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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（当社）で
は、発生の可能性が 20％未満のシナリオを通常グレイ・スワ
ンと定義しています。つまり、確率は低くとも、投資に幅広い
影響（必ずしも悪影響だけではありません）を及ぼすリスク
のあるイベントを指します。将来何が起こるのか誰にも分から
ないとしても、基本見通しとは異なるシナリオについて考えるこ
とは、当社が全ポートフォリオに適用している、リスクを考慮し
たアプローチの精度向上に役立ちます。

2023 年にどのような展開が予想されるかについては、
「2023 年グローバル市場展望」に当社基本シナリオの
見解をまとめました。ただ、他にも起こる可能性があると考
えている代替シナリオが複数あり、本稿ではそれらが実現し
た場合に、投資に与える影響を検証します。

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/insights/global-market-outlook
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1. 本格的なデフレ不況 世界の成長が減速し、インフレの先行指標が明らかに緩和しているにもかかわらず、2023 年に入り世界の中
央銀行は明らかにタカ派的スタンスを示しています。この「グレイ・スワン」シナリオでは、米連邦準備制度理事
会（FRB）と欧州中央銀行（ECB）が共に第 2 四半期末にかけて、複数の追加利上げを実施すると予
想しています。こうした中、日銀総裁の交代でイールドカーブ・コントロール（YCC）政策が突然解除されれ
ば、世界の債券利回りは急激に上昇します。一方、中国は、経済活動再開が健康にもたらす影響、国内サ
ービス需要の低迷、住宅市場活性化の難しさ、世界の需要の財からサービスへの移行への対応に苦戦しま
す。こうした課題を解決するため、中国指導部は対外競争力の強化を目指して、積極的な価格引き下げ
（人民元の切り下げを含む）に動きます。 

米国では、住宅市場の後退が厳しさを増し、労働市場は軟化します。失業率が上昇する中、超過貯蓄が
取り崩され、消費者信頼感は落ち込み、消費支出の伸びは急速に鈍化します。財の消費は縮小し、サービ
ス需要、特に旅行や娯楽などの裁量的なサービスに対する需要は、消費者が予防的貯蓄を再開するのに伴
って急速に後退します。借り入れコストが上昇し、マクロ経済のファンダメンタルズが悪化する中、企業の経費
予算は削減され、設備投資計画は抑制されます。利益率が低下して企業収益に深刻な打撃が及ぶ中、企
業は採用を止め人員削減に舵を切ります。

欧州では、高インフレの中、ついに消費需要が崩壊します。2022 年に域内総生産（GDP）を支えていた
旅行需要は維持されず、欧州の経済は 2023 年に約 1.0％縮小します。ECB はインフレ退治に注力する
あまり、周辺国債務のスプレッド拡大にもかかわらず、金利を引き締め的水準に維持します。市場全体に広
がったリスクオフ・センチメントは米国の債務上限引き上げをめぐる交渉の難航で一段と高まり、米国の利回り
はさらに大きく上昇します。世界的に需要が弱まる中、石油輸出国機構（OPEC）の割当枠が遵守され
ず、世界の石油供給が増加します。米国では、バイデン政権が国内の石油生産者を優遇する姿勢を強め、
米国の供給増加観測が高まります。ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は 1 バレルあ
たり 50 ドルを割り込みます。 

こうした暗いシナリオは、投資家に多大な影響を及ぼすでしょう。長期金利は大幅に低下し、10 年米国債
利回りは 2％を下回り、債券投資家が大幅なキャピタルゲインを得る一方、株式やクレジットのパフォーマンス
は悪化します。S&P500 指数は 3,000 ポイントを割り込み、投資適格社債とハイイールド社債の米国債利
回りに対するスプレッド（上乗せ利回り）はそれぞれ 2.5％、8％に達する可能性があります。そのため、中央
銀行は急激な政策転換を余儀なくされ、経済活動を下支えして回復への道筋をつけるため、政策金利をゼ
ロ％近くまで引き下げ、様々な形の量的緩和を導入するでしょう。ポートフォリオでは、米国長期債のポジショ
ンが好調となり、他の主要資産クラスをアウトパフォームして大幅なトータルリターンを上げるでしょう。しかし、ク
レジット、株式、コモディティのリターンはいずれもマイナスを続けます（図表 1）。投資家は、このシナリオを通
じて待機資金が維持できれば、より魅力的な水準でロング・デュレーションの資産に投資する機会を捉えられ
るでしょう。ただし「正常化」への道のりは長くなりそうです。

図表 1 
デフレ不況 —                 
投資資産への影響 

出所:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ分析、MSCI BarraOne、2022 年 1 月 3 日時点。 
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2. 流動性欠如がもた
らす市場崩壊

図表 2 
米国債市場の
流動性が低下 

ボラティリティの上昇は市場の流動性低下につながることが多く、そうした状況は極めて急速に起こる可能
性があります。米国債市場が厚みと流動性を備えていることは誰もが知っていますが、2021 年 2 月の
急激な利回り上昇が示すように、世界で最も規模が大きく流動性が高い市場でも、ショックと無縁では
ありません。しかし、FRB による積極的な利上げの継続と最近の流動性低下によって、既に高水準にあ
る市場のボラティリティがさらに上昇したらどうなるでしょうか? 市場の流動性が低下すれば、そうした状況
下での崩壊リスクは一段と高まるでしょう。他のあらゆる金利の要である米国債市場が崩壊すれば、モー
ゲージ市場、企業の資金調達、様々なデリバティブ市場が激しく混乱するだけでなく、株式からコモディテ
ィ、不動産さらにその他の主要資産クラスのパフォーマンスも悪化します。 

