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リアル・アセット：
インフレ対策のための戦略的配分

要旨

上場リアル・アセットへの配分は、インフレ・リスクの効果的な備えとなるとともに、
分散効果及びリスク調整後リターンを向上させる可能性があります。

従来型の資産配分は、インフレへの
備えとならない可能性

株式と債券は、歴史的に低インフレ局面
で最大のリターンをもたらしており、イ
ンフレ率が高止まりする場合、不安定な
状況に置かれる可能性があります。

リアル・アセットは、戦略配分上の
メリットを提供

不動産証券、インフラ株、コモディティ
および天然資源株は、程度の差こそある
ものの、歴史的に魅力的なインフレ感応
度や分散効果を示し、また景気サイクル
を通して高いリターンを提供してきまし
た。

投資家のリアル・アセットへの
アプローチは投資目的に依拠

上場リアル・アセット間の分散効果を活
用することによって、魅力的なレベルの
インフレ感応度を持ちながら、リスク・
リターンの向上をもたらす可能性があり
ます。

ビンス・チルダーズ

リアル・アセット ｜ グローバル機関投資家向け
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リアル・アセット：インフレ対策のための戦略的配分

従来型の資産配分では、
インフレへの備えとならない可能性

昨今はインフレについて様々な意見が行き交っていますが、それらの意見を文字通り受
け入れることは必ずしも適切ではありません。

米国の消費者物価予想に関する信頼性の高い調査が1970年代後半に開始されて以来、
1 年先の見通しが100 ベーシス・ポイント以上も外れた回数は半数近くに上ります。そ
して歴史的には、予想引きすぎたり高すぎたりした状況が同じくらいの頻度で起こって
いました。しかし過去10 年間は、異例なほど長期にわたり予想を下回るインフレ率が
続いた一方、2021年は、デフレ圧力が逆転し、新たな要因がインフレを促進したため、
過去 40 年で最大のインフレ率の上振れが発生しました（図1）。

インフレ予測に関しては、「誰にも分からない」のが現実かもしれませんが、高インフレ
環境の持続という懸念は、多くの投資家に資産配分への潜在的な影響を再考させるも
のであり、実際、投資家はそうすべきであると考えます。

図1
2021年、予想を上回るインフレ率上昇は
40年ぶりの高水準に

予想インフレ率と実現インフレ率の差
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過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。インフレ率は、全都市部の消費者にかかる米国消費者
物価（CPI）の前年比変化率により計測しています。予想インフレ率は、1978 年に開始された最長の高頻度予想
インフレ統計である、ミシガン大学の調査により計測された1年先予想インフレ率に基づきます。予想インフレ
率が分析対象になっていない期間については、資産クラスのリターンの全データベースを1973年まで遡って利用
しています。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映してお
らず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注を
ご覧ください。

2021年12 月31日現在。 出所：ブルームバーグ、米国労働統計局、コーヘン＆スティアーズの分析。
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過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。インフレ率は、全都市部の消費者にかかる米国消費者
物価（CPI）の前年比変化率により計測しています。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用
等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義およ
び追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

2021年12 月31日時点。 出所：ブルームバーグ、米国労働統計局、コーヘン＆スティアーズの分析。

リアル・アセットは、投資家が
期待リターンを犠牲にすること
なく、長期インフレ・リスクの
効果的管理に貢献

過去50年間における米国 CPI インフレ率の中央値は約 3% となっています。つまり、
3%を超える年と下回る年が半々でした。株式と債券の実質（インフレ調整後）リター
ンは、平均すると、中央値を下回る期間ほど大幅に高くなっており（図2）、近年におい
ては低インフレ環境下であるほど従来型の資産配分が大きな恩恵を受けてきた可能性
が高いことを示しています。また現在、実質金利は大幅なマイナス圏にあり、株式のバ
リュエーションは 2000年代初頭のテクノロジー・バブル期に匹敵するほどの割高な水
準にあるため、株式および債券への配分は、長期化する不利なインフレ環境に対して
無防備に近いと考えています。

