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本資料は、マクロ経済、金融市場、業界動向、その他広範な経済・市場環境について専門性を有
する読者を対象としています。詳細については、正式な財務アドバイザーにご相談ください。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。
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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的に推移すると考えています。

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 2021年11月30日現在。「27中央銀行」は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部が現在、調査の対象
としている合計37の中央銀行に含まれます。「米国FCI」は、ゴールドマン・サックス米国金融環境指数を意味します。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。

新型コロナウイルス（COVID-19） 労働力の供給 サプライチェーン 金融政策

85%
必要な免疫保有者率

61.8%
米国の労働参加率

3倍
処理時間

27
中央銀行

感染を大幅に減少させるのに
必要な免疫保有者率であるが、
多くの国・地域で達成は遠い。

ウイルスに対する懸念と早期退
職が労働力の供給に変化をもた
らし、過去数十年間でほぼ最低。

米国の主要港において、過去の
3倍の処理時間が必要に。

2022年に政策金利を引き上げる
と予想される中央銀行の数。

活動 企業の耐性 金融環境 消費者

88%
経済活動の再開

2～3%
グローバル・ハイ・イールド
社債のデフォルト率

1パーセンタイル

米国FCI（金融環境指数）

5兆米ドル
世界の過剰貯蓄

先進国における感染拡大前から
の回復度。

2021年、多くの企業の財務状況
は依然として健全。

過去最低に近い水準で、市場
環境は依然として良好。

強い購買力が継続する可能性。
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サプライ・チェンジ

2022年について、店舗の棚が空っぽのままになるとは予想しませ
んが、マクロ経済や市場の変動要因は大きく変わると考えています。
具体的には、金融政策、インフレ、リターン、アルファなどにおい
て、供給面（サプライ）のカギとなる要素が、新たなサイクルに突
入するなかで変化（チェンジ）していくと考えられます。当社の予
想は、以下のとおりです。

• 過去に例をみないほど緩和的な金融政策と大規模な財政政策に対
する依存が、特に米国において、今後の政策正常化をめざすうえ
での懸念となる。

• 住宅、労働、環境問題に関する供給の制約を背景にインフレ基調
が高まり、グローバリゼーションに起因した数十年に及ぶインフ
レの封じ込めがほころび始める。

• 金利の低下、企業業績の拡大、バリュエーションの拡大が促進し
てきた株式の相対的に高いリターンは、収益の伸びに合わせる形
で減速する。

• アルファの創出機会は、主要ファクターから技術革新や創造的破
壊がもたらす銘柄固有の要因に移る。

当社は、このような供給面における変化は、一時的に不均衡やボラ
ティリティをもたらす可能性があるものの、より健全で持続的な経
済拡大を実現するためには必須と考えています。

今回のMarket Know-Howでは、以下を中心に、投資家がそれらに
どのように対応すべきかについて取り上げます。

• 新型コロナウイルスの感染拡大後のトレンドや景気の循環的回復
に対する個別企業特有のアクセスを改善するために、ポートフォ
リオの投資対象地域を拡大すること。

• リターン源泉の多様化や、様々なボラティリティへの対応をめざ
し、非伝統的資産への投資を実行すること。

• 破壊的イノベーションがこれまで想定されていた企業の寿命を崩
壊させつつあることを認識した上で、積極的にポジショニングを
行い、機敏に行動すること。

• 広範な経済的・社会的移行局面における勝者となるために、資本
と環境両方のスチュワード（責任を持った管理人）として投資す
ること。

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。
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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11月30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。

マクロ
2022年は、世界経済が政策主導の回復からトレンドに基づく成長へと移り変わる、移行の年になると考え
ています。今年は、新型コロナウイルスの感染動向、インフレ指標、労働力の供給、サプライチェーンの
動向、金融政策、規制の強度、選挙サイクルなど、流動的な要因に特徴づけられる1年になるとみています。
各要因は、個別には対処可能と考えられますが、波乱の要因はこれまで同様多く存在します。

