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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、ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメントによる個別銘柄の購入・売却・保有等の推奨ではありません。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。また、投資の助言では
ありません。
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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11月30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。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。 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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ポイントブレイク
世界では、ウクライナでの軍事紛争や中国による領土問題などの複
雑な地政学的動向や、社会において二極化の定着といった問題があ
る中、インフレが引き続き独占的な問題となっています。2023年
もインフレの動向とそれに対する各中央銀行の対応が主要なテーマ
になると予想します。しかし、サーフィンで例えるなら、波が割れ
るのを待つ間に、投資家は波に乗ることを学ぶ必要があります。

インフレと金融政策は相互に作用するため、金融引き締めの当然の
結果としてリセッション（景気後退）入りすると考える人が多くい
ます。確かに過去を振り返るとそのような見通しになるかもしれま
せんが、現在の健全な金融システムや、強い雇用市場、強固な民間
セクターを考えると、米国のリセッション入りが必ずしも既定路線
とはいえません。ユーロ圏と英国は外部からのエネルギー供給の影
響を受けやすく、すでに進行中ではないとしても、リセッション入
りの可能性は高くなっています。

高いインフレに適応するには痛みを伴います。伝統的な株式と債券
が6：4のポートフォリオは、2022年に歴史的な低リターンを記録
しました1。しかし、投資の機会はリセットされ、債券投資が再び
分散効果とキャッシュフローに重要な役割を果たすことになると当
社は考えています。

今回のMarket Know-Howでは、以下について考察することで、投
資家が継続的なインフレ環境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。

• 質や収益性、固有のポジショニングに焦点を当て、資産間の新た
な優位性を反映するために、株式に対するエクスポージャーを調
整。債券については、より優良な銘柄にシフトし、より高いイン
カム収益の恩恵を受ける。

• エネルギーの変革によって生み出される複数資産における広範囲
にわたる投資機会に対応するため、ポートフォリオを調整。

• ポートフォリオをオルタナティブ投資に分散し、独自のリターン
源泉を獲得。

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 1ブルームバーグ 「リセッション」は、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（国内総生産）、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を意味します。「株式と債券が6：4のポートフォリオ」は、MSCIワールド指数60%とブルームバーグ・グローバル総合債券指数40%で構成される投資ポー
トフォリオを意味します。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・財務の状況またはその他の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
資料に反映されてい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。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。
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マクロ
主要中央銀行は2023年、物価の安定を優先すると当社は予想します。成長率の減速は既定路線ですが、地
域によって異なる状況が予想されます。欧州では、おそらくエネルギー危機が要因となりリセッション入
りするでしょう。米国の成長は、消費者と企業の回復力次第の可能性があります。一方、コロナ対策の緩
和と段階的な経済再開のため、中国の成長見通しはようやく反転する可能性があります。

世界の経済成長
グローバル経済は2023年、主要中央銀行が引き続き需要
を正常化することでインフレを抑制しようとするため、
おそらくトレンドを下回る成長となるでしょう。欧州で
は、エネルギー価格上昇が引き起こす痛みを緩和するた
めの財政緩和と、金融引き締めが綱引き状態であり、そ
れがおそらくリセッションの期間と深刻さを決めるで
しょう。米国については、インフレを低下させるには、
労働需要を適正化し、賃金の上昇を抑える必要がありま
す。進展は見られるものの、過熱した経済に対処するた
めには、金融環境の引き締めが必要となるでしょう。

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11月30日現在。「実質GDP」は、前年比のインフレ調整後国内総生産を意味します。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。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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マクロ

概況

雇用
雇用市場は引き続きひっ迫しており、主要国・地域で明らかに過剰需要
が見られます。米国の労働需要は、賃金の伸びを2%のコアインフレ率
と整合する3.5%のペースに抑えるために、十分なリバランスが必要だ
と予測します。ユーロ圏の求人倍率は米国よりも低いですが、インフレ
率の上昇を補うための賃金上昇が依然として欧州中央銀行に圧力をかけ
る可能性があると考えています。

