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荒波を乗り越える 
 
 

2022年は世界的に非常に厳しい年となっており、世
界経済は、インフレ、中央銀行による金融引き締め、
経済成長率の低下見通しに対処しています。投資
家も、これらの要素に神経を尖らせています。2023年
を見渡すと、市場の不確実性とボラティリティを伴った
不安定な様相が継続し、多様な展開が予想されま
す。先進国の多数で金利がピークを打つとともに不透
明感が排除されると思われますが、その後の展開は
不透明感一色となりそうです。2023年は一筋縄では
いかないでしょう。回復維持のシナリオには数多くのリ
スクが残っています。 
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見通し 

 
過度な金融引き締めの
瀬戸際 

インフレのピークが過ぎれば、続いて政策金
利もピークに達する見通しにあります。焦点
は、再び成長懸念に回帰するでしょう。 

債券は好転する態勢にある FRBのタカ派的な文言は来年中に変化し、
債券投資の機会を増やすと予想されます。 

金利のピークは株価回復の
サイン 

株式市場が上昇基調に転じるのは2023年
下半期の可能性が高いものの、すべては米
国の利上げサイクルがピークアウトするタイミン
グ次第です。 
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マクロ経済 
 

 

過度な金融引き締めの
瀬戸際 

 

Lori Heinel, CFA 
Global Chief  
Investment Officer 

Simona M. Mocuta 
Chief Economist 

Gaurav Mallik 
Chief Portfolio Strategist 
 

 

2022年は世界的に非常に厳しい年となっており、世界経済は、インフレ、中央銀行による金
融引き締め、経済成長率の低下見通しに対処しています。投資家も、これらの要素に神経
を尖らせています。2023年を見渡すと、市場の不確実性とボラティリティを伴った不安定な様
相が継続し、多様な展開が予想されます。先進国の多数で金利がピークを打つとともに不
透明感が排除されると思われますが、その後の展開は不透明感一色となりそうです。2023
年は一筋縄ではいかないでしょう。回復維持のシナリオには数多くのリスクが残っています。 

当社は、向こう数ヵ月のまだら模様で変化の激しい旅に備える中で、機動的な姿勢を維持
しています。2023年は「荒波を乗り越える」局面になると予想しており、市場にこうしたボラ
ティリティがある中で、当社は引き続きリスク資産をアンダーウエイトとしています。株式市場で
は質の高い資産（クオリティ銘柄）を、債券市場ではキャッシュ・ポジションと長期ポジション
を構築する「バーベル型」戦略を選好しています。インフレの継続や中央銀行による過度な
金融引き締めを背景に注意は欠かせないものの、下期にはリスクテイクにより好ましい環境が
整うと予想しています。 

このような厳しい時代において、当社は投資家が最も関心を寄せている問題に注目していま
す。市場ボラティリティの高まりを受けて、投資家はあらゆる状況に備えてポートフォリオを強化
するためにダウンサイドプロテクションを模索しています。キャッシュ保有によるクッションは、資金
保全と利回り、マクロ経済環境の改善局面でのリスク投資に向けたドライパウダー（待機資
金）を提供します。国債や投資適格クレジットを中心とした長期債の利回りは、インフレが
行き過ぎずに緩和が進む前提に立てば魅力的な水準まで上昇しています。そして、米ドル
高の軟化は非米国資産におけるより優れたリスク調整後リターンの機会を提供します。2023
年のグローバル市場展望では、これらのテーマを中心に掘り下げます。 

 
 

2023年の展望 
 

現在の金融引き締めサイクルが、特に先進国市場において全速力で展開される中、世界
経済は急減速しています。インフレを抑制するための中央銀行の取り組みが成長と雇用の
面である程度の打撃を引き起こすことは避けられませんが、この打撃は今のところ許容可能
なトレードオフとなっています。より具体的には、経済は長期的利益と引き換えに多少の痛み
を短期的に受け、市場は長期的安定と引き換えに多少の短期的ボラティリティにさらされるこ
とになります。 
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均衡の達成が非常に難しく、不可能とさえ思われる世界においては、目下の利上げペースの
速さとその積極性が懸念材料となっています。結局のところ、新型コロナウイルスのパンデミック
は依然としてサプライチェーンと移民および人々の行動に影響を及ぼし続け、さらに私たちはウ
クライナで長引いている戦争と、それが欧州のエネルギー供給に与えている厄介な影響にも
対処を迫られています。現在のマクロ経済データには激しい変動が多く見られていますが、こう
した経済指標が最終的にどこに落ち着くのかを示す明確な兆候は見当たりません。従って当
社は、現時点で過度な予測をすることは控えています。 

 
 

政策リスクとドル高 
 

以上のような背景から、過度な金融引き締めとなるリスクはかなり高いと思われます。現時点
のインフレ率は許容できないほど高いものの、原油価格に主導されるあらゆる先行インフレ指
標は、強力なディスインフレ・シナリオが待ち受けていることを示唆しています。インフレ期待が
不安定化していることを示す証拠は乏しいようです。しかも、インフレ率が世界的に上昇する
新たなレジームに関する議論が広がっているものの、そうした潜在的な変化が起こる時期と変
化の大きさはかなり不透明であり、その可能性は低いというのが当社の見解です。 

世界経済の減速ペースは先進国と途上国の両方で加速しています（図表1）。驚くには当
たりませんが、当社は世界経済の、特に来年の成長率見通しを下方修正しています。当社
は現在、2023年の世界経済成長率が2.6%にとどまると予想していますが、この数字は3ヵ
月前よりも0.5％ポイント低く、トレンドを大きく下回っており、ダウンサイドのリスクも残っていま
す。米ドルが年初来で大幅に上昇したことにより、世界の成長を阻む問題がさらに深刻化し、
足元ではこれが一部後退したものの、その他の予期せぬ脆弱性を露呈させる可能性があり
ます。 

 

図表1 

世界の景気減速ペースが
加速 

 
世界実質GDP成長率
（WEO） 

世界実質GDP成長率
SSGA予測 

長期平均成長率
（3.5%） 

 
 

 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、IMF世界経済見通し（WEO）、2022年11月4日時点のデー
タ。 

 

新興国市場全般、中でもエネルギー、食物、原材料価格の高騰から打撃を受けやすい経
済にとって、世界のマクロ経済および地政学的環境は特に依然として厳しいものとなっていま
す。これに、目下の金融引き締めサイクル、世界的な需要後退の継続、足元の米中間の緊
張が相まって、新興国の成長にとって困難な短期的状況を生みだしています。 