世界の経済成長
世界の経済成長はトレンドに向けて正常化し、インフレ
の波は2022年後半または2023年前半までに収まると予
想しています。しかし、インフレは、金融政策の正常化
や財政政策の削減を正当化するのに十分です。持続的イ
ンフレやサプライチェーンの混乱、成長の減速の中、中
央銀行の透明性は不可欠と考えられます。流動性が高い
銀行システム、民間部門の健全な財務状況、比較的限ら
れた金融リスクなど、他のマクロ基盤は確かに安定して
います。
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経済活動の再開
新型コロナウイルスの感染拡大を背景に不確実性が高
まった初期には、積極的な経済・社会的規制が実施され
ました。その中で、裁量的サービス・セクターは、ほぼ
全面的な店舗閉鎖やサービス停止によって深刻な影響を
受けました。その後、新型コロナウイルスの変異株が連
続的に発生したことによって、効果的な政策措置やワク
チン接種に対する理解が深まりました。世界的にワクチ
ン接種は進展しており、将来的にはそれほど積極的な政
策措置は求められないようになり、2022年には経済は
完全に再開すると当社は予想しています。

マクロ環境

インフレ
供給は制約される一方、需要は依然として強いため、イ
ンフレ懸念は過去数十年間で最高の水準まで高まってい
ます。価格の急上昇の多くは一時的な物流の問題による
ものと思われますが、供給不足がさらなる需要を喚起す
ることで、価格が上昇する短期的なリスクは残っていま
す。そのような原因の多くが2022年には解決するとみ
られるものの、住宅、賃金、そして気候変動による影響
は一過性のものとは考えられず、インフレ期待は引き続
き上昇すると考えられます。

上のセクションの注：出所：アワ・ワールド・イン・データ、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30日現在。図は人口で加重平均した米国および欧州の総合経済再開
指数を示しています。COVID-19の波は、世界のCOVID-19感染者数の底からピークの動きに基づいています。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 2021年11月30日現在（入手可能な最新データ）。
「YoY」は、前年比を意味します。「コアPCEインフレ」は、食品およびエネルギーを除く個人消費支出物価指数を意味します。2021年11月から2023年12月までは予想です。「スポーツ・レク自動車」は、スポーツおよびレクリエーション自動
車を意味します。「AV・情報機器」は、音響／映像および情報機器を意味します。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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金融政策
インフレ長期化の兆しは、明らかに中央銀行の政策を前
倒しさせています。米国では、テーパリング（量的緩和
の段階的縮小）が終了した後、2022年には3度の利上げ
が実施されると当社は予想しています。世界的には、各
中央銀行の政策はますます乖離が広がります。英国では、
インフレに直面し積極的な対応を図るのに対し、ユーロ
圏や日本では、より我慢強いアプローチをとると考えて
います。

マクロ環境

リスク
ファンダメンタルズ主導の投資機会に回帰する過程で、
金利、バリュエーション、業績、地政学など周知の要因
がリスクとなるでしょう。ただし、当社の見解では、以
下のとおり、新型コロナウイルスの蔓延から得た大きな
教訓が少なくとも3つあります。(1)リスクが右図のよう
なワードクラウドで特定できることはめったにないこと、
(2)相互依存が深まる世界において、従来は局地的と捉
えられた事象が、急速に世界に広がる可能性があること、
(3)戦略的な投資規律の堅持は戦術的な不確実性に勝る
こと。

上のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 期間：2000年～2024年（2021年12月～2024年12月は予測値）時点：2021年11月末現在 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。

上記は例示を目的とするものです。
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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 時点：2021年11月末現在。
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。追記をご覧ください。

市場
リスク資産の勢いは、回復2年目は強いという歴史的なパターンを踏襲しました。今後、リターンはファン
ダメンタルズをより色濃く反映したものとなり、一時的なボラティリティに脆弱性を突かれつつも、より
緩やかな上昇軌道を描くと予想します。金利と中央銀行の政策はグローバル株式に対する最大のリスクで
あり、インフレの動向がいずれにも大きく影響すると考えています。

