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市場変動の要因
当社は、市場で顕在化しつつある警戒すべき兆候を引き続き注視します。以下は、当社の見解です。

マクロおよび市場概況

市場安定の要因
上記の圧力にかかわらず、当社は引き続き、以下の要因のため市場は安定する可能性があると考えています。

出所：ムーディーズ、ブルームバーグ、ニューヨーク連邦準備銀行、米国モーゲージ銀行協会、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年8月27日現在。「米国コアPCE」
は、米国コア個人消費支出（PCE）価格指数で、消費者が財貨・サービスに支払う価格を測定し、食品およびエネルギー価格の変動によって生じるボラティリティを除く基本的なインフレ・トレンドを明らかにします。「グローバル・ハイ・
イールド（HY）社債予想デフォルト率」は、ムーディーズの報告（2021年1月に発表されたもので、「2020年に急上昇した社債のデフォルト率は2021年に低下する」）を参照しています。上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点に
おける予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。

雇用 インフレ率 規制 新型コロナウイルス

5.4% 3.75% 1.2兆ドル 80%
7月の米国失業率 2021年末米国コアPCE予想 消えた中国テクノロジー企業

の市場価値
集団免疫

失業保険の上乗せ措置が失効
するため、労働市場のスラッ
ク（未活用の労働力）が縮小
することが予想される。

2021年の高いインフレ率が米
連邦準備制度理事会（FRB）
の利上げを促す可能性。

規制の強化は短期的には逆風
かもしれないが、魅力的な機
会を生み出し、よりバランス
のとれた経済をつくる可能性。

米国感染症学会によると、デ
ルタ株の影響で、集団免疫獲
得に必要な免疫保有者率が
80%以上に上昇。

銀行 社債 消費者 ワクチン

53.9% 4.7% 5兆ドル 60%
米国銀行の預貸率（預金に対
する貸出の比率）

グローバル・ハイ・イールド
社債の2021年（年間）
デフォルト率予想

世界の貯蓄超過 世界で2021年末までに
1回以上ワクチン接種する人口
の割合

過去最低の水準。 力強い景気回復と潤沢な流動
性が社債のデフォルトを限ら
れたものに。

「超過した」貯蓄からの消費
支出は速いペースの経済成長
を持続させる。

世界は集団免疫獲得に近づく。
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英国のコメディグループ、モンティ・パイソンが、コメディ番組
「空飛ぶモンティ・パイソン」で「それでは、今までとはまるで異
なるものをお見せしましょう」と言ったのはまさに50年前のことで
した。そして、米国が金本位制を停止し、金融政策、インフレ動向、
市場関係が「まるで異なる」時代に入ったのもまさに50年前でした。
パラダイムシフトはめったに起きないかもしれませんが、一旦起き
ると、重大な結果を生み出すことがあります。

今回のMarket Know-Howが出る今も、将来の状況が最近の状況と
「まるで異なる」ものになる可能性があります。グローバル経済が
再開するにつれ、今後数ヵ月間で、新型コロナウイルス感染拡大後
のニュー・ノーマルとはどのようなものになるか、つまり、「イン
フレは過去数十年間なかったほど持続的か、中央銀行はそれを許容
できるか？」、「財政出動のコストを回収するために増税する必要
があるか？」、「市場間の関係の構造的変化を反映するために評価
モデルを再調整するべきか？」がわかります。

次の回復局面は、パラダイムシフト、つまり最近なかった「まるで
異なる」マクロおよび市場関係の世界への移行となるかもしれませ
ん。したがって、過去10年間成功を収めてきたポートフォリオ配分
は、今後調整が必要となる可能性があります。

今回のMarket Know-Howでは、それらの要因が投資環境にどのよ
うに影響するかについて取り上げます。

当社の投資戦略においては、以下の項目を重要視しています。

 インカムをより重視し、投資を非伝統的資産に拡大

 正常化する金利とインフレを収益源と捉え、ポートフォリオの耐
性を高める

 デジタル資産のリスク・リターン特性を評価し、投資環境に影響
を及ぼす変革力のあるトレンドを完全に掌握

それでは、今までとはまるで異なるものをお見せしましょう

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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マクロ
グローバル経済は回復へ向け全力を挙げています。米国と中国の経済は新型コロナウイルスの感染拡大前を
上回る水準に戻っており、欧州はまだ完全な回復には遠いものの、当社の短期的成長見通しは世界の主要経
済国すべてについて堅調です。成長の不足ではなく、インフレの過剰が現在、投資家や政策担当者が直面し
ている主な課題です。当社は、現在の高いインフレ率は一時的なものではあるものの、政策に影響を及ぼす
可能性があると予想しています。

世界の経済成長
ほとんどの主要経済国で景気循環を強く増幅する財政・
金融政策が採用されており、家計の繰延需要もあり、グ
ローバル経済は現在、過去数十年間で最も力強いものと
なっています。このような勢いは、経済の再開によって
通常の状態が回復するにつれ必然的に弱まりますが、
2022年もグローバル経済は潜在的な活動水準を上回る見
通しです。その後、2023年には過去の成長ペースに戻り、
前年よりは鈍化する一方で、持続可能な成長になると予
想します。

出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年9月15日現在。「実質GDP」はインフレ調整済み国内総生産を意味します。上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時
点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。
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雇用
企業はコロナ禍で必要となる人員数やスキルを再評価す
るため、雇用市場はかつてないほど流動的です。
このような状況を背景に、今後もおそらく離職・雇用双
方が多くなる状況は継続するでしょう。しかし、雇用市
場は全体としては改善に向かうとみています。