 

（%）
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地平線の明るさは増し
ている 

 

この様な脆弱性にもかかわらず、今後6～12ヵ月間のいずれかの時点で状況は好転し始め
るというのが当社の主な見方です。過去1年にわたるインフレ率の急上昇が収束しつつあるこ
とを示す明確な証拠は、この改善を示す重要なシグナルだと思われます。当社は、米国と世
界のインフレ率が今後6ヵ月以内に、目に見えて大幅に低下すると楽観しています。そうなれ
ば、政策金利がいつまで大幅な抑制的領域にとどまる必要があるのかについて、予想の再調
整が促されるでしょう。市場がこうした将来のハト派的方向転換に適応するにつれ、ドルの上
昇はやや一服し、新興国の金融安定を支えると考えられます。 

需要、特に財需要が来年にかけて大幅に回復することはないと思われます。財需要は全般
的に（特に米国では）パンデミックに起因する一時的急増を修正するため、まずは減少して
正常化する必要があります。様々な複合製品の中で、こうした需要減少の唯一の明らかな
例外は、販売の回復が供給の制約によって妨げられている自動車需要です。一方で、エネ
ルギーと食品を中心としたコモディティ需要は堅調を維持する可能性が高いでしょう。在庫補
充の機会もあるとみられ、多くの新興国市場の価格と輸出収入を下支えすると予想されます。 

需要の見通しは力強さに欠けるものの、当社は2023年には主に中国の成長が加速すること
で、新興国全体の成長がやや改善すると予想しています。中国に関する予想は、2022年の
成長パフォーマンスがトレンドを下回ったことによるベース効果、住宅投資の緩やかな回復、そ
して最も重要な点として、新型コロナウイルス関連の国内移動制限の緩和を反映しています。 

最後に、2023年には地政学的な状況に何らかの改善がもたらされるはずです。主要な政治
的イベント（中国の共産党大会、米国の中間選挙）が終わり、米国と中国が文言のトー
ンを弱めようとすると考える、説得力のある理由があります。同様に、ロシア・ウクライナ戦争の
明確な出口は現時点では見えていませんが、来年中にはそうした機会が到来する可能性が
あります。紛争の長期化とそれに伴う人的・経済的コストは対立緩和へのある程度の動機と
なり、そのすべてが信頼感の回復に寄与すると思われます。 

 
 

マクロ面での主な 
ポイント 

 

足元の金融引き締めサイクルの展開とともに世界経済は急減速を見せており、過度な金融
引き締めの瀬戸際にあると言えます。この背景と厳しい地政学的環境を踏まえると、マクロ環
境は今後6～12ヵ月間で転換点を迎え、その後は改善し始めると予想されます。この先の道
のりは、金利とインフレにおけるボラティリティの高まりという波乱を含んだものとなるでしょう。 

• 世界の成長は新年にかけて減速し、米国と欧州の成長率がゼロを大きく上回ることは
ないと思われる。リスクは下方に傾いており、2024年にかけてトレンドを下回る成長が続
くと予想されます。 

• 供給の改善と需要の鈍化により、2023年半ばまでに強力なディスインフレ・シナリオが
展開するでしょう。 

• インフレ指標がより好ましいものになることで、米連邦準備制度理事会（FRB）はタカ
派的なスタンスを弱め、2023年第4四半期には利下げに踏み切る可能性があります。 

• 米国の金利がピークに達することで、（世界の成長ダイナミクスがさらに悪化しなければ）
米ドルは下落するはずです。 

当社は市場が2023年に回復し始めると考えていますが、投資家が現在感じている痛みは
少なくとも年央までは継続する可能性があり、その正確なタイミングは中央銀行の措置と関
連するとも考えています。リスク資産の底打ちには、インフレ率の大幅な低下とある程度の収
益成長に関する展望が必要です。当社では引き続き、状況とシグナルの改善を注視してい
ます。それまでの間は、注意、忍耐、機敏性を維持することが欠かせません。 
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債券 
 

 

債券は好転する態勢に
ある 

 

Matthew Nest, CFA 
Global Head of Active 
Fixed Income 
 

 

債券投資家は、債券利回りが年初来で大幅に上昇し、ここ数十年で最低水準のトータルリ
ターンをもたらしている2022年を、最もつらかった年の1つとして記憶するでしょう。全般的に、
世界の利回り水準は（先進国と新興国の両方で）急上昇しています。金利の上昇、市場
のボラティリティ、セクター間のスプレッドの拡大を受け、債券のトータルリターンは、ほとんどの専
門家が予想しなかったほど強く圧迫され、分散、安定性、流動性、インカム、トータルリターン
といった伝統的な債券の特性に長年慣れ親しんできた債券投資家は、こうした嵐を切り抜け
るために、債券戦略を見直し、より柔軟で戦術的（タクティカル）かつ長期的なアプローチを
採用しなければならなくなっています。投資家は債券市場が好転するシグナルを待ち望んで
います。 

上記の課題にもかかわらず、債券市場の状況は今後12～18ヵ月間で変化すると予想され
ます。こうした課題の中には、投資家にとって明るい材料と投資機会の領域が見えています。
明るい材料の1つは、価格リターンは痛みを伴うものとなっているとはいえ、投資家が現在債
券から得ているリターンは長期にわたり得てきた水準を顕著に上回っていることです。主要な
債券セクターの利回り水準は10年ぶりの高水準、または過去10年間のレンジの上限に達し
ています。中央銀行による短期金利引き上げの引き金となった記録的な水準のインフレは、
引き続き債券市場の低調なパフォーマンスの主な要因となっています。そのため、短期的には
利回りのモメンタムは依然として弱気です。 

 
 

ハンドルから両手を離
さず、長期的な視点に
立つ 

 

長期的な構造指標を見ると、労働力人口の伸びの鈍さと生産性の伸びの弱さが重石となり、
低成長環境が続くと考えられます（図表1）。人口動態は数十年にわたり減少傾向にあり、
先進国では今後もその傾向が続くと予想されています。労働参加率はこうした状況を左右す
る主な要因であり、労働参加率の上昇は、人口の伸びの鈍化と高齢化を相殺する要因と
なる可能性があります。ところが労働参加率は依然としてパンデミック前の水準を下回ってお
り、新型コロナウイルスの感染拡大が勃発して以降の最近の期間を除くと、労働参加率が現
在と同ぐらい低かった年は1977年まで遡らなければ見当たりません。 