住宅
緩和の初期の兆候が見られます。積極的な金融引き締めにより住宅ロー
ン金利は過去10年で最高水準となっており、それが住宅の取得や価格上
昇にとっての逆風となっています。住宅ローンの申込数や住宅販売の減
少は明らかに金融引き締めの影響ですが、価格低下の程度は構造的に各
地域の供給状況に依存しています。米国では、住宅の在庫が限られてお
り、それがおそらくより深刻な市場収縮に対する歯止めになるでしょう。

消費
継続的な物価上昇圧力が実質可処分所得の重石になっていますが、個人
消費支出は底堅く推移すると予想します。財政支援は欧州の消費者を物
価の上昇から守るかもしれませんが、米国では雇用の増加と生活費の上
昇のために消費支出が加速するきっかけになるかもしれません。最終的
には、家計の純資産が世界的に増加しており、債務返済に関しては管理
可能な状態に保たれる可能性があります。

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。2022年11月30日現在。「コアインフレ」は食品とエネルギーを除くインフレを意味します。
「TTF」はTTF天然ガス価格指数を意味します。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。

エネルギー
世界のエネルギー価格は直近の高値から低下しており、ヘッドライン・
インフレ（総合インフレ）に対するその寄与度は今後低下する可能性が
あると考えています。ただし、価格の上昇は地政学的な背景や、在庫水
準によるものであり、上振れするリスクの方が大きい状況です。例えば、
欧州の冬が例年よりも1.5°C寒いと、欧州ガス価格指標であるTTFガス
価格は倍になる可能性があると予想しています。

中国
中国の成長率は今後数ヵ月で実施される追加の緩和政策に支えられ、
徐々に回復していくと予想しています。中国は現在、不動産セクターの
大きなストレスと、積極的なゼロ・コロナ政策の継続により、過去50年
近くで最も遅い成長ペースを経験しています。経済は2023年に段階的
に再開すると予想します。

中央銀行についての見通し
各中央銀行は、インフレ率が確実に低下する傾向が見られるまで、金融
引き締めを継続する方針です。米国ではおそらく引き締めのピークは過
ぎていますが、粘着性の高いインフレが、FRB（米連邦準備制度理事
会）をより長期的な利上げに向かわせる可能性があります。成長に関す
る懸念が高まっていますが、イングランド銀行と欧州中央銀行もおそら
くFRBに続くと考えています。一方、日本では少なくとも今のところ、
日銀がイールドカーブ・コントロールに引き続き固執することで現状維
持にとどまる可能性があります。
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市場
世界的な金利の急上昇は、投資家の考え方を「なぜ悩むべきか」から「なぜ悩んでいるのか」へ変えまし
た。しかし、現在の状況は辛抱強い投資家にとっては潜在的な投資機会が拡大する環境と見ています。多
くの伝統的な資産クラスは中央銀行による利上げが休止されるのを待っている状態ですが、投資家はその
間、異なるリスク資産間への投資機会を検討することでアルファを獲得する可能性があるかもしれません。

資産クラスの見通し
株式と債券の最近の価格動向により、伝統的な株式と債
券が6：4のポートフォリオに新たな機会が生じており、
上場か未上場かを問わずオルタナティブ投資に目を向け
ることで強化できる可能性があると考えています。グ
ローバル株式は、特にボトムアップ・アプローチや個別
銘柄に着目することで、より長期にわたってアウトパ
フォームする可能性があります。しかし、債券のクーポ
ン上昇は、株式との需要競争を招く可能性があります。
実物資産の価格は需要への懸念と構造的な供給不足の間
で揺れ動いており、短期的には後者が優勢になると考え
ています。当社の見通しでは、2022年の痛みは市場と地
域全体で曲がり角を迎えています。

