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当レポートの記載内容は、ブラックロック・グループ（以下、ブラックロック）が作成した英語版レポートを、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、弊社）が翻訳・編集したものです。また当資料でご紹
介する各資産の見通し（米ドル建て）は、米国人投資家などおもに米ドル建てで投資を行う投資家のための見通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投資家など日本円建てで
投資を行う投資家の皆様を対象とした見通しではありません。
記載内容は、米ドル建て投資家を対象とした市場見通しの一例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを目的とするものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではなく、また本邦投資家の皆様の
知識、経験、リスク許容度、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確
性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のもの又は見通しであり、今後の運用成果を保証するものではなく、本情報を利用したことによって生じた損失等についてブラックロック及び弊社はその
責任を負うものではありません。記載内容の市況や見通しは作成日現在のブラックロックの見解であり、今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能
性があります。また、ブラックロックの見解、あるいはブラックロックが設定・運用するファンドにおける投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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私たちは、過去半世紀に経験したことがない新たな市場レジームに入っています。2022年も株式の
リターンはプラスで、債券はマイナスになるとみています。新型コロナウイルスの新たな変異株により、
力強い経済活動の再開は遅れるでしょうが、大きく道すじから外れることはないとみています。米連邦
準備理事会（FRB）が利上げを開始するものの、インフレに対しては引き続き寛容なスタンスを保
つと考えます。インフレは新型コロナ拡大以前のトレンドよりも高い水準に落ち着き、私たちはインフレ
と共存していくことになるでしょう。こうしたことを踏まえて、債券よりも株式を選好しますが、2022年
には潜在的に様々なシナリオが想定されるため、リスクテイクは控えめにします。

Philipp Hildebrand  
Vice Chairman —
BlackRock

Jean Boivin
Head — BlackRock  
Investment Institute

Alex Brazier
Deputy Head — BlackRock Investment  
Institute

Vivek Paul
Senior Portfolio Strategist —
BlackRock Investment Institute

Elga Bartsch
Head of Macro Research —
BlackRock Investment Institute

世界的な株高と債券安は、1977年のデータ取得開
始以来初めて2年連続となり、2022年が新たなレ
ジームの幕開けになると考えています。この異例の状
態は、ブラックロックのテーマの一つ「ニューノミナル」の
次の段階で、現在も進行中だと思われます。中央銀
行と債券利回りは、強力な経済活動の再開によるイ
ンフレの上昇に対して、過去に比べて反応が鈍いよう
です。そのため、実質金利（インフレ調整後の金
利）は歴史的な低水準を維持し、株式を下支えす
ると思われます。

2022年に予想される大きな変化：経済活動再開
には刺激が必要ないため、中央銀行は金融支援を
一部取りやめ、結果として、株式のリターンはより小
幅なものになるでしょう。FRBは利上げを開始するも
のの、インフレに対してより寛容な姿勢を保つとみてい
ます。FRBはインフレ目標を達成したので、今後はも
う一つの使命である雇用情勢をどう解釈するかが利
上げの時期とペースを決めることになりそうです。欧州
中央銀行（ECB）は、インフレ見通しの悪化に直
面しているため、緩和的な政策を維持し、強化さえ
する可能性が高いでしょう。ブラックロックは従前からイ
ンフレに注目してきましたが、今は「インフレと共存」し
ている状態です。供給面のボトルネックが緩和されて
も、インフレ率は新型コロナ拡大前よりも高い水準に
落ち着くとみています。

新型コロナの新たな変異株により、経済の再開を遅
らせることはあっても、ワクチンの接種促進キャンペーン
が奏功し、道すじから大きく外れることはないと考えて
います。短期的にはセクターによって影響があるかもし
れませんが、経済全体の状況を変えるものとはならな
いでしょう。今の成長が小幅になれば、後で成長がそ
の分大きくなるということです。

市場を襲っている「混迷を切り抜ける」ことが重要です。
経済の再開、新型のウイルス、供給主導のインフレ、
中央銀行の新たな枠組みなど、一連のユニークな出
来事が重なったことで、前例をみない混乱が起きてい
ます。政策立案者や投資家が現在の価格高騰を見
誤る可能性があり、リスクが高まっています。こうした理
由から、ブラックロックでは、ベースケースに対する代替
シナリオを評価し、リスクを低減しています。

気候変動問題、そして2050年をめがけて排出量
ネットゼロを目指す世界的な競争により、この混乱に
拍車がかかっています。ブラックロックは、この移行が、
インフレ率の上昇が数十年にわたって続く供給ショック
につながると考えています。「ネットゼロへの航行」は、
長期的なストーリーであると同時に、「今」起きている
事象でもあるのです。供給ショックは足元で起きており、
サステナブル投資に向かう地殻変動はすでに始まって
いるのです。

この新たな市場レジームを乗り切るにはどうしたらよい
でしょう。好調な経済活動の再開によるインフレを背
景に、ブラックロックは株式を選好します。ただし、ブラッ
クロックのベースとするシナリオのリスクが高まっているた
め、リスクをわずかに引き下げ、新興国市場（EM）
よりも先進国市場（DM）の株式を選好します。先
進国の国債はアンダーウェイトとしています。利回りは
次第に上昇することが見込まれるものの、歴史的な
低水準にとどまるでしょう。インフレ連動債は、ポート
フォリオの分散の点からも好ましいと考えています。戦
略的な観点からは、分散と潜在的なリターンを理由
でプライベート市場を選好します。
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Chief Fixed Income Strategist —
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序論

新たな市場レジーム

過去の実績は、現在または将来の結果を示す信頼できる指標ではありません。
インデックスは運用されておらず、手数料の対象ではありません。また、インデッ
クスに直接投資することはできません。出所：BII、データはRefinitiv Datastreamお
よびBloomberg、2021年12月。注記：このグラフは、1977年から2021年までの世界の
株式と債券の米ドルベースの年間リターンを示しています。指数は、株式がMSCI All-
Country World Index指数（1988年以前はMSCI World）、債券がBloomberg
Barclays Global Aggregate Index指数（1991年以前はU.S. Aggregate）。

レアな組み合わせ
世界の株式と債券の年間リターン：1977-2021年
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3 2022 outlook

