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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、投資助言ではなく、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。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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マクロおよび市場概況
見通しと対策マクロ

市場

インフレ要因、金融政策、経済成長が
異なり国・地域間で格差が存在

市場ボラティリティの高まりが、
資産クラス内外をまたぐ投資機会を創出

地政学：
ショックは一時的

バリュエーション：
高いが、割高ではない

金利：
課題と解決策

インフレ：
沈静化の時

アルファ：
IDEAsの概念

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。「アルファ」はベンチマークを上回るリターンを意味します。「IDEAs」は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部が開発した、パンデミック後の市場サイクルにおいて価
値を創造し、成長する企業を特定するための枠組みです。同枠組みには、イノベーター、ディスラプター、イネーブラー、アダプターという、4つのカテゴリーがあります。定義については、追記に記載されています。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。また、投資の助言ではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。これらの予想は、特定の顧客の具体的な投
資目的、制約、税務、財務の状況またはニーズを考慮していません。実際のデータは異なるものとなる可能性があり、本資料に反映されないことがあります。これらの予想には、実際のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある高水準の不確
実性があります。したがって、これらの予想は、あり得る広範な結果を代表するものに過ぎないと考える必要があります。これらの予想は仮定に基づいて推定されており、将来大幅に修正される場合があり、経済や市場の環境が変化することで
大きく変更される可能性があります。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、これらの予想を更新または修正する義務を負いません。追記をご覧ください。
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キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン

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、投資助言ではなく、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。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。追記をご覧ください。

現在、中央銀行による金融政策とインフレが過去数十年間見られな
かった2つの主役となっています。多くの予想外の出来事がありま
したが、労働市場のひっ迫、サプライチェーンの変化、地政学的な
緊張もあり、インフレが現在、最注目のテーマになっています。米
国では、FRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇圧力を抑えるた
めに金融政策の引き締めに乗り出しています。他の国・地域の主要
中央銀行も、インフレを「キャッチ」する準備をしていますが、そ
の政策は米国とは異なる道筋を辿ろうとしています。

「正常」への回帰は、継続的な市場ボラティリティを招くだけでは
なく、特に2022年前半にバリュエーションが低下したことから、
投資の機会を拡大する可能性があると考えています。市場は現在、
長期投資を行う投資家に対してより魅力的な価値を提供しています。

今回のMarket Know-Howでは、以下を中心に、投資家が経済の正
常化をどのように乗り切ることができるかについて取り上げます。

• 旅程ではなく、目的地に目を向けること。まだ不確実性が続く可
能性はあるものの、ファンダメンタルズの強さがさまざまな市場
での投資機会を提供。

• 創造的破壊の加速に向けたポジショニングが必要。アルファは、
個別銘柄や厳選投資、グローバルなポートフォリオで発掘するこ
とが可能。

• 不規則なボラティリティを乗り切るためにインカムをより重視す
ること。

• 独自のリターン源泉を活用し、集中リスクを削減するために、オ
ルタナティブ投資にポートフォリオを分散すること。
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マクロ

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 2022年5月31日現在。「実質GDP」はインフレ調整後の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。

新型コロナウイルス、地政学リスク、供給の変化および金融政策が各国・地域へ与える影響は異なるため、
グローバル経済は2022年後半、経済環境の格差が拡大していくと考えています。ただし、高水準のインフ
レが引き続きマクロ環境全体を左右する鍵となります。各国・地域はインフレをコントロールすることを
優先させると予想しますが、成長の持続にどれだけ成功するかはおそらく地域によって異なるでしょう。

世界の経済成長
インフレが高止まりする環境下で、成長に関しては下振
れリスクの方が大きいと考えています。しかし、成長の
減速は、先進国と新興国両方のより持続可能な経済拡大
への動きを反映していると考えています。世界を不確実
性が覆う中では、流動性のある銀行システム、民間セク
ターの健全な財務、強い消費者需要、限定的な財政不均
衡が、安定的な経済の源泉となります。
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マクロ

2022年6月現在。出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。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。また、投資の助言ではありません。「ソフトランディング」は、リセッショ
ンに至らない金融政策引き締めサイクルを意味します。「スタグフレーション」は、高いインフレ、低い経済成長、高い失業率から成る経済環境を意味します。

