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S&P Kensho ニュー・エコ

ノミー四半期コメント 
 

S&P Kenshoニュー・エコノミー指数は、第四次産業革命

を牽引する産業とイノベーションの動きを捉える 

厳しいマクロ経済環境が続く中で、世界の株式市場は2022年第2四

半期に軟調な展開となりました。S&P 500®は当四半期に16%下落

し、上半期としては1970年以降で最大の下落率となり、構成セクタ

ーのうち3セクターが上半期として過去最低のパフォーマンスとなり

ました。また、米国の小型株、グローバル株式、及び新興国株式に

特化したその他の主要株価指数も上半期にここ数年で最も低調なパ

フォーマンスとなりました。米連邦準備制度理事会（FRB）は6月、

994年以来となる0.75%の大幅利上げに踏み切り、金融引き締めペー

スを加速させたことから、債券セクターも軟調な展開となりまし

た。FRBがタカ派姿勢を強めたことにより、債券市場やクレジット

市場にも大きな影響が及んでおり、世界の様々な債券指数や新興国

市場の債券指数は上半期として過去最大の下落を記録しました。金

利上昇の波及効果やインフレ率の高騰により、グロース株が大幅に

下落しました。第2四半期にはS&P 500グロースがS&P 500バリュー

を9.5%アンダーパフォームし、2001年以降で最悪の結果となりまし

た。また、S&P 500グロースはS&P 500を4.7%アンダーパフォーム

しました。労働市場は堅調に推移しているものの、景気後退懸念が

高まる中で、消費者心理が大幅に悪化しました。グロース株がアン

ダーパフォームし、投資家の期待感が後退したことにより、S&P 

Kensho指数は2022年第２四半期に厳しい展開となりました。

 
 
 
 

当社の最新のリサーチ、教育、及びコメントを受け取るにはon.spdji.com/SignUpで登録してください。 

mailto:SPDJI-GrowthStrategy@spglobal.com
mailto:SPDJI-GrowthStrategy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-growth?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-growth?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-value?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-value?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-value?utm_source=pdf_commentary
https://on.spdji.com/SignUp.html?src=DocFooters


S&P Kensho New Economies Quarterly Commentary July 2022 

Market Commentary 2 
For use with institutions only, not for use with retail investors. 

 

 

 

ニュー・エコノミーにおけるパフォーマンス上位3位のサブセクター 

クリーン・エネルギー（-7.7%）：このサブセクター（KENERGY）は、クリーン・エネルギ

ーの生産に特化した企業を中心に構成されており、エネルギー・サブセクターと同様に、今年

に入ってからパフォーマンスが大きく変動しています。このサブセクターは2022年第1四半期

にKenshoサブセクターの中で高いリターンを上げ、第2四半期には上昇分を失ったものの、そ

れでもKenshoサブセクターの中で最高の四半期パフォーマンスを上げました。このサブセク

ターは公益事業会社を多く組み入れ、ディフェンシブ性を高めているため、市場が下落する局

面においても底堅いパフォーマンスを示しました。変動の大きな相場展開にもかかわらず、こ

のサブセクターのパフォーマンスは比較的安定しており、ここ1年間にわたりレンジ内で推移

しました。このサブセクターのパフォーマンスは現在、1年前の水準に近くなっています。ブ

ラジルの電力会社であるEBSが非上場化に向けて動き出す中で、投資家の買い需要が高まった

ことから、同社が最大のプラス寄与となりました。一方、アジューレ・パワー及びエネル・ア

メリカスが最も大幅にアンダーパフォームしましたが、銘柄固有の明確な要因はありませんで

した。 

 

スマート・ボーダー（-9.4%）：このサブセクター（KDMZ）は、国境や重要なインフラの治

安維持に特化した企業を中心に構成されています。このサブセクターのパフォーマンスは横

ばいで推移し、1月後半とほぼ同水準で第2四半期の取引を終えました。このサブセクターで

は資本財・サービス銘柄が大きな割合（約40%）を占めているため、景気後退懸念の高まり

を受け、パフォーマンスが悪化しました。グリフォン・コーポレーションが最高のパフォー

マンスとなりました。同社の第1四半期の業績は堅調な内容となり、アナリストのコンセンサ

ス予想を上回りました。同社の株価は決算発表後の1週間に37%上昇し、第2四半期全体では

40%上昇しました。一方、テレダイン・テクノロジーズは第2四半期にこのサブセクターの中

で最も大幅にアンダーパフォーム（2022年第2四半期に20%下落）し、ロシアがウクライナ

侵攻を開始した直後の短期間において得られた上昇分が帳消しとなりました。エンブラエル

も大幅にアンダーパフォームし、第1四半期の業績が低調な内容となったことも株価の下落要

因となりました。同社の株価は第2四半期に31%下落し、ここ1年間で最も低い水準で推移し

ています。 

 

