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お客様向け資料

ワールド・バリュー・アロケーション
Ａコース（為替ヘッジあり）／ Bコース（為替ヘッジなし）

追加型投信/内外/株式

ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり）を「Aコース（為替ヘッジあり）」、ワールド・バリュー・アロケーション Bコース（為替ヘッジなし）を「Bコース
（為替ヘッジなし）」、また２ファンドを総称して「ワールド・バリュー・アロケーション」、「当ファンド」、「ファンド」という場合があります。

注目ポイント

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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インフレの高止まりは続くも、米国経済の相対的な優位性は変わらず

欧米におけるPPIとCPIのかい離 米国GDPに対する各債務比率

堅調な企業業績＋健全な家計が米国経済の優位性に

2022年5月には米国消費者物価指数が前年比で再び40年来の伸び率を更新するなど、世界的なインフレ基調が
続く。特に欧州では、企業間の取引価格（PPI）の高騰が、消費者物価（CPI）に転嫁されていないこと等か
ら当面の物価の高止まりが予測される。

一方、米国では企業による取引価格の消費者物価への転嫁が欧州に比べて進んでおり、家計においては債務の
返済が進み個人消費の拡大余地が大きいことから、米国経済の優位性は続くものと想定される。
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政府

家計

非金融企業

（1999年12⽉末〜2021年12月末、四半期）（2015年1⽉〜2022年5月、月次）

（年/月） （年/月）

欧州PPI

欧州CPI

米国CPI
米国PPI

出所：ブルームバーグおよび国際決済銀行のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
米国CPI：米CPI全項目（前年比、季節調整前）、米国PPI：米PPI最終需要（前年比、季節調整前）、欧州CPI：欧州連合統計局ユーロ圏MUICP全項目
（前年比、季節調整前）、欧州PPI：欧州連合統計局PPI ユーロ圏業種（除建設）（前年比、季節調整前）

世界のインフレ動向は、コロナ・ショックやウクライナ問題の⻑期化が引き⾦となり歴史的
な高水準に。企業間の取引価格の高騰が消費者物価に未だ十分転嫁されていないこと等から
当面は高止まりが続くことが想定される。

かかる環境下、米国経済については企業業績や家計消費の面で相対的な優位性が続くことが
想定される。歴史的に価格面で割安な水準にあるバリュー株も活用しながら米国株式中心の
回復を追求する投資が有効と考えられる。

当ファンドは、バリュー株投資のなかでも「本源的価値に着目した独自のバリュー投資」に
より割安な水準での投資を徹底することで、2022年年初来含め過去の下落局面において底堅
い推移に。独自のバリュー投資に加え、「金関連資産の保有」により、インフレにより強い
ポートフォリオを追求している。

「インフレに負けない投資」当ファンドの魅力
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バリュー・グロースレシオ（グローバル）

バリュー株が割高

バリュー株が割安

 1974年12月末以降のグロース株対比の価格推移でみると、バリュー株は歴史的な割安水準に

 2000年のITバブル崩壊以降、リーマン・ショックまでは相対的にバリュー株優位の展開が続いていたも
のの、2009年以降は金融当局による超低金利・金融緩和策の継続によりグロース株が大きく上昇、バ
リュー株の割安化が進む状況に

対グロース株での割安感が約50年来の水準に

1.  歴史的に割安感の高まるバリュー投資

（年/月）

（1974年12⽉末〜2022年5月末、月次）

対グロース株式
で約50年ぶりの
割安な水準に

2. 独自のバリュー投資＋キャッシュの活用

3. 金関連資産の保有

1.   歴史的に割安感の高まるバリュー投資

高インフレ／金利上昇の環境下において当ファンドが底堅い理由

2021年後半以降の高インフレ局面において、ファンドの運用戦略（類似ファンド*）はグロース株に比べ底堅い
推移を継続。主な理由として以下の3点が挙げられる。

「インフレに負けない投資」 3つの理由

類似ファンド*、グロース株（米ドルベース）、
⽶国⻑期⾦利

（2019年5⽉末〜2022年5月末、月次。 指数化は2019年末＝100）

資金動向・市況動向の急変により上記の運用が困難となった場合、上記と異なる運用を行う場合があります。

ご注意：上記は、運用チームの過去の実績をご紹介するため、類似ファンドの過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の運用成果等を保証するも
のではないことに十分にご注意ください。また、類似ファンドは当ファンドが主要投資対象とするファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナ
ル・ファンド（以下、ファースト・イーグルAIF）と運用チーム、運用哲学は同一ですが、ファースト・イーグルAIFでは金現物に投資しないなど銘柄選択過
程の一部や費用が異なっています。