米国
広範なインフレと急激な金融引き締
めはリスクとなりますが、民間セク
ターは健全でFRBはソフトランディ
ングを達成できる可能性があります

欧州
ロシア・ウクライナ問題によるエネ
ルギー価格の上昇や貿易の減少のた
め、スタグフレーションのリスクと
エネルギー安全保障への関心が高
まっています

日本
低成長と低インフレが続く可能
性があり、円の下落による日本
銀行の介入に注目が集まってい
ます

中国
ゼロ・コロナ政策は成長を
減速させるかもしれません
が、緩和的な財政・金融政
策が影響を軽減する可能性
があります新興国

新型コロナウイルスの感染拡大、コモディ
ティ貿易への依存、食料価格の上昇、政治リ
スクが、景気回復における地域間格差をもた
らす要因となります
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インフレ
先進国のインフレは、より持続的で広範なものになって
いますが、価格上昇圧力の要因は地域によって異なりま
す。米国では、耐久消費財の需要は緩和しており、サー
ビスが物価を押し上げると予想します。実際、供給が制
約されている財のインフレ率は、年末までにゼロになる
まで落ち着く可能性があります。一方、ロシア・ウクラ
イナ問題による供給リスクは続くため、エネルギー価格
が引き続きユーロ圏の高いインフレ率の要因になると考
えています。

マクロ

金融政策
多くの中央銀行が金融政策引き締めを視野に入れていま
すが、そのペースは地域ごとのインフレ率と経済成長に
よって決まります。FRB（米連邦準備制度理事会）
は引き続き利上げ、それにバランスシート縮小をリード
していくと考えています。ECB（欧州中央銀行）も今年、
複数回利上げする可能性があります。一方、中国人民銀
行は新型コロナウイルス感染拡大による混乱の中、成長
を支えるために緩和的な政策を継続すると考えています。
ただし、利下げの大部分は既に実施済みであるとみてい
ます。

上のセクションの注：ヘイバー・アナリティクス、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 米国、英国、ユーロ圏について2022年2月から4月までの年間インフレ寄与度の平均を示しています。
下のセクションの注：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 2022年5月31日現在。「ターミナル政策金利」は、中央銀行の金融政策に関する姿勢が緩和的でも引き締め的でも
ない理論的な政策金利です。「Net APP」は欧州中央銀行によるネットベースの資産購入プログラムを意味します。「ハードランディング」は、リセッションに至る中央銀行による金融政策引き締めサイクルを意味します。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。追記をご覧ください。
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リセッション（景気後退）
地政学的な不確実性、財政効果の剥落、積極的な金融政
策引き締めが、世界的な景気減速につながっています。
リセッションに陥る可能性は確かに高まっていますが、
まだその確率は比較的低い状態です。重要なのは、過去
数十年間において金融政策が単独でリセッションの原因
になったことはないということです。現在の米国の民間
セクター（家計、企業、銀行）の力強さは、FRBがソフ
ト・ランディングに成功する可能性が以前よりも高いこ
とを意味します。たとえリセッションに陥ったとしても、
軽度なものになると当社は予想しています。

マクロ

選挙
米国の中間選挙の結果がどうなるかは不透明ですが、市
場への直接的な影響はおそらく大きくないと考えていま
す。過去、中間選挙では野党が善戦してきました。足元
の世論調査やマクロ環境を考えると、このトレンドが続
く可能性があります。選挙の結果に関係なく、政党内お
よび政党間の二極分化が進んでいるため、多数派が獲得
する議席差は比較的小さいものとなり、重要な法案が成
立する可能性は制限されると予想します。実際に、民主
党と共和党のイデオロギーが重なる部分は過去数十年間
で無くなっており、法案成立のハードルはさらに上がっ
ています。
上のセクションの注：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 2022年5月31日現在。上記は例示を目的とするものです。図の網掛け部分は過去のリセッションに寄与した重要な
要因を示しています。「ソフトランディング」は、中央銀行によるリセッションに至らない金融政策引き締めサイクルを意味します。下のセクションの注：VoteView、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2022年5月31日現在。
図は、第96回および第117回議会（現在）のすべての民主党および共和党議員について過去の投票歴に基づいてVoteViewが算出したイデオロギー・スコアを示しています。スコア-1は、よりリベラルなイデオロギーを示しています。スコア1
は、より保守的なイデオロギーを示しています。上記は例示を目的とするものです。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。追記をご覧ください。
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市場

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。2022年3月31日現在。「グローバル株式」はMSCIオール・カントリー・ワールド指数、「グローバル社債」はブルームバーグ・グローバル総合社債指数、「グローバル金利」は
FTSEワールド国債指数を使用しています。「マルチストラテジー・リキッド・オルタナティブ」は、イベント・ドリブン、レラティブ・バリュー、株式ロング・ショート、およびタクティカル・トレーディングのヘッジファンドを組み合わせ
たものです。それぞれ米ドル建てです。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。経済、市場等に関する予測は資料作成時点でゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによって作成されたものであり、情報提供を目的とするものです。それらは独自のモデルに基づいており、予測値の達
成を保証するものではありません。追記をご覧ください。上記は例示を目的とするものです。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。

今回の市場サイクルの開始時点でマクロ要因は前回のものと異なっており、おそらく長期的にリターンは
落ち着き、ボラティリティが上昇することが示唆されています。具体的には、金利の上昇と強いファンダ
メンタルズは、ベータ主導のリターンの源泉が既に資産価格に内包されていることを示している可能性が
あります。このような環境において、ボラティリティが資産クラス内や資産クラスをまたいで、また伝統
的な金融市場にとどまらない投資の機会をもたらすと考えています。

