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本稿の第1部では、今後、インフレ率とボラティリティの

高い環境を形作る背景になると考えられる、長期的
なテーマについて触れました。第2部では、各テーマを

より深く掘り下げ、これらの変化から恩恵を受ける可

能性の高いシステマティック・エクスポージャーについて

説明し、そして当社のポートフォリオのポジショニングとど

のように関連するかを検証していきます。 

 

構造的にインフレ率と

ボラティリティが高い 

環境 

 

長期的な視点で見ると、いくつかの重要な長期的影響力がパンデミック後のサイクルを牽引

すると考えられます—これらの影響力は、緩やかに進展し、構造的変化をもたらすでしょう。  

 

 
 

高い投入コスト： 

グローバル化からリージョ

ナル化へ 

 

 

1970年代の経済問題は、1980年代の抜本的な経済改革のきっかけになりました。 レーガン

やサッチャーの時代に行われた政策変更によって、規制緩和、労働組合結成の減少、民営

化、減税、信用規制措置の撤廃が次々と起こりました。 1989年のベルリンの壁 の崩壊、

1994年の北米自由貿易協定（NA FTA）の締結、インド（ 1995年）と中国（200 1年）

の世界貿易機関（ W TO）への加盟を経 て、世界貿易は世界全体の国 内総 生 産

（GDP）の約 2倍のペースで成長を遂げました 1。その結果、世界の製造コストの基本水準

は大きく低下することとなり、非常に効率的かつ複雑なグローバル・サプライチェーン が形成さ

れ、効果的でグローバルな労働力の供給が拡大しました。輸入価格とGDPに占める労働分

配率は低下しましたが、利益分配率は記録的な高水準に達しました。世界貿易のグロー バ

ル化は、図1に示すように、世界金融危機の頃にピークを迎え、それ以降は緩やかにな ってい

ます。 
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図表1 

世界の財貿易量は 

対GDP比で2008年に

ピークに達している  

世界貿易（輸入＋輸出）

の対GDP比 

 

 
 

出所：世界銀行グループ、 2020年 12月末時点。 

 

大規模に実行・実装が可能なテクノロジーによって、グローバル化によるディスインフレ圧力は

一段と強まりました。これは、急激に低下したコンピュータ・ハードウェア・コストや、よ り安価で

効果的な通信において最も顕著となりました。インフレ率がすでに低下しつつあった時期に、

テクノロジーの発展で信用拡大（クレジット・グロース）の必要性は低下しました。 

パンデミック後のサイクルでは、リージョナル化の加速と、企業によるサプライチェーン の簡素化

計画が予想されます。これには、非常に効率的な一方で複雑になっているグローバル・サプラ

イチェーンを構築し直す必要があり、先立って多額の設備投資が発生することになります。世

界金融危機（GFC）以降に起こっているグローバル貿易の強まりと依存の緩和・低下はま

すます加速して、過去の長期的なディスインフレ圧力が一部覆されるでしょう。リージョナル化

の流れは、現在、以下の要因と相まって加速しています：  

• テクノロジーの発展：生産活動で労働集約度を下げるためのテクノロジー・ソリュ ーショ

ンによって、生産拠点の国内化（オンショアリング）の実行がより可能になりました。  

• コロナ禍とロシア・ウクライナ紛争：新型コロナや紛争によって、ジャストインタイムの在

庫管理方式と複雑なサプライチェーンへの過度な依存およびその脆弱性が浮き彫 りに

なりました。 

多くの企業が、脱グローバル化、海外移転した生産拠点の国内への回帰（リショアリ ン グ）、

サプライチェーンのレジリエンス（強靭性）の改善について活発に議論しています。例 えば、

米国では、アナリスト向け決算説明会で、サプライチェーンの強靭性の改善に関する話題が

コロナ禍前の水準から約 8倍に増え2、多くのグローバルで事業運営を一体化している企業に

とって重要な注力事項となっています。現地化とリショアリングへの流れは法律が後押 ししてい

ます。米国では、医薬品の外国企業へ の依存 を減らすため の法案 「Streng the ni ng  

Supply Chains for Service members and Security Act（サプライチェーン強化のための

国家安全保障法）」などが制定されています。半導体でも同じような圧力が高まっています。

例えば、米国上院は2022年7月22日、国内の半導体産業に助成金を交付する包括法案

を可決しました。一方、欧州委員会（E U）も、チップ産業を強化し、米国やアジアのサプラ

イヤーへの依存を減らすために、半導体工場の資金調達規制を緩和しています。  
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結果および投資への 

