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新型肺炎感染拡大の中で
注目されるビジネスと関連企業のご紹介

新型肺炎感染の収束に挑む

2.ヘルスケア関連企業
P2

在宅ワークの普及で需要急拡大

3.サイバーセキュリティ関連企業
P3～P4

自宅等での生活には欠かせない

4.巣ごもりビジネス関連企業
P5～P6

本資料の作成は

新型肺炎感染拡大の影響を受ける

1.世界経済の実態
P1
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2020年初来、新型コロナウイルス感染症（以下、新型肺炎）が類を見ない大流行となっています。4月15日時点
で、日本では8,100人が感染、119人が死亡、世界では約190万人が感染、約12万人が死亡し、いまだ感染者数
は拡大し続けています。日本では4月7日に7都府県に緊急事態宣言（4月16日には全国に拡大）、米国では3月19
日にカリフォルニア州で初めての外出禁止令が発令され、その他各国でも外出が禁止される状況が続いています。

また、世界的に人と物の流れが停滞していることで、世界経済に混乱をもたらしています。各国は金融政策や財政
政策等の対応を急いでいますが、現段階では株式市場を始めとする金融マーケットの動揺は収まったとは言えませ
ん。

株式市場は世界景気の先行き懸念から2月後半から3月中旬にかけて下落基調となり、その後は各国政府による
経済支援の具体化を受けて値を戻す展開となっています。ただし、2002～2003年のＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症
候群）感染拡大時には、新規感染者数の拡大が収まった後、ようやく株価が底入れたことを考慮すると、株式市場
は今後もしばらく神経質な展開となりそうです。

１ ※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。

先行き不透明な新型肺炎の感染者数と世界経済

■全世界株式はＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算しています。 ■上記は指数を使用してお
ります。指数については、「本資料で使用している指数について」をご覧ください。 ■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。■上記は、過去の実績・
状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮してお
りません。

1.新型肺炎感染拡大の影響を受ける世界経済の実態

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2020年1月16日～4月15日）

日本の新型肺炎感染者数

（4月15日現在）

世界の新型肺炎感染者数

（4月15日現在）

（人）（人）

日経平均株価と世界株式の推移

年初来から3月末の騰落率

日経平均株価 全世界株式

大下落騰落率＊

-31.2％ -33.8％

日経平均株価 全世界株式

-19.2％ -22.1％

＊ 大下落騰落率は、各々の指数の年初来からの 大値から 小値を基に算出しています。

・世界の新型肺炎感染者数の累計感染者数は、2月16日までは検査所で確認された人数、2月17日以降は検査所確認数に診療所で確認された人数
を加えたものに算定基準が変更されています。

（期間：2019年12月31日～2020年3月31日）

（期間：2020年1月20日～4月15日）
（万人）（万人）

（出所）厚生労働省、ＷＨＯ（世界保健機関）等の発表データを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

新規感染者数【右軸】 457人

累計感染者数【左軸】 8,100人

死亡者数【右軸】 119人

新規感染者数【右軸】 70,082人

累計感染者数【左軸】 1,914,916人

死亡者数【右軸】 123,010人
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■写真はイメージです。■上記の想定される需要は一例です。■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の
変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。■上記は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくた
めに一部の銘柄を紹介したものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

このような環境下でも、注目される企業があります。

初にご紹介するのは、ヘルスケア関連企業です。新型肺炎に対するワクチン開発も含めた治療法等
はいまだ確立しておらず、現在、世界各国の企業が懸命に対応しており、今後が期待されます。