世界の株式のリターンがプラス、債券のリ
ターンがマイナスになることは稀であり、2年
連続で起こることは50年近くにわたってあり
ませんでした。右のチャート「レアな組み合わ
せ」をご覧ください。このことは、私たちが新
たな市場レジームに入ったことを示しており、
強力な経済活動の再開で生じた混迷を切
り抜けることが重要である理由です。

なぜ2021年にこうしたことが起きたのでしょ
うか。経済再開により、深刻なインフレ圧力
と供給のボトルネックが生じました。インフレ
率と経済成長率が急上昇したにもかかわら
ず、実質金利は低いままでした。過去に行
われた先制的な引き締めとは大きく異なり、
ほとんどの先進国の中央銀行は対応しませ
んでした。

これが「ニューノミナル」の作用であり、レジー
ム移行の始まりを示唆しています。市場は、
中央銀行が反応しなくてもインフレ率が上
昇することを織り込み始め、名目債の価格
は下落しました。しかし、実質金利は歴史
的な低水準を維持し、経済再開の中で企
業収益は急増しました。その結果、株式は
大きく上昇したのです。

2022年はそのストーリーの次の段階です。
新型コロナの新たな変異株によって経済再
開が後ずれしたとしても、経済再開は金融
支援を必要としないため、中央銀行は政
策金利を引き上げる準備をしています。し
かし、継続的なインフレに積極的には対応
しないと考えます。

実質金利は徐々に上昇するとみていますが、
歴史的な低水準にとどまるでしょう。インフレ
率はパンデミック前の水準よりも高い状態が
続くとみています。しかし、供給サイドの制
約が緩和され、個人消費がモノからサービ
スへとリバランスするにつれて、インフレ率は
直近の高い水準から低下すると思われます。

経済活動の再開は後ずれする可能性があ
りますが、足元の弱い成長は後で強い成
長になってくることを意味しています。このこと
は、2021年に比べて小幅ではあるものの、
株式のさらなる上昇を下支えするでしょう。
一方で、名目債券のリターンは2022年も
マイナスになるとみています。その理由として
は、実質金利がわずかに上昇すること、ブ
レーク・イーブン・インフレ率（期待インフレ
率）がさらに上昇すること、投資家が長期
債保有のリスクに対してタームプレミアム※を
要求するようになることなどが挙げられます。
※償還までの期間が長い債券は短い債券よりも
変動リスク等が大きいため対価として上乗せ金利
を求めること

グローバル債券

2021年の株式上昇、債券下落の組み合わせの背
景に働いていた ”名目金利の新時代(ニュー・ノミ
ナル）”は、2022年にも引き続き有効なテーマで、
インフレ率は、新型コロナ拡大前よりも高い水準で
落ち着くとみています。
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新たなレジームおよび代替シナリオ

出所：BII、2021年12月。注記：図は仮想的なマクロ環境や政策の結果を示しています。これらは、2021年12月時点での株式と国債への影響に関するブラックロックの見解です。
説明のみを目的としています。本資料は、特定の時点における市場環境の評価を示すものであり、将来の出来事を予測したり、将来の結果を保証するものではありません。本資料は、特定のファ
ンド、戦略または証券に関する調査または投資アドバイスとして、読者が依拠することはできません。

グローバル債券

ベースケース：名目金利の新時代（ニューノミナル）
インフレ率は穏やかに上昇し、中央銀行の反応は鈍く、実質金利は歴
史的な低水準にとどまる。株式は好調となりうるが、債券は、イールド
カーブが緩やかにスティープ化し、依然として苦戦を強いられる。
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市場シナリオ

生産性の向上続く
持続的な設備投資が潜在的な成長を後押しすることで 、マクロ環境
はディスインフレーションの状態が維持される。FRBは忍耐強く、金利
に対し中立以下に維持し、緩和的な政策を継続。イールドカーブはス
ティープ化する。実質金利が低い状態が続き、リスク資産が好調に推
移する。

ブレーキを踏む
新型コロナの新たな変異株の影響等によって、経済再開の遅れによ
り、成長率は低下し、インフレ率は持続的に上昇する。中央銀行は、
インフレ率の上昇に対して積極的な政策対応を取り、それに対する
初動として利回りの急上昇が起きる。結果として高インフレを伴う景
気後退を招く。 金利の動きが株式に大きな打撃を与える。

停滞
成長率は低迷。労働市場には需給の緩みが残って、賃金の上昇を
妨げるため、インフレ圧力が弱まる。中央銀行は経済成長とインフレを
復活させることができない。イールドカーブはフラット化し、株式は業績
の低迷により打撃を受ける。

インフレの暴走
インフレ期待値がポストコロナの混乱の中で固定されなくなる。ネット
・ゼロへの移行に混乱が伴い、状況をさらに悪化させる。1970年代
型のスタグフレーションが復活する。利回りは全体的に急上昇し、リ
スク資産は売られる。

典型的なリスクオフ
資産バブルの形成と崩壊。貿易戦争が再燃してグローバルな活動
が損なわれる。中央銀行は対応に苦慮する。安全と思われる資産
への逃避から長期利回りが急低下し、タームプレミアムは再びマイナ
スに転じる。リスク資産は打撃を受ける。

問われる安全資産としての国債
債務残高の増加に伴い、国債の安全性が疑問視されている。投資家は長
期債を保有するリスクにより大きな対価を求める。イールドカーブは急激にス
ティープ化する。しかし、これは資産の相対シフトであり、株式は依然好調が
見込まれる。
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テーマ1

インフレとの共存
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● ユーロ圏のインフレ率、ブラックロックの推定値
● 米国のコア・インフレ率、ブラックロックの推定値

将来の見通しは実現しない可能性があります。出所：BII、米国経済分析局、ユー
ロスタット（Haver Analytics社のデータを使用）、2021年12月。注記：グラフの線は、
米国のコア個人消費支出（PCE）インフレ率とユーロ圏のヘッドライン・インフレ率を示して
います。黄色い点は、FRBが推奨するインフレ率の指標である米国PCEの5年後の予想を
示しています。これは、5年後の消費者物価指数の推定値から導き出したもので、現在は
3％となっています。PCEとCPIのインフレ率の間には、過去の関係と両者に影響を与える
要因の推定に基づき、0.3%ポイントのくさびを想定しています。オレンジ色の点は、5年後
のユーロ圏HICP（消費者物価指数）のインフレ率の推定値です。