資産クラスの見通し
今回のサイクルでは、おそらくインフレ率はより高く、
地域間格差はより大きく、賃金はより高く、政府の介入
はより多くなると見込んでいます。エネルギーへの依存
など、重要な問題が新たに生じているほか、当社は現在、
ファクター間の大きな差異がなくなり、個別要因やアル
ファの機会が増えると予想しています。金利上昇のため、
伝統的な資産はおそらく前回のサイクルよりもリターン
が低下するでしょう。したがって、リターン創出の可能
性を高め、投資を安定させるためにオルタナティブへの
エクスポージャーを増やす価値があると考えています。
短期的には、高いインフレ率と経済成長が減速する中で
もバランスシートの健全さが維持できると予想している
実物資産への戦術的配分を志向しています。



9ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW: キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン

市場

概況

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 2022年5月31日現在。「TINA」は、株式を優先することを示す文句である「選択の余地がない（there is no alternative）」を意
味します。「デュレーション」は金利感応度を意味します。「キャリー」は債券利回りと借入コストの差を意味します。「ロールダウン」は、満期までの残存期間が減少することで債券の価格が上昇するときに得られる増加リターンを意味しま
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。追記をご覧ください。

株式
金融環境の引き締まりと実質利回りの上昇を背景にTINAの勢いが失わ
れる中、経済成長とインフレのバランスが改善するまで株式市場のボ
ラティリティは継続すると考えらます。株式のバリュエーションは大
きく低下していますが、収益と利益率いずれも底堅く推移しているこ
とから、株式のリスク・リワードは改善していると考えられます。当
社は、よりバリュエーションが低くデュレーションの短い米国外の株
式を選好します。

金利
世界各国の利回りは、各国の中央銀行の政策に応じて異なるペースで
上昇を続けると考えられます。米国短期債は、デュレーション対比で
良好なリターンが期待でき、FRBによるさらなる利上げの影響を吸収
できる強力なインカムを提供すると考えます。想定投資期間に対して
デュレーションを短く設定している投資家は、キャリー・ロールダウ
ンによるリターンの改善が期待できます。

通貨
インフレ動向、金融政策、新型コロナウイルスの地域ごとの状況が、
今後も為替の動向を左右する可能性があります。米ドルは、安全資産
としての地位やFRBの積極的な利上げを背景に短期的には上昇すると
見込まれますが、世界的な脱米ドル化の流れと高水準のバリュエー
ションから、長期的には下落する可能性があります。一方、ユーロは、
ロシア・ウクライナ問題の波及効果が懸念されるものの、財政支出や
欧州統合によって支えられています。

クレジット
経済成長やインフレ懸念が信用スプレッドを拡大させる可能性があり
ますが、最近の金利上昇により、今後のデュレーション・リスクは抑
制されていると考えます。格付けを問わず、発行体のバランスシート
は健全であり、予想デフォルト率も低水準にとどまっているため、信
用力の大幅な悪化は避けられると考えられます。ハイ・イールド社債
については、エネルギー・セクターからの大量発行が見られ、コモ
ディティ価格が高止まりする中でキャッシュフローが改善しているこ
とが示唆されています。

実物資産
構造的な追い風は今後もおそらく実物資産を上昇させるとみています。
欧州で経済の再開が続いているためコモディティの需要は支えられ、
ロシア・ウクライナ問題の波及が供給を制約することで、価格は高止
まりする可能性があります。世界的な景気減速は重大なリスクですが、
ファンダメンタルズがマクロ環境の悪化を相殺することができると期
待しています。同様に、不動産とインフラは、物価上昇を価格転嫁す
ることで利益を得ることができ、成長・資金調達環境がより困難にな
る中で収入や利益を維持できる可能性が高まっています。
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株式
投資家は多くのリスクに直面していますが、中でも実質金
利の上昇と経済成長の減速が最も懸念されています。しか
し、このような環境でも1975年以降のS&P500指数の
12ヵ月平均リターンは8%であり、投資家は過去を振り返
ることで過度な不安感を後退させることができると考えら
れます。当社の考えでは、投資家は、忍耐強い投資行動に
より今日のボラティリティの高い局面を乗り切ることがで
きます。高い利益率、比較的安定した成長率、健全なバラ
ンスシートをもつ世界中の企業が、リスクに耐性があると
考えられます。

市場

金利
米国債の利回りは過去数十年間で最も速いペースで上昇
しており、2年債と10年債の利回りは年初に逆転しまし
た。タカ派的な金融政策が市場に織り込まれたことで、
利上げによる悪影響は限定的となる可能性があります。
こうした中、短期債はさらなる利上げの可能性に対する
ヘッジ手段として魅力的であると考えています。短期債
は高い利回りと限定的なデュレーション・リスクから、
利回りがさらに上昇してもトータル・リターンはプラス
を維持する可能性があります。長期債に関しては、利回
りが緩やかに上昇する可能性があると考えています。