影響 

 

生産拠点の国内現地化が進めば、これまでグローバル化の恩恵を受けてきた企業の投入コ

ストが上昇することになり、特に多額の資金が必要な国内の労働市場やエネルギー源からの

圧力がすでに高まっています。端的に言うと、現在、生産者物価指数（P PI）で測定 した

投入コストが、消費者物価指数（CP I）で測定した生産コストよりも大幅に速いペ ースで

上昇している時代になっています。このことは図表２で示されています。こうした環境は、価格

決定力のある企業には大いに有利ですが、投入コストや人件費の転嫁が困難な企業にとっ

ては不利に働くと考えられます。 

 

図表2 

投入コストが生産コストを

上回るペースで上昇： 

前年比％（PP IーCP I） 

 

米国 

ユーロ圏 

 
 

出所：ファクトセット、 2022年7月末時点。 

 

賃金コストやエネルギーコストの上昇が利益へのリスクを高めるなか、企業は効率性を高める

ために技術的な解決策や代替策を模索して、今後数年にわたって多額の資本支出が発生

するでしょう。このような環境下では、投資家の嗜好が、過去のサイクルにおける売上高成

長率から、安定的で持続的な利益率に移り変わるため、企業の質的要因がますま す重

要になるでしょう。エネルギー貯蔵、オートメーション化・労働力の代替、ロボット工学など

の分野で、革新的で破壊的な企業が利益を得ることが期待されます。  

システマティックな資産運用を行う当社は、（利益を持続的に創出することが可能な企業

を見極める力を向上させるため）業界固有の企業の「クオリティ」を評価する洞察力を磨

くとともに、「破壊的な企業テーマ／革新的な企業テーマ」を捉えることができる新たな方

法を研究しています。 

 
 

グリーンフレーション： 

安価で豊富なエネル

ギー社会から脱炭素社

会へ 

 

グローバル化が進んだ1990年代と2000年代に商品市場への投資が増大したことは、それに

よってエネルギーが豊富で安くなったことを意味します。 2004年から2014年にかけては、 エネ

ルギー探査やメガプロジェクトが次々と行われた結果、石油輸出国機構（OPE C）以外の

国の生産回復とさらなる投資へのインセンティブ低下が起こりました。  

それ以来、世界は約 8年にわたって、化石燃料への過小投資（2015～ 2022年）、石油

埋蔵量の減少（2014年からおよそ半減）、非OPE C資源の減少に直面しています。 そ の

ため、2022年のエネルギー危機は、単純にロシア・ウクライナ紛争やコロナ禍の混乱のせいに

することはできず、すでに存在していた問題が注目されたに過ぎません。  
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将来の需要を満たすには、エネルギー設備投資を急回復させることが必要です。ま た、気候

変動や2050年までの炭素排出量ネットゼロのコミットメント達成には、現在使用しているエネ

ルギー編成を大幅に転換する必要があり、設備投資コストはさらに膨らみます。近年、持続

可能なエネルギー源への投資に移行する動きが目立ってきましたが、エネルギー転換への投

資ペースは十分とはいえず、これまでのところ、従来のエネルギー分野への投資の落ち込みを

相殺するには不十分であるのが実情です。再生可能エネルギーの生産は規模が小さく 、エ ネ

ルギー単位当たりの資本集約度が高いことを考えると、このことは特に当てはまるでしょう。  

 
 

結果および投資への 

影響 

 