インフレ率は2021年に、需要と供給のミス
マッチにより急上昇しました。こうした供給面
のボトルネックが解消されても、インフレ率は
新型コロナウイルス感染症拡大前よりも高
いレベルで落ち着くとみています。このグラフ
は、今後数年間にわたってインフレが続くと
ブラックロックが考えていることを示しています。

その要因の一つは、主要な中央銀行が、
過去に比べてより高いインフレを容認してお
り、政策への反応が非常に静かなものに
なっていることであり、それが見通しの主軸
にあります。

FRBは過去から累積したインフレ目標の未
達分を含めて達成した段階になって、よう
やくインフレ目標の達成を認めましたが、こ
れはブラックロックがこれまで長い間主張して
きたことです。ブラックロックはFRBが2022
年に利上げを開始すると予想していますが、
インフレに積極的に反応するとは考えていま
せん。政策金利をいつ、どのくらいの速さで
引き上げるかの指針として、FRBが「広範
で包括的な」雇用目標をどのように解釈す
るかに注目しています。FRBの使命を果た
すには、人々の労働市場への復帰がさらに
進むことが必要であることを示唆しており、
利上げは緩やかなものになると予想してい
ます。

今回の利上げは、労働市場が新型コロナ
ウイルスの発生前に近い状態に回復してい
く中で、2020年のショック時に加えられた
刺激の一部を取り除くということだと考えま
す。

ECBは別の立場にあります。ECBは、イン
フレ率をここ数年のように大幅に低下させる
のではなく、2％に落ち着かせたいと考えて
います。ECBの中期的なインフレ予測は、
目標の2％を下回る可能性が高く、これは、
政策による刺激の継続を示唆しています。
ブラックロックは、ECBが金利を引き上げる
のはあと数年先になるとみており、2022年
にはパンデミック対応の特別プログラムが終
了するため、通常の資産購入を増やす可
能性が高いと考えています。

気候変動は、インフレーション・ストーリーの
一部です。ネットゼロに滞りなく移行すること
が、無秩序な移行や何もしないよりも、最
もインフレ圧力が小さくなる結果をもたらすと
考えます。気候変動は数十年かけて起こる
供給ショックであると考えています。

インプリケーション：債券よりも株式を選
好し、インフレ連動債をオーバーウエイトとし
ます。

インフレーションの継続
米国とユーロ圏のインフレ率、ブラックロックの推定値：2006-2026年

インフレ率は上昇局面に入りました。現在の中央
銀行はインフレ率の上昇に対してより寛容であり、
新型コロナ拡大前の予防的な政策対応であった
ら、すでに利上げを行っているでしょう。
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混迷を切り抜ける
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「混迷を切り抜ける」というテーマは、全体
像を把握することに加えて、4ページに示し
たベースシナリオのリスクを認識することでも
あります。こうした経済の再開は過去に例
がありません。データの上振れであっても下
振れであっても、度重なる大幅なサプライズ
が組み合わさると、政策担当者や市場が
新たな現実に適応するために混乱するのは
当然です。

それと同時に、中央銀行は新しい枠組みを
導入し、インフレへの対応方法を変えつつ
あります。そして新たな変異株から生じるリ
スクは、その混乱に拍車をかけています。私
たちは、新たな市場レジームに入らない場
合にはどのような要因が考えられるのかを問
いながら、様々な可能性について考察しま
す。

新たな市場レジームの考え方が間違ってい
る可能性として、2つのポイントがあると考え
ています。第一に、中央銀行の対応が変
わる可能性があります。新型コロナウイルス
の新たな変異株に絡む持続的なインフレ
圧力に直面した場合にもしかしたら、中央
銀行はインフレに対する従来の対応に戻る
可能性があります。

このグラフは、FRBの利上げに関するブラッ
クロックの見通しと市場の予想が、現在の
需給の緩みとインフレ水準の組み合わせに
対してFRBが歴史的にどのように反応して
きたか、そしていかに異なっているかを示すも
のです。過去の例に照らせば、FRBは
2021年に利上げを行っていた可能性が高
いと考えており、これが新たなレジームである
ことを裏付けています。

インフレ期待が安定感を失った場合、中央
銀行はより積極的な行動を取らざるを得な
くなる可能性があります。インフレ率が目標
を大幅に上回り、金利が上昇し、成長率
が落ち込むという、債券にも株式にも悪影
響を及ぼすスタグフレーションの典型的なシ
ナリオに直面することになるでしょう。

第二に、成長の見通しについて間違ってい
る可能性があります。その場合にはおそらく、
度重なる新型コロナの脅威の波が経済再
開を狂わせ、停滞へとつながるでしょう。もし
くは、上振れるシナリオでは、投資と生産性
ブームが到来し、潜在成長率が引き上げら
れ、マクロ環境のディスインフレな状態が保
たれるでしょう。

インプリケーション：起こりうるシナリオの範
囲があまりにも広いため、リスクを抑制します。

将来の予測は実現しない可能性があります。出所：BII、米連邦準備理事会
（FRB）、米労働統計局（Bureau of Labor Statistics）、BloombergとHaver
Analyticsのデータを使用、2021年12月。注記：グラフは、米国のFFレート（オレンジ
色の線）、前年比のヘッドラインCPIインフレ率（黄色）、およびFFレートのいくつかの予
想経路を示しています。2022年から2025年までの米国のCPIは、ブラックロックの資本
市場予測に基づく推定値です。オレンジの点線はブラックロックが予想するFFレートを示し
ています。紫の線は、政策金利の選択をインフレ率と需給ギャップの水準に結びつけた、
単純な金融政策ルールによって示唆される経路を示しています。ピンク色の線は、現在の
市場で予想されている経路を示しています。

経済活動の再開、そしてその先に何が待っているの
か、参考になる教科書はありません。経済活動再開
のダイナミズムやインフレ高進による混迷が、政策の
誤りや市場のボラティリティ上昇につながる可能性が
あります。

今回は違う
米国のCPIインフレ率、FFレートと推定値：1995-2025年

● CPIとブラックロック推定値
● FFレートとブラックロック推定値
● FRBの過去の反応
●市場予想
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Paul Bodnar
Global Head of  
Sustainable Investing,  
BlackRock