上のセクションの注：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23日現在。表は異なる成長および金利環境でのS&P500指数の12ヵ月平均リターンを示しています。実
質GDP成長率は米国経済活動指数で測定されています。米国10年債実質利回りは、1997年から2021年までの過去データに基づいています。1975年から1996年のデータはゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部によるものです。実
質GDPが減速しているものの成長している且つ、米国10年債実質利回りが上昇している期間の平均リターンは、現在の環境を反映しており、強調のために太い枠で囲まれています。下のセクションの注：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 2022年5月31日現在。グラフは、2022年5月31日時点の2、3、5、10、30年米国債利回りを示しています。追記に記載されている想定ブレークイーブン利回りの定義をご覧ください。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。「タカ派」は、より緩和的でない金融政策を意味します。「デュレーション・リスク」は、債券価格の金利変化に対する感応度を意味します。上記は例示を目的とするものです。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。追記をご覧ください。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。
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クレジット
固定利付債に対する投資家の需要が後退したことなどか
ら、クレジットのスプレッドは年初から拡大しました。
一方、今後も強固なバランスシートと豊富な流動性が継
続することで、低水準のデフォルト率が維持されると考
えています。実際、パンデミックのピーク時に企業は有
利な条件で資金調達しており、米国ハイ・イールド社債
のうち2022年あるいは2023年に満期を迎えるのは4%
のみです。マクロ環境が悪化した場合には、資本構成上
の弁済順位の低い債務に対して慎重になるべきと考えま
す。

市場

コモディティ
コモディティは過去10年間の大半で、他リスク資産をア
ンダーパフォームしていましたが、現在は堅調に推移して
おり、投資家はこの状態が継続するのか懐疑的な見方をし
ています。足元、スポット価格の上昇で既に高いリターン
が生じていますが、さらなるリターン獲得の余地はあると
考えています。多くのコモディティ市場は現在、バック
ワーデーション（逆ざや）の状態であり、過去に例を見な
いほどコモディティ需給がひっ迫する中で、投資家はロー
ル・リターン（限月をロールオーバーする際に限月間の価
格差から生じるリターン）から利益を得ることができます。
継続する需給のひっ迫が、来年にかけてコモディティのリ
ターンを支えると予想します。
上のセクションの注：ムーディーズ、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12月31日現在。「格上げ／格下げ比率」は、ハイ・イールドから投資適格に格上げされた企
業の数を投資適格からハイ・イールドに格下げされた企業の数で除した比率です。「純有利子負債／EBITDA倍率」は、純有利子負債を利払前・税引前・償却前利益で除した倍率を意味します。下のセクションの注：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 2022年5月31日現在。図は、ブルームバーグ・コモディティ指数および指数の一部構成要素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12ヵ
月予想を示しています。「ソフト・コモディティ」は、砂糖、コーヒー、綿花、ココアなど、採掘されるのではなく、栽培・飼育されるコモディティを意味します。追記に記載されているリターンの定義をご覧ください。「バックワーデーショ
ン」は、原資産のスポット価格が先物価格を上回る市場の状態を表します。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。追記をご覧ください。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。
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見通し 対策

地政学

下の左セクションの注：2022年6月1日現在。1900年から2019年の平均指数値を100としています。上の右セクションの注：2022年5月31日現在。「米国株式」はS&P500指数、「欧州株式」はSTOXX600指数、新興国株式はMSCIエマージ
ング指数を意味します。「最大下落幅」は、各イベント開始以降最大の株式下落幅を意味します。「政治的」イベントは、ウィンストン・チャーチルの選挙での敗北、ハリー・トルーマン、ドナルド・トランプの選挙での勝利、2018年のイタ
リアの選挙、2018年のブラジルの選挙を指します。「地政学」イベントは、第二次世界大戦、湾岸戦争、9月11日米国同時多発テロ、米中貿易戦争、COVID-19の世界的流行、ロシア・ウクライナ問題を指します。「リセッション等」イベン
トは、1970年から2010年までの米国リセッションに基づいています。下の右セクションの注：2022年5月31日現在。例示ポートフォリオのリターンは、基となる指数の過去リターンに基づく仮定のリターンです。右の図の分析は、各指数の
使用開始以降の入手可能なデータに基づいています。追記をご覧ください。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。

出所：CaldaraおよびIacoviello、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

9月11日米国同時多発テロ以降最大のリスク

ショックは一時的
地政学リスクは今年最も懸念される問題であり、FRBの地政学リスク指数
はロシア・ウクライナ問題を背景に急上昇しています。しかし、このよう
な地政学リスクが一様に市場のボラティリティを高めるとは考えていませ
ん。歴史的にグローバル株式市場は、このような予期せぬ地政学ショック
時に、リセッション時よりも底堅く推移してきました。
現在の地政学リスクがリセッションを引き起こすとは予想していませんが、
広範な潜在的波及効果が市場のボラティリティを急速に高める可能性があ
ります。投資家は、コア債券、リキッド・オルタナティブ、インカム戦略、
実物資産などを通じてポートフォリオを分散しながら投資を継続すること
を検討してもよいでしょう。