ネットゼロの達成には、世界のエネルギーシステムを完全に変革する必要があります。排出量

に上限を設けるため、（炭素税のような）価格ベースのインセンティブの採用が増える と共に、

エネルギー転換には巨額なコストが発生することが予想され、そのコストは移行期間中の今

後30年間で年間およそ3兆 5,000億米ドル3に上るとみられます。 

世界が指による操作・処理（ソフトウェア、プラットフォーム経済）から実物の操作・ 処理

（ロボット工学、オートメーション化、モノのインターネット）へと移行するにつれ、これらの新し

い産業用材料への需要が今後数年にわたり供給への圧力を高め、全面的なインフレ圧力

が強まることが予想されます。 

より持続可能な未来に必要な変革や、それが与えるインフレの影響を鑑みると、将来のア

ウトパフォーマーを特定するためには、企業のバリュエーションや利益率の持続可能性に一

段と焦点を当てつつ、E S G／気候変動特有の要因を取り入れることが重要であ ると考え

られます。例えば、現在、当社は、環境技術の改善やES Gプロファイルの向上に対する企

業のコミットメントを測定する将来を予想する（フォワードルッキングな）クオリティー・シグ

ナルを積極的に研究しています。 

 
 

ブラックスワン現象の増

加：高位安定から低

位安定に 

 

今日と比べて1990年代以降のほとんどの期間では、投資はそれほど複雑ではありませんでし

た：比較的穏やかなディスインフレ環境と利上げ前の金利水準が高かったことで、中央銀行

は景気変動やある程度の市場変動を上手く制御していました。 1970年代から198 0年代に

かけてのスタグフレーション時代に有効だった投資スタイルは、インフレ対策、平均回帰、バリュ

エーション、配当利回り、リアルアセットなどに重点が置かれ、様々でしたが、比較的予測 しや

すいものでした。 

今後、投資家はグローバルなエネルギー転換、生産の変化（実物の操作）、グローバル・サ

プライチェーンの再構築によるインフレの影響に対処するだけでなく、気候変動、医療危機、

地政学的・社会的緊張の高まり、脱グローバル化、コモディティショック、技術革命の結果とし

てより頻繁に発生するブラックスワンに備える必要があります。成長サイクルやインフレ ・ サイク

ルに予測可能性の高い影響を与える国家政策とは異なり、ブラックスワンは予測も見積 り算

定もできません。しかし、グローバルな環境を形作るうえで大きな役割を果たす以上、少なく と

も極端な結果が頻繁に起こる可能性が高いかどうかを見極めることが重要であることに変 わり

ありません。以下では、今後、ボラティリティイベントやブラックスワンの発生頻度を高める と考え

られる主要テーマについて概説します。  
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気候変動：気候変動の科学的根拠、およびその影響は明らかです。米国国立環境情報

センター（NCE I）のデータでは、図表3に示すように、近年の気象・気候関連災害の件数

が明らかに増加傾向にあることが示されています。過去5年間で、気象・気候災害に関連す

るコストは合計で7,884億米ドル4となり、記録開始以来、過去最高となっています。 この上

昇傾向は今後も続くと考えられ、投資家は気候関連のさらなるショックとそれに伴う経済的・

社会的な悪影響に備えることが賢明であると考えられます。  

 

図表3 

世界各地で増加する気候

関連の大災害 5 

干ばつ  

洪水 

凍結 

暴風雨 

台風 

山火事 

冬嵐 

 
 

出所：米国海洋大気 庁（ NOAA ）米国環 境情報セン タ ー（ NCEI）、 U.S. Billion-Dolla r Weathe r and  
Climate Disaste rs、 2022年。 

 