「あらゆる地域でグリーン化への移行
を成功させなければ、気候変動のリ
スクはどの地域においても解決できな
くなります」

0%

7 2022 outlook
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テーマ3

ネットゼロへの航行
気候変動問題への取り組みは、経済コス
トの上昇やインフレにつながるという考え方
がありますが、そうではないと考えます。たし
かに、気候変動そのものが存在しなければ、
経済の見通しは良くなるでしょう。しかし、
そのような選択肢はなく、気候変動は現実
です。したがって、ネットゼロへのスムーズな
移行は、どのような代替シナリオよりも高い
成長率と低いインフレ率につながるはずだと
ブラックロックは考えています。気候変動対
策を行わなかったり、移行が無秩序なもの
となったりすると、成長率は低下し、インフ
レ率はさらに上昇するおそれがあります。

経済を再編する資本の地殻変動の影響
で、この移行は今後数年間、リターンの継
続的な原動力になると考えています。しか
し、炭素排出量の多い企業やセクターから
の突然の投資引き揚げはインフレ圧力を
高めるなど、混乱を招くおそれがあります。
炭素排出量の多い企業は、ビジネスモデ
ルを変更して排出量を削減する必要があ
ると思われますが、そのためには資本が必
要です。これに加えて、新技術やゼロ排出
のエネルギーインフラへの莫大な投資が必
要となるため、投資家にとっては良い投資
機会となるかもしれません。

中国を除く新興諸国（EM）は、世界の
排出量の約3分の1を占めており（図参
照）、世界の移行を成功させるためには、
その貢献が欠かせません。しかし、その資金
が不足しています。

EMには、少なくとも年間で1兆ドルが必要
だと考えています。それは現在の投資額の
6倍以上です。ブラックロックは、必要な民
間資本を動員する唯一の方法は、資金に
余裕のある先進国（DM）政府による公
的セクターへの融資拡大であり、これが世
界的な移行に不可欠であると考えています。

インプリケーション：新興国よりも先進国
の株式を選好します。

出所：BII、IMF、世界銀行、MSCI、Haver AnalyticsとRefinitiv DataStreamの
データを使用、2021年12月。注記：グラフは、EM（中国を除く）、中国、高所得国
（＝その他の国）の異なる概念でのシェアを示しています。EMは、世界銀行が低・中所
得国に分類している国です。時価総額については、2021年12月6日時点のMSCI全世
界株式時価総額で測定した世界の株式時価総額合計に占める各グループ／国のシェア
を示しています。CO2排出量については、2018年の世界のCO2排出量合計に占める各
グループ／国のシェアを示しています。GDPについては、2020年の購買力平価為替レート
で測定した世界のGDPにおける各グループ／国のシェアを示しています。人口については、
2020年の世界人口に占める各グループ／国の割合です。

ネットゼロへの道のりは、単なる戦略的な（長期の）
話ではなく、「今」の話です。より持続可能な世界へ
の移行には、経済の大規模な再編成が必要だと考
えています。

リソースのミスマッチ
リソースと資産の分布：直近利用可能なデータ

シェア
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8 2022 outlook

Olivia Treharne 
Portfolio manager,  
BlackRock 
Fundamental
Equity

「すべての企業が値上げでインフレに
勝てるわけではありません。だからこそ、
今は銘柄選択が重要な環境なので
す」

ネットゼロへの移行は、数十年にわたって
続く供給ショックであり、継続的な高インフ
レを促すと考えています。

たとえば排出量削減の政策措置が突然
実施されるといった無秩序な移行は、エネ
ルギー不足や企業・セクター間のミスマッチ
を引き起こす可能性があります。スムーズ
な移行は、金融政策以上にインフレの道
筋にとって重要であるとブラックロックは考え
ています。

2021年後半のエネルギー危機は、無秩
序な移行シナリオの一端を垣間見せました。
天候や地政学的要因により、石炭や再生
可能エネルギーの供給が突如として削減さ
れると、他のエネルギー源がその分を補うの
に苦労しました。政府が二酸化炭素の排
出量を最小限に抑えようとしているため、グ
ラフが示すように、天然ガスの価格は石炭
よりもさらに高騰しました。

このエピソードは、化石燃料への投資の減
少が、代替エネルギーやそのインフラへの投
資の増加と相殺されていないという、これま
での移行が偏ったものであったことを示して
います。

よりスムーズでバランスのとれた移行のために
は、クリーンなエネルギーだけでなく、そのエネ
ルギーを貯蔵し、分配するための新しい技
術も必要です。スムーズな移行ができなけ
れば、エネルギーショックを受けた際のインフ
レや活動の振れが大きくなる可能性があり
ます。

ブラックロックは、明確な移行計画を持つセ
クターを重視しています。戦略的な観点で
は、炭素排出量が比較的少ないハイテク
やヘルスケアなど、移行によってより多くの利
益を得ることができるセクターを選好します。

インフレが継続するとの見方から、ブラック
ロックでは名目債よりもインフレ連動債を選
好しています。プライベート市場の実物資
産は、移行を推進する役割を果たすことに
寄与すると考えます。

過去の実績は、現在または将来の成果を示す信頼できる指標ではありません。
出所：BII、データはRefinitiv、2021年12月。注記：チャートは、天然ガス、石炭、原
油の価格を2017年開始時の100にリベースして表示しています。天然ガス、石炭、原油
をそれぞれ表すために、欧州エネルギーデリバティブ取引所の天然ガス先物、ICEロッテルダ
ムの石炭先物、ブレント原油先物を使用しています。ドットは2022年12月、2023年12
月、2024年12月に満期を迎える契約の先物価格を示しています。

ネットゼロへの秩序ある移行は、インフレを助長するか
もしれませんが、無秩序な移行や気候変動対策を全
く行わない場合ほどではありません。

変動する価格
石油、石炭、天然ガスの先物価格：2017-2024年
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9 2022 outlook

Tom Donilon  
Chairman – BlackRock  
Investment Institute

「イランがとった措置は、核能力の
獲得に近づいていることを示して
います」

2022年の地政学は、米国内の二極化、
米中の競争、先進国と新興国の間の乖
離、エネルギーの移行への厳しい道のりに
伴う力学が焦点になると考えています。

地政学的リスクに対する市場の注目度は
上昇し始めていますが、ブラックロックの地
政学的リスク指標は、グラフが示すように、
依然として4年ぶりの低水準にあります。そ
のため、地政学的ショックは、通常よりも投
資家の不意を突く可能性があります。こう
した状況では、特に次の2つのリスクを注視
する必要があります。