資産クラスに関する見通し
当社は、クレジットよりも株式が優位と考え、その中でも
世界的によりイノベーションに傾けたポートフォリオが有
効だと考えます。また、堅調なファンダメンタルズがキャ
リーの優位性を支えるため、金利よりもクレジットにやや
期待します。また、金利は、引き続き有効なボラティリ
ティ・ヘッジである一方で、株式を引き続き支えるのに十
分緩やかなペースで上昇すると予想します。最後に、コモ
ディティについては強気の見通しを維持しており、特に卑
金属は脱炭素社会の実現や世界的なインフラ投資に対する
コミットメントから最も恩恵を受けると予想します。

上記は例示を目的とするものです。
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リターン、ボラティリティ、アルファ
経済成長の正常化、金利上昇、高水準の利益率、高止ま
りしたバリュエーションは、米国資産の期待リターンの
低下とボラティリティの上昇を示唆している可能性があ
ります。したがって、市場の二極化は縮まり、例えばグ
ロース株式対バリュー株式、米国株式対非米国株式、大
型株式対小型株式などのファクター・リターンの格差は
縮小すると考えられます。このような環境では、アル
ファの創出は、よりグローバル、より集中的、そしてよ
り銘柄固有主導のものになると当社は考えます。

市場

株式の寿命
市場は銘柄選択に適した環境に移行していると当社は考
えています。「私たちは常に市場で銘柄選択をしている
のではないのか」との指摘もありそうですが、そのとお
りです。しかし、その選択を間違えたときの代償はより
大きくなっています。破壊的な技術革新が加速し、
S&P500指数を構成する企業の平均寿命は1980年代の約
35年から現在は約20年まで短くなっています。デジタ
ル化から脱炭素社会に向けた創造的破壊に伴い、市場の
動きを傍観している企業は淘汰され、市場における勝者
の数は減っています。

上のセクションの注：出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 時点：2021年9月末現在の予測 米国株式：S&P500指数 米国債券：ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数（いずれも米ドルベース） 詳しくは19
ページの追記をご覧ください。上記は例示を目的とするものです。予測値は自社モデルにより導出したものであり、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。下のセクションの注：出所：スタンダード・アンド・プアー
ズ、イノサイト、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 期間：1980年～2020年 過去の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。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。
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社債
グローバル企業は、低金利、低水準のスプレッド、高い
流動性に特徴付けられる環境を積極的に利用し、資金調
達を進めています。投資適格企業およびハイ・イールド
企業の双方で負債金額は高水準にあるものの、健全なイ
ンタレスト・カバレッジ・レシオと限定的な借り換えリ
スクから、デフォルト率は再びサイクルでの最低水準に
近づいています。2022年、クレジット・スプレッドの
さらなる縮小は期待しにくいものの、持続的なキャリー
とロールダウン効果を下支えるファンダメンタルズは健
全です。

市場

コモディティ
コモディティ市場の価格ドライバーは、需要回復から供
給不足に移行しています。このように供給不足が価格を
左右するのは、世界的なサプライチェーンがひっ迫した
結果です。そして、サプライチェーンのひっ迫は通常時
はつながりのみられないシステム間のストレスを増幅さ
せます。天候、規制、在庫、貯蔵能力といった様々な要
素が現在、コモディティ市場と力強く結びついています。
コモディティ価格は2022年も高水準を保つものの、変
動性は高まるとみています。

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・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11月30日現在。図は米国および欧州のハイ・イールド債市場での債券の満期別割合
を示したものです。 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 2021年11月30日現在。上記は例示を目的とするものです。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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マクロおよび市場概況
見通しと対策マクロ

メガトレンド：
移行、変革、波及

米国以外の先進国株式：
確信度の高まり

新興国株式：
マクロとミクロの視点

ボラティリティ：
「ファット・アンド・フラット」相場を管理し活用

新興国債券：
より高いインカムを求めて多様化

気候リスク：
未来と争うな

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12月現在のものであり、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。