医療危機：新型コロナはパンデミックからエンデミック（一定期間で繰り返される流行）に移

行しつつあり、各国政府や経済もダイナミックに対応しています。しかしこの進捗を、今後のど

んな年においても新たなパンデミックが起きる可能性が低くなった兆候だと見なすべきではあり

ません（パンデミックは必ずしも時間的に等間隔に発生するわけではないのです）。 イタ リア

のパドヴァ大学のマルコ・マラーニ博士による最近の研究では、新しい統計的手法を使 って、

過去4世紀にわたって迅速な医療介入が行われなかった病気の発生規模と頻度を測定 しま

した。その結果、激しいアウトブレイクの危険性が急速に高まっていることが分かりま した。過

去50年間にSA RS -Co V -2（新型コロナ感染症を引き起こすウイルス）のような新種の病

原体がヒト集団の中に解き放たれた割合が増加していることから、本研究では、新たな疾病

が発生する確率が今後数十年間で 3倍になる可能性が高いと推定されています。 この危険

因子の上昇を用いて、研究者は新型コロナと同規模のパンデミックが59年以内に再び発生

する可能性があると推定しています。 

社会的・地政学的緊張：時代や地域を超えて、不公平（ i nequi ty）、地政学、紛争・革

命はすべて相互に関連してきました。これらは共に長いサイクルを形成しています。ごく一部の

人々が富と権力の大部分を獲得し支配するようになると、その富と権力が過剰に拡大し、そ

して必然的な不況に直面したとき、結果的に、最も経済力が低く最も権力の小さい人々が

最も大きな打撃を受けることになります。これはしばしば、富の再分配と変化を強いるために

革命や戦争を引き起こす紛争に発展するのです。ポピュリストの動きが活発化し、再分配の

ための増税、保護主義、規制強化が見られるようになるにつれて、高まった不平等はピ ークに

差しかかっているように見えます。市場にとっては残念なことですが、「大衆迎合的な（財政）

緩和」は量的緩和よりも資産価格に悪影響を及ぼす可能性が高いと言えます。 
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結果および投資への 

影響 

 

株式市場のボラティリティが上昇する以外に、ブラックスワン・イベントが株式市場に与える厳

密な影響は不明です。ブラックスワン・イベントの内容によっては、投資家はリスクプレ ミア

ムを引き上げつつ、業績見通しを大幅に引き下げて予想する必要があるかもしれません。

何らかのイベントにより、価値の下落サイクルが永続的に続く可能性を事前に知る ことは

難しいですが、リスクが高い状態が続く限り、株式投資家が取れる唯一の行動は、ディ

フェンシブな特性を備え十分に分散された、レジリエントな (回復力が高く底堅さを備えた )

ポートフォリオを既に構築しておくことです。  

 

 

さらなる高インフレ率、

高ボラティリティ環境に

どう備えるか 

 

現在の状況はおそらく、1970年代のスタグフレーションの脚本、つまりそれに対応する投資

戦略の中から、価格決定力、バリュエーション規律、キャッシュフロー、担保（不動産など）

などの重視といったことを含むいくつかのページを持ち出す必要が生じることになるでし ょう。

また、市場の乱高下を乗り切るために、ボラティリティの低いディフェンシブ企業、そし て資

本コストは下がるよりも上がる可能性が高いため、借入レバレッジをかけすぎていないディ

フェンシブ銘柄を購入することが重要です。当社は、市場の細かな変動に逐一タイ ミング

を合わせるのではなく、アルファとリスク低減の交点上で、十分に分散されたポート フォリオ

を構築することが、この先の環境に最も適していると考えています。  

 
 

バリュエーションが魅力

的でクオリティの高い企

業への十分な分散投

資はボラティリティを低

下させる 

 

株価収益率が再び持続的に上昇するためには、市場において、インフレ率がFR B の目標

に近づく見通しが立つことが必要であると当社は考えています。図表 4に示すように、過去

に米国のインフレ率が上昇（ディスカウント・レートも上昇）した期間は、株式のバ リュ エ ー

ション低下と結びついています。コロナ禍後、多くの人々がインフレは一時的なものと考えてい

たため、実質利回りとバリュエーションの調整に時間がかかりましたが、これは年率CPIが 5％を

超えてもバリュエーションが異常に高いままであった理由を説明しています。  

 

 

図表4 

インフレが高止まり すれば 、

バリュエーションは低くなる   

米国コアCP I（前年比） 

vs 景気循環調整済み

PER、月次 

 
 

出所：ファクトセット、 Robe rt J. Shiller、 2022年 7月末時点。 
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インフレが一旦収まっても、このサイクルではより高い水準（例えば 4％程度）に落 ち着く場