リアル・アセットに注目

歴史的な水準の大規模で長期的な財政支出が世界的に行われていることで、長期的な
経済トレンドが転換する可能性があるなか、インフレ耐性と分散に対するニーズはさら
に重要性が増してきています。これに加え、労働市場の逼迫が賃金上昇をもたらし、天
然資源産業におけるより規律ある資本管理への転換が進むことで、コモディティの新た
な強気相場が促進されると見込まれます。そのため、多くの機関投資家は、リアル・ア
セットへの注目を高めてきています。

かつては、主に不動産および貴金属に限定されていたこの成長分野は、現在では多く
の機関投資家のポートフォリオにおいて、非上場市場および上場市場を通じて、インフ
ラ株、コモディティ、天然資源株といった幅広い分野もかなりの配分を占めるようになっ
てきています。リアル・アセットの魅力は、CPIスワップなどのインフレ・ヘッジとは対
照的に、インフレ対策に資する可能性とともに、魅力的な長期リターンが見込まれる点
にあります。

本レポートでは、投資家が 1) リスク調整後リターンを向上させ、 2) 多様な経済・市場環
境下で抵抗力のあるポートフォリオを構築する上での上場リアル・アセットの役割につ
いて考察します。

図2
株式と債券は低インフレ局面で
最高のパフォーマンス

平均年率実質リターン、1973年～2021年
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2021年12 月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィ
ニティブ・データストリーム、コーヘン＆スティアーズ。

図3
リアル・アセットは、歴史的に
インフレ環境下でアウトパフォーム

以下の期間における平均年率実質リターン
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従来、主に以下に挙げる3つの目的を達成するためにリアル・アセットへの資産配が行
われてきました。

1.　インフレ局面での堅調なパフォーマンスの実現

2.　異なる市場感応度を通じたリスク調整後リターンの強化

3.　全市場サイクルにおける強固なリターンの維持

インフレ感応度

すべてのリアル・アセットに共通する一つの要素は、予想外のインフレに対するポジティ
ブな感応度です。この理由は単純で、インフレは多くの場合、契約に組み込まれたイン
フレ連動条項を通じて直接的に、あるいは基本的な経済要因を通じて間接的に、リアル・
アセットの資産価格と収益の双方に影響を与えるためです。このリアル・アセットのイ
ンフレ抵抗力は、短期的には物価が上昇する際に、長期的にはインフレ率が継続して予
想を上回る場合、ポートフォリオに恩恵をもたらす可能性があります。

このようにインフレに対する抵抗力を持つ結果として、リアル・アセットは、各カテゴリー
で見ても、分散型のリアル・アセット・ブレンドで見ても、歴史的にインフレ率の上昇
局面および予想外のインフレ局面で、高いリターンをもたらしてきました（図3）。

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。(a) 資産クラスのリターンが入手可能な共通の期間を表
わしています。インフレ率の上昇は、前年比実現インフレ率と遅行させた1 年インフレ率のプラスの差として計
測されます。(b) 予想外のインフレ率に関するデータは1978 年から始まります。インフレ率は、米国労働統計局
が公表した全都市の消費者にかかる消費者物価指数の前年比変化率によって計測しています。予想外のインフレ
率は、前年比実現インフレ率と遅行させた1 年先予想インフレ率のプラスの差として計測しています。1 年先予
想インフレ率は、ミシガン大学の調査により計測されたものです。上記の分散されたリアル・アセット・ブレンドは、
不動産証券27.5%、コモディティ27.5%、天然資源株15%、インフラ株15%、短期債券10%、金5% で構成
されています。リアル・アセット・ブレンドは、実際のポートフォリオを代表するものではなく、例示のみを目的と
しています。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映してお
らず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注を
ご覧ください。

リアル・アセットは、戦略配分上のメリットを提供
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不動産証券