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

政治的ノイズ、地政学ショック、リセッション等による下落

地政学ショック時の下落緩和効果
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見通し 対策

バリュエーション

下の左セクションの注：2022年5月31日現在。図は、S&P500 CAPEレシオを1980年以降のパーセンタイルでグループ分けしています。データは戦後（1945年1月）から始まっています。上の右セクションの注：2022年5月31日現在。図は、
S&P500 CAPEレシオ中央値を示しています。1980年1月以降のデータを使用しています。「CAPEレシオ」は景気循環調整後株価収益率を意味します。下の右セクションの注：2022年5月31日現在。図は、1980年以降のS&P500株価指数トー
タル・リターンをS&P500 CAPEレシオの前年比変化率別に示しています。上記は例示を目的とするものです。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。

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

バリュエーションは今日高く、明日も高い

高いが、割高ではない
株式は近年高値で取引されてきましたが、その適正な価値が購入時にわ
かっていることはまれです。過去数十年間、税率が低下し、グローバル化
が進み、債券の実質利回りが低下する中、投資家は予想収益に対してより
大きなプレミアムを払ってきました。今後事業環境は変化する可能性があ
りますが、バリュエーションやそれを左右する要因は、平均回帰するもの
ではなく変化に適応するものであるため、S&P500指数のCAPEレシオの
中央値と絶対値は高止まりすると考えています。一方、マルチプルが縮小
する期間も来ると予想していますが、それは価格の下落ではなく利益の向
上から生じると予想しており、過去そのような期間では株式はプラスのリ
ターンを出してきました。

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

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

相対的に高い価格

マルチプルの縮小はマイナス・リターンを意味しない
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見通し 対策

金利

下の左セクションの注：2022年5月末現在。上の右セクションの注：2022年5月31日現在。下の右セクションの注：2022年5月31日現在。図は、MSCI エマージング指数とブルームバーグ米国総合債券指数を除くすべての指数について、1972
年以降のFRBによる利上げサイクル中のトータル・リターンを示しています。MSCI エマージング指数およびブルームバーグ米国総合債券指数のトータル・リターンおよびヒット率に関する分析は、指数開始時に利用可能なデータに基づいてお
り、それぞれFRBによる過去4回および8回の利上げを反映しています。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。追記をご覧ください。

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

デュレーションの短期化を維持することによる利回りの利点

峠を越えた
金利は近年例をみないペースで上昇しています。しかし、市場がFRBの金
融政策見通しとそのインフレとの戦いを優先する姿勢を受け入れる中で、
最悪の時期は既に過ぎたと考えています。足元の金利上昇によって、イー
ルドカーブの長短部分いずれも再び魅力的な水準となり、高い利回り水準
とヘッジ効果を取り戻しつつあります。長期の投資家にとって、デュレー
ション・リスクは、クレジットからの魅力的なクーポンによってある程度
相殺できると考えています。債券以外のリスク資産についても、経済の拡
大が続いて民間セクターの健全な財務が維持される限り、引き締めサイク
ルにおいても、プラスのリターンを獲得できると考えています。

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

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

金利上昇の影響

FRBの金融政策の影響
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見通し 対策

インフレ

下の左セクションの注：2022年5月31日現在。Zスコアは、2010年から2019年について算出された平均および標準偏差に基づいて算出されます。賃金、住宅、サプライチェーン、エネルギーの定義は、追記に記載されています。上の右セクションの
注：2022年5月31日現在。下の右セクションの注：2022年5月31日現在。「株式」はS&P500株価指数、「クレジット」はブルームバーグ米国社債指数、「金利」は、1982年7月から2021年12月のS&P 10年米国債先物トータル・リターン指数、お
よび1960年2月から1982年7月のシラー・トータル・リターン推定値。「コモディティ」はブルームバーグ・コモディティ・トータル・リターン指数を使用しています。分析は、1960年2月から2021年12月まで（クレジットは1973年2月から2021年
12月）で、年率換算の実質トータル・リターンを示しています。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。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。

出所：ブルームバーグ、ヘイバー・アナリティクス、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

インフレ率は高いが、寄与要因は地域によって異なる

高インフレ、沈静化の時
世界的に物価上昇圧力が高まっています。インフレ率がこのように突然世
界中で同時に上昇することは、過去数十年間なかったことです。インフレ
の原因は国・地域によって異なりますが、世界的なサプライチェーン問題
やエネルギー供給の混乱など、一部の要因が持続することでおそらくイン
フレは当面高止まりするでしょう。しかし、ベース効果や需給不均衡の正
常化が方向性を変える可能性もあり、その場合は資産価格にも影響がおよ
びます。現在の状況は過去のインフレ時とは少し違うものの、歴史的には
インフレが高い水準から沈静化するとき、株式と債券いずれもプラスの実
質リターンに結びついてきました。