成長率は減速するも低成長の域ではなく、
インフレ率は鈍化するも確固であり、
政策の緩和度は低下するも依然支援的。

資本市場は依然として健全な環境だが、
アルファの創出機会はよりグローバル、
そして銘柄固有なものに。

市場環境
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見通し 対策

上の右セクションの注：2021年11月30日現在。図は1860～2019年において特定のテクノロジーを使用した米国世帯の割合を示しています。十分な過去データがないテクノロジーは除いています。上記は経済や市場等の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。 下の左セクションの注：「FAAMG」は、フェイスブック（現メタ・プラットフォームズ）、アマゾン、アップル、マイクロソフト、グーグル（現アルファベット）を意味します。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。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。上記は例示を目的とするものです。

移行、変革、波及（トランジション、トランス
フォーメーション、トランスミッション）
新たなイノベーションにより、経済の変革やテクノロジーの浸透は加速し
続けています。現在進行中のイノベーション革命においては、実質所得の
増加、情報アクセス範囲の拡大、グローバル化により、テクノロジーの浸
透にかかる時間は数十年からわずか5年に短縮されました。こうしたモメ
ンタムは加速を続けると想定されます。そのなかで、先行プレイヤーは市
場を破壊するだけでなく、革新的なコンテンツを作る新規プレイヤーのシ
ナジー効果を生み出すでしょう。こうした二者の関係はいずれ、成熟した
産業およびビジネス・モデルを再構築する革新的な第2波をもたらすかも
しれません。

メガトレンド

イノベーションによる業界再編
情報技術、ヘルスケア、消費者向けセクターは、こうしたテクノロジーの
普及から最も大きな恩恵を受けます。情報技術の分野では、テクノロジー
がFAAMG以外にも拡大し、より小規模の企業や非テクノロジー企業が市
場の覇権を争う展開になると想定されます。また、テクノロジーの進化に
よって専門家へのアクセスやサービスの利用がオンラインに移行すること
で、ヘルスケアの利用は拡大すると見込まれます。そして、テクノロジー
の拡大を背景としたシェアリング・エコノミーの浸透、および個人が直接
収益化する「クリエイター経済」の成長によって、物理的／デジタル両面
での消費者主義が促進されると見込んでいます。イノベーションに傾倒す
ることは直感的でもありますが、その浸透スピードの加速と深さによって、
グローバルで様々な素晴らしい可能性が生まれるでしょう。

テクノロジーの浸透と破壊の加速度的なペース

出所：コミン、ホービン等、アワ・ワールド・イン・データ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

新たなイノベーション

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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見通し 対策

米国外の先進国株式の魅力も向上
先進国株式については、構造的およびファンダメンタルズ面での改善が追
い風になると考えます。日本と欧州は、バリュエーションが依然として米
国対比割安である一方、より安定的・高成長セクターの構成比率が高まっ
ているため、将来的な上昇が見込めると考えます。また業績面でも、米国
企業の独り勝ちは見られにくくなるでしょう。2022年だけで、TOPIXと
STOXX欧州600指数の1株当たり純利益（EPS）成長率はそれぞれ7%、
6%と予想されており、S&P500指数の8%に追いつきつつあります。こう
した業績改善の勢いが続くことで、バリュエーションの拡大が実現しなく
とも、魅力的なリターンが得られると考えます。米国外の先進国の魅力が
向上し、市場を主導する銘柄はグローバルに広がると考えます。

指数も変化した

割安なバリュエーション

出所：ファクトセット、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

EPS成長率格差が縮小

上の右セクションの注：2021年11月30日現在。「セクター調整済み24ヵ月予想PER」は、セクター構成を調整するためにグローバル株式ウェイトを使用する24ヵ月予想株価収益率（PER）を意味します。日本：TOPIX（東証株価指数）、欧
州：STOXX欧州600指数、米国：S&P500指数 下の左セクションの注：2007年：2007年12月31日現在のデータ、2021年：2021年11月30日現在のデータ。記載のセクターは産業分類ベンチマーク（ICB）に基づいており、グロース・スタ
イル・セクターおよびバリュー・スタイル・セクターの変化を示すために選ばれたものです。ICBのすべてのセクターが示されているわけではありません。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。「その後の新しいサイクル開始後の4
年間」は、その算出においては2022年および2023年のブルームバーグ・コンセンサス予想を使用しています。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。