コモディティ

インフラ株

天然資源株

リアル・アセットとインフレの連動

分散の可能性

ポートフォリオ分散の目的は、ある資産が下落するときに、別の資産が上昇するよう、
異なる経済・市場環境下で平均以上および以下のリターンを提供する傾向がある資産ク
ラスを保有することです。このような収益の非同期性は、多様な環境下で良好なパフォー
マンスを発揮するようなポートフォリオを構築することを可能にします。リアル・アセッ
トは、株式や債券とは異なる独特の景気感応度を持つ特徴があり、特にインフレおよ
び経済成長の環境においてその傾向が最も顕著に見られます。

図4 は、当資産クラスの過去のインフレ調整後パフォーマンスについて、経済成長率お
よびインフレ率が予想を上回った場合と下回った場合に分けて、長期平均との比較を示
しています。この分析から、いくつかの所見が得られます。

● リアル・アセットは、通常、当然のことながらリフレ環境下においても、また歴史的に株
式と債券の双方にとって厳しい環境であるスタグフレーションの状況下においても、良好
なパフォーマンスを示してきました。

● コモディティおよび天然資源株は、一般的に、経済成長環境に関わりなく、予想に反する
インフレ率の上振れに対して最も高い感応度を示します。

● 不動産証券は、コモディティ連動リアル・アセットよりもインフレ率の傾向への連動性が
やや低く、経済成長への連動性が高い傾向があります。

● インフラ株は、他の株式セクターに比べ、景気低迷に対する抵抗力が高く、どのような
環境下でも比較的堅調なパフォーマンスを発揮する傾向があります。

● 分散されたリアル・アセット・ブレンドは、図4に示される 4つの経済シナリオのうち 3
つのシナリオで平均を上回るリターンを示しています。

● 不動産の再取得コストは、労働力、土地および資材のコスト
上昇による全体的な物価環境に伴い上昇する傾向がありま
す。

● 不動産企業は一般的に、営業利益率が高く、人件費は少ない
傾向にあります。

● 一部の商業用不動産の賃貸借契約では、インフレ率に連動す
る賃料引き上げ条項が定められています。

● 賃貸借契約期間の短いセクターは、賃料上昇による恩恵を比
較的迅速に受けることができます。

● 穀物、家畜、貴金属などのコモディティは、しばしばインフ
レ率計測のための直接的なデータとなります。

● コモディティ価格は、供給上の制約や世界的な需要の変化な
ど、他の物価を左右する経済的要因に反応する傾向がありま
す。

● キャッシュフローおよび資産価値は、直接的または間接的に
インフレ率に連動します。

● たとえば、規制された公益事業では、料金を決定する際に通
常インフレ率が考慮され、コスト上昇分を基本料金に転嫁す
ることができます。

● 有料道路および空港では、地方自治体との協定により、イン
フレ率を上回る固定額での料金の値上げが認められていま
す。

● 必要不可欠な資源（エネルギー、食品、金属）に対する需要
は、物価の変動に左右されない傾向があり、通常、生産者は
人件費やコモディティ価格、およびその他の投入コストの上
昇を顧客に転嫁することができます。

● その結果、原材料の価格は、より幅広いインフレ圧力により
上昇する傾向があり、それが生産企業のキャッシュフローの
増加および利益率の拡大に資する可能性があります。 
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経済成長率や予想外のインフレに対する反応が異なることから、リアル・アセットはあ
らゆる景気サイクルにおいてポートフォリオの安定性を高める可能性があり、株式およ
び債券による魅力的なリターンの創出が困難な時期の不冴えなパフォーマンスを相殺す
る一助となる可能性があります。

図4
様々な経済成長率とインフレ率の環境における異なる動き

リアルアセットの資産クラス別相対実質リターンの対長期平均比較（1978年～2021年）
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2021年12 月31日現在。 出所： Survey of Professional Forecasters、ミシガン大学消費者調査、コーヘン＆スティアーズの独自の分析。
過去の実績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、米国国民総生産と米国消費者物価指数について、それぞれフィラデルフィア連銀専門家予想調査の
4 四半期先予想実質 GDP とミシガン大学の1 年先予想インフレ率の調査に基づいて、前年の予想を上回ったか下回ったかに応じて分類し、年率平均を示しています。各
環境が全期間に占める割合：景気回復：24%、 リフレーション：25%、 スタグフレーション：16%、 景気低迷： 35%. 当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアー
ズが運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧くだ
さい。
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図5
リアル・アセットを組み合わせることにより、
リスク調整後リターンを向上させる可能性