スペース（-10.7%）：このサブセクター（KMARS）は2020年12月以降、狭いレンジ内で推

移していましたが、第2四半期には全体的に下落傾向が続き、最終的にこれまでのレンジを

下抜けました。このサブセクターは比較的成長の初期段階にあり、革新的な企業が多いた 
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め、金利上昇が利益の圧迫要因となっている可能性があります。アストラ・スペースはロケ

ットの打ち上げに失敗し、ペイロード（観測機器など）を軌道に届けることができなかった

ため、株価が第2四半期に65%下落しました。地理空間情報サービスを手掛けるマクサーも

大幅にアンダーパフォームしました。同社の当四半期のリターンは33%のマイナスとなり、

2月にロシアがウクライナ侵攻を開始した直後に急反発した分が帳消しとなりました。ノー

スロップ・グラマンとエアロジェット・ロケットダインがこのサブセクターのパフォーマン

スに最大のプラス寄与となりました。ロッキードによるエアロジェットの買収案件が2月に

白紙撤回されたにもかかわらず、エアロジェットは堅調な第1四半期決算を発表し、売上高

が予想を上回ったため、株価が上昇しました。 
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Subsector Index QTD YTD 12-Month 

Sector Index QTD YTD 12-Month 

ニュー・エコノミーにおけるパフォーマンス下位3位のサブセクター 

図表1：S&P Kenshoニュー・エコノミーのパフォーマンス・ダッシュボード 
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2022年6月30日現在のデータ。指数のパフォーマンスは米ドル建てのトータル・リターン

に基づいています。括弧内には指数のティッカーが示されています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。表

は説明目的のために提示されています。 

Composite Index QTD YTD 12-Month 
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分散型台帳（-48.9%）：投資家心理の冷え込みや消費者信頼感の悪化を受け、株式市場と債

券市場は第2四半期に大幅に下落しました。経済成長の鈍化やインフレ率の上昇によりセンチ

メントが悪化したことから、暗号通貨やブロックチェーン関連資産も大幅安となりました。

2022年第1四半期と同様に、第2四半期も分散型台帳はKenshoサブセクターの中で最も大幅

にアンダーパフォームしました。暗号通貨マイニング業界は、暗号資産の価格動向に大きく

影響を受けます。こうした中で、暗号通貨マイニングを手がけるライオットやマラソンなど

の企業が最大のマイナス寄与となりました。暗号資産の取引高が減少したため、コインベー

スの2022年第1四半期の業績が悪化し、アナリストの予想を下回ったことを受け、同社もマ

イナス寄与となりました。暗号通貨の価格動向に対してそれほど敏感ではない分野（例え

ば、ブロックチェーンの採用業者や開発業者など）は比較的底堅い展開となりました。この

サブセクターは現在、新型コロナウイルスのパンデミック後の上昇分を失い、2018年の設定

以降で最も低い水準で推移しています。 

 

高度輸送システム（-31.8%）：2020年には旅行需要が激減しましたが、その後は回復に

向けた動きが続きました。しかし、原油価格が上昇し、インフレや経済成長をめぐる懸念

が高まる中で、高度輸送システム（KATS）のパフォーマンスは悪化しました。運輸ネッ

トワーク会社のリフトは2022年第1四半期決算を発表した後に、1日としては最大の下落

（約30%）に見舞われ、最終的に第2四半期全体で65%近い下落となりました。小型株で

あるブレード・エアは決算が赤字となり、足元の金利上昇環境も同社の業績を圧迫してお

り、同社の株価は第2四半期に50%下落しました。エイビスとウーバーもマイナス寄与と

なりました。これは、銘柄固有のニュースによるものではなく、業界全体の短期的な成長

懸念によるものである可能性があります。このサブセクターの20の構成銘柄の内、18の

銘柄が2022年第2四半期のパフォーマンスにマイナス寄与となり、このセグメントが直面

している足元のコスト上昇圧力が浮き彫りとなりました。 

 

オルタナティブ・ファイナンス（-29.8%）：大型株で構成されるS&P 500の金融セクターは第

2四半期に17.5%下落しました。金融セクター内でも成長や革新的なセグメントに特化してい

るオルタナティブ・ファイナンス（KALTFIN）の下落を受け、金融セクターのパフォーマン

スが悪化しました。暗号通貨資産の下落により、個人投資家のリスク選好度が大幅に低下する

中で、幅広い銘柄が低調なパフォーマンスとなり、ローン金利の上昇もパフォーマンスの足を

引っ張りました。コインベースがこのサブセクターの中で最も大幅にアンダーパフォームし、

アップスタートやペイセーフも低調なパフォーマンスとなりました。アップスタートの株価は

6月に37%下落しました。公正な融資に関する法律違反を免除した同社に対する特別のステー 

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-kensho-distributed-ledger-index?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-kensho-advanced-transport-systems-index?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-kensho-alternative-finance-index?utm_source=pdf_market_commentary
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タスが終了したことが株価下落の要因となりました。オンライン決済処理会社であるペイセー

フは特別買収目的会（SPAC）との合併を通じた新規株式公開（IPO）以降、下落傾向を辿っ

ています。同社は消費者心理の悪化による悪影響を受けており、売上高の伸びに対する投資家

の懸念が高まりました。 

 