米国以外の先進国株式

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
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見通し 対策

マクロとミクロの視点
当社の見通しでは、世界的に景気が回復する中で新興国は有利なポジショ
ンにあります。マクロの面では、先進国の国内総生産（GDP）はトレンド
に回帰するため、新興国と先進国の成長格差は加速すると考えられます。
米国の金利が上昇し、米ドルが下落する可能性がありますが、それらの要
因は過去新興国株式にとって追い風でした。ベータ以上に、アルファを創
出する機会も豊富です。過去10年のうち7年間、世界で最高のパフォーマ
ンスを見せた企業の大半は新興国に存在していました。それらの株式を特
定することができた優秀なアクティブ・マネジャーは大差でアウトパ
フォームしましたが、最下位四分位のマネジャーはわずかなアンダーパ
フォームに留まりました。当社では、新興国に長期的かつボトムアップで
投資することが適切と考えています。

市場を支えるマクロの追い風

新興国にはベスト・パフォーミング企業が多数

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

アクティブ・マネジャーには大きな上昇可能性

上の右セクションの注：2021年11月30日現在。下の左セクションの注：2000年1月から2021年11月までの月次トータル・リターンを使用しています。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。図はモーニングスター「米国ファンド・
ダイバーシファイド・エマージング・マーケッツ」カテゴリー内のアクティブおよびパッシブ・ファンドのパフォーマンスを算出しています。「アクティブ」ファンドは、インデックス・ファンド、エンハンスト・インデックス・ファンド、戦
略的ベータ・ファンド以外のものです。「パッシブ」ファンドは、インデックス・ファンドです。四分位リターンは、特定の月のすべての既存ファンドに基づいて算出されています。モーニングスターは、ファンドのパフォーマンスをより明確
に見せることを優先しており、販売手数料（先取手数料、繰延ロード・償還手数料）についてトータル・リターンを調整していません。トータル・リターンは、運用報酬、事務管理手数料、12b-1手数料（米国の販社向け信託報酬）、その他
ファンド資産から引き出された費用を考慮したものです。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。

新興国株式

出所：モーニングスター、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント出所：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
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見通し 対策

「ファット・アンド・フラット」相場
財政支援の後退、経済成長の正常化、金利の上昇、高水準のバリュエー
ションのため、「長期的な強気」相場は、長期的にリターンの低下とボラ
ティリティの上昇を特徴とする「ファット・アンド・フラット」相場に変
わる可能性があります。しかし、このような市場環境でも投資を継続する
ことを当社は推奨しています。過去のデータを見ると、「ファット・アン
ド・フラット」相場では13ヵ月ごとに5～10%の下落が発生しますが、投
資家は6ヵ月以内に下落分の100%以上を取り戻していることがわかりま
す。投資家は、ポートフォリオをインカム志向、オルタナティブ戦略、ア
クティブ運用などに向けることで、ボラティリティの上昇に対処すること
ができると考えています。

不安定な推移

不安定な相場を乗り切る

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

管理し活用する

上の右セクションの注：2021年11月30日現在。「ファット・アンド・フラット」相場は、大規模な景気循環的転換による総リターンが低い期間を意味し、1929年10月から1942年3月、1969年1月から1982年8月、2000年8月から2009年3
月までの3つの期間があります。「下落」は、特定の期間におけるピークから底までの下落を示します。「ファット・アンド・フラット」相場における下落は、日次1年移動平均に基づきます。下落の戻り分中央値（%）は、株式が底を打った後
の3ヵ月、6ヵ月、12ヵ月、24ヵ月に基づいて算出されています。下の左セクションの注：2021年11月30日現在。図は1929年10月からのS&P500指数の対数スケール（1を基準）を示しています。「長期上昇相場」は、指数価格が上昇傾向の
期間を意味します。「年率換算標準偏差」は、年率換算された標準偏差を意味します。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。上記は例示を目的とするものです。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。