年率名目リターンと標準偏差、1973年以降
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リアル・アセットは、歴史的に景気サイクルの全期間にわたり高いリターンを創出してお
り、コモディティを除く全てのリアル・アセットは、過去 50年間にわたりグローバル株
式と同等またはそれ以上に良好なパフォーマンスを実現しています（図5）。コモディティ
の長期平均は、中国からの需要の減退と過剰供給のサイクルを要因として、2008 年か
ら2018 年までの10 年にわたる弱気相場により押し下げられています。ただし、コモディ
ティはその後、需給ファンダメンタルズとマクロ経済環境の改善によって、数年にわたり
持続的に回復する可能性があります。

また、以下の結果は、1つのポートフォリオのなかで複数のリアル・アセットを組み合わ
せることによる潜在的なメリットを示しています。分散型のリアル・アセット・ブレンドは、
異なるリアル・アセットの資産クラス間および資産クラス内で得られる分散効果を活用
することにより、歴史的にグローバル株式または単独の各リアル・アセットよりボラティ
リティが著しく低く、競争力のあるリターンを提供しています。

2021年12 月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィ
ニティブ・データストリーム、コーヘン＆スティアーズ。
過去の実績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、年率複利リターンを示しています。リスクは、
月次リターンの年率標準偏差を示しています。標準偏差は、ヒストリカル・ボラティリティとしても知られており、
一連のデータの平均からの乖離を示す指標で、投資家が予想ボラティリティ量の尺度として利用しています。シャー
プ・レシオは、リスク調整後リターンを示す指標で、リターンから無リスク金利を差し引き、その結果を標準偏差
で割ることにより計算されます。シャープ・レシオが高いほど、リスク調整後リターンが高いことを表します。当
資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が
同様の実績を享受する保証はありません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。
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リアル・アセット：インフレ対策のための戦略的配分

歴史的にみて、インフレ感応度、分散効果およびトータル・リターンの全ての項目にお
いて単独で優れているリアル・アセットはありません。一部のリアル・アセットは、歴史
的に特定の場面で他の資産より良好なパフォーマンスを示しています。そのため投資家
はポートフォリオにおいて、各リアル・アセットの役割に応じた様々な強みとトレードオ
フを考慮する必要があります。投資家が適切なエクスポージャーを決定する際に評価し
得る一般的な項目は下記のとおりです。

投資家のリアル・アセットへのアプローチは、
投資目的に依拠

不動産証券
● 高いトータル・リターンの可能性

● 資産価値の増大とインカムのバランス

● リスク調整後リターン向上の可能性

● 実質金利およびクレジット市場に対する
高い感応度

コモディティ
● 経済成長が加速し、インフレ率が上昇す

る局面で大幅にアウトパフォーム

● グローバル株式との低い相関が分散効
果を示唆

● エネルギー価格と米ドルに対する高い感
応度

インフラ株
● 株式と同等のトータル・リターンの可能

性

● 下落相場におけるグローバル株式対比で
の低ボラティリティ及び下値抵抗力

● 一部のサブセクターにおけるインフレ連
動型収益

● 再生可能エネルギーおよびデジタル・イ
ンフラへの長期的な投資機会

天然資源株
● 高いトータル・リターンの可能性

● 高いインフレ感応度

● パフォーマンスは通常、景気サイクルに
先行

● コモディティとのリード・ラグ効果

マルチ戦略ポートフォリオの設計アプローチ

投資家のニーズはそれぞれ異なるものの、コーヘン＆スティアーズは多くの投資家にとっ
て有益と思われるバランス特性を有するマルチ戦略ソリューションを提供しています。

ポートフォリオ構築において中心となる考え方は、リスク調整後リターンと、予想外の
インフレに対する資産リターンの感応度を表わす指標である「インフレ・ベータ」との間
にしばしば見られる逆相関の関係です。（例えば、不動産証券の 2.5 のヒストリカル・
インフレ・ベータは、インフレ率が前年の予想を1% 上回るごとに通常 2.5%アウトパ
フォームすることを示しています。）