マクロ環境

インフレ
ベース効果、サプライチェーンの問題、旺盛な需要など
から、インフレ率は急上昇しています。
ただし、この上昇要因の多くは一時的で、経済活動再開
の影響によるものと考えられます。しかし、金融政策を
決定する上で、この上昇を無視することはできません。
インフレ率の推移を極力安定化させたい中央銀行にとっ
ては、足元のインフレ率上昇が将来の政策決定において
考慮されるでしょう。

上のセクションの注：出所：米労働統計局（BLS）、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年6月30日現在（入手可能な最新データ）。「失業率」は、BLSが定義する、失業者数の総労働人口に占める割合です。「離職率」
は、BLSが定義する、毎月の離職する従業員の割合です。下のセクションの注：出所：米連邦公開市場委員会（FOMC）、ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年6月30日現在（入手可能な最新データ）。
「FOMC予想」は、FOMCが発表した2021年6月現在のコアPCEインフレ予想を意味します。5年中心化移動平均は、各日の前後（当日を含みます）2年半の平均コアPCE値です。将来の中心化移動平均は、2023年までのFOMC予想の一次補間を
使用して推定されます。これらの平均は、FRBがその柔軟な平均インフレ・ターゲティングの枠組みの一部としてモニタリングするインフレの近似値として使われます。上記の経済、市場等に関する予測は本資料作成時点のものであり、情報提
供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧ください。

（年）

（年）
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政策
多くの中央銀行は緩和姿勢を維持していますが、政策の
違いがある程度見え始めています。中国では、中国人民
銀行が資金調達条件を緩和するために預金準備率を引き
下げました。
対照的に、FRBは予想される利上げ時期を早めました。
ユーロ圏と日本では、政策金利はまだ当分の間現状維持
となりそうです。多くの中央銀行はおそらく豊富な流動
性を維持し、バランスシートは拡大したままとなりそう
です。

マクロ環境

リスク
グローバル化の進展は、社会・経済における国境を急速
に弱めており、おそらく不可逆的に、グローバルな相関
を高めています。この結果として生じる、企業間の相互
依存のために、何らかのショックが発生した際には、以
前よりも速く、大きくグローバルに波及する可能性があ
ります。
グローバル市場は、以前なら局地的なものにとどまって
いたであろうリスクに対しても、脆弱性が高まっている
と考えられるでしょう。

上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年7月31日現在。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。図は、各中央銀行
のバランスシート資産をそれぞれの国・地域のGDP比で示したものです。下のセクションの注：出所：シティ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年7月31日現在。上記は例示を目的とするものです。上記の経済、市場
等に関する予測は本資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧ください。
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市場
グローバル株式は、特に先進国で2021年も上昇を続けています。企業利益主導の上昇ですが、特に米国株式
はバリュエーションについて注視する必要があります。新興国は、選別的に興味深い機会を提供する可能性
があります。各国中央銀行の姿勢は今後異なる方向に向かう可能性があり、金利市場はより不安定になる可
能性がありますが、クレジット市場では力強い経済成長に伴いタイトなスプレッドが継続すると予想します。

米国株式
政策的な後押しやワクチン主導の強い回復を経て、米国
の株式サイクルは本来のファンダメンタルズ主導に回帰
しつつあると当社は考えています。バリュエーションが
さらに上昇し潜在リターンが低下すると、当社の楽観論
は後退する可能性がありますが、当社は株式は引き続き
堅調な資産クラスと考えます。株式市場のサイクルの最
も長いフェーズである成長局面に入ったことで、企業利
益、強気な投資家センチメントなどが、リターンを引き
続き押し上げる要素になると考えられます。

出所：ロバート・シラー、ヘイバー、データストリーム、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年7月31日現在。1973年以降のS&P500指数の分析に基づく。
株価リターンはインフレ調整後。上記は過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。
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金利
今年の1-3月期で見られたような金利の急騰は、FRBの発
言や、米国マクロ経済の減速、その他の需給要因により
4-6月期以降ある程度落ち着きを取り戻しました。一方、
その金利の落ち着きがもたらした先進国債券のリターン
は、クレジットや株式を下回っています。特にイール
ド・カーブの中期ゾーンは、今後の再スティープ化に対
して脆弱さを残していると考えます。

市場

コモディティ
コモディティ価格は今年、力強い需要の回復や、供給サ
イドの課題を抱え大きく上昇しました。年内、コモディ
ティの多くは引き続き供給不足が予想され、価格はさら
に上昇する余地があると考えます。金融引き締めの恐れ
が和らいだこと、トレンドを上回る世界的な経済成長、
過去最低水準の債券利回りが、コモディティ価格を下支
えすると考えます。

上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 期間：1990年1月～2021年7月 薄緑線は1990年以降の各年の累積リターンを示します。 下のセクションの注：出所：USDA、ウッドマック、
Kpler、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部 時点：2021年7月31日 上記の経済、市場等に関する予測は本資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧
ください。
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グロース株 対 バリュー株
2020年3月に市場が底を打って以降、グロース株とバ
リュー株は両者ともに、強力かつ不規則に市場をけん引
してきました。タイミングよくスタイル・ローテーショ
ンを行うことで投資リターンが高まる可能性があるもの
の、足元スタイル間の相関が低下していることは、ロー
テーションのタイミングを誤ると損失を拡大させること
を意味します。当社はグロースとバリュー株のバランス
のとれたポートフォリオを推奨します。

市場

ボラティリティ
ワクチンに対して耐性をもつ突然変異ウイルスが発生す
る可能性は引き続きマクロ見通しに対する重要なリスク
です。しかし、リスクは公衆衛生の他にも多数あります。
市場リスクは、概ね中程度で局地的なものですが、レバ
レッジの増加や信用基準の緩和化などがみられます。地
政学では、米国と中国の緊張、欧州の選挙、世界的なポ
ピュリズムが引き続き不規則なボラティリティを生み出
す可能性があります。