図表2：S&P Kenshoニュー・エコノミー指数のサブセクターのパフォーマンス特性 

 

出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC。2022年6月30日現在のデータ。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものでは

ありません。指数のパフォーマンスは米ドル建てのトータル・リターンに基づいています。図表は説明目的のために提示されています。 
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ニュー・エコノミー全般に関するコメント 

分散型台帳 

ほとんどの暗号通貨関連資産が下落しているにもかかわらず、分散型台帳テクノロジー

（DLT）は、エネルギー産業（リンク）からサプライチェーン物流（リンク）に至るまで、

様々なセクターに進出しています。政府はデジタルID分野への新規参入（リンク、リンク）

を加速させており、公共インフラの分野でブロックチェーン技術を活用することがますます

重要になっています。DLTの採用が増えていることにより、規制の監視も間違いなく強化さ

れており、これにより、長期的に見ると、公共部門と民間部門の両方においてブロックチェ

ーン技術の幅広い採用が支援されると考えられます。欧州連合（EU）はパイロット・プログ

ラムを導入し、市場のインフラ整備に向けてDLTの枠組みに関する運用要件や監視ルールを

設定しました（リンク）。これと同様に、米商務省は、デジタル資産分野における米国の強

みを促進する方法に関してコメントを求める相談を開始する一方で、システミック・リスク

を最低限に抑え、消費者保護や企業保護を高めることに努めています（リンク）。また、米

国の様々な州は、州の管理するプログラムの効率性やセキュリティを改善するためにDLTの

枠組みの採用を増やす方法を模索しています（リンク）。 

オルタナティブ・ファイナンス 

新型コロナウイルスのパンデミックが発生して以降、経験豊富なプロ投資家の間でも暗号通

貨取引が増加しており（リンク）、このことは基本的なテクノロジーの構造的な長期上昇ト

レンドを示しています。金利が上昇している環境の中で、クラウドファンディング・プラッ

トフォームの人気が高まっているため、カナダはこれらの事業体をめぐるアンチ・マネーロ

ンダリング規制を強化しています（リンク）。米消費者金融保護局はオンライン融資承認サ

イトの透明性を強化するために厳しい基準を設定し、与信の要請を拒否する際には企業に対

して検証可能な説明を提供することを求めました。また、米消費者金融保護局は、「アルゴ

リズムを利用した意思決定」の正当性に過度に頼ることはできません（リンク）。これに関

連して、住宅ローン分野では、ブロックチェーンのプライバシーや検証可能性に関する機能

は徐々に受け入れられています（リンク、リンク）。保険業界（特にデータ集約的で、記録

の管理を重視している）は、オンデマンド保険の分野へ進出するために革新的なテクノロジ

ーを使用する方法を模索しています（リンク、リンク）。また、ウェルスマネジメント・プ

ラットフォームも、競争力を高めるためにデータ主導ソリューションのプロバイダーを組織

に取り込むことを徐々に模索しています（リンク、リンク）。

https://www.eublockchainforum.eu/news/blockchain-applications-energy-sector-report-out
https://www.emergenresearch.com/blog/top-7-leading-companies-in-the-blockchain-supply-chain-industry
https://www.coindesk.com/business/2022/03/31/buenos-aires-to-launch-a-self-sovereign-digital-identity-protocol/
https://dig.watch/topics/digital-identities
https://www.ledgerinsights.com/eu-finalizes-laws-for-dlt-pilot-regime-for-tokenized-securities/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-19/pdf/2022-10731.pdf
https://www.dinsmore.com/publications/ohios-first-step-towards-blockchain-adoption/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
https://www.forbes.com/sites/rosemariemiller/2022/06/01/goldman-sachs-bitcoin-survey-shows-insurers-beginning-to-warm-to-crypto-investing/?sh=584d92137ca7
https://www.jdsupra.com/legalnews/anti-money-laundering-rules-expanded-to-8170714/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-acts-to-protect-the-public-from-black-box-credit-models-using-complex-algorithms/
https://www.housingwire.com/articles/figure-and-apollo-complete-ownership-transfer-via-blockchain/
https://www.pymnts.com/cryptocurrency/2022/today-in-crypto-miami-startup-provides-crypto-secured-mortgages-gibraltar-cracks-down-on-market-manipulation/
https://technode.global/2022/06/09/yas-microinsurance-and-amodo-join-forces-to-enable-autonomous-insurance-on-chain/
https://www.builtinaustin.com/2022/06/30/spot-raises-33m-on-demand-health-insurance
https://www.businesswire.com/news/home/20220606005715/en/Orion-Completes-Acquisition-of-Redtail-Technology
https://www.nasdaq.com/articles/top-3-themes-from-2022-wealth-management-edge-conference
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フューチャー・ペイメンツ 