しかも2022年第1四半期は生産性の前四半期比低下率が過去75年間で最大の7.5％と
なり1、生産性の低下が長期的なトレンドであることを印象付けました。債務も膨らみ続け、
力強い成長環境をさらに阻害しており、政府と企業および消費者の所得に占める金利コス
トの割合は上昇しています。こうしたトレンドが引き続き実体経済活動、ひいては実質金利
を安定させる一方で、成長とインフレの循環的動向が短期的な見通しを左右するでしょう。 
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図表1 

長期的なトレンドが引き続
き、実質金利を安定させて
いる 

 
米国トレンド成長率 

生産性の伸び率（10年
年率換算） 

労働力人口の伸び率
（10年年率換算） 

 

 
 

出所：ブルームバーグ・ファイナンスLP。データは1967年3月から2022年3月までの四半期。労働力人口と生産性の伸
び率は10年間の年率換算値、トレンド成長率は長期的な労働力人口と生産性の伸びを合計したもの。 

 

循環的には、成長率は2021年夏以降に鈍化しており、リセッション・リスクが高まっています。
イールドカーブ2は逆イールドとなっており、フォワードレート予想は基調的な経済ファンダメンタ
ルズを大幅に上回っています。そして中央銀行、特にFRBは、利上げサイクルの終了が近づ
いていることを示唆しています。 

前年比インフレ率は今年6月にピークに達した可能性が高く、今後12～18ヵ月にわたり低下
し続けるでしょう。供給サイドの圧力のさらなる改善と、既に経済活動を抑制している金融引
き締めにより、インフレ圧力はある程度緩和されるはずです。インフレが現在の水準で持続的
に推移するためには、非常に安定的に推移している長期インフレ期待が大幅に上昇する必
要があると思われます。ミシガン大学の最新の調査によると、平均的な回答者は今後5-10
年先の平均インフレ率が2.9%になると予想しています。このことは、消費者物価指数（CPI）
が5.4%から8.2%と2倍近くに上昇した過去12ヵ月間で、長期インフレ期待が約0.4%しか上
昇していないことを意味します。こうした状況から、投資家はポートフォリオの中で債券への配
分を増やすことを検討すべき時期が来ていると考えられます（図表2）。 

 

図表2 

債券へのアロケーション増
加を検討すべき時期が来
ている 

 
過去の最大値 

過去の最小値 

2022年3月16日 

過去の中央値 

  
 

出所：ブルームバーグ・ファイナンスLP、米連邦準備制度、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ分析、2022年
9月末時点。 

 

（%）

米国10年債利回りの変化（％ポイント） 利上げ開始 利上げ開始から1年後

利上げ開始後の経過日数
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最後に 
 

FRBがインフレ抑制を最優先とする姿勢を継続する中、当社はインフレと過度な引き締めの
リスクを注意深く監視しています。FRBのタカ派的文言は、今後1年間で変化するとみられま
す。債券の魅力が高まる中で、当社はスプレッド商品よりもデュレーション、ハイイールド債より
も投資適格債を選好します。クレジットに対しては慎重姿勢を維持しており、景気の不透明
感が払拭され始めるまでそのような姿勢を維持します。市場のボラティリティはクレジット・スプ
レッドの拡大につながっており、洞察力の優れたクレジット投資家にとって機会となり得ます。ク
レジットの環境がより明確になればグローバル市場に目を向けるべきであり、中でも新興国債
券は価格が見直され、十分に興味を引きそうな水準となっています。短期的視野を持つ戦
術的な投資家であれば、足元の金利とスプレッドのモメンタムが弱気であることから、債券の
購入を控えた方がよいかもしれません。 

2022年のマクロ経済と市場の混乱により、ほとんどの債券セクターでトータルリターンはマイナ
スになっていますが、広範な売りとボラティリティの持続は、長期的視野を持つ債券投資家に
いくつかの魅力的な機会ももたらしています。当社は警戒感を維持し、保守的姿勢を取り続
けながらも、長期的視点に立って安定した運用を心掛けていきます。 
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株式 
 

 

金利のピークは株価回
復のサイン 

 

Gaurav Mallik 
Chief Portfolio Strategist 
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EMEA Head of 
Investment Strategy & 
Research 
 

 

2022年は、多くの株式市場で高値から一時25％以上下落するなど、ボラティリティの高い展
開となっています。株式投資家はそうした状況に耐えながら、市場が広範囲にわたり回復す
る兆候を心待ちにしています。当社は、2023年に市場が上昇基調に転じると確信していま
すが、同時に、株式投資家の痛みが消え始めるのは2023年半ば以降になり、正確な時期
は中央銀行の動き次第であると考えています。 

現在、当社は株式をアンダーウエイトとしています。とはいえ、ほとんどの悪材料はすでに織り
込まれており、現在の株価水準からの下振れ余地は大きくないとみています。基本シナリオで
は、株式市場が上昇基調に転じるのは2023年下半期と見ていますが、米国の利上げサイク
ルがピークアウトするタイミング次第です。ポジティブに考えると、インフレ率の大幅低下が中央
銀行の予想よりも早まれば、金利のピーク時期（そして市場の転換期）も早まる可能性が
あります。一方で、悲観的な見方ですが、中央銀行の動きによって雇用の伸びや経済成長
が大きく阻害された場合も、金利のピークが早まるかもしれません。 

このような背景から、当社は過去の基準と比較して割安となっているクオリティ株に着目してい
ます（図表1）。ここでは、業績が安定していて、ビジネスモデルが堅固な企業、すなわち物
価上昇を顧客に転嫁できる弾力性を持つ企業に注目しています。また、長期金利が近年の
ゼロまたはマイナス水準に戻る可能性が低いことから、金利上昇に耐えることができ、以前よ
りも少ない流動性で効率的に事業を運営できる企業にも注目しています。現在、こうした特
性を持つ企業は、米国株式市場に最も多く存在します。 

 

図表1 

MSCIワールド・クオリティ
指数の簿価時価比率
(B/P、PBRの逆数) の推
移と長期平均 (10年間) 

 
簿価時価比率 

平均 

平均+1標準偏差 

平均-1標準偏差 

 

 
 