上のセクションの注：出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 期間： 2020年3月27日～2021年7月末 下のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部
時点：2021年7月末。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。
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マクロおよび市場概況
見通しと対策マクロ

市場

金利：
金利上昇の解釈

インフレ：
一時的、それとも持続的？

バリュエーション：
持続的に上昇するバリュエーション

インド株式：
新型コロナの波を乗り越える

デジタル資産：
成長しているが投機的な市場

変異株の不確実性、インフレ懸念、政策
の変化にもかかわらず、経済成長と雇用
は着実に伸び、経済再開の勢いは持続し
ています。

グローバル株式がファンダメンタルズの
改善を背景に上昇する一方、イールド
カーブは景気循環的な強さを背景に再度
スティープ化します。

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではありません。記載された見解は2021年8月時点のものであり、将来予告なしに変更
する場合があります。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。



11ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW：それでは、今までとはまるで異なるものをお見せしましょう

見通し 対策

金利上昇の解釈
マクロ経済およびファンダメンタルズの改善により、世界の金利は今後あ
る程度不規則な変動を伴いながら上昇すると予想します。景気の回復が長
期金利を押し上げる一方で、失業率やインフレなどの動きにより、中央銀
行の短期金利に対する政策は変化する可能性があります。しかし、金利の
上昇が適度で段階的なものにとどまった場合、リスク資産は持続的に上昇
し、市場全体でアルファ創出の機会が増えると予想します。金利が上昇す
る環境では、(1) 世界的な成長への感応度、(2) 低デュレーション、 (3) 
インカムを重視する投資戦略が過去、アウトパフォームしてきました。

G7諸国の低利回り

出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント

金利上昇局面の投資戦略

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

米国金利上昇期のパフォーマンス

出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

金利

上の右セクションの注：「中小型株」は、2021年7月31日現在で時価総額4,840万ドルまでのグローバル企業を意味します。「アクティブ銘柄選択」は、広範囲な市場指数をアウトパフォームすることが予想される銘柄を選択することを意味します。下の左セク
ションの注：2021年7月31日現在。「10年国債利回り」は、ブルームバーグ・グローバルG7トータル・リターン・インデックス・バリュー（米ドルヘッジなし）の最低利回りを意味します。「予想」は、米国、ドイツ、日本、英国、カナダについてはゴールドマ
ン・サックス・グローバル投資調査部による年末予想、フランスおよびイタリアについてはブルームバーグ・コンセンサス予想を基にした時価総額加重10年国債利回りです。下の右セクションの注：2021年7月31日現在。「金利上昇環境」は、米国10年国債利回
りが3ヵ月以内に75ベーシスポイント以上上昇した期間を意味します。追記をご覧ください。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。



12ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW：それでは、今までとはまるで異なるものをお見せしましょう

見通し 対策

一時的、それとも持続的？
インフレ率の上昇は、ベース効果や新型コロナウイルス感染拡大の混乱に
よる一時的なものというFRBの主張にかかわらず、価格上昇圧力がどれだ
け持続するかについての懸念を高めました。当社はそのような圧力は一時
的だと考えていますが、投資家は、インフレ期待が急速に上昇する期間に
力強いパフォーマンスを見せる資産を保有することにメリットを見出す可
能性があります。株式と実物資産は、これまでブレークイーブン・インフ
レ率が上昇する時期に高いパフォーマンスを見せてきました。

インフレ期待が高まっている

出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

リフレ戦略

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ブレークイーブン・インフレ率上昇期間のパフォーマンス

出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

インフレ

上の右セクションの注：2021年7月31日現在。上記は例示を目的とするものです。下の左セクションの注：2021年7月31日現在。「10年ブレークイーブン・インフレ率」は、米国10年国債の名目利回りと米国10年物インフレ連動債（TIPS）
の実質利回りの差です。「標準偏差が1超上昇」は、ブレークイーブン・インフレ率が前月比17.4ベーシスポイント超上昇したときに生じます。下の右セクションの注：2021年7月31日現在。上記は2000年1月から2021年7月のデータです。
「REIT」は、不動産投資信託を意味します。追記をご覧ください。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。
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見通し 対策

持続的に上昇するバリュエーション
現在の高い株式バリュエーションは、それ自体は調整の前触れではないに
しても、長期的には潜在リターンを引き下げる可能性があります。当社は、
景気後退を引き起こす新たな要因がない限り、リスク資産の価格調整が
迫っているとは考えておらず、短期的な下落は買い場と捉えています。特
にグローバル株式市場の銘柄固有のアプローチには大きな機会があると考
えています。また、資産の分散や、値上がり益よりも配当収入を通してリ
ターンを確保することができる資産は、低リターン環境下でもポートフォ
リオに恩恵をもたらす可能性があります。

米国株式のバリュエーション

出所：ロバート・シラー、ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

資産配分の調整

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

グローバル株式のバリュエーション

出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

バリュエーション

上の右セクションの注：2021年7月31日現在。上記は例示を目的とするものです。下の左セクションの注：2021年7月31日現在。「CAPE」は、景気循環調整後株価収益率（PER）を意味します。図は、CAPEの過去のパーセンタイルおよび、その後10年間の平均リ
ターンを示しています。下の右セクションの注：2021年7月31日現在。図は、新興国株式（MSCIエマージング・マーケッツ指数）およびグローバル先進国株式（除く米国）（MSCI欧州・豪州・極東（EAFE）指数）についてS&P500株価指数の予想PERに対する
ディスカウントを示しています。「過去平均」は、2005年5月（最も早い入手可能なデータ）から2021年7月までのデータを測定しています。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。
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見通し 対策