インフレ・ベータが相対的に高い産業や資産クラスは、通常、右下がりの回帰直線で示
されるように、長期にわたり相対的に低いシャープ・レシオを生み出しています（図6）。
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図6
インフレ・ベータが高いほど、通常、
リスク調整後リターンは低下

シャープ・レシオとインフレ・ベータの関係、1978年以来
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不動産証券グローバル株式米国債券

2021年12 月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィ
ニティブ・データストリーム、コーヘン＆スティアーズ独自の分析。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。シャープ・レシオは、リスク調整後リターンを示す指標
で、リターンから無リスク金利を差し引き、その結果を標準偏差で割ることにより計算されます。シャープ・レシ
オが高いほど、リスク調整後リターンが高いことを表します。標準偏差は、ヒストリカル・ボラティリティとして
も知られており、一連のデータの平均からの乖離を示す指標で、投資家が予想ボラティリティ量の尺度として利
用しています。インフレ・ベータは、予想外のインフレ率に対するリターンの感応度をいいます。インフレ・ベー
タは、1 年の実質リターンを前年比実現インフレ率と遅行させた1 年先予想インフレ率との差に多変量回帰させ
て計算することにより決定しています。予想インフレ率は、ミシガン大学の調査により計測された1 年先予想イ
ンフレ率の中央値を使用しています。実現インフレ率は、米国労働省労働統計局が公表した全都市部消費者の米
国消費者物価指数（CPI）を用いて計測しています。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用
等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義およ
び追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

しかしながら、上場リアル・アセット間の分散効果を活用することによって、投資家は、
特定のインフレ・ベータ水準でリスク調整後期待リターンを最大化するような資産配分
を目標とすることにより、このデメリットの多くを軽減できる可能性があると考えてい
ます。

図7 は、アイデアの例示として、リアル・アセットのヒストリカルな相関とボラティリティ
を出発点としつつ、未知のランダム変数として（グローバル株式とのヒストリカルな関
係およびコーヘン＆スティアーズの資本市場見通しによって決まるレンジ内に限定され
る）期待リターンを導入するモンテカルロ・シミュレーションの結果に見られる中心的な
傾向を示しています。インフレ・ベータの各レベルでの資産構成は、モンテカルロ分析
に従ってシャープ・レシオを最大化する可能性が最も高い組み合わせを表わしています。
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リアル・アセット：インフレ対策のための戦略的配分

図7
リアル・アセット最適化のケース・スタディ

様々な水準のインフレ・ベータにおいて最適化したリアル・アセットの構成比率
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2021年12 月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィ
ニティブ・データストリーム、コーヘン＆スティアーズ独自の分析。
この分析の結果は異なる可能性があります。シミュレーションにより生成された情報は、性質上、例示であり、実
際の投資結果を反映するものではなく、将来の成果を保証するものではありません。シャープ・レシオを最大化す
るポートフォリオは、上記のすべてのリアル・アセット資産クラスについて、1978年～2021年のヒストリカルな
リターン・データおよびコーヘン＆スティアーズの資本市場見通しを用いた、コーヘン＆スティアーズのシミュレー
ションに基づきます。インフレ・ベータは、予想外のインフレ率に対するリターンの感応度をいいます。インフレ・
ベータは、1 年の実質リターンを前年比実現インフレ率と遅行させた1 年先予想インフレ率との差に多変量回帰
させて計算することにより決定しています。予想インフレ率は、ミシガン大学の調査により計測された1 年先予
想インフレ率の中央値を使用しています。実現インフレ率は、米国労働省労働統計局が公表した全都市部消費者
の米国消費者物価指数（CPI）を用いて計測しています。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが
運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義
および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