ボラティリティ

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント出所：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
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見通し 対策

より高いインカムを求めて多様化
今後10年間、伝統的な「60/40ポートフォリオ」のパフォーマンスは過去
10年間と比べてほぼ半分（9.2%から5.0%）になると予想しており、次
の景気サイクルではリターンの確保が困難になる可能性があります。した
がって、当社はより投資妙味の高い資産に注目をしています。「ファッ
ト・アンド・フラット」相場では、価格の上昇余地が乏しいことから、一
部のより高いインカム戦略がポートフォリオのリターンを安定させる可能
性があります。現在、新興国の名目および実質金利が先進国に比べて魅力
的であることを踏まえると、新興国債券に対する投資は有効な対策になる
可能性があります。また、新興国債券は、その健全なファンダメンタルズ
（例えば経常収支の改善や企業収益の拡大）のため、これまでよりも米国
利回りの上昇に対する脆弱性が低下しています。

伝統的な60/40ポートフォリオは再考する必要がある

新興国債券は先進国債券よりも高い利回りを提供

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

経常赤字の縮小はファンダメンタルズの改善を反映

下の左セクションの注：2021年9月30日現在。19ページの追記をご覧ください。予想リターンは、統計モデルから導き出された資産クラスの仮定的平均リターンの推定値です。それらのリターンが達成される保証はありません。実際のリ
ターンはおそらく異なるものとなります。通貨は米ドルです。「グローバル株式」は、MSCIワールド指数、「グローバル総合債券」はブルームバーグ・グローバル総合指数を意味します。上記は例示を目的とするものです。上の右セクショ
ンの注：2021年11月30日現在。記載された各資産クラスは、「新興国IG」を除き、それぞれ対応するブルームバーグ・トータル・リターン指数（詳細については、「用語集」をご参照ください）によります。「新興国IG」は、投資適格未満
の債券発行体を除外したブルームバーグ米ドル建て新興国総合社債指数によります。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。図はブラジル、インド、インドネシア、トルコ、南アフリカから成るフラジャイル・ファイブの平均経常収
支（米ドル建ての対GDP比）を示しています。2021年から2025年の値は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部の予想です。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。

新興国債券

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
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見通し 対策

未来と争うな
海面上昇や気候の悪化などをはじめとした気候変動の物理的な影響に加え、
政府の気候変動対策やテクノロジー、消費者の志向の変化を通じた脱炭素
経済への移行には、経済的な影響を伴う金融・政策リスクが生じる可能性
があります。全体では、2050年までにカーボン・ニュートラルを達成す
るためのグリーン・インフラへのグローバル投資機会だけで56兆ドルに上
ると当社は推定しています。気候リスクは投資するにあたってのリスクで
あると同時に投資の機会です。政府や経済がカーボン・ニュートラルを達
成する期限は迫ってきているため、投資家は今、ポートフォリオを調整す
ることを検討する必要があると当社は考えています。

損失の大きい気象災害

インフラへの投資

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

資産クラスごとの投資機会

上の左セクションの注：グリーン・インフラは脱炭素を可能にする技術・システムを意味します。上の右セクションの注：2021年11月30日現在。図は2050年までにカーボン・ニュートラルを達成し、地球の気温上昇を1.5度に制限するシナリ
オについてのゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部による推定に基づいています。19ページの追記をご参照ください。下の左セクションの注：2021年11月30日現在（利用できる最新データ）。図はインフレの影響を調整した実質
ベースで示されています。気象関連の災害から生じた世界の損失増加額は、直近のデータおよびデータの最初5年間の平均に基づいて算出されています。下の右セクションの注：2021年11月30日現在。上記は例示を目的とするものです。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。