パンデミックの期間にオンライン販売の需要が急増したことにより、決済会社は決済インフラ

をアップグレードし、拡張する必要性が生じました。お客様がモバイル決済やオンライン決済

の能力の高い金融機関を選好する姿勢を示したため、信用組合はある種の革命を経験してお

り、提供するサービスの見直しに努めています（リンク）。モバイルウォレットは、消費者の

利便性を高める上で重要な基準となっています（リンク）。多くの中央銀行が、独自のデジタ

ル通貨の発行を目指しており、ガーナの中央銀行は最近、伝統的な銀行口座を開設する必要な

しに個人や企業が使用することができるモバイルウォレットであるGhanaPayを開始しました

（リンク）。BNPL「Buy Now Pay Later（今買って、あとで支払う）」融資の人気が高まっ

ていることにより、モバイルウォレットはすでに参入者の多い市場に新規参入しました（リン

ク）。Apple Payモバイルウォレットは子会社を通じてそのサービスにBNPL機能を追加し、

金融サービス業界に対してアップルの大きな野望の一歩を行動で示しました。カナダは、リア

ルタイム決済システムである「Real-Time Rail (RTR)」プロジェクトを通じて決済インフラを

アップグレードすることにより、国境を越えてカナダのお客様に対してリアルタイム決済を実

現しています（リンク）。給与計算業界は、リアルタイム給与計算機能の導入によりイノベー

ションをもたらしている新たな分野です。ペイチェックスは、人事ソリューション・プラット

フォームにリアルタイム決済機能を追加しました。この機能では、クリアリングハウスのリア

ルタイム決済（RTP）システムを活用しています（リンク）。また、クロスボーダー決済分野

でも市場への新規参入者が見られます（リンク、リンク）。

https://securecdn.pymnts.com/wp-content/uploads/2022/02/PYMNTS-Credit-Union-Innovation-February-2022.pdf
https://thefinancialbrand.com/147287/surging-use-of-digital-wallets-threatens-traditional-credit-card-market/
https://www.pymnts.com/mobile-wallets/2022/bank-of-ghana-unveils-ghanapay-mobile-wallet/
https://www.cnbc.com/2022/06/10/apples-latest-fintech-move-has-buy-now-pay-later-industry-on-edge.html
https://www.cnbc.com/2022/06/10/apples-latest-fintech-move-has-buy-now-pay-later-industry-on-edge.html
https://www.pymnts.com/news/faster-payments/2022/canadas-real-time-rollout-offers-glimpse-of-payments-possibilities/
https://www.paychex.com/newsroom/news-releases/paychex-launches-real-time-payments
https://www.tradersmagazine.com/xtra/derivative-path-partners-with-goldman-to-deliver-fx-and-global-payments-to-us-banks/
https://thepaypers.com/online-payments/buckzy-offers-real-time-cross-border-payments-to-eight-latam-countries--1256819


S&P Kensho New Economies Quarterly Commentary July 2022 

Market Commentary 9 
For use with institutions only, not for use with retail investors. 

 

 

 

デジタル・ヘルス 

新型コロナウイルスのパンデミックが発生して以降、ヘルスケア業界内において人手不足が深

刻化したことにより、この問題に取り組むためにテクノロジー・ベースのソリューションに再

び注目が集まりました（リンク）。英国政府は、ビックデータ、リモート患者監視システム、

及びその他のツールなどのパワーを活用することにより、英国の医療制度の改善に向けたガイ

ドラインに加え、こうした積極的な展開に向けた専用の資金調達計画を公表しました（リン

ク）。米国では、食品医薬品局（FDA）がフィリップス・カプセル・サーベイランスの製品を

承認しました。この製品は、介護者の意思決定プロセスを支援するためにリモート患者監視

（RPM）データを安全に流します（リンク）。こうした始まったばかりの分野を企業が定義

し始めている中で、メンタルヘルス問題の処方箋としてビデオゲームを使用するといったコン

セプトがより注目を集めています。アキリ・インタラクティブが同社のEndeavorRx商品に対

してFDAの承認を受け取った後、同社は最近、販売チャネルの取り組みに向けてロブロックス

と提携しました（リンク）。また、ディープウェルもこの分野の企業であり、様々なメンタル

ヘルス状況に対して開発会社がカスタム・ゲームを開発することを支援する全体的な枠組みを

構築する予定です（リンク）。関連ニュースでは、FDAはアップルウォッチ向けのRune Labs

のStrivePDアプリを承認しました。このアプリは、パーキンソン病の神経学的診断に関するデ

ータを監視します（リンク）。FDAはRPM機器であるBiobeatを承認しました。この機器は、

収集されたデータに基づく予測分析を提供することに加え、患者の血圧や酸素飽和度を監視し

ます（リンク）。デジタル・ヘルスのもう1つの注目分野は医療記録管理向けのクラウド・ソ

リューションであり、この分野では活発な動きが見られ、英国の2つの病院がテクノロジー会

社と提携し、アクセスやリモート診断を容易にするために病理学関連データをクラウドに移し

ています（リンク）。 

 