新型肺炎感染の収束に挑むヘルスケア関連企業例ＴＯＰＩＣ

新型肺炎の効果的な治療薬・ワクチン等は、現時点では開発されていません。また、現在行われている検査は、

結果が判明するまでに時間がかかっているのが現状です。治療薬・ワクチン等の開発や、短時間で検査できる検査

キットの開発は、感染者の速やかな発見・治療、感染拡大の防止等につながります。

ロシュ･ホールディング

武田薬品工業

 2020年3月4日、武田薬品工業は新型肺炎治療薬として「TAK-888」の開

発に着手すると発表。2019年１月に買収したシャイアー社（アイルランドの

製薬企業）が強みを持つ血漿分画製剤のノウハウやネットワークを活用し、

早期の実用化を目指しています。

アボット・ラボラトリーズ

 2020年3月27日、アボット・ラボラトリーズは新型肺炎の陽性判定を 短5
分で確認できる検査機器「ＩＤ ＮＯＷ」を米食品医薬品局（ＦＤＡ）から緊急使
用許可を受けたと発表しました。米国の医療機関で1日5万件の検査を可
能にする目標で検査キットを増産しています。

 2020年3月19日、ロシュ･ホールディングはロシュ・グループの一員である中

外製薬が大阪大学と共同で研究・創成した「アクテムラ」（一般名：トシリズマ

ブ）について、新型肺炎による重篤患者を対象に臨床試験を開始すると発

表しました。

【想定される需要】

 臨床実績がある既存医薬品を

使用することによる新型肺炎の

治療法の早急な確立

既存医薬品の転用

新薬の開発

【想定される需要】

 新型肺炎の感染者の回復が

見込める、より有効な医薬品の

開発

検査キット・検査機器

【想定される需要】

 新型肺炎の感染者の判定をより

正確に、早く、手軽に実施

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

2

2.新型肺炎感染の収束に挑むヘルスケア関連企業

炎症反応を引き起こすタンパク質の作用を抑制する
国産初の抗体医薬品で、関節リウマチや一部の動脈炎
の治療薬として使用されています。

アクテムラ

新型肺炎の回復者の採血から得た病原体特異的な
抗体を濃縮して精製。患者に投与することで、免疫活性を高
め、回復の可能性を高めることが期待されています。

TAK-888

2014年に発売され、インフルエンザなどのウイルス検査
で既に全米の多数の医療機関で使用されています。陽性
の場合は 短5分、陰性の場合は13分で判定できます。

ＩＤ ＮＯＷ

（写真）Ａｄｏｂｅ

※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。



在宅勤務の導入と注目を集めるコミュニケーションツールＴＯＰＩＣ

新型肺炎の感染拡大により、日本においても在宅勤務を導入する企業が増加しています。多くの企業は、在宅勤

務の導入にあたって社員間のコミュニケーションを課題としています。この課題に対して、企業ではオンラインチャット

やビデオ会議システムツール等を新たに採用し、対応しています。

在宅勤務の普及とサイバーセキュリティへの需要

在宅勤務に必要なサイバーセキュリティ強固なサイバーセキュリティ対策が実施されて

いるオフィス内で仕事をする場合と比較し、在宅

勤務は社外からインターネットを経由して、社内

のサーバー等へアクセスするため、サイバー攻撃

の脅威にさらされやすいと考えられています。

そのため、クラウド関連、エンドポイント関連、

ＩＤ管理関連などへの需要が高まると考えられて

います。次ページにて詳しくご紹介します。

ＴＯＰＩＣ

◆クラウド・・・ソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて
多種多様のサービスを利用できる形態のこと。クラウドを利用した
サービスは相対的に高いセキュリティが構築されている。

◆エンドポイント・・・通信回線やネットワークの末端に接続された
端末。利用者が直に触れて操作する機器のこと。

企業のサーバー
（クラウド）

社外から社内への
アクセス管理

社外の端末の
セキュリティ管理

・上記はイメージです。また、在宅勤務で必要となるセキュリティの全て
を網羅するものではありません。

社外 在宅勤務

【関連する分野】
・クラウド関連

【関連する分野】
・エンドポイント関連
・ＩＤ管理関連

社内

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

2011年設立。
企業向けにＷｅｂ会議ツール「Ｚｏｏｍ」を提供。
ＣＥＯのエリック・ユアン氏は、「新型肺炎の感染拡大に
より在宅勤務でのテレワークに移行せざるを得ない
企業が増えるなか、ビデオ会議ソフトウェアに対する
需要が大幅に増加している。」と語っています。