まず、米中関係です。米中は依然として
対立関係にあり、どちらも譲歩する気がな
いようにみえます。中国の核戦力や台湾を
めぐり軍事的緊張が高まっています。

しかし、2022年には、両国は国内の事情
を優先するために、全体としては緊張度合
いを下げようとするとみています。米国では、
パンデミックへの対応、政権の財政支出計
画の実行、高いインフレ率の抑制、中間
選挙の準備などが焦点となります。

中国は、成長の鈍化、野心的な規制や社
会的課題、そして習近平国家主席の再選
と党首交代の可能性があります。

次に、中東です。米国がアジアに意識の軸
足を移したこともあり、湾岸産油国間の緊
張関係は緩和されています。原油価格の
高騰はこの地域に恩恵をもたらし、グリーン
経済への移行期には有力な湾岸産油国
が価格決定力を持つと考えられます。懸念
されるのは、米国が現行のイラン核取引の
交渉に復帰する可能性が低いことです。イ
ランの核能力が向上し、協議が進展しない
場合、この地域での軍事行動のリスクが高
まります。その他の紛争リスクとしては、ウク
ライナでの対立や、北朝鮮の核生産などが
挙げられます。

出所：BII、データはRefinitiv、2021年12月。注記：地政学的リスク全般とトップリスク
に関連する特定の単語を特定します。その後、テキスト分析を用いて、Refinitiv Broker 
ReportとDow Jones Global Newswireのデータベースに登場する頻度を計算します。
そして、その言葉がポジティブな感情を反映しているか、ネガティブな感情を反映しているか
を調整し、スコアを割り当てます。スコアが0の場合は、ブラックロック地政学的リスク指標
（BGRI）の過去の平均レベルを表します。スコア1は、BGRIのレベルが5年間の平均より
も1標準偏差上回っていることを意味します。平均値を算出する際には、最近の測定値を
より重視しています。

地政学的リスクに対する市場の注目度は相対的に
低く、再燃した場合には投資家がより不意を突かれる
可能性があります。具体的なリスクとしては、米中対
立やイランの核開発をめぐる緊張などを注視する必
要があります。

地政学的リスクが過小評価されている
ブラックロックの地政学的リスク指標：2017-2021年
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中国
中国の全体的な政策スタンスは、時として
成長を犠牲にしても、国家介入し、国の
目指す社会的目標を強化する方向に大
きくシフトしているとみています。2021年に
世界の投資家を震撼させた規制強化と政
策の厳格化は、この変化を明確に示して
います。

しかし、グローバル投資家の中国資産への
配分の水準が低いことは、世界における中
国経済の重要性が増していることに矛盾し
ていると考えています。現在のグローバルな
ポートフォリオにおける配分は、1990年代
に日本が陥った長期的な成長ショックのよ
うな、今後の経済見通しが過度にネガティ
ブなものになることを示唆しています。

ブラックロックは、グローバルでみた低い投資
配分に対して中国資産への長期的なオー
バーウェイトを維持しています。ブラックロック
は、中国が社会的目標と経済的目標の
バランスをとるために、戦略的な視野に立
ち規制を強化すると想定しています。これ
が、中国の不確実性とリスクプレミアム※が
先進国市場に比べて著しく高いと考える
理由の一つです。ブラックロックはこうしたリ
スクを認識していますが、現在のバリュエー
ションは投資家に対しそのリスクを十分に
埋め合わせていると考えています。「中国の
リスクプレミアム」のチャートをご覧ください。
※価格変動リスク等に対する対価としてリスク資
産に期待されるリターンの上乗せ分

短期的には、中国の資産の投資環境は相
対的に明るいと考えています。中国の規制
強化は今後も続くと予想されますが、成長
が鈍化していることから、政治的に重要な
年である2022年に規制が強化される可
能性は低いと考えています。ブラックロックは、
中国が金融・財政政策を徐々に緩和し、
成長を強化すると予想していますが、それ
でも先進国の中では非常にタカ派的な政
策です。政策立案者は、新型コロナ沈静
化後の力強い成長を利用して、改革を推
進してきました。しかし、新たな変異株によ
る成長へのリスクは、さらなる緩和を必要と
するでしょう。

ブラックロックは、戦術的な観点で中国株の
ややオーバーウェイトを維持します。中国の
国債は利回りが高く、インカムが不足してい
る中で相対的に安定していると考えていま
す。

過去の実績は、現在または将来の結果を示す信頼できる指標ではありません。
インデックスは運用されておらず、手数料の対象ではありません。また、インデッ
クスに直接投資することはできません。出所：BII、Refinitivのデータを使用、2021
年12月。注記：グラフは、MSCI中国とMSCI米国の株式リスク・プレミアムのブラックロック
推定値を示しています。ブラックロックは、名目金利とそれぞれの株式市場のインプライド資
本コストの予想に基づいて、株式リスク・プレミアムを算出しています。

中国の政策当局は、成長の量よりも質を優先してい
ます。このシフトは目先のリスクを高めますが、長期
的にはプラスに働くとブラックロックは考えています。

中国のリスクプレミアム
中国と米国の株式リスク・プレミアム：2006-2021年

●中国
●米国

Yu Song
Chief China Economist,
BlackRock Investment  
Institute

「市場は、中国の政策が2021年
の厳しい姿勢から緩和に向かうこ
とを過小評価している可能性があ
ります」
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市場見通し

注記：上記の見通しは米ドルベースです。2021年12月時点。当資料は特定の時点における市場環境の評価を示すものであり、将
来の出来事の予想または将来の成果の保証を意図したものではありません。読者は当資料中の情報に、特定のファンド、戦略あるい
は証券に関するリサーチまたは投資アドバイスとして依拠すべきではありません。

ブラックロックは、戦略的な観点から、株式のオーバーウェイト
を維持しています。低い実質金利、力強い成長、妥当なバ
リュエーションの組み合わせは、この資産クラスにとって好まし
いものであると考えています。ベンチマークとなる指数にハイテ
クやヘルスケアなどのセクターが多く含まれていることから、気
候変動を期待リターンに組み込むことで、先進国市場の株
式の魅力を高めることができます。戦術的には、堅調な経済
のファンダメンタルズと歴史的な低金利の中で、株式をオー
バーウエイトしています。