 
 

https://www.pymnts.com/healthcare/2022/roblox-new-reimbursement-rules-spur-telehealth-innovations/
https://www.nationalhealthexecutive.com/articles/government-announce-plan-for-digital-health-and-social-care
https://www.nationalhealthexecutive.com/articles/government-announce-plan-for-digital-health-and-social-care
https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2022/20220315-latest-release-of-philips-capsule-surveillance-receives-fda-clearance.html
https://www.axios.com/2022/05/26/roblox-akili-interactive
https://www.axios.com/2022/03/15/deepwell-video-games-mental-health-care
https://mhealthintelligence.com/news/fda-approves-smartwatch-based-solution-to-monitor-parkinsons-disease
https://www.massdevice.com/fda-clears-biobeats-remote-vital-sign-monitoring-system/
https://www.openaccessgovernment.org/nhs-trusts-to-digitise-pathology-services-with-cloud-computing/138882/
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スマートファクトリー 

自動化及びクラウドコンピューティングのインダストリー4.0目標により、コミュニケーショ

ン・プロトコルやシステムをアップグレードすることの必要性が浮き彫りとなっています。ワ

イヤレス・ブロードバンド・アライアンス（WBA）による最近のレポートでは、近代的なファ

クトリーにおけるWiFi 6Eの機能やユースケースに関するアップデートが提供されました（リン

ク）。デロイトはカンザス州に新たなスマートファクトリーを開設し、将来に向けたモデルを

紹介しています。このファクトリーでは、市場要因や、エンジニアリング上の課題にリアルタ

イムで適応するためにテクノロジーを活用しています。アブダビ経済開発庁はGEデジタルと提

携し、製造業部門のデジタルトランスフォーメーションを加速するための方法を模索していま

す（リンク）。「産業用モノのインターネット（IIoT）」モデルのサポートにおいて、Moxa

は、マイクロソフトのAzure IoT Edgeプラットフォームへの接続に向けて最適化され、設計さ

れている新たなゲートウェイハードウェアを導入しました（リンク）。リアルタイム診断の基

礎であるコンピューター・ビジョン・ハードウェアは2つの新商品を発売しました。これらの

商品は、物理的に困難な作業状況の下でも高い解像度と正確性を発揮します。IIoTのインフラ

及びアプリケーション開発への投資は、先進国市場だけの動きではありません。ブラジルの通

信会社であるTIMは、コミュニケーション・インフラのアップグレードに投資しており、アグ

リビジネス、鉱業、ヘルスケア、物流、及び公益事業などの産業内でIoTのアプリケーションの

開発を目指しています（リンク）。シスコのWeb会議ツール「Webex Hologram」は、マクラ

ーレン・レーシングの公式コラボレーション・パートナーであることを発表し、同レーシン

グ・チームは、国際的なチーム間のシームレスなコラボレーションに向けたデザインや製造プ

ロセスにおいてこのツールを使用しています（リンク）。 

 

ドローン 

各国政府は、特に防衛部門においてドローン技術への支出を増やしていますが、防衛以外の分

野でもドローンの利用は急速に拡大しています。インド政府は、世界のドローン製造拠点にな

ることを計画しており（リンク）、国内における重要なニーズの1つは、農作物の増産を支援

するドローンの使用です（リンク）。密林の地図を作成することは困難であり、アクセスの問

題や技術的なハードルにより、地形を詳細に把握することが難しくなっています。中国では竹

林においてドローンスウォームがテストされており（リンク）、将来的に自然災害が生じた際

には支援に役立つと考えられます。また、ロシアのウクライナ侵攻により、ドローン技術が戦

闘で重要なツールになることも明らかになっています。トルコの企業であるバイカルは、実際

に使うと非常に効果的なドローンをウクライナに提供しました（リンク）。作動すると、より 

https://futureiot.tech/wba-sets-out-how-wi-fi-6-6e-enables-industry-4-0-into-reality/
https://futureiot.tech/wba-sets-out-how-wi-fi-6-6e-enables-industry-4-0-into-reality/
https://www.zawya.com/en/business/manufacturing/added-ge-digital-to-accelerate-digital-transformation-in-abu-dhabis-manufacturing-sector-ps1u2epa
https://www.arcweb.com/blog/moxa-launches-new-industrial-iot-gateways-optimized-integration-azure-iot-edge-computing
https://www.bnamericas.com/en/interviews/the-industrial-iot-investment-opportunities-in-tims-sights
https://www.forbes.com/sites/jimvinoski/2022/02/09/mclaren-racing-is-using-webex-hologram-for-a-competitive-edge-in-car-design/?sh=2c3a9e252f1c
https://www.hindustantimes.com/india-news/indias-biggest-drone-festival-inaugurated-by-pm-huge-enthusiasm-for-tech-101653630409251.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/05/27/2452057/0/en/India-Agriculture-Drones-Market-to-Witness-Four-Fold-Increase-by-2028-BlueWeave-Consulting.html
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-after-ukraine-whole-world-is-customer-turkish-drone-maker-says-2022-05-30/
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機能を発揮する対ドローン兵器の開発が急速に進んでいます。オーストラリアの企業であるド