合、バリュエーションが前サイクルの極端な水準まで上昇するとは考えられず、特に長期の安

定成長銘柄には引 き続 き圧力がか か る と予想 されます 。当社の イン サイ ト レ ポ ー ト

「Stagflation Playbook」でも説明しているよ うに、インフレ率の高い時期は、中期的に バ

リュー・ファクターのアウトパフォームとつながります。 1970-80年代のスタグフレーション期 には、

デュレーションリスクが織り込み直され、またこの前の期間において形成された割高な株式の

行き過ぎたバリュエーションの解消によって、バリューが大きくアウトパフォームしました。   

当社の見解では、従来のバリュー・ファクターに頼るだけでは、今後の環境において不十分と

みています。急速に移り変わる世界の中で割安な企業をより正確に見極めるため、研究開

発、無形資産、鉱物探査、ES Gの考慮など、セクターや業界特有のドライバーを詳細に分

析することを、体系的な銘柄選択プロセスの中に組み込んでいます。   

インフレと投入コストの上昇によって収益が悪化する可能性が大きい高ボラティリティの時代に、

当社は、さまざまなクオリティ指標で高いスコアを獲得している企業を選好します。これらの指

標を組み合わせることで、バランスシートの強さ、利益率の持続性、そして価格決定力を備

えた企業を特定することができます。市場のボラティリティが高まれば、当然、低ボラテ ィリ テ ィ

投資の魅力が高まります。ポートフォリオに含まれる優良銘柄は、当然ながら株価変動が小

さくなる傾向がありますが、ポートフォリオ構築を通じて分散効果によるリスクの低減をさらに進

めること、つまりポートフォリオ全体のボラティリティが下がるように銘柄を組み合わせることが、

「上手な分散」のための鍵となります。   

過去100年間において、1）超過収益を最大化すること、2）総ボラティリティを低くする こ と、

の2つの目標を組み合わせた仮想ポートフォリオは、ボラティリティが高かった数十年間において、

大幅にアウトパフォームしています。当社のディフェンシブ戦略は、 80:60（長期的に平均して、

市場の上昇に対しては80%の追随率で市場の下落に対しては60%の追随率に抑えること

を目指す）という低ボラティリティ・プロファイルを達成することを目指しています。図表 5に示す

ように、低ベータ・ポートフォリオは、ボラティリティが高い時期に、より大きな超過収益を生み出

しました。 

 

https://www.ssga.com/au/en_gb/intermediary/mf/insights/stagflation-playbook
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図表5 

低ボラティリティ (80：60)

ポートフォリオの方が、市

場ボラティリティの高かった

数十年において良好なパ

フォーマンスを示している 

 

 リターン： 

ダウ・ジョー
ンズ工業株
価平均指数

(%) 

リターン：
80%:60%
ポートフォリ

オ (%) 

超過収益率
(%) 

ダウ・ジョー
ンズの年率
換算標偏差

(%) 

上昇した月
の割合(%) 

下落した月
の割合(%) 

1900 to 1910 4.20 8.50 4.30 18 54 45 

1910 to 1920 0.80 5.80 5.00 19 55 42 

1920 to 1930 8.80 12.30 3.60 20 55 45 

1930 to 1940 -4.90 6.80 11.70 35 56 44 

1940 to  1950 2.90 6.20 3.30 14 58 42 

1950 to  1960 13.00 12.90 -0.10 11 64 36 

1960 to  1970 1.70 4.90 3.20 13 57 43 

1970 to 1980 0.50 4.80 4.40 16 51 49 

1980 to 1990 12.60 13.60 1.00 16 56 44 

1990 to  2000 15.40 15.10 -0.20 14 68 32 

2000 to 2010 -1.00 3.70 4.70 16 53 47 

2010 to  2020 13.40 13.20 0.20 12 71 29 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、フ ァクトセット、 2021年 12月末時点。80： 60のポートフォ リ オ ・リ
ターンは仮定のもので、上記の上昇月と下落月における当該市場インデックスのリターンに基づいています。リター ン は月 次
インデックス ・リターンを用いて計算 され、上昇月は 80％、下落月は60％を乗じ、当該指数（ダウ平均株価） と同 じ 方
法で複利計算しています。市場イン デックスは運用されておらず、リターンを低下させる手数料および経費の対象で は あ り
ません。実際のパフォーマンスは、提示された仮定のパフォーマンスと大幅に異なる可能性があります。過去のパフォ ー マ ン ス
は、将来の成果を保証するものではありませ ん。 リターン は運用による ものではなく、いかなる手数料または経費 の 控除 も
反映されていません。イン デックスのリターンには、収入、利益および損失のす べての項目 と配当金の再投資が反 映さ れ て
います。 

 