新型コロナの波を乗り越える
当社では、引き続きインドはマクロ経済見通しが最も強い国の一つだと考
えています。インドは今年初め新型コロナウイルスの感染拡大の影響を大
いに受けましたが、その後、ワクチン接種が進みました。また、直近の改
革はインドの成長見込みの確信度を高めていると考えています。インド企
業は経済成長局面において力強い業績を達成する力を有しており、加えて
インド株式市場は景気循環・消費関連セクターの占める割合が高いことか
ら、インド株式は足元の景気回復から恩恵を得られると考えています。高
水準のバリュエーションがしばしば懸念されますが、成長見通しに鑑みる
と潜在的なリターンは魅力的だと考えています。

力強い経済成長から堅調な企業利益成長へ

出所：ブルームバーグ、IMF（国際通貨基金）、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメント

景気循環的に上昇

出所：MSCI、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

成長性を考えるとバリュエーションは魅力的

※PBRは株価純資産倍率を示す
出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

インド株式

（年度）

左下のセクションの注：2021年7月31日現在。3月に終了した会計年度の年間データです。「インド株式」は、S&P BSE SENSEX指数を意味します。2022会計年度以降はゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部の予想GDPを使用。
右上のセクションの注：2021年7月31日現在。消費関連セクターは、一般消費財・サービスおよび生活必需品セクターです。非消費者関連景気循環セクターは、金融、素材、資本財・サービス・セクターです。右下のセクションの注：2021
年7月31日現在。新興国（インドを除く）指数の株価純資産倍率（PBR）は、MSCIインド指数の時価総額加重PBRをMSCIエマージング・マーケット指数の同PBRから控除することで算出しています。上記の経済、市場等に関する予測は本資
料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧ください。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。

（年）
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見通し ご存知でしょうか？

成長しているが投機的な市場
2009年にビットコインが誕生して以降、11,000を超える暗号通貨が生み
出され、市場は1.6兆米ドルを超えるまでに成長しました。同資産に対する
関心は、投機的な投資家センチメント、株式およびインフレ・ヘッジ効果、
ならびにブロックチェーンおよびデジタル資産の発展がけん引してきまし
た。ただし、その極端に高いボラティリティのため、当社の分析では、
ビットコインをポートフォリオに1%組み入れる場合、165%の長期年率換
算リターンが必要となります。したがって、高水準のリスクは、ヘッジ
ファンドなどのリスクを追求するトレーダーには魅力的に映るかもしれま
せんが、戦略的資産配分には適していないと見ています。

良い点、悪い点、およびボラティリティ

出所：ブルームバーグ、GSインベストメント・ストラテジー・グループ、ゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント

統計およびファクト
ポートフォリオ構造：暗号通貨は伝統的な資産クラスとの関係が一貫しておらず、
1年間の下落確率は伝統的な資産クラスより高くなっています。ビットコインは
誕生以降、年間60%以上下落する確率が72%となっています。

デジタル資産

左上のセクションの注：暗号通貨の市場規模は2021年7月31日現在のものです。左下セクションの注：実現リターンは、ビットコインの誕生（2010年7月）から2021年7月までのスポット価格に基づいています。上の図の年率換算ボラティリ
ティは、ビットコインの価格変動を複数の主要資産クラスの変動と比較した標準偏差を意味します。下の図のビットコインに1%および2%配分するために必要な理論的リターンは、GSインベストメント・ストラテジー・グループの頑健な最適
化モデルを使用した中程度リスクのポートフォリオの範囲内で1%または2%配分するために必要な予想長期年率換算ビットコイン・リターンを意味します。右のセクションの注：年間60%以上下落する確率は、その誕生（2010年7月）から
2021年7月までのビットコインの価格データに基づいて算出されています。「アルトコイン」は、ビットコイン以外の暗号通貨を意味します。ビットコイン・マイニングのエネルギー消費データは、ケンブリッジ大学オルタナティブ・ファイナ
ンス・センター（CCAF）の2021年5月現在のデータ。CBDCを実験している世界の中央銀行の割合は、2021年6月現在のデータ。追記をご覧ください。記載された経済や市場等の過去データは、将来の動向を示唆あるいは保証するものではあ
りません。

アルトコイン：アルトコインは、ビットコインの特徴を改善するために開発され
た暗号通貨の総称です。アルトコインには、イーサリアム、テザー、カルダノな
どがあり、現在、暗号通貨市場の時価総額の半分超（51%）を占めています。そ
れらはビットコインの支配的地位を脅かす可能性があります。

ESG：ビットコインのマイニングは年間110テラワット時を消費しますが、これ
は世界の発電量の0.55%で、およそマレーシアまたはスウェーデンの年間エネル
ギー消費量に相当します。アルトコインは暗号通貨のエネルギー消費をさらに
50%増加させます。

CBDC：世界の中央銀行の60%超が中央銀行デジタル通貨（CDBC、中央銀行に
よって規制されるデジタル法定通貨）の実験を行っています。2020年10月、バハ
マが世界初のCBDCとなるサンド・ダラーを導入しました。

ブロックチェーン：デジタル資産はまだ開発初期段階です。当社の考えでは、裏
付けとなるテクノロジーであるブロックチェーン（暗号化して分散させた共有
データベース）は変革を起こすもので、金融から保険、ヘルスケアまで多くの業
界に影響を及ぼす可能性があります。

規制リスク：規制リスクは、デジタル資産にとって引き続き重要な要素です。中
国などは金融機関が暗号通貨に関連したサービスを提供することを禁じる一方で、
エルサルバドル共和国はビットコインを法定通貨として採用しています。多くの
規制はまだ整備されておらず、策定中の段階です。