ローンシールドは、アイアンドーム（イスラエルの防空システム）のミニ版であるVIPドーム

を使用することにより、他のドローンに効果的に対抗できるドローンを開発しました（リン

ク）。 

 

クリーン・エネルギー 

世界で化石燃料からクリーン・エネルギーへの移行が加速している中で、伝統的な大手エネ

ルギー会社はクリーン・エネルギー分野への参入を積極的に進めています。サプライチェー

ンの制約が厳しくなっている中でも、国際エネルギー機関（IEA）は、主に再生可能エネルギ

ーや送電網の分野で支出が今年8%伸びると見ています（リンク）。BPとティッセンクルップ

は提携し、鋼鉄生産向けにグリーン水素と太陽光発電から電力を生成しています（リン

ク）。また、BPは今年初め、アジア再生可能エネルギーハブ（AREH）の40%の権益を取得

することも発表しました。同社は太陽光と風力による発電を開始する予定ですが、将来的に

はグリーン水素を生産する見込みです（リンク）。 

 

クリーン・テクノロジー 

今年の夏は世界各地で記録的な猛暑を観測しており、これを受け、気候関連のテクノロジー

への記録的な投資が見られます。米国政府はコロンビア、マレーシア、タイ、及びベトナム

から輸入するソーラーパネルに対する関税を撤廃しました。ソーラー業界は中国の企業がほ

ぼ独占していることから、米国政府は中国からの輸入に対する関税を維持しています（リン

ク）。この政策措置により、米国はより多くのソーラーパネルを輸入することが可能にな

り、太陽光発電が大規模に実施されることが期待されます。蓄電池はクリーン・テクノロジ

ーにおいて極めて重要ですが、現時点では容量が不足しています。先進諸国で電池の生産を

増やすことの必要性が認識されており、2022年には蓄電池に200億ドルの投資が行われる見

通しであり、二酸化炭素排出量削減や水素テクノロジーへの投資も加速すると見込まれてい

ます（リンク）。米国のエネルギー省とイスラエルのエネルギー省は、環境改善に向けてク

リーン・テクノロジーを共同開発することに合意しました（リンク）。 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/17/demand-for-c-uas-grows-as-drone-technology-advances
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/6/17/demand-for-c-uas-grows-as-drone-technology-advances
https://www.iea.org/news/record-clean-energy-spending-is-set-to-help-global-energy-investment-grow-by-8-in-2022
https://www.pv-tech.org/bp-partners-with-thyssenkrupp-to-provide-solar-green-hydrogen-for-steel-production/
https://www.pv-tech.org/bp-partners-with-thyssenkrupp-to-provide-solar-green-hydrogen-for-steel-production/
https://www.cnbc.com/2022/06/15/bp-buys-40point5percent-stake-in-massive-renewables-and-green-hydrogen-project.html
https://www.cbsnews.com/news/biden-clean-energy-defense-production-act/
https://www.cbsnews.com/news/biden-clean-energy-defense-production-act/
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022/overview-and-key-findings
https://www.energy.gov/articles/doe-announces-call-joint-us-israel-clean-energy-technology-proposals
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持続可能な農業 

気温の上昇や、ロシアのウクライナ侵攻など世界中で続いている紛争が農業に深刻な影響を

及ぼしています。肥料などの必需品へのアクセスができないため、食料の確保をめぐる懸念

が世界の食料安全保障に影響を及ぼしています。合成肥料の価格は2021年以降で倍となって

おり、米国政府は、農家の重要なニーズに応えるべくコスト削減に向けた代替品を見い出す

ためのイニシアチブを策定しました（リンク、リンク）。新型コロナウイルスの感染拡大に

伴うサプライチェーンの混乱が続いていることや、後進国において気温が上昇していること

により、世界の食料安全保障が脅かされています。インドやモロッコでは持続可能な農業へ

の投資により、農作物の生産が増加しています。これらの投資は、灌漑またはアグリテック

などの主要分野に対して行われています。これにより、農作物の生産効率を高め、収穫量を

増やすことができると見込まれます（リンク、リンク）。また、西欧諸国の間でも食料安全

保障が問題となっています。英国は投資目的で2億7,000万ポンドを農家に提供しており、こ

れにより、英国の農家は通常では輸入される農作物に対する持続可能な農業へのアクセスを

増やすことができると見込まれます（リンク）。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fastcompany.com/90761582/as-fertilizer-prices-soar-farmers-should-adopt-more-sustainable-ways-of-growing-crops
https://theconversation.com/fertilizer-prices-are-soaring-and-thats-an-opportunity-to-promote-more-sustainable-ways-of-growing-crops-183418
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Sustainable-Agriculture-Could-Be-Key-In-Addressing-Global-Food-Security.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/04/25/2428350/0/en/BASF-celebrates-opening-of-new-Center-for-Sustainable-Agriculture.html
https://www.gov.uk/government/news/tech-and-innovation-drive-to-boost-food-production-and-back-british-farmers
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ニュー・エコノミー・コンポジット指数の相対パフォーマンス 