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。2022年11月30日現在。「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。「株式と債券が6：4のポートフォリオ」は、MSCIワールド指数
60%とブルームバーグ・グローバル総合債券指数40%で構成される投資ポートフォリオを意味します。「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、「グローバル国債」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、タクティカル・トレーディング・ヘッジファンドを組み合わせたものです。「プライベート・クレジット」はプライベート・クレジットをカスタマイズした組み合わせです。「プライベート・エクイ
ティ」は、ベンチャーキャピタル、米国大型買収、米国小型買収、欧州買収各セクターの均等加重組み合わせとしてモデル化されたものです。上記は米ドル建てです。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

概況

株式
グローバル株式市場は、経済成長とインフレの関係が改善し、中央銀行
の姿勢が明確に変化するまでは、ボラティリティが不規則に推移する見
込みです。短期的には、企業は売上よりも利益率を守ることを優先して
います。そのため、業績の悪化に歯止めをかけるために、コストの削減、
価格転嫁、ヘッジに特に焦点が当たると予想します。持続可能なキャッ
シュフローと収益性を維持できる企業が最も評価される可能性がありま
す。

金利
世界の利回りは、今後も経済成長とインフレの持続性によって決められ
る中央銀行の政策に連動して動くでしょう。当社は米国の金利は2023
年上期にピークをつけると予想していますが、予想を上回るインフレ推
移となった場合、ターミナル・レートが上昇する可能性があります。世
界中でイールドカーブの逆転はピークを過ぎていますが、ユーロ圏と英
国の金利動向は依然としてエネルギー見通しやそれぞれの景気後退の深
刻さに左右されると考えています。

新興国資産
2023年の新興国資産に関する見通しは、経済成長の鈍化、高いインフ
レ、強い米ドル、高止まりした米国金利、そして地政学的リスクの高ま
りなどによって厳しいものとなるでしょう。同時に、新興国資産のバ
リュエーションは低下しているものの、決して割安とはいえません。た
だし、すべての新興国が同じように脆弱なわけではありません。株式で
は、中国の株式を強気にみています。債券では社債が有望と考えていま
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。2022年11月30日現在。「ターミナルレート」は、各中央銀行がベンチマーク金利の引上げを停止す
る水準を意味します。「デュレーション」は金利感応度を意味します。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。

クレジット
私たちは、高い利回りがデュレーション・リスクを相殺していると考え
ます。私たちは米国のクレジット市場においては、まだ重大な景気後退
リスクが織り込まれていないため、引き続き質に焦点を当てています。
ハイ・イールド債券のスプレッドはさらに広がる可能性があると考えて
いますが、保守的な資金運用、満期が短い債券が少ないこと、現金が豊
富なバランスシートが、バッファーになる可能性があります。欧州では、
割安なバリュエーションのために利回りが魅力的ですが、政策やエネル
ギー危機に関する不透明感が大きな逆風となっています。

実物資産
コモディティ市場は、マクロの逆風とミクロの追い風によりますます対
照的な状況になっています。世界的な景気後退懸念のため需要予測が弱
まっていますが、在庫が限られていることが今後もその抑制要因になる
と考えています。欧州は天然ガスの備蓄が改善していますが、需要を吸
収する能力は依然として低い状態です。一方、不動産やインフラなど、
インフレに連動する資産は、魅力的な分配金利回りの恩恵を受ける可能
性があります。

通貨
主要な通貨の動きは金利格差を反映しており、一部の中央銀行が自国通
貨の下落を抑えるために外貨準備を使用する原因となっています。重要
なのは、ロシアとウクライナの軍事紛争が及ぼした経済への副次的影響
のため、マクロ上の問題がユーロの価値を悪化させたことです。最後に、
英ポンドは英国の財政・金融政策のバランスをとることに苦慮していま
す。
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見通し 対策