バリュエーションが高いため、戦略的にはクレジットのアンダーウエ
イトを継続し、リスクを取る場合に株式を選好します。戦術面
では、セクター間のスプレッドが低いことから、クレジットは中立と
し、ハイイールドよりもEMの現地通貨建て市場を選好します。

名目国債は、利回りが下限付近でポートフォリオの緩衝として
の機能が低下しており、戦略的にアンダーウェイトとしています。
アンダーウエイトの名国国債の中では償還までの期間が短い
ものを選好します。債務残高の増加は、低金利レジームのリ
スクとなる可能性があります。インフレ連動債を選好します。戦
術的には、米国債について、FRBのテーパリングと利上げに向
けて利回りが上昇するとの予想からアンダーウェイトを維持しま
す。一方、金利エクスポージャーとして、またポートフォリオの分
散を図るために、インフレ連動債を選好しています。

プライベート・クレジットを含む非伝統的な資産のリターンの
源泉には価値の向上や分散効果が見込まれます。中立の
見通しは、大半の投資家が保有しているよりも大幅に高い
配分をベースとしています。機関投資家の多くは流動性リス
クを過大視し、プライベート市場への投資を過度に抑えてい
るとみられます。なお、プライベート市場は複雑な資産クラス
であり、すべての投資家に適した投資対象ではありません。

+1 +1

-1

-1

中立

-1

中立

投資を継続
する
ブラックロックの戦略的資産見通し（名目国債およびクレ
ジットよりも株式を幅広く選好）は、経済の再開が不透
明になっても安定しています。市場は過去1年半にわたっ
て維持してきた主要な見方に沿った展開となっており、イン
フレを取り巻く環境を考慮すると、金利の経路は過去の引
き締めサイクルよりも緩やかになるとみており、インフレ連動
債をオーバーウェイトとしています。また、低金利の環境下
では、DM株をオーバーウェイトしています。

バリュエーションは引き続き適正であると考えています。期
待リターンに気候変動を組み入れることで、ハイテクやヘル
スケアなどの炭素集約度の低いセクターの比重が大きくなり、
EMと比較してDM株の魅力が増すでしょう。プライベート
市場は、戦略的なアロケーションにおいて引き続き重要な
役割を果たしています。中立の見通しは、大半の投資家
が保有しているよりも大幅に高い配分をベースとしています。

リスク資産を取り巻く環境は、戦術的には好ましいものの、
1年前に比べればやや不利になっていると考えています。ブ
ラックロックは、戦術的なリスクテイクのスタンスにおいて、依
然として株式を選好しつつ、よりバランスを取る形で縮小し
ています。これは、力強い成長と低い実質金利の中で、
EMよりもDMを選好し、株式を適度にオーバーウェイトす
ることを意味しています。株式のエクスポージャーとデュレー
ションのバランスをとるために、名目国債よりもインフレ連動
債を選好しています。これは、インフレが継続し、名目金利
が実質金利よりも上昇すると考えているためです。低利回
りの世界において、EMの現地通貨建て債券のバリュエー
ションとクーポン収入は魅力的だと考えています。

市場見通し
幅広い資産クラスに関する戦略的（長期）ならびに戦術的（6～12カ月）見通し：2021年12月

戦術的見通し戦略的見通し資産

株式

クレジット

国債

プライベート
市場

アンダーウェイト 中立 オーバーウェイト
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戦略的見通し

スティープ化が
待っている
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●ブラックロックの推定値、5年後の見通し
●市場インプライド・カーブ、5年先
●現在のスポット・カーブ

12 2022 outlook

中央銀行のインフレ許容度が高まったこと
で、短期金利は低く抑えられています。
2022年に開始されると予想される金利
上昇は、「インフレとの共存」のページで説
明しているように、緩やかなものになるで
しょう。

その一方で、長期金利が上昇しているのに
は2つの理由があります。第一に、中央銀
行がインフレに寛容になったことで、中期的
にインフレ率が上昇する道が開けました。
新型コロナが落ち着いた後もインフレ率は、
パンデミック前よりも高い水準に落ち着くと
予想しています。ブラックロックの戦略的資
産見通しでは、以前から中期的にインフレ
率が上昇することを想定しており、インフレ
連動債のオーバーウェイトを継続しています。

第二に、先進国のインフレ率の上昇と財
政支出の継続により、タームプレミアム
（投資家がより長期の国債を保有するた
めに求める対価）の復活が予想されます。
その結果、イールドカーブは市場予想より
もスティープ※なものになると思われます
（図参照）。
※スティープ化：短期金利と長期金利の差が開
き、短期金利と長期金利をつなぐイールドカーブの
勾配が急になることをさします。

ブラックロックの見通しにおいて重要なインプ
リケーションを持っているのは、先進国の名
目国債を大幅にアンダーウェイトしていること
です。しかし、イールドカーブ全体のエクス
ポージャーを分解することで、単に資産クラ
ス全体を見るのではなく、より意図的に資
産を選択することができます。

大幅なアンダーウエイトの中では、長期国
債よりも短期の名目国債を選好しており、
市場が現在想定している以上に利回りが
上昇すると考えています。また、中期的なイ
ンフレ率の上昇への構造的な変化を考慮
して、短期のインフレ連動債よりも長期のイ
ンフレ連動債を選択しています。

Natalie Gill
Portfolio Strategist,  
BlackRock Investment  
Institute

「金利環境では、イールドカーブ全体
を見渡して異なる見方を持つことで、
よりきめ細かい債券のアロケーション
ができるようになります」

将来の予測は実現しない可能性があります。過去の実績は、将来の業績
を保証するものではありません。出所：BII、データはRefinitiv Datastreamの
2021年12月のデータを使用。注記：チャートは、5年後の米国のイールドカーブの形
状を、市場価格を基にした予想と2021年12月6日時点のスポット・イールドカーブで
推定したものです。

中央銀行が比較的緩和的な政策を維持しているた
め、短期金利は低いままで、中期的なインフレ率の
上昇とタームプレミアムの復活を背景に、長期的金
利は徐々に上昇していくと考えています。