出所：GSインベストメント・ストラテジー・グループ、コインメトリクス、ケンブリッジ大学オルタナティブ・
ファイナンス・センター（CCAF）、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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株式
シカゴ・オプション取引所ボラティリティ（VIX）指数は、幅広い
行使価格のインプライド・ボラティリティの加重平均に基づいて、
将来のボラティリティについて市場推定値を反映するものです。
ダウ・ジョーンズ米国セレクト不動産証券指数は、米国不動産のエ
クイティ所有者企業および運営者企業のパフォーマンスを示します。
MSCIオール・カントリー・ワールド（ACWI）指数は、世界中の株
式市場のパフォーマンスを広く測定するように設計された時価総額
加重指数です。同指数は、先進国23ヵ国および新興国24ヵ国の株式
で構成されています。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インベスタブル・マーケット
（ACWI IMI）指数は、世界中の株式市場のパフォーマンスを広く
測定するように設計された時価総額加重指数です。同指数は、先進
国23ヵ国および新興国27ヵ国の大型、中小型株を含みます。
非運用のMSCI EAFE指数（ヘッジなし）は、先進国21ヵ国の証券
についての時価総額加重コンポジット指数です。
MSCIエマージング・マーケッツ株式指数は、新興国株式市場のパ
フォーマンスを測定するように設計された浮動株調整後時価総額指
数です。
MSCIインド指数は、インド市場の大型・中型株のパフォーマンスを
測定するように設計された指数です。同指数は101の銘柄で構成され
ており、インド株式の約85%をカバーしています。
MSCI米国景気循環セクター指数は、その親指数であるMSCI米国指
数に基づき、米国市場の大型・中型株を捕捉します。同指数は、世
界産業分類基準（GICS®）各セクターのグローバル景気循環的企業
の機会についてそのパフォーマンスを示すように設計されています。
ラッセル1000指数は、米国株式市場の大型株のパフォーマンスを測
定する普通株式価格の非運用指数です。
ラッセル1000グロース指数は、米国株式市場の大型グロース株のパ
フォーマンスを測定する非運用指数です。
ラッセル1000バリュー指数は、米国株式市場の大型バリュー株のパ
フォーマンスを測定する普通株式価格の非運用指数です。
ラッセル2000指数は、米国株式市場の小型株のパフォーマンスを測
定します。ラッセル2000指数は、ラッセル3000指数のサブセット
で同指数の時価総額の約10%を占めています。ラッセル2000指数は、
その時価総額および現在の指数構成銘柄に基づく最も小型の証券約
2000銘柄を含みます。
ラッセル中型株指数は、米国株式市場の中型株のパフォーマンスを
測定する指数です。
S&P500株価指数は、スタンダード・アンド・プアーズ500コンポ
ジット株価指数で、普通株式価格の非運用指数です。同指数の数値

は、報酬、経費、税金の控除を反映していません。非運用指数に直
接投資することはできません。
S&P先進国（米国を除く）不動産指数は、米国外に所在する不動産
会社のパフォーマンスを測定します。
S&P先進国（米国を除く）小型株指数は、先進国（米国を除く）の
最も小型の企業15%（時価総額順）についてパフォーマンスを測定
します。
S&P BSE SENSEX指数は、ボンベイ証券取引所（BSE）に上場さ
れている、インド経済の主要セクターにおいて最も規模が大きく最
も流動性が高く財務的に健全な30社のパフォーマンスを測定するよ
うに設計されています。

債券
ブルームバーグ・バークレイズG7トータルリターン指数は、G7諸国
（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）の投
資適格債券についてそのパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数は、先進
国および新興国の発行体によって発行された国債、政府関連債、社
債、証券化債券を含む、24の現地通貨市場のグローバル投資適格債
券についてそのパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数は、米国の国債、
投資適格社債、不動産担保証券、資産担保証券を含む、債券の非運
用分散ポートフォリオのパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興国総合指数は、新興
国のソブリン、準ソブリン、企業発行体の米ドル建て債券を含む、
ハードカレンシー建て新興国債券の最も重要なベンチマークです。
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド指数
は、グローバル・ハイ・イールド債券市場のパフォーマンスを広く
測定します。
ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債指数は、公募され
た米国社債および特定の外国無担保・担保付債券のパフォーマンス
を測定します。
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン指数は、取引可能な米ド
ル建て優先担保付非投資適格ローンを追跡することで、投資可能な
レバレッジド・ローン市場のパフォーマンスを測定します。
JPモルガン1ヵ月キャッシュ指数は、満期1ヵ月の短期債券商品の継
続投資についてトータルリターンを測定します。
JPモルガンEMBIグローバル・コンポジット指数は、新興国で発行
された米ドル建て債券商品のパフォーマンスを測定する非運用指数
です。