この分析から、いくつかの結論を導き出すことができます。

● 少しでもインフレ感応度を求める投資家は、コモディティへの配分を検討する可能性が高
いと思われます。コモディティは、他のリアル・アセットとの相関が低いため、歴史的にポー
トフォリオ全体のボラティリティも低減しています。

● 不動産証券は、リスク調整後期待リターンとインフレ感応度のバランスが魅力的であるた
め、リアル・アセットに特化した資産配分において重要な構成要素になると見込まれます。

● インフラ株と天然資源株は、追加の魅力的な分散効果をもたらす可能性があり、天然資
源株は、インフレ感応度を高めようとする投資家に選好されます。

● リアル・アセット全般にわたる適切な分散は、分散度の低いアプローチや個別リアル・アセッ
ト単独のアプローチと比べて、リスク調整後期待リターンほとんど影響を与えずにインフ
レ感応度を高めることができ、またボラティリティも有意に低減させることができるでしょ
う。

この分析においては、インフレ感応度、分散効果および期待リターンにわたるリアル・
アセットの各アセットクラス間のトレードオフに焦点を当てています。しかし、投資家は、
各自の配分目的に応じて、その他の市場感応度を考慮する必要があるでしょう。

例えば、当社のポートフォリオでは、通常、時間の経過とともにポートフォリオのリスク
をさらに低減するため、追加の分散効果をもたらす資産（金、短期クレジット債、イン
フレ連動債等）の組み入れを図ります。投資家によって考慮する項目は異なりますが、
最も重要なのは、リアル・アセット全般にわたる賢明な分散により、リスクとリターンの
定義に関わらず、リスク・リターンの成果を向上させる可能性が高いことを理解するこ
とです。
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まとめ：
魅力的な相対価値水準での戦略的なインフレ対策

投資家がいかにしてインフレ率上昇リスクに対処するかを検討する際、ポートフォリオに
リアル・アセットを組み入れることで、以下のようなメリットを享受できる可能性がある
ことが歴史的に示されています。

● 必要に応じたインフレ感応度

● 市場サイクル全体にわたる魅力的なリスク調整後リターン

● リアル・アセットへの分散投資による追加的メリット

さらに、2010 年代に繰り返された異例の予想に反するインフレ率の下振れは、広範な
市場をかつてないほどの水準に押し上げた一方、リアル・アセットのリターンを押し下げ
ました。この結果、株式対比でのリアル・アセットのバリュエーションは、2021 年に
高いリターンを達成した後でも、歴史的に魅力的な水準です（図 8）。高いインフレ感応
度、分散効果、魅力的なバリュエーションの組み合わせは、リアル・アセットから得ら
れるメリットを活用しポートフォリオを再構築する魅力的な機会をもたらすと考えます。

図8
リアル・アセットは株式に対して
ほぼ20年来の割安水準

MSCIワールド指数に対するバリュエーションの総合スコア 割高
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2021年12月31日現在。 出所：ブルームバーグ、S&P Xpressfeed、コーヘン＆スティアーズ独自の分析。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。バリュエーション・スコアは、様々な指標のコンポジッ
トを使用しています。グローバル株式／インフラ株／天然資源株：キャッシュフロー株価比率、配当利回り、純
資産株価比率、不動産証券：FFO（ファンズ・フロム・オペレーション）価格比率、配当利回り、純資産株価比
率、コモディティ：加重平均実質スポット価格。不動産証券、インフラ株および天然資源株は、S&P グローバル
Xpressfeed のデータベースから構築された各株式ユニバースに関するコーヘン＆スティアーズ独自のデータに
基づきます。グローバル株式は、データストリーム・ワールド指数を使用しています。コモディティは、ブルームバー
グ・コモディティ指数を使用しています。当資料中に提示された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファ
ンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の成果を得ることを保証するものではありません。当資料に提示
された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開始時期を正確に予測すること
はできません。指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。
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指数定義／重要な開示事項