出所：ブルームバーグ、シラー、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・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 各局面の定義はP20をご覧ください

インフレは「過熱」から「沈静化」へ

異なるインフレ環境における資産クラスのパフォーマンス
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見通し 対策

アルファ

下の左セクションの注：2021年10月13日現在。上の右セクションの注：2021年12月末現在。下の右セクションの注：2021年12月末現在。「パッシブ・ファンドをアウトパフォームしたアクティブ・ファンドの比率」は、2011年1月から
2021年12月まで、1年移動平均でリターンがそれぞれのパッシブETFの中央値を上回ったアクティブ運用ファンドの比率です。「パッシブファンドに対する超過収益率」は、2011年1月から2021年12月までの1年移動平均。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。

出所：ブルームバーグ、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

将来の潜在的富の創造者

IDEAs:イノベート、ディスラプト、イネーブル、
アダプト
GDP成長率の減速や金利の上昇、利益率のピークは新たな市場サイクルで
の株式リターンが低下する可能性を示唆しています。今後、アルファを創
出する企業はイノベート、ディスラプト、イネーブル、アダプトする企業
であり、幅広い地域に跨ると考えています。特に富の創造の機会が少ない
世界では、投資家がこうした企業を発掘するにあたって慎重に行動する必
要があると考えています。過去20年間を振り返ると、ラッセル3000構成
企業のわずか27%が時価総額増加分の140%を占め、S&P500構成企業の
うち米国債をアウトパフォームしたのは48%にとどまります。今後の指
針として、非米国株式およびリキッド・オルタナティブのアクティブ運用
が新たなサイクルを上手く乗り切る手段になり得ると考えます。

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

過去の富の創造者

アルファを追求するアクティブ運用
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用語集
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。
FTSE NAREITコンポジット・トータル・リターン指数は、米国株
式およびモーゲージREIT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加重指数です。
MSCI ACWI指数は、先進国23ヵ国および新興国24ヵ国の中大型
株式のパフォーマンスを広く測定するように設計された指数です。
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ワールド高配当利回り指数は、MSCIワールド指数（REITを
除く）のうち配当収入が高い株式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。
MSCIワールド指数は、先進国市場を含み、新興国を含まない浮動
株調整後時価総額加重株式指数です。
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。同指数は、その時価総額および現在の指数構成銘柄に
基づいて最も小型の証券約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
ブルームバーグ社債指数は、事業法人、公益企業、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む、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。

ブルームバーグ・グローバル総合社債指数は、グローバル投資適格
固定金利社債市場のパフォーマンスを測定するフラッグシップ指数
です。
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総合債券（1-3年）指数は、ブルームバーグ米
国総合債券指数の1-3年の構成要素です。
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。
ダウ・ジョーンズ社債指数は、米国社債市場で企業によって発行さ
れた流動性のある大型投資適格債券100銘柄のトータル・リターン
を測定するよう設計された指数です。
FTSEワールド国債指数は、グローバル・ソブリン債市場に対する
エクスポージャーを提供するもので、現地通貨建て投資適格固定金
利ソブリン債のパフォーマンスを測定します。
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。
S&P 10年米国債先物トータル・リターン指数は、期近の米国債先
物契約を保有するポートフォリオのパフォーマンスを測定します。
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。
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コモ
ディティ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、
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し、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
指します。
CAPEレシオは、シラー景気循環調整後株価収益率を意味します。

消費者物価指数（CPI）は、一定の期間に都市消費者によって消費
財・サービスの市場バスケットに支払われた価格の変化の平均です。
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。
一株当り利益（EPS）は、会社の利益のうち各発行済み普通株式に
割り当てられた部分です。EPSは会社の収益性の指標です。
ユーロ圏住宅価格指数はユーロ圏の居住用不動産市場価格を測定し
ます。
国内総生産（GDP）は、ある国・地域内で1年間に生産された完成
品および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。
ネーションワイド住宅価格指数は、英国の住宅価格の変化の平均を
反映するように設計されています。
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。
購買担当者景気指数（PMI）は、各国の製造およびサービス・セク
ターの経済的トレンドを反映します。
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コアロジック・ケース・シラー住宅価格指数は、全米で居住用
不動産の価値の変化を追跡する、米国不動産価格の指標です。
S&P GSCIコモディティ指数は、コモディティ・セクター・リター
ンのコンポジット指数で、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を利用しないロング・オンリー投資のパ
フォーマンスを示しています。
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
ギー価格を除く）の指標です。コアPCEはFRBが好むインフレ指標
です。
米ドル指数（DXY）は、米ドルの価値を通貨バスケット（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）の価値に対して示す指標です。
利回りは、一定期間の投資において発生・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。
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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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追記
8ページ、下の右セクションの注 ：過去のリターンおよびリスクは、2012年1月から2021年12月までのものです。リ
ターンはグロスであり、リターンを減少させる要因となる手数料について反映していません。リターンはそれぞれの指
標に基づいており、ファンドのパフォーマンスを表すものではありません。アンマネージド・インデックスに投資する
ことはできません。追記をご参照ください。ここに記載されている将来のリスクとリターンの数値は、2022年3月31
日現在のゴールドマン・サックス・マルチアセット・ソリューション・グループ（MAS）の戦略的仮定を反映していま
す。これらは、幅広いリターンについての仮説的な可能性を示すものです。