S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジット指数（KNEX）は、S&P Kenshoニュー・

エコノミー・コンポジット指数（KNEX）は、第四次産業革命を推進するニュー・エコノミ

ー・サブセクターで構成されており、産業の成熟度を示すアルゴリズムに従って各サブセク

ターのウェイトが設定されています。 

 

図表3：S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジット指数の相対パフォーマンス 
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ファクトセット。2014年1月2日～2022年6月30日までのデータ。指数のパフォーマンスは

米ドル建ての価格リターンに基づいています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。図表は説明目的のために

提示されています。 

 

 

図表4：S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジット指数の内訳 
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Country  
29.6% Info. Tech. 
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11.2% Health Care 

9.2% Utilities 
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1.3% Energy 
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出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC 。2022年6月30日現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。 
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https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-kensho-new-economies-composite-index?utm_source=pdf_commentary
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図表5：スタイル、ファンダメンタルズ、及び差別化 

 

 

 
出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ファクトセット。2022年6月30日現在のデータ。過去のパフォーマンスは将来の結果

を保証するものではありません。図表は説明目的のために提示されています。 
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Performance Disclosure/Back-Tested Data 
The S&P Kensho New Economies Composite Index was launched February 6, 2017. The S&P Kensho Digital Health Index was launched 
June 21, 2021. The S&P Kensho Smart Factories Index and S&P Kensho Advanced Manufacturing Index were launched September 16, 2 021. 

All information presented prior to an index’s Launch Date is hypothetical (back-tested), not actual performance, and is based on the index 
methodology in effect on the index launch date. However, when creating back-tested history for periods of market anomalies or other periods 

that do not reflect the general current market environment, index methodology rules may be relaxed to capture a large enough universe of 
securities to simulate the target market the index is designed to measure or strategy the index is designed to capture. For e xample, market 

capitalization and liquidity thresholds may be reduced. In addition, forks have no t been factored into the back-test data with respect to the S&P 
Cryptocurrency Indices. For the S&P Cryptocurrency Top 5 & 10 Equal Weight Indices, the custody element of the methodology wa s not 

considered; the back-test history is based on the index constituents that meet the custody element as of the Launch Date. Complete index 
methodology details are available at www.spglobal.com/spdji. Back-tested performance reflects application of an index methodology and 

selection of index constituents with the benefit of hindsight and knowledge of factors that may have positively affected its performance, cannot 
account for all financial risk that may affect results and may be considered to reflect survivor/look ahead bias. Actual retu rns may differ 

significantly from, and be lower than, back-tested returns. Past performance is not an indication or guarantee of future results. 

Please refer to the methodology for the Index for more details about the index, including the manner in which it is rebalance d, the timing of 
such rebalancing, criteria for additions and deletions, as well as all index calculations. Back-tested performance is for use with institutions only; 

not for use with retail investors. 

S&P Dow Jones Indices defines various dates to assist our clients in providing transparency. The First  Value Date is the first day for which 
there is a calculated value (either live or back-tested) for a given index. The Base Date is the date at which the index is set to a fixed value for 

calculation purposes. The Launch Date designates the date when the values of an index are first considered live: index values provided for 
any date or time period prior to the index’s Launch Date are considered back-tested. S&P Dow Jones Indices defines the Launch Date as the 

date by which the values of an index are known to have been released to the public, for example via the company’s public website or its data  
feed to external parties. For Dow Jones-branded indices introduced prior to May 31, 2013, the Launch Date (which prior to May 31, 2013, was 

termed “Date of introduction”) is set at a date upon which no further changes were permitted to be made to the index methodology, but that  
may have been prior to the Index’s public release date. 

Typically, when S&P DJI creates back-tested index data, S&P DJI uses actual historical constituent-level data (e.g., historical price, market 
capitalization, and corporate action data) in its calculations. As ESG investing is still in early stages of development, certain datapoints used to 
calculate S&P DJI’s ESG indices may not be available for the entire desired period of back-tested history. The same data availability issue 

could be true for other indices as well. In cases when actual data is not available for all relevant historical periods, S&P DJI may employ a 
process of using “Backward Data Assumption” (or pulling back) of ESG data for the calculation of back -tested historical performance. 

“Backward Data Assumption” is a process that applies the earliest actual live data point available for an index constituent company to all prior 
historical instances in the index performance. For example, Backward Data Assumption inherently assumes that companies curren tly not 

involved in a specific business activity (also known as “product involvement”) were never involved historical ly and similarly also assumes that 
companies currently involved in a specific business activity were involved historically too. The Backward Data Assumption allows the 

hypothetical back-test to be extended over more historical years than would be feasible using only actual data. For more information on 
“Backward Data Assumption” please refer to the FAQ. The methodology and factsheets of any index that employs backward assumption in the  

back-tested history will explicitly state so. The methodology will include an Appendix with a table setting forth the specific dat a points and 
relevant time period for which backward projected data was used. 