コア債券

天空の利回り
2022年初以降の金利急騰の1つの結果として、利回りに再び注目が集まり
ました。TINA「株式の他に代替がない（ There Is No Alternative）」環
境から TARA「株式の代替となる投資対象が浮上（ There Are
Reasonable Alternatives）」、すなわち投資適格社債などの優良な債券
資産が存在する環境に移行しています。実際、グローバル債券総合指数の
利回りは、2009年以来初めてMSCIワールド指数の配当利回りを上回りま
した。このような新しい環境では、投資家は、ポートフォリオのリスクを
大きく上昇させることなく、無リスク金利に対する魅力的な投資適格社債
のスプレッドを捉えることができるでしょう。

上の右セクションの注：2022年11月30日現在。最低利回りは、債務不履行にならずその契約条件に沿って完全に機能している債券について受け取ることができる最も可能性が低い利回りを表す指標です。「配当
利回り」は次の12ヵ月間の配当利回りを意味します。下の右セクションの注：2022年11月30日現在。「米国投資適格債」はブルームバーグ米国社債指数を使用。「欧州投資適格債」はブルームバーグ・ユーロ総
合社債指数を使用。「英ポンド建て投資適格債」はブルームバーグ英ポンド総合社債指数を使用。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。

アンコール
バリュエーションは今年低下していますが、タカ派的な政策がピークに向
かうことで、特に景気後退リスクが上昇するため、大部分の金融資産は困
難に直面するでしょう。そのため、投資家はディフェンシブで優良な債券
に移行することにより、利益を得る可能性があると見ています。2023年
には金利ボラティリティがピークをつけ、インフレから経済成長へと関心
が移ることで、コア債券が再びショックを軽減する役割を担う可能性があ
ります。当社は、バランスシートの質を引き続き優先し、米国と欧州両方
でファンダメンタルズの強固さを維持すると見込まれる、投資適格社債に
注目します。加えて、新規発行が限られていることが、今後の需給環境を
下支える可能性があるとみています。

TINAからTARAへ

当時と現在

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

グリーンアセット

欧州エネルギー危機の解決へ
足元の状況は単なる気候変動の問題ではなく、エネルギー安全保障や経済
の強靭性に関する問題にもなっており、ロシア・ウクライナ間の紛争は欧
州のより持続可能なエネルギー・システムへの移行を加速させると考えて
います。実際、英国とユーロ圏いずれも、エネルギー危機の影響を受けて、
今後数四半期で景気後退入りすると予想しています。当社の考えでは、欧
州の現在のエネルギー・システムは、(1) エネルギー供給の安定性、(2)
コストと高い輸入依存度、(3) 炭素強度、の3点において持続可能なもの
ではありません。私たちは、再生可能エネルギーが欧州のエネルギー移行
の進行において中心的な役目を果たすと考えています。

上の右セクションの注：2022年7月現在。図は、欧州で利用可能な総エネルギー量（EU27ヵ国および英国の領域におけるすべての活動へのエネルギー総供給量）のセクター・燃料別推移を示しており、同地域の
脱炭素処理の展望と一致しています。予想は、ゴールドマン・サックス・グローバル投資調査部による2022年7月20日時点のカーボノミクス分析に基づいています。上記は例示を目的とするものです。下の右セク
ションの注：2022年11月30日現在。図は投資機会の例の一部を示しています。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。

グリーン・インフラへの投資
欧州（欧州連合（EU）27ヵ国および英国）のエネルギー変革に際して、
2050年までに累積で10兆ユーロのインフラ投資が必要になると推定され
ます。このために、年平均で3,500億ユーロのグリーン・インフラへの投
資機会が生み出され、2030年代のピークには地域のGDPの2%超を占め
るまでになるでしょう。この移行は、投資家に株式、債券、実物資産など
広範な投資機会をもたらす可能性があります。投資家は、欧州のエネル
ギー・システムの再設計のために必要なインフラの建設に直接投資したり、
インフラの建設に使用されるコモディティを通じて間接的に投資すること
で、そのような投資機会にアクセスできます。さらに投資家は、そのため
に発行されたグリーンボンドや株式に投資することによって、これらプロ
ジェクトの資金調達を支援することが可能となります。