イールドカーブはスティープ化していく
米国のイールドカーブとブラックロックの予想との比較：2021年12月

償還までの期間（年）
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戦略的見通し

プライベート市場における
テーマ展開

13 2022 outlook

1

2

3

経済再開の先にあるもの
加速する構造的変化による潜在的な機会
医療提供への関心が高まり、遠隔医療が加速するとみています。

ネット・ゼロへの移行
脱炭素社会への移行は、実物資産から製造業のサプライチェーン
まで、あらゆる資産クラスに影響を及ぼします。

中国
世界経済における中国の役割と、アジアにおける再生可能エネル
ギーの成長は、この地域のプライベート市場の成長要因のほんの
一部です。

パンデミックは、投資環境を変える構造的
なトレンドを加速させています。ブラックロッ
クが注目するテーマは、プライベート市場に
も同様に当てはまり、公開市場に対する
見方を補完するものと考えています。プライ
ベート市場への投資は通常、厳しく選別さ
れた上でアクティブに管理されており、長期
的な価値と分散効果をもたらすでしょう。し
かし、公開市場よりも複雑で、すべての投
資家に適しているわけではありません。また、
過去のデータが不足しているため、注意が
必要です。

ネットゼロへの移行のテーマを例にとってみ
ましょう。ブラックロックは、プライベート市場
では、エネルギー・レジリエンス（安定かつ
持続性のあるエネルギー供給）、電力分
野におけるイノベーション、電気自動車など
の技術に資金を提供する機会があると考
えています。プライベート市場における気候
変動にかかわる技術の進化は、今後も重
要なテーマとなるでしょう。

セクターのポジショニング、細部にまで目を
配ること、相対的な価値の機会発掘が鍵
となるでしょう。不動産については、選好さ
れるセクター（物流）とそうではないセク
ター（オフィス）との間の大きな乖離が今
後も続くと考えられます。

また、人口動態の影響もあります。例えば、
オーストラリアではチャイルドケア、日本では
シニア向けサービスなどの機会が不動産業
界に生まれています。

企業が現在のメガトレンドに適応する中で、
プライベート・エクイティやクレジットに潜在的
な機会をもたらすため、合併や事業の再構
築が引き続き活発に行われると予想されま
す。

また、プライベート市場は概して、分散と潜
在的なリターンの観点から、戦略的に重要
な資産であるとみていますが、多くの機関投
資家はこの分野への投資がまだ不十分で
あると考えています。

Mark Everitt
Head of Investment  
Research and Strategy,  
BlackRock Alternative  
Investors

「プライベート市場は、
そのリターンと分散の特性から、
投資家の思考の一部であるべき
です」

出所：BII、BAI（BlackRock Alternative Investors）、2021年12月。
注記：図は説明のみを目的としています。

プライベート・エクイティやクレジット、インフラ・デット、
実物資産など、多様なプライベート資産は機関投資
家にとって、公開市場に対する、また戦略的な資産
配分におけるコア資産への補完の役割を担うと考え
ています。

構造的な機会
プライベート市場の投資環境にとって重要と思われる主なテーマ

MKTGH1221A/S-1965669-13/16MKTGM0123A/S-2699610-13/16



債券より株式
戦術的見通し

0%

14 2022 outlook

5%

10%

株
式
リス
クプ
レ
ミア
ム

● 2021年10月
■中央値
■四分位範囲

マクロ環境から、ブラックロックは株式をポジ
ティブにみています。バリュエーションは、実
勢金利水準を考慮したブラックロックが選
好する指標である、株式リスクプレミアムで
みると、過去と比較しそれほど拡大していま
せん。チャートでは、プレミアムは長期的な
平均に近い水準にあります。

名目国債のリターンはマイナスになるとみて
います。しかし、2021年を通して債券市
場が大きく混乱したことで、相対的価値を
追求する機会が増えました。ブラックロック
は、米国のインフレ連動債、中国の国債
やEMの現地通貨建て債などを選好して
います。ブラックロックは、米国のインフレ連
動債について、株式のわずかなオーバー
ウェイトとのバランスをとるために、金利エク
スポージャーを維持する望ましい方法と考
えています。

ブラックロックは、先進国の利回りは上昇す
る方向にあり、株式の下落に対する緩衝と
しての機能が低下しているため、米国債を
引き続きアンダーウエイトとし、欧州国債を
アンダーウエイトに引き下げました。また、ス
プレッドがタイトであり、クレジットのバリュ
エーションは行き過ぎと考えています。

年央の見通しからは、株式全体の魅力が
やや低下し、小幅な上昇にとどまると予想
しています。その理由は、経済成長の減速、
中央銀行の正常化の開始、企業の利益
成長がピークアウトした可能性、企業業績
が失望的な水準となる可能性などです。し
かし、実質金利が低く、依然として力強い
成長が続く環境では、株式が広く適してい
ると考えており、戦術的には新興国よりも
先進国を優先してオーバーウェイトを維持し
ています。

年央の見通しでは、米国株よりも欧州株を
選好していましたが、それを転じ、現在は両
地域と日本に分散するのが好ましいと考え
ています。米国のクオリティ・ファクターは幅
広い経済シナリオに対応できると考えており、
リスク・リターンの観点からも魅力が高いと思
われます。

ブラックロックは、中国株について、減速を
食い止めるために政策が徐々にハト派に変
わっていくとみており、小幅なオーバーウェイ
トを維持しています。中国株の重しとなって
いる規制強化は、2022年も続くものの、そ
の圧力は弱まると予想しています。

過去の実績は、現在または将来の結果を示す信頼できる指標ではありませ
ん。インデックスは運用されておらず、手数料の対象ではありません。また、
インデックスに直接投資することはできません。
出所：BII、データはRefinitiv DatastreamとBloomberg、2021年11月。注
記：チャートは、MSCI指数に基づく主要な株式の地域別株式リスクプレミアムと
1995年以降の過去のレンジ、Bloomberg指数に基づく米国の投資適格およびハイ
イールド市場のクレジット・スプレッドを示しています。株式リスクプレミアムは、名目金利
と各株式市場のインプライド資本コストの予想に基づいて算出しています。次の指数を
使用：MSCI USA、MSCI Japan、MSCI Europe ex-UK、MSCI Emerging 
Markets。

インフレ率の上昇、低い実質金利、依然として堅調
な成長を背景に、株式とインフレ連動債を資産クラス
の中で選好します。名目国債については、引き続き厳
しい状況とみています。