要約すると、バリュエーションが魅力的で、ボラティリティの低い優良企業を捉える分散された

ポートフォリオを構築することが、次のサイクルにおいてより良いリスク調整後リターンを達成する

鍵になると当社は考えています。当社のグローバル・ディフェンシブ戦略における銘柄選択プロ

セスでは、こうした要素が大部分を占めています。アルファとリスク低減の目標の交点にあるこ

とで当社のポートフォリオのエクスポージャーは、おのずと、今後起こりうる景気循環リス ク と長

期的な構造リスクからの避難先となる可能性が高く、また市場全体に対して長期的に超過

収益を生み出す見込みが高い企業に偏ることになります。  

 

 

脚注 

 

 

1 .  ゴールドマン・サックス：O c ca sio nal Paper Series 

— Global va lue chains: measure me nt , trends 

and drivers . 

2 .  Based on ラッセル3000 インデックスに基づき、「リシ ョ

アリング、「ニアショアリング」、 「バックショアリング」等 を

含む。出所：G S データワークス、 ゴールドマ ン・サック

ス・グローバル・インベストメント・リサーチ。  

3 .  Kenneth P. Pucker and Andrew King — 「ESG 

Investing isn ’t designed to  save the p lanet」、

2022年8月。  

4 .  米国海洋大気庁（N O A A）米国環境情報セン

ター（NC EI）、 U .S . Billion-Doll a r Weather 

and Climate Disaste rs、2 022年。

https://n ce i .noa a.go v/ac ce s s/b illio ns / , DOI: 

10.25921/stk w -7 w73 .  

5 .  米国海洋大気庁（N O A A）米国環境情報セン

ター（NC EI）、 U .S . Billion -Doll a r Weather 

and Climate Disaste rs、2 022年。大災害 とは、

2022年の価格水準に対して C PI調整後で10億

米ドルを超える被害／損害があったもの。  

 

https://ncei.noaa.gov/access/billions/
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ イザーズは、過去 40年にわたり、各国政府や機関
投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密な リ
サーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプロー チを も と
に、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案い た
します。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をも
たらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努 めています 。インデックス運 用 と
ETF、ES G投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、約 3. 4 8兆 ド
ル2を運用する世界第 4位 1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 21年1 2月末時点。  
2 .  2022年6月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー
（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約6 64 .3億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 

本書はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したもの で す 。内

容については原文が優先されることをご了承下さい。本書は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあ りま

せん。本書は、弊社の運用手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目的のものではござい ません 。

弊社グループの運用戦略をもとに弊社が運用を再委託することにより提供可能となる運用戦略も含まれます。本書は、特定の金融商品の勧誘 を目的

とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。なお、投資信託の場合は投資信託毎に 設
定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運用報酬、信託報酬やその他費 用が かか

ります。各金融商品に関する運用リスクや手数料等諸費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面やお客様向け資料等をご覧下さい 。本書で

述べられている見解は、2022年 8月31日に終了した期間におけるアクティブ・クオンツ株式チームの見解であり、市場およびその他の状況によって 変更と

なる可能性があります。投資には、元本割れリスクを含むリスクが伴います。提供された情報は、投資助言に該当するものではなく、そのようなもの として
依拠されるべきではありません。本情報は、有価証券の購入の勧誘または売却の申出とみなされるべきものではありません。本情報は、投資家の特定の

投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したものではありません。ご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。すべての 情報 は 、

別段の記載がない限り、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによるものであり、信頼できると考えられる情報源から入手したものですが 、そ の 正

確性を保証するものではありません。これらの情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責 任に
ついての表明や保証はなく、これらの情報はそのようなものとして依拠されるべきではありません。ここで言及されている商標およびサービスマークは 、それぞ

れの所有者の所有物です。第三者のデータ提供者は、データの正確性、完全性または適時性に関していかなる保証または表明も行わず、また 、かか る

データの使用に関連するいかなる種類の損害に対しても責任を負いません。株式証券の価値は、個々の企業の活動や一般的な市場および経済 状況

によって変動し、大きく下落する可能性があります。外国有価証券への投資は、通貨価格の不利な変動、源泉徴収税、一般に公正妥当と認めら れる
会計原則の差異、他国の経済不安定または政局不安によってキャピタルロスが発生するリスクを含む場合があります。分散投資は、利益の確 保また は