気候リスク

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント出所：ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部、ミュンヘンRE、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
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。
ストックス欧州600指数は、欧州連合（EU）18ヵ国の公開企業
600社についてパフォーマンスを測定します。
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。
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。
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。
S&P500株価指数は、500銘柄で構成されるスタンダード・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。
東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第1部上場のすべての
国内普通株式に基づいて算出される浮動株調整後時価総額加重指数
です。

債券
ブルームバーグ・ハードカレンシー建て新興国ソブリン債総合指数
は、新興国のソブリン発行体の米ドル、ユーロ、英ポンド建て債券
を含む、ハードカレンシー建て新興国債券のベンチマークです。
ブルームバーグ新興国ハイ・イールド・トータル・リターン指数は、
新興国ハイ・イールド債券市場のパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ現地通貨建て新興国政府債10%カントリー・
キャップ指数は、カントリー・ウェイトの上限を10%とする新興国
（EM）現地通貨建て債券市場のパフォーマンスを測定します。
ブルームバーグ米ドル建て新興国総合社債指数は、新興国の企業発
行体によって発行された米ドル建て固定および変動金利債券を含み
ます。
ブルームバーグ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・ユーロ建て総合社債指数は、ユーロ建て総合指数
の社債部分のパフォーマンスを測定します。同指数は、ユーロ建て
投資適格固定金利証券を含みます。
ブルームバーグ・ユーロ建て政府債指数は、ユーロ建て総合指数の
うち政府または政府所有組織によって発行された部分のパフォーマ
ンスを測定します。
ブルームバーグ・ユーロ建てハイ・イールド指数は、ユーロ建て非
投資適格固定金利債市場のパフォーマンスを測定します。同指数に
含まれるか否かは、発行体の所在地ではなく、銘柄の通貨に基づき
ます。同指数は、新興国債券を除きます。
ブルームバーグ・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、証券化固定
金利債券を含む、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・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。
ブルームバーグ地方債指数は、米ドル建て長期免税債市場を対象と
し、州・地方の一般財源保証債、特定財源債、支払保証付債、事前
償還債を含みます。
ブルームバーグ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。
ブルームバーグ米国社債指数は、課税対象投資適格固定金利社債市
場のパフォーマンスを測定します。同指数は、米国・非米国の産業、
公益、金融発行体によって公開で発行された米ドル建て証券を含み
ます。
ブルームバーグ米国ハイ・イールド社債指数は、米ドル建てハイ・
イールド固定金利社債市場のパフォーマンスを測定します。証券は、
ムーディーズ、フィッチ、S&Pの中間の格付けがBa1/BB+/BB+以
下の場合、ハイ・イールドに分類されます。新興国カントリーリス
ク（ブルームバーグの新興国についての定義に基づきます）がある
発行体の債券は、除外されます。
ブルームバーグ米国債指数は、米国財務省によって額面で発行され
た米ドル建て固定金利債券のパフォーマンスを測定します。短期米
国債は、満期の制約のために除外されていますが、別の短期米国債
指数の一部です。ストリップス債は、二重計上になるので、同指数
から除外されています。
ブルームバーグ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。
経常収支は、ある国の財貨・サービスの輸出入、海外投資家への支
払い、移転を表します。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、一定の期間の投資に関して発生・実現した利益を意味し
ます。
ボラティリティは、金融商品の価格変動についての指標です。

用語集



18ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW: サプライ・チェンジ

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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8ページの上、右セクションの注：記載されている過去のリターンおよびリスク（2011～2020年）は、
それぞれの資産配分および代表的指数のパフォーマンスに基づいています。リターンはグロス・ベース
であり、リターンを引き下げる投資助言報酬の控除を反映していません。リターンはそれぞれの指数に
基づくものであり、ゴールドマン・サックスのいかなる商品のパフォーマンスも表していません。非運
用指数に投資することはできません。記載された将来のリスクおよびリターンの数値は、ゴールドマ
ン・サックス・マルチアセット・ソリューションズ・グループ（MAS）による2021年9月30日現在の戦
略的仮定を反映しています。戦略的長期仮定には、将来のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある
将来の経済・市場要因に関する高水準の不確実性があります。それらは可能性がある幅広いリターンに
ついての仮定の表示です。