（ご参考）Ｗｅｂ会議ツールの需要拡大

次にご紹介するのは、新型肺炎の感染拡大に伴い、在宅勤務等が増加していることを追い風とする
企業です。
在宅勤務の増加に伴い、社外からの企業サーバーへのアクセスやＷｅｂ会議ツール等クラウド活用の需

要拡大が見込まれますが、それらに対するセキュリティ対策等の必要性が今後増加していくと考えられま
す。

日本で在宅勤務を導入した企業例

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

企業・
グループ名

開始日 対象

電通 2/26 約5千人

花王
グループ
各社

2/28 約1万5千人

キリン
グループ
各社

3/2 約1万人

・上記は、2020年1月以降に在宅勤務を導入した企業
の一例です。

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ

・・・ ・・・

・上記はイメージです。

オンラインでの会議が可能に。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
■上記は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくために一部の銘柄を紹介したものであり、個別銘柄の推奨を目的とした
ものではありません。

3

3.在宅ワークの普及で需要急拡大
サイバーセキュリティ関連企業

※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。



クラウド

クラウド関連

【想定される需要】

 効率性やセキュリティの観点

からの需要増加

 社外の端末からクラウドへ接続

する際のセキュリティ強化

ゼットスケーラー

 クラウドを活用しアプリケーション等へ高速かつ安全にアクセスできる
サービスを提供する企業。

 オフィス外で働く人が増え、クラウドの活用が進展していることから、サイバー
攻撃からの保護の重要性が高まっており、その恩恵に期待。

Column

エンドポイント関連

【想定される需要】

 社外での端末の増加や各端末

のセキュリティ強化

ＩＤ管理関連

【想定される需要】

 インターネットを経由するため、

社内のサーバー等にアクセス

する際のＩＤやパスワードの管理

におけるセキュリティ強化

企業内の
ネットワーク

従来

企業内の
ネットワークを経由し
クラウドへアクセス

 クラウドサービスを活用し、エンドポイントでのデータの収集や検知、監視を
一括して行い、サイバー攻撃に対しリアルタイムで対処するサービスを提供。

 同社の商品はすべての顧客からのデータを基に製品の改善に活用。クラウド
の採用が加速していることから同社の成長に期待。

 シングルサインオン等によるＩＤおよびアクセスの管理サービスを提供している企業。
 6,500超のアプリケーションを統合したＩＤ管理プラットフォームの開発や、

7,900超の顧客にネットワーク効果*を提供できるビジネス展開を検討。
顧客のクラウド・ベースによるＩＤ管理への移行需要の恩恵に期待。

クラウドストライク・ホールディングス

オクタ

ゼットスケーラーのサービス

クラウド

ゼットスケーラー
が保護

クラウド上の
アプリケーション等に

直接アクセス

オクタは、

約6,500以上
のアプリケーションと提携

一つ一つのアプリケーションで

各々でログインが必要。

一度のログインで
複数のアプリケーション等が

セキュリティを確保しながらも、
使用できる仕組み。

従来 シングルサインオン

*ネットワークに加入した人の効用だけが増加するのではなく、他の加入者の効用も増加する効果のこと。

② ③

①

クラウドストライク
ファルコン

①攻撃を検知

②侵入者の情報を
クラウドストライクファルコン*に送信
③他の全顧客と共有し、
集団で防衛

クラウドストライクのセキュリティ手法

③
*リアルタイムにサイバー攻撃を検知し、
保護する同社のエンドポイント型
セキュリティ製品。

■写真はイメージです。■上記の想定される需要は一例です。■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の
変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。■上記は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくた
めに一部の銘柄を紹介したものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