出所：MSCI、ファクトセット、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月末時点。 
  

投資妙味あり

割高
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9月
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4月
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6月

2022年
9月
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市場の下落によりバリュエーションが極端になっている現状に鑑みると、転換期にはバリュー株
がアウトパフォームする可能性が高いと思われます。インフレと実質利回りが安定すれば、特
に欧州など、現時点でバリューバイアスが強い米国以外の株式への投資についても検討する
方針です。2024年以降に関しては、エネルギー問題が解決し、センチメントが回復すれば、
ユーロ圏株式への投資が支持されると考えています。しかし、英国については、安定した政権
と経済政策がブレグジットの後遺症に対処し、労働市場が安定しない限り、見通しは改善し
ないと思われます。 

新興国市場では引き続き、中国において、投資家にとって安定的で明確な機会を示唆する
兆候に注目しています。足元の中国市場の低迷とドル高は、新興国市場での株式投資機
会を制約する要因となっています。 

株式投資の環境は複雑な世界を反映するものであり、各種イベントには細心の注意を払っ
ています。エネルギー価格を押し上げ、欧州市場を圧迫しているロシア・ウクライナ戦争が解
決すれば、株式市場にとって強力なプラスのカタリストとなり、中国から明らかに良好な経済シ
グナルが発せられた場合も、同様のカタリストとなることが期待されます。本校執筆時点にお
いて、どちらのカタリストも確認されていません。 

 
 

最後に 
 

今は株式投資家にとって厳しい時期ですが、困難は常に機会を生み出します。投資家は、
2023年の市場の転換に備えておくとよいでしょう。それまでの間、通常よりも高いボラティリティ
に対しては、ダイナミックなアセットアロケーションや、最小分散戦略やディフェンシブ株式戦略
などのアプローチで対応するのが得策と思われます。金利上昇局面では、キャッシュはもはや
ポートフォリオの足かせではなく、適切なタイミングで株式配分を増やすためのドライパウダーと
なります。 

クオリティ株は、短期的にも、そして金利がピークアウトして株価が転換期を迎えた場合にも、
市場をアウトパフォームすると当社は見ています。株式のバリュエーションが著しく低下している
ことから、特に欧州などでセンチメントが改善した場合には、バリュー株もアウトパフォームする
はずです。 

株式のパフォーマンスを左右する多くの要因を注視し、2023年にはリスクオンのポジションに移
行できるように備えておきましょう。忍耐は美徳であり、市場は報いてくれるはずです。 
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投資テーマ 

 
ダウンサイドプロテクション：
あらゆる市場において重要な
理由 

市場の不確実性やボラティリティが高まる中、
投資家は市場の混乱を乗り切るために、ポー
トフォリオを守る手段の導入を検討する必要
があります。 

忍耐は美徳：債券における
投資機会の発掘 

金融政策引き締めのピークが近づく中、投資
家はポートフォリオの変更に備え、流動性を
維持し、エントリーポイントを特定するに当
たっては耐え忍ぶべきです。 

米ドルを注視 利回りの上昇と景気後退リスクは2023年に
収束し、米ドルを押し下げ、米国以外の株
式を中心とするリスク資産の広範な上昇への
道が開かれると予想されます。 
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ダウンサイドプロテクション：
あらゆる市場において重要
な理由 

 

Altaf Kassam, CFA 
EMEA Head of 
Investment Strategy & 
Research 

Kishore L. 
Karunakaran 
Global Head of Portfolio 
Strategy, AQE 

Rob Spencer, CFA 
Global Head of Portfolio 
Strategy, Investment 
Solutions Group 

 

いかに先見の明のある投資家でも、新型コロナウイルスのパンデミック発生以降の市場の動き
を予測するのは困難だったでしょう。異常に低いボラティリティと極めて一貫したプラスリターンが
10年間続いた後だったこともあり、最近の株式市場と債券市場の同時下落は、なおさら驚く
ものでした。「大いなる安定（Great Moderation）」の時代は明らかに終わり、各国中央
銀行には、インフレとの戦いやバランスシートの削減を図る中で、市場を下支えする考えはな
いと思われます。ボラティリティの高い「ニューノーマル」な環境であっても、株式投資家にとって
機会は存在しますが、市場は深い下落と浅い回復（V字型ではない）という展開になる可
能性が高くなっています。重要なことは、足元の環境におけるリスクを積極的に管理するため
には、実績のあるダウンサイドプロテクション戦略が必要だということです。 

投資家は、ボラティリティの高い不確実な市場に限らず、他のどんな市場サイクルにおいてもダ
ウンサイドプロテクション戦略を検討するべきです。大幅なドローダウンは頻繁に、しかも予期
せず起こり、回復には時間がかかることがあります（図表1）。ダウンサイドプロテクションは、
攻めと守りの両方の観点から有効な手段であり、あらゆる市場サイクルにおいてポートフォリオ
を守るために検討すべき戦略であると当社は考えています。 

 

 

図表1 

ドローダウンの推移 

S&P500指数のプライスリ
ターン、1929年9月から
2022年9月 

 
 

出所：ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。Standard & Poor の S&P500 指数は、
Standard & Poor’s Financial Services LLC の登録商標です。指数の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。指数のリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当す
る配当金およびその他収入の再投資が反映されています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼でき
る指標ではありません。 

 

（ドローダウン%）
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負けないことで勝つ 
 

ダウンサイドプロテクションは一般的に、ディフェンシブ、すなわちポートフォリオを損失から守り、
資金を保護することに特化したポジションとみなされます。しかし、これをオフェンシブ（積極的）
なアプローチとして考えることもできます。市場の大幅な下落局面で損失を抑えることができれ
ば（ドライパウダーの確保）、その資金を下落した高リスク資産に再配分し、リターンプレミア
ムの上昇から恩恵を受けることが可能になります。ダウンサイドプロテクションにはディフェンシブ
なイメージがあるため、この戦略を取りたがらない機関投資家もいますが、ポートフォリオを保
護しながら、株式投資の成長性を捉える効果的なアプローチもあります。以下では、2つのア
プローチについて説明します。最終的に選択するにあたっては、それぞれのアプローチを体系的
に比較し、長所と短所を検討することをお勧めします。 

 
 

