に対する規制を強化する公算が大
きいと考えられます。これらのセクターは、バリュー指数に対するウエイトがグロース指数
よりも高水準です。一方、グロース株にも「バイデン・リスク」があります。バイデン候補
は、企業に対する課税を強化し、海外所得に対する税率を 10.5％から 21％へ引き上げると
主張しており、米国のテクノロジー企業に大きな影響を与えるものと見られます。S&P500
指数に含まれるテクノロジー企業の国内所得の割合は、2019 年の 60％に対して、2020 年
は 43％となっています。したがって、バイデン大統領となった場合、短期的にはグロース株、

バリュー株双方がネガティブな影響を受ける可能性があります。ただし、一方で大規模な景
気対策が導入され、相殺されると見込まれます。トランプ大統領が再選された場合は、景気
敏感セクターが優位となるほか、大型テクノロジー企業が選好されると見込まれます。
現時点でのバリュー投資に係るリスクを踏まえ、機動的なスタンスを採ることが重要
米国株投資の今後の道筋～4 つの区分による評価
■ハイパー・グロース：かなり割高、かつての IT バブル時に匹敵
■ステーブル・グロース：収益性は高いが一部は割高、低⾦利の⻑期化が下支え要因
■クオリティ・バリュー：景気低迷に対する耐久性があり、競争力を高める
■ディープ・バリュー：パンデミックの影響が甚大で、将来的な回復も不透明（航空、百貨
店、レストランなど）
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図：バリューとグロースのバランスを取ることが適当
今年の最適な投資範囲

ステーブル・グロース

クオリティ・バリュー
ディープ・バリュー

ハイパー・グロース

収益性：高
投資手控え

投資手控え
収益性：低

収益性

ディープ・バリュー：低い長期成長期待と低い利益水準
ハイパー・グロース：高い長期成長期待と低い利益水準

長期的成長期待

出所：Cornerstone Macro、図はイメージです

米国株投資については、ステーブル・グロースとクオリティ・バリューを組み合わせること
が最適と考えます。ステーブル・グロースは、経済成⻑に左右されにくく趨勢的な成⻑が期
待される、例えばオンライン小売業などが挙げられます。一部の企業は株価が割高ですが、
その他はほぼ適正な水準にあります。クオリティ・バリューは、米国や世界の景気回復が期
待より遅れても、業績が底堅いなど、安定性が期待できます。したがって、米国株投資でハ

イパー・グロースを手控え、ステーブルもしくはディフェンシブなグロース、またはバリュ
ー株への投資（ディープ・バリューは手控え）を高めることがより賢明と考えられます。
パンデミックの状況下で、労働の慣行や安全問題に焦点が当たることが増えています。こう
した環境の中で我々は、適当と思われる投資戦略は、企業としての持続性など、全体的な評
価が重要になると考えています。それは、単に競争力や財務面の安定性だけではなく、ESG
（環境、社会、企業統治）をどれだけ重視しているかということを意味しています。また、
こうした戦略を実践することで、単に厳しい経済環境を生き残るだけでなく、厳しい環境を
通じてさらに強靭な体質になることができる企業を発掘できると考えます。
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本資料のご利用に当たっての注意事項等
本資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものです。
本資料は、本資料に含まれるいかなる金融商品の販売や媒介を意図、または購入あるいは売却を勧誘する
目的で作成 されたものではありません。
本資料は法令に基づく開示資料ではありません。
投資信託に係る費用について
投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただきます。その料率は投資信託によって異なります。さ
らに、下記以外の手数料・費用をご負担いただく場合、一部の手数料・費用をご負担いただかない場合もありま
す。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）・契約締結前交付書面をご覧ください。または、販売会社
へお問い合わせください （カッコ内には、アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する公募投資信託のうち、
最も高い料率を記載しています。）。
投資信託の購入時：購入時手数料〔最高料率３．８５％（税込）〕
投資信託の換金時：信託財産留保額〔最高料率０．３％〕
投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）〔実質最高料率２．２５４％（税込）〕、監査費用
運用管理費用（信託報酬）、監査費用は、信託財産の中から日々控除され、間接的に投資者の負担とな
ります。その他に有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税費
用等を間接的にご負担いただきます。
また、他の投資信託へ投資する投資信託の場合には、当該投資信託において上記の手数料・費用が掛かるこ
とがあります。
※上記の費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
本資料は、特定のお客様の特定の投資目的および財務状況または要望を考慮して作成されたものでありま
せん。
本資料に記載した弊社の見通し、予測、意見等（以下、見通し等）は、本資料作成日現在のものであり、
今後予告なしに変更されることがあります。また、見通し等や過去の運用実績を含むいかなる内容も、将来
の投資収益等を示唆または 保証するものではありません。 本資料は、信頼できると考えられる情報に基づ
き作成しておりますが、情報の正確性、完全性について保証するものでは ありません。 本資料に記載されて
いる内容は、全て本資料作成日以前のものであり、今後予告なしに変更される可能性があります。 弊社
は、本資料に含まれる情報から生じるいかなる責務（直接的、間接的を問わず）を負うものではありませ
ん。 弊社の許可なく、本資料を複製または再配布することはできません。
リスクについて
•金融商品等の投資にあたっては、市場動向等、また投資信託等へ投資する場合にはその裏づけとなっている
金融商品等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
•金融商品等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行
者または保証会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合、金融商品等の価格が変動することによって損失
が生じるおそれが あります。
•デリバティブ取引においては、預託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがあります
ので、相場の変動の要因等により生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがありま
す。
投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入のお客様が負うことになります。
投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関を通じて購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりませ
ん。
お申込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内
容をご確認のうえご自身でご判断ください。
販売会社店頭に投資信託説明書（交付目論見書）をご用意してあります。
投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 350 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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