Index returns shown do not represent the results of actual trading of investable assets/securities. S&P Dow Jones Indices maintains the index 
and calculates the index levels and performance shown or discussed but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment 
of any sales charges or fees an investor may pay to purchase the securities underlying the Index or investment funds that are  intended to track 

the performance of the Index. The imposition of these fees and charges would cause actual and back-tested performance of the 
securities/fund to be lower than the Index performance shown. As a simple example, if an index returned 10% on a US $100,000 investment 

for a 12-month period (or US $10,000) and an actual asset-based fee of 1.5% was imposed at the end of the period on the investment plus 
accrued interest (or US $1,650), the net return would be 8.35% (or US $8,350) for the year. Over a three -year period, an annual 1.5% fee 

taken at year end with an assumed 10% return per year would result in a cumulative gross return of 33.10%, a total fee of US $5,375, and a  
cumulative net return of 27.2% (or US $27,200). 

http://www.spglobal.com/spdji/en/?utm_source=pdf_commentary
https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-esg-back-testing-backward-data-assumption-overview/?utm_source=pdf_commentary
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General Disclaimer 
© 2022 S&P Dow Jones Indices. All rights reserved. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500 , US 30, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500,  
S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P  

MAESTRO, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, LCDX, MBX, MCDX, 
PRIMEX, TABX, HHPI, IRXX, I-SYND, SOVX, CRITS, CRITR are registered trademarks of S&P Global, Inc. (“S&P Global”) or its affiliates.  

DOW JONES, DJIA, THE DOW and DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE are trademarks of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow 
Jones”). These trademarks together with others have been licensed to S&P Dow Jones Indices LLC. Redistribution or reproductio n in whole or 

in part are prohibited without written permission of S&P Dow Jones Indices LLC. This document does not constitute an offer of services in  
jurisdictions where S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones or their respective affiliates (collectively “S&P Dow Jo nes Indices”) 

do not have the necessary licenses. Except for certain custom index calculation services, all information provided by S&P Dow Jones Indices 
is impersonal and not tailored to the needs of any person, entity or group of persons. S&P Dow Jones Indices receives compensation in 

connection with licensing its indices to third parties and providing custom calculation services. Past performance of an index is not an  
indication or guarantee of future results. 

It is not possible to invest directly in an index. Exposure to an asset class represented by an index ma y be available through investable 
instruments based on that index. S&P Dow Jones Indices does not sponsor, endorse, sell, promote or manage any investment fund  or other 
investment vehicle that is offered by third parties and that seeks to provide an investment return based on the performance of any index. S&P 

Dow Jones Indices makes no assurance that investment products based on the index will accurately track index performance or p rovide 
positive investment returns. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor, and S&P Dow Jones Indices makes no representation  

regarding the advisability of investing in any such investment fund or other investment vehicle. A decision to invest in any such investment 
fund or other investment vehicle should not be made in reliance on any of the statements set forth in this document. S&P Dow Jones Indices 

is not an investment adviser, commodity trading advisor, commodity pool operator, broker dealer, fiduciary, promoter” (as def ined in the 
Investment Company Act of 1940, as amended), “expert” as enumerated within 15 U.S.C. § 77k(a) or tax advisor.  Inclusion of a security, 

commodity, crypto currency or other asset within an index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or h old such 
security, commodity, crypto currency or other asset, nor is it considered to be investment advice or commodity trading advice. 

These materials have been prepared solely for informational purposes based upon information generally available to the public  and from 
sources believed to be reliable. No content contained in these materials (including index data, ratings, credit -related analyses and data, 
research, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (“Content”) may b e modified, reverse- 

engineered, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the p rior written 
permission of S&P Dow Jones Indices. The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P Dow Jones Indices and 

its third-party data providers and licensors (collectively “S&P Dow Jones Indices Parties”) do not guarantee the accuracy, completeness , 
timeliness or availability of the Content. S&P Dow Jones Indices Parties are not  responsible for any errors or omissions, regardless of the 

cause, for the results obtained from the use of the Content. THE CONTENT IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS. S&P DOW JONES  
INDICES PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE  
ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT’S FUNCTIONING WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE 

WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Dow Jones Indices Parties be liable to any party for any 
direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fee s, or losses 

(including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs) in connection with any use of the Content eve n if advised of the 
possibility of such damages. 

S&P Global keeps certain activities of its various divisions and business units separate from each other in order to preserve the independence 
and objectivity of their respective activities. As a result, certain divisions and business units of S&P Global may have info rmation that is not 
available to other business units. S&P Global has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public 

information received in connection with each analytical process. 

In addition, S&P Dow Jones Indices provides a wide range of services to, or relating to, many organizations, including issuers of securities, 
investment advisers, broker-dealers, investment banks, other financial institutions and financial intermediaries, and accordingly may receive 

fees or other economic benefits from those organizations, including organizations whose securities or services they may recommend, rate,  
include in model portfolios, evaluate or otherwise address. 