ディフェンシブ株式戦略 
 

世界金融危機（GFC）以降の市場パフォーマンスが一貫してプラスであることを考えても、
ディフェンシブ戦略では長期的視点を維持することが重要です。長期的視点で捉える1つの
方法として、80:60のディフェンシブ株式戦略が持つ長期的特性を活用し、その長期パフォー
マンスとダウ平均の過去リターンを照らし合わせてみる方法があります。80:60とは、市場の上
昇局面の80％を捉え、下落局面では60％しか参加しないことを目指すコンセプトで、主要
なディフェンシブ株式戦略の長期パフォーマンスでほぼ実証されています。 

80:60コンセプトのパフォーマンスを1900年から10年ごとに振り返ってみると、過去12回のうち
9回で、80:60戦略はダウ平均をアウトパフォームしました。しかも、ボラティリティが高い時ほど
（現在のような）、アウトパフォームの幅も大きい傾向があります。 

 

図表2 

80:60戦略の超過リターン
とダウ平均の比較、10年
毎 

 
ダウ平均の年率標準偏
差（左軸） 

80:60戦略の年率超過リ
ターン（右軸） 

 

 
 

出所：ファクトセット、ダウジョーンズ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月末時点。80:60のサン
プルポートフォリオのリターンは、当該の市場指数のリターンを指定の比率で表したものです。「80:60」戦略のリターンは、
プラスの月次リターンに0.8（80％）を乗じ、マイナスの月次リターンに0.6（60％）を乗じることで算出されます。月次
パフォーマンスが0％の場合はそのまま適用されます。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼できる指
標ではありません。 

 

これは意外ではありません。過去の研究では、長期的にみて、低ボラティリティを目指す戦略
の方が高いリターンを上げることが示されています。一般的に、最もリスクの高い資産に向かお
うとする投資家の行動バイアスが高ボラティリティにつながるからです（一方で長期リターンは
抑制されます）。 

  

（%） （%）
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市場の上昇局面では、投資家は過度に楽観的になり、過度にリスクを取り、その結果として
資産評価は上昇します。過剰なバリュエーションはいずれ維持できなくなり、市場は調整局
面となり、資産価格は下方圧力を受けます。下落局面では、振り子が反対方向に大きく振
れ、過度の悲観が生まれ、資産評価は低下します（ただし、これはその後の価格回復のお
膳立てとなります）。 

現在、中央銀行がバランスシートの縮小を図り、インフレ対策として金融引き締めに動く中、
投資家はディフェンシブ戦略をアセットアロケーションにどのように組み込むか、積極的に検討
する時期に来ています。 

 
 

ボラティリティ・ターゲ
ティング戦略 

 

ダウンサイドプロテクションのもう1つのアプローチは、妥当なリスクレベル（またはターゲット）を
選択し、高リスク資産と非リスク資産（キャッシュなど）といった異なるリスクレベルの間で切り
替えることで、ターゲットとするリスクレベルを維持する方法です。ダイナミック・アセット・アロケー
ション（DAA）のプロセスでは、高リスク資産と非リスク資産の間の配分は、ターゲットレベル
に対するボラティリティ予測に基づいて体系的に行われます。DAAプロセスは複雑で、その原
因は、リスクターゲットに合わせてポートフォリオの調整が求められることにあります。 

ボラティリティ・ターゲット戦略の投資コストは、市場環境に比較的左右されにくい傾向があり
ます。しかし、こうした戦略も、ポートフォリオのボラティリティが市場開始時に「跳ね上がる」よう
な、極端な市場変動を常に予測できるわけではありません。たとえば、取引開始時の価格が
前日の終値と大きく異なる場合、ボラティリティ予測は事実上役に立ちません。これは相場の
下落ペースが速い時に問題となることがあり、またキャッシュへの配分を減らすのに時間がかか
るため、市場の急騰時にもボラティリティ・ターゲット戦略は市場に遅れを取る傾向があります。
急激なV字回復は、ディフェンシブ株式戦略と同様に、ボラティリティ・ターゲット戦略のパ
フォーマンスにマイナスの影響を及ぼします。 

リターンの実現よりもリスクマネジメントを重視する投資家にとって、ボラティリティ・ターゲット戦
略は有効と思われます。たとえば、保険会社はリスク予算の制約を受ける可能性があるため、
このアプローチを好む傾向があります。また、リターンの多少の変動は許容できるが大幅なド
ローダウンは受け入れられないという投資家にとっても、このアプローチはメリットがあります。たと
えば、確定給付型年金の受託者やスポンサーは、積立比率が厳しい目にさらされる中、積
立不足を補うために成長資産が必要ですが、負債対比で過度な市場ボラティリティに耐えら
れない状況に直面する可能性があります。その場合、ポートフォリオにボラティリティ・ターゲット
戦略を組み込むことで、コスト効率の高い方法でリスクマネジメントができるかもしれません。 

 
 

最後に 
 

これらのダウンサイドプロテクションのアプローチがポートフォリオに与える影響はそれぞれ異なり
ます。最も適した方法を選択するためには、投資家はリスクとリターンの優先順位を明確にし
た上で、どちらかを選ぶのがよいでしょう。 

明確なことは、市場の不確実性やボラティリティが高まる中、投資家は長期的な投資目標を
達成するために、ポートフォリオを守る手段の導入を検討し、市場の混乱を乗り切る必要が
あるということです。 
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2022年の金利上昇環境は投資家にとって驚くほど痛みを伴うものとなっています。過去12ヵ
月間は債券にとって非常に困難な時期だったのに対し、インカムの増加という希望の光が現
れています。現在、債券の主要セクターの大半で現地ベースの利回りは10年ぶりの高水準、
または過去10年間のレンジの上限にあります。米国と欧州の投資適格債の利回りはそれぞ
れ6%と4%と、年初の2倍の水準に上昇しています。また、10年物米国債利回りも2倍超の
4%に上昇し、ドイツ国債利回りも2%に上昇しています。さらに世界的にハイイールド債およ
び新興国債券利回りも約9%に急上昇しています（図表1）。価格リターンは痛みを伴うも
のとなっている一方、投資家が債券から得ているインカムは長期に渡り得てきた水準を上回っ
ています。 

 

図表1 

債券利回りは10年ぶりの高水準に達している 

 
 

出所：ブルームバーグ・ファイナンスLP、JPモルガン・チェース。分析では2012年10月31日から2022年10月31日までの日次の最低利回りを使用。HC＝ハードカレ
ンシー、LC＝現地通貨。 

 