米国債は、米国政府が保証する債務証券で、その利子支払いは州・
地方税が免除されます。ただし、連邦税は免除されません。

その他
アルファは、ベンチマーク・リターンを上回るリターンを意味しま
す。
ベーシス・ポイント（bps）は、1パーセントの100分の1を表す単
位です。
ビットコインは、ブロックチェーン・テクノロジーを利用してピ
ア・ツー・ピアのビットコイン・ネットワーク上で取引することが
できる最初の暗号通貨です。
ブルームバーグ・コモディティ指数は、先物取引を介して実物商品
に対する流動的エクスポージャーを提供します。同指数は、長期的
に魅力的なリスク・リターン・プロファイルを生み出すことを目指
して、単一のコモディティやセクターが投資を左右しないように分
散した構成となっています。
ブルームバーグ・ゴールド・サブインデックス（旧称ダウ・ジョー
ンズUBSゴールド・サブインデックス）は、全額担保された金先物
ポジションのリターンを示します。
ブルームバーグWTI原油サブインデックスは、原油の先物契約で構
成されるブルームバーグ・コモディティ指数のコモディティ・サブ
インデックスの1つで、原資産であるコモディティ先物価格の動きに
よるリターンを米ドル建てで示します。
年平均成長率（CAGR）は、利益を再投資すると仮定した、一定期
間の投資の年率換算平均成長率を意味します。
景気循環調整後株価収益率（CAPE）は、10年間のインフレ調整後
一株当たり利益を使用する、通常、広く株式市場に適用されるバ
リュエーション指標で、通常の景気循環における利益率の変動に
よって引き起こされる純利益の変動を除去して実質利益を平準化す
るものです。
景気循環型弱気市場は、金利の上昇、差し迫ったリセッション、利
益の減少など、後期サイクルの状況を特徴とする弱気市場です。
デュレーションは、債券投資価格の金利変動に対する感度の指標で
す。
一株当り利益（EPS）は、普通株式の各発行済み株式に割り当てら
れる、会社の利益部分です。EPSは会社の収益性の指標です。
ESGは、環境、社会、ガバナンスを表す略語です。
イベント・ドリブン型弱気市場は、1回限りの外因性ショックを特徴
とする弱気市場です。

用語集



17ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW：それでは、今までとはまるで異なるものをお見せしましょう

その他
金スポット価格は、金が即時支払い・引渡しで売買される現在の市
場価格を、トロイオンス当たり米ドルで示します。
国内総生産（GDP）は、ある国・地域の国境内で1年間に生産された
完成品とサービスの価値です。
HFRIファンド・オブ・ファンズ総合指数は、HFRに報告される約
800のファンド・オブ・ファンズで構成される均等加重指数（報酬控
除後）です。
インカム志向投資は、リターンが主に固定の支払い（クーポンな
ど）によって実現する投資を意味します。
預貸率（LDR）は、銀行の総融資額を同一期間の総預金額と比較す
ることによって銀行の流動性を測定します。
パーセンテージ・ポイント（pp）は、2つのパーセンテージ間の算
術差を表す単位です。
株価純資産倍率（PBR）は、会社の株価の純資産（総資産マイナス
負債総額）に対する比率を意味します。
株価収益率（PER）は、現在の株価を一株当り利益（EPS）に対し
て測定する、会社を評価するための比率です。
プライベート・アセットは、プライベート・エクイティ、プライ
ベート・クレジット、プライベート不動産など、公開市場を通して
アクセスできない株式または債務投資を意味します。
離職率は、米労働統計局によって定義される、離職する従業員の毎
月の比率です。
リスク資産は、一定程度の価格ボラティリティを伴う資産を意味し
ます。
預金準備率（RRR）は、商業銀行が預金準備において預金債務額の
一定比率を保有しなければならない最低額を設定する、中央銀行の
規制を意味します。
S&P GSCIコモディティ指数は、コモディティ全体に広く分散され
た、商品先物へのレバレッジなしロング・オンリー投資を示す、コ
モディティ・セクター・リターンのコンポジット指数です。
標準偏差は、データ一式についてその平均からのばらつきの指標と
定義されます。
構造型弱気市場は、資産の不均衡と金融のバブルを特徴とする弱気
市場です。
インフレ連動米国債（TIPS）は、投資家をその購買力の低下から保
護するためにインフレ指標に連動してスライドする米国債です。

米国ヘッドライン失業率（U3）は、米労働統計局によって定義され
る、失業者数の全労働人口に占める比率です。
米国リセッションは、全米経済研究所（NBER）によって、経済全体
で広がり、数ヵ月間を超える期間続き、通常、実質GDP、実質所得、
雇用、工業生産、卸売りから小売りの売上に現れる経済活動の重大
な低下と定義されます。
米国個人消費支出（PCE）は、米国の個人、またはその代理の者が
商品およびサービスについて支払う価格の指標を意味します。
米国コア個人消費支出（PCE）物価指数は、商品およびサービスの
国内購入について個人によって支払われた価格（食品およびエネル
ギー価格を除きます）の指標を提供するものです。コアPCEは米連邦
準備理事会が好むインフレ指標です。
米ドル指数は、米ドルの価値について通貨バスケット（ユーロ、円、
英ポンド、カナダ・ドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フラ
ン）の価値に対する指標です。
利回りは、一定の期間に投資に関して発生・実現した利益を意味し
ます。
ボラティリティは、金融商品の価格の変動の指標です。
WTIは、米国原油価格の一般的なベンチマークであるウェスト・テ
キサス・インターミディエイト原油を意味します。