今後の欧州エネルギー市場では再生可能エネルギーがカギに

投資機会の例

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：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

プライベート・アセット

変化する力学
(1) 資金調達の機会が増加し、(2) 新たに義務付けられた報告要件により
上場コストが増加したため、現在、より長く非公開のままでいる企業が増
えています。過去20年間で、プライベート・エクイティが支援する企業
の数は大幅に増加しました。新興企業は、上場する前に非公開資本を使っ
て事業を発展させ、より長く非公開のままでいることを選択しています。
以前はIPO（新規株式公開）後に生み出されていた価値の多くが、現在は
非公開のままで生み出されています。このような変化に気付かない投資家
は、リターンを得る魅力的な機会を逃す可能性があります。

上の右セクションの注：2021年6月現在。下の右セクションの注：2022年11月30日現在。例示ポートフォリオのプライベート・アセットは、プライベート・エクイティ50%、プライベート・クレジット25%、
プライベート不動産25%で構成されています。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
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。

分散を維持
今後低リターン環境になると予想される中で投資家がリターン源泉の分散
を求めていることから、プライベート・アセットに引き続き関心が集まっ
ています。また、インフレ率が構造的に高まり、マクロ上の不確実性が高
まる可能性があるため、これからの投資は前回サイクルのときよりもずっ
と混乱する可能性があります。そのため、伝統的な株式と債券が6：4の
ポートフォリオにプライベート・アセットを加えることは、全体のリスク
を引き下げつつ予想リターンを高めることができると考えます。実際、プ
ライベート・アセットは、上場資産に対してより高いリターンとリスクの
軽減を提供する可能性がある、オルタナティブ・ベータ要因とアルファ源
泉を提供すると考えます。

投資機会を公開市場以外に拡大

プライベート・アセットの追加はポートフォリオのリスク調整後リターンを高める

出所：世界銀行、マッキンゼー、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
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マーケット・ソリューション

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。2022年11月30日現在。ゴールドマン・サックスは会計、税務、法的助言を提供しません。追記をご覧ください。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。

不透明なマクロ環境下、潜在的なソリューションとなる資産クラスの例

債券 株式 サテライト／オルタナティブ

短期
デュレーション

高格付け
社債 政府債 割安株 高配当株 クリーン・

エネルギー 実物資産 プライベート・
クレジット

絶対リターン
戦略

根強いインフレ     

金利の高止まり        

景気後退リスク    

ボラティリティの
高まり      

インカム創出        
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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社の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ために設計
された浮動株調整後時価総額加重指数です。

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ため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ため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2,000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・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。同指数はマルチ通貨指数で、先進国および新興国の資本財、
公益企業、金融セクター発行体が発行する債券を含みます。

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
国総合債券指数のうち1–3年の構成要素です。

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。

ブルームバーグ米国ハイ・イールド指数は、非投資適格債券のパ
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。

S&P10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。

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。

S&P/LSTA米国レバレッジド・ローン100指数は、レバレッジ
ド・ローン市場の最大クラスのファシリティ（ローン枠）について
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。

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。

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。

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・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。

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。

TTF天然ガス価格指数は、すべてのスポット契約で執行されたすべ
ての取引の出来高加重平均価格です。

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。

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。

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。
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リスクについて
株価変動リスク： 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経
営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額
を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク： 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。この
結果、投資元本を割り込むことがあります。
また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
価格変動リスク： 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあ
ります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資
元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されるこ
とがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク： 市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。この
結果、投資元本を割り込むことがあります。
また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