戦略的長期仮定

アルファおよびトラッキング・エラーの仮定は、平均以上のアクティブ・マネジャーに対するマルチアセット・ソ
リューションの見積もりを反映しており、アクティブ・マネジャーの過去の調査に基づいています。期待収益は、統計
モデルから導き出された経済資産クラスの仮想平均収益の推定値です。これらの利益が達成できるという保証はありま
せん。実際の収益は変動する可能性があります。追記をご参照ください。戦略的仮定に関するデータは、情報提供の目
的でMASによって作成されています。データは推定であり、いくつかの仮定に基づいているため、基礎となる仮定の変
更に伴って大幅に変更される可能性があります。 MASは、更新または変更を提供する義務を負いません。示されてい
る戦略的長期的仮定は、主に独自のモデルに基づいており、将来の利益についての保証を提供するものではありません。
これらは、ポートフォリオの管理方法や資産クラスへの資金の割り当て方法を代表するものではありません。期待収益
ポートフォリオは、統計的手法と一連の固定された仮定を適用して、仮想の平均資産クラスのパフォーマンスの推定値
を導き出します。適切な統計ポートフォリオと仮定について人により意見が分かれる可能性があります。これらのポー
トフォリオには制限があります。仮定がコンセンサス・ビューではない場合や、ポートフォリオが現在の経済または市
場の状況を反映するように更新されていない場合があるためです。これらのポートフォリオは、実際の将来のパフォー
マンスの予測を行うために信頼されるべきものではありません。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは
データの更新または変更を提供する義務を負いません。

10ページ、下のセクションの注：想定ブレークイーブン利回りは、各満期の利回りを債券のそれぞれのデュレーショ
ンで除することによって算出されており、トータル・リターンがマイナスになるまでに今後12ヵ月間で利回りが上昇す
ることができる最高値を表しています。

11ページ、下のセクションの注：「スポット・リターン」はスポット価格の変化から生じるリターンを意味します。
「ロール・リターン」はスポット価格と先物価格の収束から生じるリターンを意味します。「コラテラル・リターン」は
先物ポジションに担保を差し入れることによって生じるリターンを意味します。

12ページ、上の右セクションの注：「政治的」に含まれるイベントは、次の選挙期間それぞれの前後2ヵ月間を使用し
ています。ウィンストン・チャーチルの選挙での予想外の敗北（1945年7月4日から7月26日）、ハリー・トルーマン
の選挙での予想外の勝利（1948年11月1日から11月3日）、ドナルド・トランプの選挙での予想外の勝利（2016年11
月7日から11月9日）、2018年のイタリアの選挙（2018年3月3日から3月5日）、2018年のブラジルの選挙（2018年
10月6日から10月8日）。「地政学的」に含まれるイベントは、次の期間を使用しています。第二次世界大戦（1939年
9月1日から1945年9月2日）、湾岸戦争（1990年8月2日から1991年2月28日）、9月11日同時多発テロ（2001年9月
10日から9月17日）、米中貿易戦争（2018年4月3日から2020年1月15日）、新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の世界的流行（2020年1月17日から12月11日）、ロシア・ウクライナ戦争（2022年2月18日から最新のデータ
が利用可能な2022年5月31日）。「リセッション等」に含まれるイベントは、次の期間を使用しています。1970年代
のスタグフレーション期（1972年12月31日から1974年10月31日）、1980年代のリセッション（1980年10月31日
から1982年8月31日）、1990年のリセッション（1990年6月30日から10月31日）、ドットコム・バブル（2000年2
月29日から2002年10月31日）、世界金融危機（2007年9月30日から2009年1月31日）。各イベントについて、利用
可能な限り多くのデータが使用されています。

12ページ、下の右セクションの注：「地政学的」イベントとは、上記と同じイベントを意味します。「バランス」は、
S&P500が60%、米国総合が40%、「オルタナティブ」はS&P500が50%、デイリー・リキッド・オルタナティブが