（年/月）

*ファースト・イーグル・グローバル・ファンド（米ドルベース、費用控除後）
出所：ファースト・イーグル・インベストメンツおよびブルームバーグのデータ
を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
使用した指数とその権利についてはP4をご参照ください。

類似ファンド（指数化、左軸）
グロース株（トータルリターン）（指数化、左軸）
米国10年国債利回り（右軸）

バリュー株の値÷グロース株の値により算出。1974年末にデータ開始。
出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。使用した指数とその権利についてはP4をご参照ください。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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本源的価値*と株価の関係（イメージ図）

金価格と世界株式の推移

 「取り返しのつかない大きな損失を出さないことが決定的に重要」と考え、本源的価値から十分に割安と
判断する水準でのみ投資。割安ではないと判断した際にはキャッシュを保有し、投資タイミングを窺う

 ファンドの運用戦略は、1990年初頭の日本株バブル崩壊の際に日本株を非保有としていたほか、2000年
のITバブル崩壊時にIT関連銘柄を一切保有しなかった実績を有する。一貫して割高な銘柄への投資を回避
してきたこの運用手法は、足元のインフレの逆風によるグロース株中心の調整局面においても強みを発揮

割安な水準での投資の徹底

2. 独自のバリュー投資＋キャッシュの活用

3. 金関連資産の保有

 株式と動きが異なる金を保有することで、安定感をプラスし、株式市場が大きく変動するときにも下落を
抑える効果を期待することが可能

 実物資産としての希少価値の高い「金」は、有事の際に安定的な値動きを期待できる投資対象として注目
されてきたことに加え、現金の価値が低下し、モノの価値が上昇するインフレ時に耐性を有する資産

不測の事態に、守りの「金」を

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

上記は、例示をもって理解を深めていただくことを目的としたイメージ図です。

* 本源的価値とは、ファースト・イーグル・
インベストメンツの徹底した独自分析により
算出した「企業が本来有する価値」のことです。

資金動向・市況動向の急変により上記の運用が困難となった場合、上記と異なる運用を行う場合があります。

出所：ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
世界株式：MSCIワールド・インデックス（米ドルベース、配当込）を使用。指数の権利については、P4をご参照ください。

(1992年1⽉末〜2022年5月末、月次。1992年1月末=100)

（年/月）

世界株式

金現物価格
（1トロイオンス当たり）

ファースト・イーグル・インベストメン
ト・マネジメントは2021年12月にブラン
ド名をファースト・イーグル・インベスト
メンツに改称しました。

金 +21％
株 −46％

金 +18％
株 −54％

金 + 4％
株 −20％

金 + 4％
株 −21％

（2000年3⽉〜
2003年3月）

（2007年10⽉〜
2009年2月）

（2011年4⽉〜
2011年9月）

（2019年12⽉〜
2020年3月）

株価の下落局面

本源的価値から
30％～50％以上
割安な水準で投資

本源的価値を
上回ったら売却

十分に割安

株価

時間

株価
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コラム：本源的価値を重視した投資とは？

ファースト・イーグル・インベストメンツ独自の分析による企業本来の価値（本源的価値）に着目

 着目するのは、真似のできないビジネスモデルや、追随を許さないブランド力、さすがと言
わせる技術力や、揺るぎない価値を持つ資源や土地などの資産。

 いつも時代に必要とされ、圧倒的な市場シェアを有し、安定的に成⻑し続けると考えられる
企業を厳選します。

ファンドが着目するポイント

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

上記は、あくまでも理解を深めていただくために例示したものであり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。また将来のファンドへの
実質的な組入を保証するものではありません。資金動向・市況動向の急変により上記の運用が困難となった場合、上記と異なる運用を行う場合があります。

【当資料で使⽤した指数の権利について】
• MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属し

ております。
• 当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権及びその他⼀切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。