（利回り%）

中央値 現在 最小ー最大幅 25分位ー75分位

米国
社債

米国
ハイイールド債

ユーロ
社債

ユーロ
ハイイールド債

米国
MBS

米国
国債

米国
総合債券

EMBI GD
(EM HC)

GBI-EM GD
(EM LC)

ブルームバーグ・インデックス JPモルガン・インデックス
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インフレをターゲットとした中央銀行の積極的な金融政策が効果を発揮する中、金利がピー
クに近づいている可能性があることを示す証拠が増えています。こうした金利の頭打ちの可能
性により、過去1年間の債券市場における非常に大きな逆風は追い風に転じる可能性があ
ります。中央銀行が引き締めサイクルに入ってかなりの時間が経っていますが、金融政策の伝
播はタイムラグを伴うことを認識しており、現在は（インフレの緩和を後押しするために）経済
活動を適度に抑制することと、（ハードランディングによるリセッションを引き起こす）過度な引
き締めとの間で綱渡りをしています。そして投資家もこうした綱渡りを迫られます。金融引き締
めのピークが近づき、より明白となる中、投資家はポートフォリオの変更に備えるべきです。 

投資家に対する当社のメッセージは、エントリーポイントを選択するに当たっては耐え忍び、
ポートフォリオのポジショニングにおける流動性を維持すべき、というものです。タイミングに関し
て言うと、投資家はマクロ経済サプライズ指数（図表2）、景気先行指数、購買担当者景
気指数（PMI）などが捉えるトレンドを検討することができますが、これらの指標はいずれも
世界経済の減速を示しています。 

 

図表2 

インフレをめぐる高い不透
明感とインフレ率の上振れ
がイールドカーブ全体で
利回りを押し上げている 

 
シティ・インフレーション・サ
プライズ指数、12MA  

シティ・エコノミック・サプラ
イズ指数、12MA 

10年利回り（右軸） 

FFレート上限（右軸） 

 
 

出所：シティグループ、ブルームバーグ・ファイナンスLP、2022年10月末時点。マクロサプライズ指数は米国のシティ・イン
フレーション・サプライズ指数とシティ・エコノミック・サプライズ指数を指しています。12MAは12ヶ月移動平均を意味します。
FFレート＝フェデラル・ファンド金利。 

 

 

 
 

分散投資対象資産と
しての米国債 

 

流動性は多くのかたちを取り得ますが、そのいずれもが相対的なものです。第一に、投資家
は米国債とその他の先進国国債が、リスク資産ともに向こう数四半期で再び効果的な分散
化の手段となる可能性を検討すべきです。インフレをめぐる過去18ヵ月に及ぶ高い不透明性
を背景に、2000年以降続いてきた株式と債券の従来の負の相関は消滅し、2022年に相
関は正になりました。2023年は、ディスインフレが進展し、経済成長が予想通りに鈍化した
場合、すなわち、FRBが政策金利を引き下げ、利回りが低下し（債券価格は上昇）、株
式のバリュエーションにファンダメンタルズが悪化する環境悪化が織り込まれた場合、相関は再
び負になる可能性があります。そうなれば、資産配分の観点で、ダウンサイドプロテクションを
提供する流動性が高い資産としての米国債の魅力が高まるでしょう。 

 

（シティ・サプライズ指数） （利回り%）
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高い流動性を備えた、
プライベートクレジット
の代替的投資対象と
してのハイイールド債 

 

多くの投資家が、大きな流動性プレミアムを反映したインカムの魅力的な水準に魅かれてプ
ライベートクレジットに資金を配分してきました。プライベートクレジットの欠点である流動性は、
良くても定期的と表現されるもので、多くの投資家のポートフォリオがより高い柔軟性を求めて
います。プライベート投資から創出されるキャッシュは再投資が求められ、多くの場合、プライ
ベート投資プログラムの構造上、出資を事前に約束するよう求められ、そうした展開は投資
機会に左右されます。従って、プライベートクレジット投資家はプライベート投資プログラムにひ
もづくキャッシュをどこで維持するかを検討しなければなりません。ハイイールド債は、公開市場
で利用可能な代替投資対象の中で、プライベート資産の四半期リターンと相対的に高い相
関性を持つ（図表3）だけでなく、利回りの水準がプライベートクレジットに近づいているとい
う点で、際立っています。 

 

図表3 

ハイイールド債：プライ
ベートクレジットに近い性
質と高い流動性を備えた
代替的投資対象 

 

資産クラス 時価評価／
流動性 

米国プライベートクレジット*
との相関 (四半期リターン) 

予想利回り**
（%） 

米国プライベートクレジット* 定期的 － 8-12 

米国ハイイールド・インデックス 日次 0.81 5-9 

米国総合債券インデックス 日次 -0.06 2-5 

S&P500インデックス 日次 0.67 1-3 

キャッシュ 日次 -0.30 0-2 

*プライベートクレジットはクリフウォーター・ダイレクト・レンディング・インデックス（CDLI）の数値。**予想利回りは直近
10年の期間の過去レンジに基づく。キャッシュの代替としてブルームバーグ・バークレイズ1カ月満期米国債ベルウェザーズ
指数を使用。出所：クリフウォーター・ダイレクトレンディングLLC、ブルームバーグ・ファイナンスLP、2022年6月末時点。
分析は2012年6月まで遡る四半期リターンに基づいています。 

 

プライベートクレジットの定期的な時価評価は、インカムの向上と「安定した」プライシングの点
では役立ちますが、非公開市場だけに投資する場合、市場の歪みを活用しようとする投資
家は困難を感じるでしょう。投資家は、ハイイールド債の流動性とボラティリティを活用し、市
場に歪みが生じて価格が下落した時にクレジット資産を購入することで、一旦はスプレッドの
ワイド化に乗じることができます。そして、機会が生じた場合にプライベートクレジットまたはその
他のオルタナティブ資産クラスへの再配分を検討できます。図表4では、ハイイールド債のスプ
レッドが6%に近づいた、または6%を上回った5つの事例を特定しています。これらの事例は、
プライベートクレジットの資金の代替的な投資対象としてハイイールド債を購入することがリ
ターンの向上をもたらしたと考えられる時点を示しています。 
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図表4 

クレジット・スプレッドが魅
力的な時にハイイールド債
に資金を投入 

ハイイールド債スプレッドとプ
ライベートクレジットのインカ
ムの比較 

CDLI４四半期ローリング
インカムリターン 

ハイイールド・インデックス
OAS 

ハイイールド・スプレッドが
6%近く又は超過した局
面 

 
 