損失を防ぐことを保証するものではありません。ポートフォリオにおける特定のESG基準を満たさない企業を除外した有価証券ポートフォリオのリタ ー ンは 、

そのような企業を含む有価証券ポートフォリオのリターンを下回る可能性があります。ポートフォリオにおけるESG基準によって、市場全体をアンダー パ フォー

ムする産業セクターまたは有価証券への投資が行われる可能性があります。時価総額が大きい企業は、市場および経済の状況に応じて上下し ます 。時
価総額が大きい企業は、時価総額が小さい企業よりも変動が小さい傾向にあります。このように潜在的なリスクが低い代わりに、証券の価値は時価 総

額が小さい企業ほど上昇しない可能性があります。中型株への投資は、知名度の高い大型株への投資よりも大きなリスクを伴う可能性がありますが 、小

型株への投資よりも変動が小さい場合があります。小型株への投資は、大型株で知名度の高い企業への投資よりも大きなリスクを伴う可能性が あ りま

す。セクター投資は、フォーカスが絞られているため、多くのセクターや企業に分散して投資するよりもボラティリティが高くなる傾向があります。バリュー 投資ス
タイルは、バリュエーションの改善につながる特性を持つ割安な企業に重点を置いていますが、バリュエーションが全く改善されず、実際には他の投資 スタイ

ルや株式市場全体よりも低いリターンとなる場合があります。『クオリティ』投資スタイルは、高いリターン、安定した収益、および低い財務レバレッジ を持つ

企業に重点を置きます。この投資スタイルは、これらの企業の過去のパフォーマンスが継続しないリスクや、『クオリティ』株のリターンが他の投資スタ イル や株

式市場全体のリターンよりも低くなるリスクを伴います。戦略は「グロース」投資スタイルに重点を置く場合があります。グロース株の市場価値は、他の種類
の投資先よりも変動しやすい可能性があります。グロース株の価格は将来の期待を反映する傾向があり、その期待が変化し、または満たないと 、一 般的

に株価は下落します。「グロース」株のリターンは、他の投資スタイルや株式市場全体のリターンと連動する場合もあれば、連動しない場合もあり ます 。他

の証券と比較して最近の価格パフォーマンスが高い証券への投資に重点を置くモメンタム投資スタイルでは、これらの証券は変動が激しく、急変 する可能

性があり、他の種類の投資とは大きな違いが生じるというリスクがあります。低ボラティリティファンドは、長期的にインデックスと比較して相対的に 低 いボラ
ティリティ、および超過リターンを示す可能性があります。ポートフォリオの投資先とリターンはいずれもインデックスとは異なることがあります。ファンド は 、低い

ボラティリティを実現できない可能性や、インデックスを上回るリターンを提供できない可能性があります。また相場が急速に上昇している時期には リタ ーン

が低くなることがあります。アクティブな銘柄選択は、インデックスと比較したアウトパフォーマンスの可能性と引き換えに、リスクを増大させる可能性が あ りま

す。本書には、将来予想に関する記述とみなされる特定の記述が含まれる場合があります。本書に含まれる過去の事実以外の記述で、SSG Aが 将来
的に発生する、または発生する可能性があると予想、考えるまたは予測する活動、事象または展開に関する記述はすべて、将来予想に関するもので す 。

これらの記述は、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の展開、および状況に応じて適切と思われるその他要因（その多くは本書に詳述さ れてい

ます）に関するSSGAの経験と認識に照らして、SSGAが行った特定の仮定および分析に基づくものです。このような記述は、複数の仮定、リス ク 、不確

実性の影響を受け、その多くはSSGAの支配を超えるものです。このような記述は、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果 また は展
開は、将来予想に関する記述で予測されたものとは大きく異なる可能性があることに留意してください。ステート・ストリート・グローバル・アドバイ ザー ズの

書面による明示的な同意なしに、本著作物の全部または一部を複製、複写もしくは送信、またはその内容を第三者に開示してはなりません。  

ステート‧ストリート‧ グローバル‧ アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23 -1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 3 45号  

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証 券業協会  

© 2022 State Street Corpora tio n. All Rights Reserved . Tracking #: 5059770.1.1.APAC . INS T, Exp. Date: 9 /30/2023 