投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が
特定の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。

リアル・アセット・ブレンド : 不動産証券27.5%、コモディティ27.5%、インフラ株15%、天然資源株15%、短期債券10%、金5%。不動産証券：1989 年12 月
31日までは、データストリーム先進国不動産指数、それ以降は、FTSE EPRA Nareit 先進国指数。データストリーム先進国不動産指数は、先進国の不動産企業を
代表するもので、リフィニティブ・データストリームにより集計されています。FTSE EPRA Nareit 先進国指数は、収益の半分以上が不動産関連の活動から生じて
いる多くの先進国企業により構成され、運用されていない時価総額加重トータル・リターン指数です。コモディティ：ブルームバーグ・コモディティ・トータル・リター
ン指数は、経済的意義と市場の流動性に重点を置いた現物コモディティの上場先物を通じてコモディティ市場を追跡する広く分散された指数です。インフラ株：2002
年12 月 31日までは、データストリーム・ワールド・ガス・水・マルチユーティリティ、データストリーム・ワールド・パイプライン、データストリーム・ワールド・鉄道
を 50/30/20 の比率で組み合わせた指数、それ以降は、ダウ・ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー指数。データストリーム・ワー
ルド指数シリーズは、それぞれのセクター（ワールド・ガス・水・マルチユーティリティ、素材、石油・ガス、パイプライン）における企業のグローバル指数であり、リフィ
ニティブ・データストリームにより集計されています。ダウ・ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー指数は、キャッシュフローの70%
以上がインフラ事業から生じている世界中の企業のパフォーマンスを計測する浮動株調整時価総額加重指数です。天然資源株：2002 年12 月 31日までは、データ
ストリーム・ワールド・石油・ガスおよびデータストリーム・ワールド・基本素材を 50/50 の比率で組み合わせた指数、それ以降は、S&Pグローバル天然資源指数。
S&Pグローバル天然資源指数は、天然資源およびコモディティ業務に従事し、特定の投資可能要件を満たす上位90社の上場企業を含み、アグリビジネス、エネルギー、
金属・鉱業の主要3 コモディティ関連セクターにわたり分散され、流動性が高く、投資可能な株式エクスポージャーを投資家に提供します。短期債券：1975 年12 月
31日までは、ICE BofA 米国公社債指数、それ以降は、ICE BofA1-3 年米国社債指数。ICE BofA 米国公社債指数は、米国債、米国エージェンシー債、外国政府債、
国際機関債、社債を含む、米国内市場で公募発行された米ドル建て投資適格債券を代表する指数です。ICE BofA1-3 年米国社債指数は、米国内市場で公募発行さ
れ、残存期間が3 年以上の米ドル建て投資適格社債のパフォーマンスを追跡する指数です。金：金の 1トロイオンス当たりスポット価格。グローバル株式：MSCI ワー
ルド指数は、先進 24 カ国で売買されている幅広い株式で構成される時価総額加重指数です。米国株式：S&P500 種指数は、多様な産業を代表する米国上場株式の
時価総額上位 500 銘柄で構成される運用されていない指数です。米国債券：ブルームバーグ米国総合債券指数は、米ドル建て投資適格課税債券市場を計測する広範
囲にわたる指数です。

当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の
実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動
向の開始時期を正確に予測することはできません。当資料に記載された市場予測が実現する保証はありません。当資料中に記載されている見通しや見解は作成時の
ものであり、通知することなく変更することがあります。当資料は特定時点における市場環境を評価したものであり、投資助言として依拠するべきではなく、証券の売
買またはその他の投資を推奨するものではなく、いかなる投資のパフォーマンスを予測もしくは示唆するものではありません。当資料は受託者として提供するもので
はなく、いかなる投資方針もしくは投資戦略の推奨またはいかなる投資家の特定の目的もしくは状況の考慮を意図したものではありません。当資料中の情報は正確で
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