用語集
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投資家は、以下のとおり、代替投資の潜在的リスクの一部についても検討する必要があります。代替投資戦略。代替投資戦略はしばしば、レバレッジおよび、投機的で高水準のリスクを伴うその他の投資に携わります。そのよ
うな行為は、パフォーマンスのボラティリティおよび投資損失のリスク（投資全額をなくすことを含みます）を高める可能性があります。マネージャーの経験。マネージャー・リスクには、マネージャーの組織、投資プロセス、
支援システム・インフラ内に存在するリスクが含まれます。また、マネージャーがファンドを構築・運用する方法から生じるファンド・レベルのリスクもあります。レバレッジ。レバレッジは、市場の動きに対するファンドの
感度を高めます。レバレッジを利用するファンドは、レバレッジを利用しないその他のファンドよりもボラティリティが高くなると予想することができます。このことは、ファンドが購入した投資の市場価値が減少した場合、
ファンドの受益証券の価値がそれよりも多く減少することを意味します。カウンターパーティー・リスク。代替投資戦略はしばしば、多額の店頭（OTC）デリバティブを利用するため、カウンターパーティーが当該契約に基づ
くその義務を履行しないリスクがあります。流動性リスク。代替投資戦略は、非流動的な投資、または市場の動きに応じてより非流動的になる可能性がある投資をすることがあります。ファンドは、その一定の非流動的な投資
を売却できたとしても、価格を大幅に下げなければ売却できなくなることがあります。バリュエーション・リスク。代替投資戦略が投資を評価するために使用する価値が他の投資家が同じ投資を評価するために使用する価値と
異なるリスクがあります。上記は、潜在的リスクすべてを網羅するものではありません。投資について判断する前に検討する必要があるその他のリスクが存在する可能性があります。
株式は債券よりもボラティリティが高く、より大きなリスクがあります。中小型株は通常、大型株よりも大きなリスクがあります。
国際証券には、為替、政治、経済、市場リスクなど、特別なリスクがあります。
新興国証券はより非流動的でボラティリティが高いことがあり、通貨の変動や政治の不安定（それらに限られません）など、さらに多くのリスクがあります。
不動産証券への投資は、価格ボラティリティがより大きく、不動産の直接所有権に関連した特別なリスクがあります。
債券への投資には、信用および金利リスクがあります。債券価格は金利の変動とは反対方向に変動します。したがって、一般的に金利が上昇すると債券価格は下落します。信用リスクは、発行体が利息・元本の支払いを履行し
ないリスクです。このリスクは、ジャンクボンドとして知られる、格付けが低く、ボラティリティがより大きなハイ・イールド債券に投資するときにより大きくなります。すべての債券投資は、償還または満期においてその価
値が原価を下回ることがあります。
国債は信用リスクがないとみなされますが、証券の根源的な価値を変動させる金利リスクがあります。
インフラ関連証券への集中は、セクター・リスクおよび集中リスク、特にマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）およびREITに関連した、好ましくない経済、規制、政治、法務、流動性および税務リスクに対する
より大きなエクスポージャーを伴います。
MLPへの投資には、限られた支配権および限られた議決権に関連したリスク、潜在的な利益相反、キャッシュフロー・リスク、希薄化リスク、限られた流動性、望ましくないタイミングまたは価格で売却することを強制する
ジェネラル・パートナーの権利に関連したリスクなど、特有のリスクがあります。
REITへの投資には、不動産産業一般に投資することに関連したリスク以外にも、特定の固有のリスクがあります。また、投資先の不動産が特定の産業または地理的地域に集中するREITには、当該産業や地域に影響を及ぼすリ
スクもあります。REIT証券には、より大きくより安定した会社に関連するリスクよりも大きなリスクがあり、金利変動、経済状況、その他の要因のため、より不意にまたはより不規則に価格が変動することがあります。
暗号通貨を購入、売却、使用することには、多数のリスクがあります。デジタル通貨は法定通貨ではありません。暗号通貨を支払いの形態として受け入れることを会社または個人に義務づける法律はありません。暗号通貨の利
用はそれらを受け入れる企業および個人に限られています。したがって、誰も暗号通貨を受け入れない場合、暗号通貨は無価値になります。また、暗号通貨での支払いは取り消すことができません。
暗号通貨を売買するプラットフォームはハッキングされる可能性があり、一部は実際に破綻しました。また、プラットフォーム自体と同様、デジタルワレットもハッキングされる可能性があります。したがって、消費者は、お
金を失う可能性があり、実際に失っています。
暗号通貨取引には、詐欺および窃盗のリスクがあります。預金者に一定の保証を提供する米国の銀行や信用組合と異なり、デジタルワレットに提供される保護措置はありません。
上記は、潜在的リスクすべてを網羅するものではありません。投資について判断する前に検討する必要があるその他のリスクが存在する可能性があります。

リスクに関する開示
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11ページの下、右セクションの注：「グローバル・ディフェンシブ株」はゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部専有のバスケットGSSBGDEF、「米国大型グロース株」はラッセル1000グロース指数、「米国
大型株」はS&P500株価指数、「欧州株式」はユーロストックス600指数、「グローバル景気循環株」はゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部専有のバスケットGSSBGCYC、「米国大型バリュー株」はラッセ
ル1000バリュー株指数、「国際先進国小型株（米国小型株を除く）」はS&P先進国（米国を除く）小型株指数、「新興国株式」はMSCIエマージング・マーケッツ指数、「米国景気循環株」はMSCI米国景気循環グロスリ
ターン指数、「米国中型株」はラッセル中型株指数、「米国小型株」は、ラッセル2000指数を意味します。
12ページの下、右セクションの注：「原油」はブルームバーグWTI原油サブインデックス、「新興国株式」はMSCIエマージング・マーケッツ指数、「コモディティ」はブルームバーグ・コモディティ指数、「先進国株
式」はMSCIワールド指数、「米国大型株」はS&P500株価指数、「米国REIT」はダウ・ジョーンズ米国セレクト不動産証券指数、「金」はブルームバーグ・ゴールド・サブインデックス、「グローバル債券」はブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル総合債券指数、「米国債券」はブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数を意味します。
14ページ、上の右セクションの注：「先進国」はMSCIワールド指数、「新興国」はMSCIエマージング・マーケッツ指数、「インド」はMSCIインド指数を意味します。
14ページ、下の右セクションの注：「インド株式」はMSCIインド指数、「新興国（インドを除く）」はMSCIエマージング・マーケッツ（インドを除く）指数、「先進国」はMSCIワールド指数を意味します。
15ページ、下の左セクションの注：「米国債券」はブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数、「米ドル」は米ドル指数、「金」は金スポット価格、「EAFE株式」はMSCI EAFE指数、「S&P500」はS&P500株価
指数、「新興国株式」はMSCIエマージング・マーケッツ指数、「コモディティ（GSCI）」はS&P GSCIコモディティ指数、「ビットコイン」はビットコイン・スポット価格を意味します。
20ページ、各年の資産クラス別リターンの注：『米国大型株』はS&P500株価指数、『英国株式」はFTSE100指数、『欧州株式』はMSCI欧州指数、『日本株式』はMSCI日本指数、『グローバル小型株式』はMSCIワー
ルド小型株指数、『新興国株式』はMSCIエマージング・マーケッツ指数、『グローバル債券』はブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合米ドル・バリュー・ヘッジド指数、『ハイ・イールド社債』はブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド・バリュー・アンヘッジド指数、『グローバルREIT』はFTSE EPRA/NAREIT指数、『新興国債券』はJPM EMBIグローバル・コンポジット指数、『現地通貨建て新興
国債券』はJPM GBI EMグローバル・ダイバーシファイド指数、『コモディティ』はS&P GSCIコモディティ指数、『ヘッジファンド』はHFRIファンド・オブ・ファンズ指数、『マクロ／タクティカル・ヘッジファンド』
はHFRXマクロ／CTA指数とHFRIマクロ指数を50対50で組み合わせたものを使用しています。本資料は情報提供のみを目的とするものであり、投資助言ではなく、証券の購入・売却を提案または勧誘するものではありま
せん。