（出所）各種資料を基に上記イメージ図を含めて三菱ＵＦＪ国際投信作成

4

在宅勤務拡大でのサイバーセキュリティ関連銘柄例

（写真）Ａｄｏｂｅ

※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。

東京都テレワーク助成金

東京都は、新型肺炎の拡大防止策として、在宅勤務（テレワーク）環境を整備する中小企業、各種法人、個人事業主等

を対象にした「事業継続緊急対策（テレワーク）助成金」の申請受付を2020年3月6日に開始しました。テレワークに必要な

機器の購入またはリース、クラウドサービスなどにかかる費用を助成するもので、限度額は1企業につき250万円、補助率

は100％（全額）です。



どのような環境下でも、一定の需要が保たれる巣ごもりビジネスＴＯＰＩＣ

巣ごもりビジネスとは、自宅内で日常生活・企業活動等を続ける上で、ニーズが高まると見込まれる関連ビジネス

を指します。このようなビジネスを行なう企業はブランド力や、有力な特許を持つことで競合他社との差別化もできて

おり、景気や市場動向に関わらず、安定的な売り上げを持続することが期待されます。

巣ごもりビジネス関連の中でも注目されるビジネスＴＯＰＩＣ

1.生活必需品

2.クラウド

現在、世界各国で不要不急の外出を禁止する動きが出ていますが、食料品等の生活必需品などの購入に伴う外

出は認められているケースもあります。また、ネット通販では生活必需品の品切れが相次いでおり、これらを踏まえる

と生活必需品の需要の落ち込みは限定的と考えられます。

後にご紹介するのは、新型肺炎の感染拡大に伴う経済の停滞があっても、需要がなくならない又は増加する
と予想されるビジネス等を展開している企業です。
こうした企業は「巣ごもり生活・消費」等に関連する企業が該当します。

外出自粛に伴い、家で過ごす人が増加している

ことから、インターネット検索・動画・ネットゲーム

等の利用量が増加しています。それに伴い、

基盤となるクラウドサービスの利用も増加が続い

ています。

マイクロソフトでは、新型肺炎対策として外出禁

止措置が施行されているイタリアで、3月分のコラ

ボレーションツール「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ（以下、

Ｔｅａｍｓ）」による通話と月間ユーザーの会議が

通常時より775％増加したと発表しています。

（ご参考）クラウドを用いた身近なツール

ネットフリックス

インターネットを通じてテレビ
番組と映画コンテンツを世界
190ヵ国以上で提供。

スポティファイ

音楽ストリーミング配信サービス
会社。世界で79の国・地域で事
業を展開し、配信曲数は5,000
万曲以上。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
■上記は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくために一部の銘柄を紹介したものであり、個別銘柄の推奨を目的とした
ものではありません。

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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4.自宅等での生活には欠かせない
巣ごもりビジネス関連企業

（写真）Ａｄｏｂｅ

Column アマゾンの新型肺炎に対する対応

新型肺炎の感染拡大の影響で外出を制限する動きが広がる中、アメリカのインターネット通販大手アマゾン・ドット・コムは、

ネット通販の需要が高まっているとして、全米で新たに10万人を採用すると3月中旬に発表しました。また、雇用確保に向

けてアメリカとヨーロッパ、カナダで、時給制の従業員の給与を一時的に引き上げ、総額で3億5,000万米ドル増やすことも

明らかにしました。また、欧米においては生活必需品以外の商品の倉庫への入荷を停止し、生活必需品の発送を優先す

ることが決定されました。

※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。



レキットベンキーザー・グループ

マイクロソフト

生活必需品関連

【想定される需要】

 生活に欠かせない石鹸や洗剤、

体 調 管 理に使 用 さ れ る 店 頭

医薬品の継続的な利用

クラウド関連

【想定される需要】

 在 宅 勤 務 に よ る ク ラ ウ ド で の

データ共有

Column ＥＳＧ投資家を意識した大手多国籍ＩＴ企業の新型肺炎への対応

■写真はイメージです。■上記の想定される需要は一例です。■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の
変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。■上記は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくた
めに一部の銘柄を紹介したものであり、個別銘柄の推奨を目的としたものではありません。