株式はまだ適正な評価がされている
過去と比較した株式リスクプレミアム：1995-2021年

米国 日本 ユーロ圏 EM
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先進国
先進国株式をオーバーウェイトとします。堅調な経済成
長を維持し、低い実質金利がバリュエーションを下支え
すると考えます。幅広く投資することが望ましいでしょう。

米国
依然として強い業績のモメンタムを背景に、米国株式を
オーバーウェイトとします。緩やかな政策の正常化が大
きな逆風になるとは考えていません。

欧州

魅力的なバリュエーションを考慮して、欧州株式を引き
続きややオーバーウェイトとします。新型コロナ感染者の
増加により経済活動の再開が停滞することはあっても、
脱線することはないと考えています。

英国
英国株式を中立とします。株価水準は適正と考えてお
り、また、欧州の株式を選好します。

日本
日本株をややオーバーウェイトとします。2021年のアン
ダーパフォームの後で、世界の景気が回復して企業収
益が伸びると考えています。

中国

中国はやや緩和的な政策に移行するとみており、中国
株式にややポジティブなスタンスを維持します。規制強
化の動きは継続するものの、強まることはないと考えます。

新興国市場

日本を除く
アジア

日本以外のアジア諸国の株式は中立。地域全体とい
うよりも中国により絞ったエクスポージャーを選好します。

債券 見通し コメント

米国債券
経済のファンダメンタルズとバリュエーションを考慮し米国債をアン
ダーウエイトとします。FRBのテーパリングとそれに続く利上げ対して、
金利が上昇する方向にリスクが高まるとみています。

米物価
連動国債

インフレは継続し新型コロナ拡大以前よりも高い水準に落ち着くと予
想しているため、米国のTIPSをオーバーウェイトとします。金利エクス
ポージャーと分散効果の観点からTIPSを選好しています。

欧州の
国債

欧州の国債をアンダーウェイトに引き下げます。利回りは上昇する
とみていますが、現在の市場価格は、数年間にわたって金融政
策に実質的な変化がないことを示唆している水準のようです。

英国債
英国債を中立とします。英国の政策金利は他の先進国よりも早
く上昇するとみていますが、供給が限られている中で、その後の
ペースに対する市場の期待は過大であると考えています。

中国国債

中国国債をオーバーウェイトとします。金融政策が緩和される可
能性があること、金利が比較的安定していること、潜在的なインカ
ムが見込まれることなどが、中国国債の魅力を高めています。

グローバル
投資適格債

投資適格債は引き続きアンダーウエイトとします。ブラックロックは、
イールドスプレッドがさらに縮小する余地はほとんどないと考えており、
引き続き金利リスクを懸念しています。

グローバル・
ハイイールド債

ハイイールドを中立とします。ハイイールドのスプレッドは縮小してい
ませんが、それでもキャリーは魅力的だと考えています。株式でリス
クを取ることを選好します。

新興国債券
（ドル建て）

ドル建ての新興国債券を中立とします。ワクチン主導の世界的な
経済再開と、より予測可能な米国の貿易政策が下支えすると予
想します。

新興国債券
（現地通貨
建て）

魅力的なバリュエーションと潜在的なインカムを考慮して、現地通
貨建ての新興国債券をややオーバーウェイトとします。高い利回り
は、新興国の金融政策の引き締めを反映していると考えています。

アジア債券
アジアの債券をオーバーウェイトとします。中国のバリュエーションは
依然として魅力的であると考えます。中国以外では、アジアのソ
ブリンやクレジットについてインカムとキャリーを理由に選好します。

+1

中立

中立

中立

+1

-2

中立

+1

-1

中立

中立

+1

+1

-1

+1
+1

+1

+1

各資産の戦術的見通し
各資産クラスの6～12カ月の戦術的見通しと確信の度合いに基づく世界の資産クラス全体に対する見方：2021年12月

株式 見通し コメント

新興国における経済活動の再開の動きはより困難を
伴い、金融政策が引き締め方向であることを考慮し、
新興国の株式を中立とし、先進国の株式を選好します。

15 2022 outlook

アンダーウェイト 中立 オーバーウェイト ●前回の見通し

以下の「各資産の見通し（米ドル建て）」は、米国の投資家などおもに米ドル建てで投資を行う投資家のための見通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投資家など日本円建てで投資を行う投資家の皆様を対象とした見
通しではありません。当該見通しは米ドル建て投資家による各資産の見通しの一例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを目的とするものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではなく、また本邦投資家の皆様の知識、
経験、リスク許容度、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証
するものではありません。各種情報は過去のもの又は見通しであり、今後の運用成果を保証するものではなく、本情報を利用したことによって生じた損失等についてブラックロック及び弊社はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や見
通しは作成日現在のブラックロックの見解であり、今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります。またブラックロックの見解、あるいはブラックロックが設定・運用す
るファンドにおける投資判断と必ずしも一致するものではありません。
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お問い合わせ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375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、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
ホームページ http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館

重要事項
当レポートの記載内容は、ブラックロック・グループ（以下、ブラックロック）が作成した英語版レポートを、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、弊社）が翻訳・編集したものです。また当
資料でご紹介する各資産の見通し（米ドル建て）は、米国人投資家などおもに米ドル建てで投資を行う投資家のための見通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投
資家など日本円建てで投資を行う投資家の皆様を対象とした見通しではありません。
記載内容は、米ドル建て投資家を対象とした市場見通しの一例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを目的とするものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするもので
はなく、また本邦投資家の皆様の知識、経験、リスク許容度、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社
が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のもの又は見通しであり、今後の運用成果
を保証するものではなく、本情報を利用したことによって生じた損失等についてブラックロック及び弊社はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や見通しは作成日現在のブラッ
クロックの見解であり、今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります。またブラックロックの見解、あるい
はブラックロックが設定・運用するファンドにおける投資判断と必ずしも一致するものではありません。

投資リスク・手数料について
・投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、投資信託は元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は
預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、
ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

・手数料について
弊社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費用をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費用
お申込み手数料：上限4.40％（税抜 4.0％）
解約手数料： ありません。
信託財産留保額： ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面の内容をご確認ください。

■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬：上限2.6158％（税抜 2.378％）程度

■ その他の費用
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
※リスク及び手数料の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。
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