出所：クリフウォーター・ダイレクト・レンディング、2022年6月末まで；ブルームバーグ・ファイナンスLP、2022年9月末ま
で。 

 

 
 

クレジット資産の魅力
的なエントリーポイント
を忍耐強く待つべき 

 

今年、クレジット・スプレッドは過去最もタイトな水準付近からワイド化し、現在では長期平均
に近い水準にあります。当社は、クレジット資産が向こう数四半期にわたり買いの機会を提
供するものの、依然として幾つかの短期的な逆風に直面していると考えています。主な逆風
はFRBによる積極的な金融引き締めであり、市場はFRBがフェデラル・ファンド金利を来年
上半期に5%に引き上げると予想しています。こうしたFRBの姿勢は非常に引き締め的な領
域を反映したものであり、経済活動をさらに抑制するでしょう。こうした金融引き締めによる影
響は債券のファンダメンタルズにはまだ現れていませんが、当社は2023年には影響が現れると
考えています（マクロ経済のファンダメンタルズには引き締めによる影響がより明確に現れ始め
ています）。投資適格級のクレジット資産のファンダメンタルズは弱含んでいるとはいえ引き続
き持ちこたえています。具体的には、利益成長率がコロナ危機前の平均を上回り続けている
一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは過去最高付近にあります。ハイイールド債に関して
言うと、スプレッドは引き続き長期平均に対してやや割高となっており、これには一部のアナリ
ストが予想する来年のハイイールド債のデフォルトの増加は反映されていません。 

 
 

最後に 
 

クレジット資産、特にハイイールド債を魅力的な投資機会にするためには、FRBが金融政策
引き締め軌道から実際に転換する準備をしていることを示すより明確な兆候を確認する必
要があります。11月の75bpの利上げの後でさえ、マクロ経済面で予想外の強い下振れサプ
ライズがない限り、FRBは利上げ停止前になお複数回の利上げを実施する見通しです。そ
の一方で、負のモメンタムが継続し、ファンダメンタルズが軟化し、スプレッドのバリュエーションは
より魅力的な水準までさらにワイド化すると考えられます。マクロ経済と金融政策をめぐる状
況が時間とともにより明確になるのを待つ間は、忍耐が美徳です。状況が明確になるはまだ
少し先のことです。 

 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022年
9月

（%）
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2022年は非常に厳しい年となっています。債券市場と株式市場は高水準の利回りと経済
成長をめぐるリスクの高まりから大きな打撃を受けていますが、その主な要因は持続的な高イ
ンフレと過去最速に近いペースでの金融引き締め、地政学的な不確実性、新型コロナウイル
スの長引く影響（特に中国）です。米国株式市場は10年に及ぶ力強いアウトパフォームの
後、2022年も先進国市場と新興国市場を引き続きアウトパフォームしています。MSCI米国
指数は年初来でMSCI ACWI（除く米国）指数を1.5%アウトパフォームしています3。 

しかし、こうした問題にもかかわらず、投資機会が訪れる兆候が見えています。歴史的な米ド
ル高がこうした年初来および2020年末以降の米国株のアウトパフォーマンスに寄与していま
す。しかし、急激な米ドル高の影響を除くと、MSCI ACWI指数（除く米国）の現地通貨
ベースの年初来パフォーマンスは実際にはMSCI米国指数を上回っています。米ドルがピーク
に達し、2023年には下落し始めると予想する強力な根拠が存在するため、このことは投資
家にとって特に重要です。 

 
 

米ドル上昇ペースの
加速 

 

相対的な利回りの上昇と激動の局面における安全な避難先としての魅力が相まったことによ
り、米ドルの上昇ペースは加速してきました。短期的には、高水準の利回りと景気後退リスク
の上昇が引き続き米ドルを下支えする可能性が高く、これを受けて当社はディフェンシブなス
タンス（すなわち株式のアンダーウエイト）を維持しています。しかし、来年に目を向けると、
現在の経済状況は徐々に変化すると予想されます。こうした変化の主な要因は、インフレか
らディスインフレへの移行と、中央銀行による成長重視の政策への変更です。こうした変化が
利回りを低下させることで、世界の経済成長は安定化して最終的に回復するとの信頼感の
醸成に寄与するはずです。言い換えれば、米ドルの二つの主な下支え要因である利回り上
昇と景気後退リスクが収束して米ドルを押し下げることで、米国以外の株式を中心とするリス
ク資産の広範な上昇への道が開かれます。 

米ドルの強さを決定づける特徴は、地政学的リスクの上昇局面における安全な避難先とし
ての魅力です。地政学的リスクが米国以外の国・地域、特に欧州と中国の2022年の経済
パフォーマンスを抑制していますが、環境の改善が実現し、米国以外の国・地域と米国の経
済成長率の格差が縮小する可能性があります。欧州ではロシア・ウクライナ戦争がスタグフ
レーションにつながる本格的なエネルギーショックを引き起こしており、このショックは2023年を
通して続くと考えられます。とはいえ、市場はロシア・ウクライナ戦争を概ね織り込み済みです。
今後を見渡すと、限界的なマイナスのショックが市場に影響を与える可能性は、現状維持の
継続や紛争の鎮静化を下回りそうです。核兵器の使用や、新たな人道的危機、あるいは欧
州のエネルギーインフラに対する破壊工作といったテールリスクを無視することは楽観的と思わ
れますが、マクロ経済に対する重大な追加的ショックの可能性は低下しています。ウクライナが
軍事作戦で成功を収めると、テールリスクが上昇しているとの認識が強まる可能性はあります
が、ウクライナがロシアの占領地域を奪還すれば、紛争が大詰めを迎える、または安定化する
とのシナリオ近づくことになります。 
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中国のゼロコロナ政策は2022年を通して経済成長を抑制しています。中国が2023年中に
コロナ規制を緩和することはほぼ確実ですが、それによる経済的影響の度合いとペースはまだ
分かりません。コロナ規制の緩和が中国の経済成長率を2022年比で押し上げることは確実
であるため、米国の成長率と米国以外の成長率の格差の縮小にも寄与するでしょう。米中
間の緊張による予期せぬ地政学的影響が高まるとすれば、中国の経済状況が完全に正常
化した後になると考えられるため、これに関しても短期的な見通しは明るいと言えます。 