信用取引やデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引等」という）にはしばしば高いリスクが伴い、
有価証券や指数等の原資産の比較的小さな値動きが、デリバティブ取引等では非常に大きな値動きとな
ることがあります。また委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありま
すので、これにより生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。当
該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率は、取引ごとに異なり、あらかじめ見積も
ることが困難であるため、その比率については表示することができません。

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。

低格付けのハイイールド証券は、価格の大きな変動性を伴い、より高い格付けの債券と比較して大きな
信用リスクにさらされる可能性があります。

インフラ関連証券への集中投資には、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）および不動産投資信託（REIT）に関連した、好ましくない経済、規制、政
治、法務、流動性、税務リスクに対するより大きなエクスポージャーがあります。

REITへの投資には、不動産産業一般への投資に関連したリスク以外にも、特定の固有リスクがあります。
また、投資先の不動産が特定の産業または地域に集中するREITには、当該産業や地域に関係するリスクも
あります。REIT証券のリスクは、より大きくより安定した会社のリスクよりも大きく、金利変動、経済状
況、その他の要因のため、より突然に、またはより不規則に価格が変動する場合があります。

代替投資に関するリスクについて
ヘッジ･ファンドやプライベート・エクイティ・ファンド等への投資（以下、「代替投資」といいま
す。）に関しては、以下のようなリスクがあります。代替投資を行う際は、これらのリスクを慎重にご
検討の上ご判断ください。

代替投資は、投資信託のような集団投資媒体と比べ、監督機関による規制が十分に適用されない場合が
あります。代替投資の運用報酬は、実現益および評価益のうちの一定の割合に基づく成功報酬など高い
報酬体系が適用されている場合があり、代替投資による収益の全部あるいは著しく高い割合が報酬によ
り相殺される可能性があります。投資家ごとのネット・リターンは実際のリターンと著しく異なる場合
があります。代替投資では、議決権、経営参加権などを含む投資家の権利が制限されている場合があり
ます。

代替投資では、レバレッジを利用したり、過度に投機的な投資手法を用いるなど、その運用において高
いリスクをとる場合があります。このような手法を採用することにより、運用パフォーマンスのボラ
ティリティが上昇し、投資元本の欠損あるいは全損のリスクが高まることがあります。

信用取引やデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引等」という）にはしばしば高いリスクが伴い、
有価証券や指数等の原資産の比較的小さな値動きが、デリバティブ取引等では非常に大きな値動きとな
ることがあります。また委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありま
すので、これにより生じた損失の額が証拠金の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。当
該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率は、取引ごとに異なり、あらかじめ見積も
ることが困難であるため、その比率については表示することができません。

代替投資は、自国外の取引所が「主要市場」となる投資商品に投資することがあり、カウンターパー
ティーが取引契約を履行しないリスクがあります。

過去の運用実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。代替投資への投資元
本および収益の価値は下落することも上昇することもあり、元本が保証されているものではありません。
代替投資は、米国1933年証券法（その後の改正を含む）で定められた、公募でない証券の募集および販
売についての登録義務免除のもとで提供されています。代替投資を扱う公的な市場や取引市場はありま
せん。同様に、代替投資の流動性は極めて低く、通常スポンサーの合意なく転売することが難しく、ま
た、証券取引法・税法により転売が制限される場合があります。

代替投資では、極めて流動性が低く、時価評価が難しい投資商品に投資する場合があります。その結果、
解約や転売が困難となり、また売却代金の受領に時間がかかる場合があります。

代替投資では、複雑な税制・法制が適用されることがあるため、知識と経験を有する投資家にのみ適し
た投資です。代替投資をご検討の際は、自らの税務･会計・法務アドバイザーに助言を受けることをお勧
めいたします。

代替投資を行う際には、投資家が市民権を置く国、居住地、国籍等により適用される法的要件、適用税
制、外国為替規制等について認識している必要があります。

リスク
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追記
2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
FTSE 100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・アンド・カンパニーLLCが2022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。

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.
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