15ページの下、左セクションの注：記載された過去のリターンおよびリスクは、2011年10月から2021
年9月までのものです。リターンはグロス・ベースであり、リターンを引き下げる投資助言報酬の控除を
反映していません。リターンはそれぞれの指数に基づくものであり、ゴールドマン・サックスのいかな
る商品のパフォーマンスも表していません。非運用指数に投資することはできません。本資料に記載さ
れた将来のリスクおよびリターンの数値は、ゴールドマン・サックス・マルチアセット・ソリューショ
ンズ・グループ（MAS）による2021年9月30日現在の戦略的仮定を反映しています。戦略的長期仮定に
は、将来のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある将来の経済・市場要因に関する高水準の不確実
性があります。それらは可能性がある幅広いリターンについての仮定の表示です。

戦略的長期仮定

アルファおよびトラッキングエラーに関する仮定は、パフォーマンスが平均を上回るアクティブ・マ
ネージャーについてのマルチアセット・ソリューションズ・グループ（MAS）による推定値を反映して
おり、アクティブ運用の結果に関する過去の研究に基づいています。予想リターンは、統計モデルから
導き出された経済的資産クラスの仮定的平均リターンの推定値です。それらのリターンが達成される保
証はありません。実際のリターンはおそらく異なるものとなります。戦略的仮定に関するデータは、情
報提供を目的としてMASによって生成されています。当該データは推定されたものであり、多くの仮定
に基づいているため、重要な修正をされることがあり、基礎となる仮定の変化に伴って大幅に変更され
ることがあります。MASは、それらを更新または変更するいかなる義務も負いません。記載された戦略
的長期仮定は、主に独自のモデルに基づくものであり、将来のリターンに関していかなる保証も提供し
ません。それらは、当社がどのようにポートフォリオを運用するか、または資金をどのように資産クラ
スに配分するかを代表するものではありません。予想リターン・ポートフォリオは、仮定の平均的資産
クラスのパフォーマンスについて推定値を導き出すために統計手法および一連の固定された仮定を適用
します。道理をわきまえた人が適切な統計ポートフォリオおよび仮定について同意しない可能性があり
ます。仮定はコンセンサス予測ではないため、または当該ポートフォリオが現在の経済・市場環境を反
映するために更新されない可能性があるため、当該ポートフォリオには限界があります。当該ポート
フォリオは、投資アカウントの将来の実際のパフォーマンスを予測するために依拠することはできませ
ん。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、当該データを更新または変更するいかなる
義務も負いません。

16ページの上、右セクションの注：「発電」は、石炭、石油、天然ガス、原子力、従来の水力、陸上・
洋上風力、太陽PV（太陽光）、バイオマス、地熱など、各種のエネルギー資源を意味します。「運輸」
は、電気自動車（EV）および燃料電池電気自動車（FCEV）の充電ステーション、ならびにバイオ燃料
精製所を含みます。「産業」は、鉄、セメント、化学製品、アルミニウム、食品・タバコ、廃棄物処理
管理など、温室効果ガス排出の各種発生元を意味します。「建物」は、建物の改良または改装、および
水素パイプラインの建設を含みます。「水素プラント」は、ブルー水素およびグリーン水素生産への投

資を含みます。「その他」は、直接二酸化炭素回収・貯留（DACCS）などの二酸化炭素の回収・貯留技
術や、自然の吸収源を意味します。

21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。

追記
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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12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。
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。
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。
ESG(環境(Environmental) 社会(Social) ガバナンス(Governance))戦略では、他の戦略や一般的なベンチマークに含まれているリスクを除外、又はリスクを許容することがあり、その結果パフォーマンスがそれ
らと乖離する可能性があります。また、ESG戦略は、その投資対象の資産クラスのリスクに晒されており、投資対象とする特定の市場やセクターにおいて、想定通りに需要が拡大せず、又は想定より緩やかに需要
が高まる展開となる可能性があります。

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。
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2021年12月作成、2022年1月日本語版作成
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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12月末現在。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。
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