 
 

株式 
 

当社は株式の展望を、主に以下のようなファンダメンタルズ、バリュエーション/割引率、ポジ
ショニングを通じて見渡しています。 

ファンダメンタルズは、2022年に世界的に圧迫され、2023年もそうした状況が続くと予想さ
れます。グローバルな見通しは中国を除くほぼすべての国・地域で成長が鈍化していることを
示しており、このことは企業利益が2022年にかなり軟化した後、2023年は緩やかな改善にと
どまることを示唆しています。米国企業の利益は今年これまでにやや改善していますが、米ド
ルの急上昇に伴い幾つかの重大な逆風に直面すると予想されます。当社は、主要ないずれ
かの地域で来年に1桁台半ばを超える1株当たり利益（EPS）成長率が達成されるとは予
想していません。米国が持っていたEPS成長における明確な優位性には今や、疑問符がつ
いています。 

バリュエーションは、米国以外の国・地域の株式では平均的な水準にある一方、米国の株
式ではなお比較的割高な水準にあります。米国を除く先進国と新興国のいずれであれ（新
興国は年初来で30%下落）、米国以外の国・地域の株式が魅力的なほど割安とは言い
にくい状況です。新興国と米国を除く先進国の株式のバリュエーションは長期平均にかなり近
い水準にありますが、米国株式と比べると相対的に割安です。過去を振り返ると、魅力的な
株価水準だけで大規模な資金フロー引き引き寄せることはできていません。これは収益性と
イノベーションにおける米国企業の優位性が理由です。バリュエーションが過去と比べて非常
に割安な水準にあれば、一部の投資家はエクスポージャーを取り、取得した株式を保有する
ことに満足し、将来の改善を待とうとするでしょう。しかしそれはまだ先のことです。一方、米国
に多数存在するデュレーションの長い資産のバリュエーションが金利上昇から圧力を受けると
予想されます。 

ポジショニングは、米国以外の国・地域の株式に上値余地が見込まれる極めて重要なポイ
ントです。米国以外の世界各国は米ドル建て資産の重要な長期投資家です。機関投資
家の米国に対するオーバーウエイト幅は過去約25年間で最大となっています（図表1）。
対照的に、機関投資家は同等の期間に新興国市場を大幅なアンダーウエイトとしてきました
（図表2）。こうしたトレンドは長期にわたり持続するのでしょうか。当社は、答えはノーである
可能性が高いと考えており、現在の状況はトレンドが反転することを示唆しています。こうした
変化が起こるには、投資家に避難通貨である米ドル以外でポジションを取ることを促す何ら
かのカタリストが必要となるでしょう。過去、投資家のポジショニングがこのような水準で一方に
大きく偏る状況が長期間続いたことはないので、今後何らかの動きがあるでしょう。カタリスト
のタイミングは分かりませんが、当社は中期的にある程度のポジション調整が起こることが極め
て道理に適っていると考えています。現在はトレードを準備する時です。 
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図表1 

機関投資家は米国株式
をオーバーウエイトしてきた 

米国株式保有指標 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ。2022年10月19日時点のデータ。 
 

 

図表2 

機関投資家は新興国株式
をアンダーウエイトしてきた 

新興国株式保有指標 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ。2022年10月19日時点のデータ。 

 
 

投資家にとっての主な
ポイント 

 

• 米ドル高は米国以外の国・地域の株式への逆風となっており、新興国市場が米ドル高
から最も大きな悪影響を受けています。 

• 米ドルは歴史的高水準にあり、このことはドル高の反転を示唆している可能性がありま
す。 

• 米国以外の国・地域でバリュー株式のエクスポージャーが増加しており、バリュー株式の
アウトパフォーマンスは米国以外の国・地域の株式への追い風となる可能性があります。 

 
 

脚注 
 

 

1 季節調整済み年率。 

2 米国における国債3か月（T-Bill）と10年利回りの
差。 

 

3 2022年9月末時点。 

 

（ポートフォリオ超過ウエイト%）

（ポートフォリオ超過ウエイト%）
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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、優れたスチュワードシップこそ優れた長期
投資であるという信念のもと、厳格なアプローチと幅広い運用能力を通じて、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サービスを提供しています。インデックス運用
とETF、ESG投資の先駆者、そして世界第4位1の資産運用会社として、投資における
新しい世界を常に切り拓いています。 
 

1. Pensions & Investments Research Center、2021年12月末時点。 
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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。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。本書で述べられている見解は、2022年12月1
日に終了した期間におけるステート・ストリート・グロー
バル・アドバイザーズの見解であり、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。本書に
は、将来予想に関する記述とみなされる可能性があ
る特定の記述が含まれます。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、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。投資には、元
本割れリスクを含むリスクが伴います。言及されている
すべてのインデックスのパフォーマンス結果は、比較の
みを目的として提供されています。これらが特定の投
資対象のパフォーマンスを代表するものであると見做
されるべきではありません。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。債
券は一般的に、株式に比べて短期的なリスクやボラ
ティリティは小さいものの、金利リスク（金利が上昇す
ると債券価格は通常下落します）、発行体のデフォ
ルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよび
インフレリスクを伴います。これらの影響は、通常、長
期の証券に顕著に現れます。債券を満期前に売却
または償還した場合、多額の利益または損失が発
生する可能性があります。「ジャンク債」として知られ
るハイイールド債券への投資は、投機的であると考え
られ、投資適格債券への投資に比べて元本および
利息の損失のリスクが大きくなります。これらのクオリ

ティが低い債券は、発行体の信用力の潜在的な変
化によるデフォルトまたは価格変動の大きなリスクを
伴います。実質金利の上昇は、インフレ連動債の価
格を低下させる原因となります。インフレ連動債の利
払いは予測不可能な場合があります。実物資産な
らびに不動産、貴金属および天然資源などの実物
資産セクターへの投資にはリスクが伴います。これら業
界に関連する事象から投資が大きな影響を受ける
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。新興国市場または発
展途上国市場への投資は、先進国市場への投資
よりも相対的にボラティリティが高く、流動性が低い場
合があり、より発展が進んだ国々と比較すると、多様
性と成熟度の面で概して劣後する経済構造や安定
性に劣る政治制度に対するエクスポージャーを含む
場合があります。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。MSCI 
ACWI ESG Universal Indexは、MSCI Inc.の商
標です。 
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