10%、米国総合が40%、「インカム」はS&P500が30%、グローバル・ハイ・イールドが15%、グローバル高配当が
15%、米国総合が40%、「実物資産」はS&P500が30%、米国REITが15%、S&P GSCIが15%、米国総合が40%で
構成される例示のためのポートフォリオです。「S&P500」はS&P500株価指数、「米国総合」はブルームバーグ米国
総合債券指数、「デイリー・リキッド・オルタナティブ」はHFRIファンド・オブ・ファンズ・コンポジット指数、
「グローバル・ハイ・イールド」はブルームバーグ・グローバル・ハイ・イールド・トータル・リターン指数、「グ
ローバル高配当」はMSCIワールド高配当利回り指数、「米国REIT」はFTSE NAREITコンポジット・トータル・リ
ターン指数、「S&P GSCI」はS&P GSCIトータル・リターン指数を意味します。例示ポートフォリオのリターンは、
基となる指数の過去リターンに基づく仮定的リターンです。投資家が同様の運用実績を達成するという表明はなされま
せん。運用実績は、市場環境や投資家の資産配分に応じて異なるものとなります。

14ページ、上の右セクションの注：「構造的需要」とは、需要を支える長期的経済的追い風を意味します。

14ページ、下の右セクションの注：「MSCIエマージング」は、MSCIエマージング・マーケッツ指数を意味します。
「米国総合債券」はダウ・ジョーンズ社債指数を意味します。「金」は金のスポット価格を意味します。使用したFRB
による9つの利上げサイクルは、1972年2月から1974年7月、1977年1月から1980年4月、1980年7月から1981年6
月、1983年2月から1984年8月、1986年12月から1989年3月、1994年1月から1995年2月、1999年5月から2000年
5月、2004年5月から2006年6月、2015年11月から2018年12月です。

15ページ、下の左セクションの注：「賃金」とは、米国、英国、ユーロ圏について、それぞれ週次所得（すべての民
間非農家被雇用者）、賞与を含む週次所得（経済全体）、ユーロ圏交渉賃金が示す前年比賃金伸び率を意味します。
「住宅」とは、米国、英国、ユーロ圏について、それぞれS&P／ケース・シラー住宅価格、ネーションワイド住宅価格、
ユーロ圏住宅価格指数が示す前年比住宅価格伸び率を意味します。「サプライチェーン」は製造サプライヤーの納期
PMIを、「エネルギー」はエネルギーCPIを意味します。頂点がそれぞれの要因に近づくほど、要因のインフレへの影
響が大きくなります。

15ページ、上および下の右セクションの注：「底冷え」とは、年間CPIインフレ率が2%を下回って低下している状況
（過去12ヵ月間の平均がマイナス）を意味します。「過熱」とは、年間CPIインフレ率が4%を上回って上昇している
状況（過去12ヵ月間の平均がプラス）を意味します。「沈静化」とは、年間CPIインフレ率が4%を上回って低下して
いる状況（過去12ヵ月間の平均がマイナス）を意味します。「適温」とは、その他すべての状況（インフレ率が4%を
下回る、および2%を下回って上昇している）を意味します。

16ページ、下の左セクションの注：潜在的富の創造者は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部が開発し
た、パンデミック後の市場サイクルにおいて価値を創造し、成長するとみなされる企業を特定する枠組みにおいて選ば
れた500社で構成されます。枠組みにはイノベーター、ディスラプター、イネーブラー、アダプターの4つのカテゴ
リーが存在します。イノベーターは、概ね新たなテクノロジーを利用する企業と定義されます。ディスラプターは、概
ねテクノロジーを利用して他の産業を創造的に破壊する企業と定義されます。イネーブラーは、概ね社会的・経済的変
化を促進する企業と定義されます。アダプターは、概ねより高いリターンを生み出すためにビジネスモデルを適応させ
る企業と定義されます。

16ページ、上の右セクションの注：図は、1999年12月31日以降のラッセル3000構成企業を同指数の時価総額増加に
プラス寄与した企業と増加にマイナス寄与した企業に分類しています。プラス寄与銘柄は、ラッセル3000においてそ
の2021年12月31日時点の時価総額が同指数に組み込まれた時点の時価総額を上回る企業を意味します。時価総額が指
数組込み時の時価総額を下回るその他すべての企業（2021年12月31日より前に指数から除外されたか、または2021
年12月31日時点で廃業しているかを問わない）は、マイナス寄与銘柄に分類されます。

16ページ、下の右セクションの注：分析対象期間のパッシブ・ファンド総数は、エマージング・マーケッツ、マルチ
ストラテジー・リキッド・オルタナティブ、外国大型株、米国大型株について、2021年12月時点でそれぞれ114、3、
80、206です。
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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。

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2022年6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。

© 2022 Goldman Sachs. All rights reserved. 286461-OTU-1643710
2022年6月作成、2022年7月日本語版作成

追記



21ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントMARKET KNOW-HOW: キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン

各年の資産クラス別リターン

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 2022年5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。
追記をご覧ください。
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