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

決済関連

【想定される需要】

 デリバリーサービスやネット通販

の需要増加に伴う利用

 新 型 肺 炎 感 染 拡 大 防 止 の

ためのキャッシュレス決済

 200以上の国・地域で国際カードブランド「ビザ」を展開。クレジットカード、
デビットカードなどの決済サービスを提供しています。

 店舗の取り扱いや消費者の保有が多いブランドに優位性があり、新規参入
は非常に困難なことから、その優位性が維持されやすいという特徴があります。

ビザ

6

巣ごもりビジネスの関連銘柄例

傘下に置いているデトールとライソルの消毒液のオンライン販売が好調。
デトールは2月10日～13日の中国のｅコマース会社スンニ・コムにて前年
同期比643％増の売上を記録しました。

消毒液のオンライン販売

在宅勤務の動きが広がる中、情報共有ツールとして「Ｔｅａｍｓ」の普及が進んで
います。「Ｔｅａｍｓ」の利用者数は1週間で1,200万人増加し1日当たりの
ユーザー数が4,400万人以上になり、会議議事録は9億件以上になったと発表
された（2020年3月19日現在）。

コラボレーションツール「Ｔｅａｍｓ」の会員増加

新型肺炎の感染拡大により、自宅で過ごす時間が多くなり、デリバリーサービ
スやネット通販等の需要が高まると共に、キャッシュレス決済も増加傾向にあ
ります。また、新型肺炎の感染拡大は現金からの感染も考えられるため、一部
の小売店や飲食店などではキャッシュレスのみに対応する動きも見られます。

キャッシュレス決済の増加

（写真）Ａｄｏｂｅ

※後記の「本資料に関するご注意事項等」を必ずご覧ください。

 圧倒的なシェアの製品を数多く有する世界 大級のソフトウェア会社。
 パソコン用基本ソフトウェア「Ｗｉｎｄｏｗｓ」、業務用アプリケーションの「Ｏｆｆｉｃｅ」、

Ｏｆｆｉｃｅをクラウドで提供する「Ｏｆｆｉｃｅ365」などを展開。同社のクラウドサービスで
あるＡｚｕｒｅは、「ＡＷＳ(Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ)」に次ぐシェア第2位。

 クラウド関連事業では収益のサブスクリプション＊化が貢献することで、景気の
影響を受けにくくなり、市場予想以上の業績を維持。在宅勤務等働き方改革に
伴い、クラウドの活用が進展していることから、その恩恵を受けることにも期待して
います。

 英国の日用品大手で約200年の歴史を有するグローバル企業。
 日用品である石鹸の「ミューズ」、洗剤の「フィニッシュ」、除毛剤の「ヴィート」

や、利益率の高い店頭薬品であるニキビ薬の「クレアラシル」、鎮痛剤の
「ニューロフェン」など、有力なブランドを保有。

 高いブランド力による優位性や、経営陣による優れた資本活用（有効なＭ＆
Ａや事業の取捨選択）などによる継続的な利益成長に期待しています。

ＩＴ大手（グーグル、マイクロソフト他5社）は、世界中の政府医療機関とも共同で連携して、新型肺炎に関する正確な情報を

迅速に提供していくとの声明を出し、社会に対する貢献の姿勢を示しました。このように新型肺炎に対し、社会貢献や従業

員の労務環境の面からＥＳＧを意識した企業の対応が注目を集めています。

＊製品やサービスなどの一定期間の利用に対して、代金を支払う方式。
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本資料に関するご注意事項等

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】

投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の
市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益
はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、
投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論
見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

投資信託に係る費用について
ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。
■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

購入時（換金時）手数料…上限 3.3％（税込）
※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額…ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を
表示することができません｡

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）…上限 年率3.41％（税込）
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

その他の費用・手数料 …上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論
見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはで
きません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載する
ことはできません。

《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪ
国際投信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における 高の料率を記載しており
ます。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく
投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【本資料でご留意いただきたい事項について】
■本資料は、新型肺炎の拡大下における注目ビジネスと関連企業のご理解を深めていただくために三菱ＵＦＪ国際投信が作成
した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありま
せん。
■投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認
のうえ、ご自身でご判断ください。
■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

■日経平均株価（日経225）
日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算
出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもの
で、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一
切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負い
ません。

■ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
ＭＳＣI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されて
います。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

【本資料で使用している指数について】


