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規模とスタイルで見た国内株式市場動向
景気回復を想定するなら小型バリュー株に優位性

1/5

2020年5月25日

足元の急落局面では大型グロース株が下げ渋り

新型コロナウイルスの感染拡大により、世界の株式市場は2020年2月から3月にかけて急落しました。

国内株式市場もその影響を免れることはできず、日経平均株価でみれば、24,000円近辺から16,000円台

半ばまで、1カ月強で約3割下落しました。

国内株式市場をもう少し詳しくみると、規模（大型株と小型株）やスタイル（グロース株＝成長株とバ

リュー株＝割安株）で、急落局面での下落度合いや、その後の反発局面での上昇度合いに差があることが

分かります。具体的には、急落局面では大型グロース株が相対的に下げ渋った一方、その後の反発局面で

は小型グロース株の上昇が目立ちます。

（注）ここでは、MSCI日本株指数（配当込み）のスタンダード指数を大型株、スモール指数を小型株としており、グロース株、バリュー

株は、それぞれの指数のグロース指数、バリュー指数を用いています。

規模別・スタイル別でみた株式市場の動向

（出所）リフィニティブより大和アセット作成

（ 2019年1月初 ～ 2020年5月22日 ）

• 足元の急落局面では大型グロース株が下げ渋り

• 規模別の強弱は景気に連動

• スタイル別の強弱は商品市況に連動

• 景気回復を想定するならば、今後は小型バリュー株有利の可能性
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長期的には小型バリュー株の有利な期間が長かった

長期的に規模やスタイルについてみると、どのようなことがいえるでしょうか。そこで、大型グロース

株、大型バリュー株、小型グロース株、小型バリュー株の4つの指数を市場全体の指数で割ることで、そ

れぞれの指数の市場全体に対する相対的な強弱を見てみます。

1990年代後半は、相対的に大型株有利・小型株不利で、スタイルによる差よりは、規模による差が目立

ちました。しかし、2000年代に入り2009年頃までは、相対的にバリュー株有利・グロース株不利の動き

が続き、規模による差よりは、スタイルによる差が目立ちました。その後2017年頃までは、小型株有利・

大型株不利でしたが、大型株の不利は大型バリュー株の不利によるもので、大型グロース株は市場全体並

みの推移でした。そして足元にかけては、グロース株有利・バリュー株不利の動きとなり、規模による差

よりは、スタイルによる差が目立ちました。この期間を通してみた場合は、小型バリュー株が有利な期間

が長かったといえます。

（出所）リフィニティブより大和アセット作成

（ 1995年1月 ～ 2020年5月、直近は5月22日時点 ）

規模別・スタイル別の市場全体に対する相対株価
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景気が良い時に小型株有利、景気が悪い時に大型株有利の理由

景気が良い時に小型株が有利で、景気が悪い時に大型株が有利である理由は、次のように考えることが

できます。大型株と小型株を比較すると、一般的には、大型株の方が財務面で安定しており、また事業分

野も複数にわたっているケースが多いため、相対的にみれば大型株の方が事業面で景気変動の影響を受け

づらく、業績面への影響も小さくなりやすいといえます。当然、小型株はその逆ということになります。

結果として、景気の良い時は業績の改善度合いが大きくなりやすい小型株有利、景気の悪い時は業績の安

定度が比較的高い大型株有利の傾向になっていると考えられます。

（グラフ開始時点＝100）

（出所）リフィニティブより大和アセット作成

（ 1995年1月 ～ 2020年5月、直近は5月22日時点 ）
※企業倒産件数は2020年4月まで

小型株÷大型株の推移と企業倒産件数
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企業倒産件数（右軸、上下反転）

規模別の強弱は景気に連動

規模別・スタイル別の今後の有利・不利を考えるにあたり、まず規模に焦点を当てます。そこで、小型

グロース株÷大型グロース株と、小型バリュー株÷大型バリュー株を見てみます。いずれも相対的に小型

株が強ければグラフは上へ、相対的に大型株が強ければグラフは下へ動きます。

この2つを比べると、ほぼ同じような動きをしています。つまり、グロース株の中での大型株・小型株

の強弱と、バリュー株の中での大型株・小型株の強弱は、おおむね同じように推移しているということに

なります。そして注目されるのは、2つの小型株÷大型株の推移と、上下を反転させた企業倒産件数の推移

が似ている点です。企業倒産件数は、景気が良ければ減少し、景気が悪ければ増加します。つまり、景気

が良い（企業倒産件数が減少している）時は小型株有利、景気が悪い（企業倒産件数が増加している）時

は大型株有利の傾向があるといえそうです。
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（出所）リフィニティブより大和アセット作成

（ 1995年1月 ～ 2020年5月、直近は5月22日時点 ）

バリュー株÷グロース株の推移と商品指数
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商品市況上昇時にバリュー株有利、下落時にグロース株有利の理由