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルが2021年5月に作成した資料をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」とい
います。）が翻訳したものであり、特定の投資商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的としたものではありません。訳文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。
本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。
本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、
将来予告なしに変更する場合があります。
個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするものではありません。本資料において言及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは
限らず、また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。
本資料に記載された経済、市場等に関する予測は、資料作成時点での様々な仮定や判断を反映するものであり、今後予告なく変わる可能性があります。これらの予測値は特定の顧客の特定の投資目的、投資制限、税制、財
務状況等を考慮したものではありません。実際には予測と異なる結果になる可能性があり、本資料中に反映されていない場合もあります。これらの予測は、将来の運用成果に影響を与えうる高い不確実性を伴うものです。
したがって、これらの予測は、将来実現する可能性のある結果の一例を示すに過ぎません。これらの予測は一定の前提に基づく推定であり、今後、経済、市場の状況が変化するのに伴い、大きく変わることが考えられます。
ゴールドマン・サックスはこれら予測値の変更や更新について公表の義務を有しません。
本資料に記載された、一般的な市場動向や、産業およびセクター動向、あるいは広範囲にわたる経済、市場および政治状況についての情報は、いかなる投資推奨あるいは投資助言の提供を意図するものではありません。本
資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）が作成したものであり、ゴールドマン・サックスのグローバル・インベストメント・リサーチ部門（GIR）が発行したものではありません。本資料に記
載された見解は、GIR、その他ゴールドマン・サックスまたはその関連会社のいかなる部署・部門の見解と必ずしも同一であるとは限りません。本資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況に
よって予告なく変更することがあります。
指数値は実際の運用による結果ではありません。指数値は利子収入や配当金の再投資を考慮していますが、実際の投資において収益率を引き下げる報酬や費用等の控除は考慮されていません。指数に直接投資することはで
きません。
特定の期間について市場との比較を行うために、インデックス、ベンチマーク、その他各種評価基準に言及している場合は、あくまでも情報提供を目的とするものです。将来のポートフォリオの内容、運用成果等を示唆す
るものではありません。インデックスの構成は、必ずしもポートフォリオの構成を反映するものではありません。運用者が適切なリスクおよびリターン特性を反映したポートフォリオを構築する際、ポートフォリオ特性は
ベンチマーク特性と異なる場合があります。
新興国市場の有価証券は、流動性が低く、変動性が高い場合があり、為替の変動や政治的な不安定さなどを始めとする追加的なリスクがあります。
シミュレーションによるパフォーマンスは一定の仮定に基づいており、運用者の投資判断に影響を与える市場要因や経済要因は考慮されておりません。また、シミュレーションの結果は、市場の過去の結果を用いたモデル
を過去に遡及して得られたものです。シミュレーションの結果には、実際の運用収益を減少させる運用報酬や取引にかかわる費用、その他の費用を考慮していません。実際の運用成果等とは異なります。

利益相反
ゴールドマン・サックスおよびその関連会社を含むサービス提供者と代 替投資の間で、利益相反が生じる可能性があります。これらの業務および利益には、代替投資によって購入あるいは売却される証券や投資商品 につ
いて、取引上、経済上、助言上の利害関係が含まれます。代替投資 を行う際は、これらの点を十分に考慮の上ご判断ください。
本資料に記載したウェブサイト・リンクは情報提供を目的とするもので、 それらウェブサイトや関連する商品あるいはサービスを弊社が保証また は推奨するものではありません。弊社はそれらウェブサイトのコンテン ツ
にかかわる正確性や有効性に対して責任を負うものではありません。
本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、 写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは （Ⅱ）再配布することを禁じます。

© 2021 Goldman Sachs. All rights reserved. 257269-OTU-1497146
2021年9月14日作成、2021年10月25日本語版作成
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出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2021年7月31日現在。上記の例は、一定期間の各種資産クラス間の運用実績分散および分散の潜在的重要性を示すための例示のみを目的とするものです。分散は、特定の1つの資産
またはリスクに対するエクスポージャーを低減するように資本を配分するプロセスです。過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。分散投資は投資家を市場リスクから保護するものでも、利益を保証するものでもあり
ません。追記をご覧下さい。

各年の資産クラス別リターン
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