また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利及び発表を停⽌する権利を有しています。

【当資料で使⽤した指数について】
バリュー株︓MSCIワールド・バリューインデックス（⽶ドルベース）、グロース株︓MSCIワールド・グロースインデックス（米ドルベース）
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投資事例のご紹介

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

世界最大級のソフトウェア企業である同社は、圧
倒的な市場シェアを誇ることから投資開始。株価
が上昇し始めた2016年以降一部売却を行いながら
も、現在も保有を継続している。

囲い込み戦略
ビジネスモデル

スケールメリット

＜株価の推移＞

代表的な
売買事例

（2014年1月1⽇〜2020年12月31日、日次）

＜株価の推移＞

上記は、あくまでも理解を深めていただくために例示したものであり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。また将来のファンドへの
実質的な組入を保証するものではありません。資金動向・市況動向の急変により上記の運用が困難となった場合、上記と異なる運用を行う場合があります。

注目ポイント 注目ポイント

出所：ブルームバーグのデータおよびファースト・イーグル・インベストメンツの情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

（年/月）（年/月）

マイクロソフト（米国） ティファニー（米国）マイクロソフト（米国） ティファニー（米国）

米国ワシントン州に本社を置く世界的なソフトウェア
企業。

世界的に有名な高級宝飾店。世界５大ジュエラーの
一角に名を連ねる宝飾品および銀製品ブランド。

M&A
好事例

（米ドル）（米ドル） （2005年1月1日〜2022年6月20日、日次）

投資開始

2016年以降
（コロナショックの
2020年第1四半期を
除く）一部売却を
継続 投資開始

中国の経済成⻑鈍化等への懸念がネガティブな市
場センチメントを引き起こした2016年に投資開始。
LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンに買収されるこ
とが決定し、2020年に全売却を行った。

持ち株会社を
通じた投資モデル

（2020年1月1⽇〜2022年6月20日、日次）

＜株価の推移＞

注目ポイント

（年/月）
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プロサス（オランダ）プロサス（オランダ）

南アフリカのコングロマリットであるナスパーズ社
の海外IT部門のスピンオフにて設立。

2022年
第一四半期

事例

（ユーロ）

投資開始

追加投資

中国IT大手テンセントの筆頭株主。2021年夏に中
国政府がITセクター規制をした際の株価下落時に投
資開始。2022年、ロシアによるウクライナ侵攻等
による株価下落局面を割安と判断し追加投資実施。

圧倒的な支配力

（2016年1月1⽇〜2022年6月20日、日次）

＜株価の推移＞

注目ポイント

（年/月）

現代（ヒュンダイ）モービス（韓国）現代（ヒュンダイ）モービス（韓国）

韓国ソウルに本社を置く自動車部品メーカーで、現
代自動車グループ系列の企業。

2022年
第一四半期

事例

（万韓国ウォン）

韓国の自動車メーカーで圧倒的な支配力を持つ同
社に着目し、2022年第一四半期の株価調整局面に
おいて、韓国ウォンも米ドルに対して値を下げた
ことからより割安と判断し追加投資を実施。

全売却
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投資開始 追加投資

大部分を売却
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受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/
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※ ＡコースまたはＢコースを換⾦した場合の⼿取⾦をもって、その換⾦の申込受付⽇に、もう⼀⽅のファンドの購⼊の申込みを⾏うことをいいます。

■当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価
証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありませ
ん。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

■投資信託は、預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機関でご購⼊い
ただいた投資信託は、投資者保護基⾦の⽀払いの対象とはなりません。■当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正
確性、完全性を保証するものではありません。■当資料に記載されている運⽤実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、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。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではあ
りません。・当資料に記載されている内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■投資信託のお取引に関しては、クーリング・オ
フの適用はありません。■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に

帰属します。■お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

《当資料のお取扱いについてのご注意》
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7当資料のご使⽤に際しては、6ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご覧ください。

お申込みの際は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）でご確認ください。

商号等︓ 野村證券株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第142号

加⼊協会︓ 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
⼀般社団法⼈⾦融先物取引業協会
⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求、お申込みは 設定・運用は

（2319484）

ワールド・バリュー・アロケーション
Ａコース（為替ヘッジあり）／ Bコース（為替ヘッジなし）

追 加 型 投 信 / 内 外 / 株式
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