商品市況が上昇している時にバリュー株が有利で、商品市況が下落している時にグロース株が有利であ

る理由は、次のように考えることができます。商品市況が上昇している時は、実物資産の価値が上昇して

いる時といえます。そのような状況では、すでに実物資産を保有している企業が、今後取得を計画してい

る企業よりも有利です。つまり、将来的な成長性よりも、現在保有する資産価値が高く評価される結果、

商品市況が上昇している時は、バリュー株有利・グロース株不利になり、商品市況が下落している時は逆

に、グロース株有利・バリュー株不利になりやすいと考えられます。

スタイル別の強弱は商品市況に連動

次にスタイルに焦点を当てます。そこで、大型バリュー株÷大型グロース株と、小型バリュー株÷小型

グロース株を見てみます。いずれも相対的にバリュー株が強ければグラフは上へ、相対的にグロース株が

強ければグラフは下へ動きます。

この2つを比べると、ほぼ同じような動きをしています。つまり、大型株の中でのグロース株・バ

リュー株の強弱と、小型株の中でのグロース株・バリュー株の強弱は、おおむね同じように推移している

ということになります。そして注目されるのは、2つのバリュー株÷グロース株の推移と、商品指数の推移

が似ている点です。
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景気回復を想定するならば、今後は小型バリュー株有利の可能性

それでは、今後の景気や商品市況については、どのように考えればよいでしょうか。景気は、新型コロ

ナウイルスの感染拡大を防止するための行動制限により急ブレーキが掛かっていましたが、感染拡大の

ピークアウトとともに、行動制限が緩和され始めており、経済活動は徐々に回復していくと見込まれます。

各国政府・中央銀行は、出来ることは何でもやるといった姿勢で、大規模な財政・金融政策を矢継ぎ早に

打ち出しており、それらが今後の景気回復をサポートすると期待されます。もちろん、行動制限の緩和に

より感染が再拡大するリスクは残るため、経済の回復も短期的には行きつ戻りつする局面があると思われ

ますが、それでも回復の方向性は維持されると考えます。また中期的には、治療薬やワクチンが開発され

ることで、新型コロナウイルスが経済活動の制約要因になる状況は解消していくと予想されます。

商品市況に関しても、今後は回復基調に向かう可能性が高いと思われます。商品市況は需要と供給の関

係で変動しますが、足元の市況急落は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための行動制限により

需要が急減し、需給バランスが大きく崩れてしまったためとみられます。つまり、需要が戻れば市況も回

復に向かうと想定されますが、需要の動向は上記の景気の動向とほぼ同じと考えられることから、今後は

行動制限の緩和により、商品市況も回復に向かうと見込まれます。一時的とはいえ、原油価格がマイナス

となるような事態は行き過ぎだったといえるでしょう。アフター・コロナという言葉が急に一般化したこ

とを勘案すれば、様々な商品の需要が単純に以前の状態に戻るわけではないと思われますが、全体的には

需要回復により商品市況も戻り歩調をたどると考えられます。

以上のように、今後は景気の回復とそれに伴う商品市況の回復が想定されるとすると、これまでの傾向

を参考にする限り、中長期的には大型株と小型株では小型株有利、グロース株とバリュー株ではバリュー

株有利の展開が想定されます。目先の株式市場は、新型コロナウイルスの動向に加え、米中の対立なども

あり、引き続き不透明感の強い状況が続くとみられますが、こういう時こそ中長期的な視点で落ち着いて

市場と向き合うことが重要と思われます。



商品内容説明資料補完書面（投資信託） 

リスクについて 

 投資信託、投資証券はその投資対象となっている株券、債券、投資信託、不動産、商品等（以下、『裏付け資産』『※』といいます。）の価格や評価

額に連動して基準価格が変動し損失が生じるおそれがあります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがありま

す。その他外貨建て資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。

 投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券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。

 投資信託等には、解約することができない一定の期間（クローズド期間）が定められているものもありますのでご留意下さい。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 

手数料等諸費用について 

■ 申込時に直接ご負担いただく費用等

･申込手数料等 上限 3.85％（税込）

■ 換金時に直接ご負担いただく費用等

･換金(解約)手数料、

販売時に手数料がかかり、売却時にも手数料がかかるもの---該当する投資信託はありません。 

販売時に手数料がかからず、売却時に手数料がかかるもの---上限 3.00％（税込） 

・信託財産留保額 上限 0.5％ 

※ 外国投信の売買時、分配時、償還時の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定いたします。 

■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用等

･信託報酬

上限 3.36％（税込）程度 

･その他の費用･手数料 

監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用･手数料等をご負担いただく場合がございますが、

これらの費用・手数料等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。 

※ 当該手数料等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。 

投資信託に係るリスク、手数料等の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されておりますのでご覧ください。 

当ファンドの販売会社について 

商号等 ： 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 140 号 

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 