日本では、極端な政策からの脱却をめぐり警戒感が広がっています。2022 年 12 月、日銀は過去数ヵ
月の債券市場における機能悪化を指摘し、イールドカーブ・コントロール政策の下での長期金利の上限
を 0.25％から 0.50％に引き上げると発表しました。その結果、利回りは 2 日間で 2 倍近く上昇し、
新たな上限近くに達しました。さらに英国では、昨年 9 月に予想外の財政政策転換を受け、国債市場
が崩壊寸前まで下落したため、債券購入プログラムからの出口戦略を模索していたイングランド銀行は
債券買い入れによる介入を余儀なくされました。膨れ上がった中央銀行のバランスシートの縮小は、市
場の大幅な混乱につながるリスクもあるため、慎重に対応する必要があります。特に市場の動きが神経
質で、流動性と厚みが通常より低下している時は要注意です（図表 2）。そして、根強い高インフレを
背景に信認が脅かされていると考えた FRB が、1980 年代のボルカー議長（当時）のような対応をし
た場合は、どうなるでしょうか? 市場が動揺する可能性があります ――これまでの緩和観測は撤回され
て、米国債市場は大幅に再調整し、世界最大級の市場は大打撃を受けるでしょう。  

米国連邦政府の債務上限問題をめぐる議論が高まる前に、交渉が決裂した場合、投資家は株式と米
国債の同時下落に直面する可能性もあります。クレジット市場は、流動性に乏しい分野を中心に混乱
する可能性もあります。その結果、債券と株式の連動性が高まり、金、コモディティ全般、一部のオルタナ
ティブ商品など、二番手のヘッジ手段に投資家が殺到することも考えられます。住宅ローンから消費者ロ
ーンまで金利が軒並み大幅に見直され、消費者に影響が及ぶでしょう。こうした環境では、ポートフォリオ
資産の一部をアクティブ運用の債券戦略に配分すれば、不安定化しそうな分野から資産をシフトできる
ため、リスク軽減に役立つでしょう。米当局は影響が広範囲に波及する可能性を当然認識しているた
め、そうしたイベントが起きる確率は低く抑えられています。とは言え、政策ミスは起きるものであり、この
「グレイ・スワン」シナリオが実現すれば、極めて大きな打撃をもたらすでしょう。 
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3. 住宅市場:
突然の急激な調整

この「グレイ・スワン」シナリオでは、日本のイールドカーブ・コントロール政策が突然終了するなど、世界的

にも米国と同様に政策がタカ派転換することで、進行中の利上げの累積効果や量的引き締め（QT）

の加速で既に弱含んでいる米住宅市場が一段と悪化します。米債券利回りの急激な上昇を受け、米

国の住宅ローン金利はさらに急伸して 8％近くに達します。与信基準は厳格化され、信用のアベイラビリ

ティは低下します。米国の景気後退局面入りに伴い、労働市場はこれまで予想された以上のペースで

軟化し、一段と深刻化します。 

このシナリオでは、既に明らかな住宅市場の調整（図表 3）が一段と厳しいものとなります。過去最低

水準のアフォーダビリティ（住宅の取得可能性）と需要の急減に見舞われた市場を解消するため、住

宅価格は大幅に調整します。2022 年に市場に参入した多くの買い手は、既にネガティブ・エクイティ

（住宅資産価値が住宅ローン残高を下回る状態）となり、住宅ローンの返済が難しくなっている可能

性があります（ブラック・ナイトの推定によると、2022 年 5 月～7 月の住宅購入者のうち、10％は

2022 年 10 月までに既に若干のネガティブ・エクイティとなり、エクイティが 10％を割り込んだ購入者は

30％を超えています）1。失業率の上昇と過去最低の貯蓄率によってデフォルト率は上昇しますが、広

範囲に及ぶ上昇はおそらく 2023 年第 3 四半期まで顕在化することはないでしょう。差し押さえの急増

は既に低調な市場への供給を押し上げ、2023 年後半には住宅価格は再び下落のスパイラルに陥り、

全米住宅価格は前年同期比で約 15～20％下落する可能性があります。 

ただ、住宅供給は既に数年にわたり制約されており、世帯形成に遅れていることから、この住宅価格の

調整がシステム全体に及ぼす影響は、世界金融危機ほど深刻なものにはならないでしょう。こうした状況

における問題の核心は、ファンダメンタルな需要ではなく価格です。価格が十分に下落すれば、潜在的な

買い手が戻り、危機の長期化は回避できます。そのため、（パンデミックによる大幅な値上がりが主因

で）急激な調整になる可能性はあるものの、当社はかなり短命に終わるとみています。建設業者は新

築物件の価格帯を引き下げ、一戸建てから集合住宅へとシフトするでしょう。コモディティ価格（エネルギ

ー、木材など）の下落と労働力不足の緩和によって、利益率の縮小は最小限に抑えられるでしょう。 

投資ポートフォリオは、大きな影響を受ける可能性もあります。世界金融危機時に比べて、現在、銀行
は資本基盤が大幅に改善しているため、この嵐を乗り切れます。従って収益性は悪化するものの、金
融セクターの健全性をめぐる実存的な不安は限定的になると考えられます。消費者信用、シクリカル、
住宅関連資産など、そのほかの市場セグメントは苦戦する可能性があります。住宅市場の低迷が素材
セクターの重荷になる可能性が高そうです。不動産は中間層の純資産に占める割合が相対的に大き
く、価値が下落すれば支出削減を促す可能性もあるため、一般消費財銘柄より生活必需品銘柄が
有利でしょう。ただ、延滞やデフォルトが増加し、企業の利益や利益率が悪化するものの、それが広範
囲にわたるデフォルトやシステミック・リスク、あるいは市場の機能不全につながることはないと当社はみて
います。
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図表 3 
住宅価格の上昇ペース
は減速 

S&P/ケース・シラー
住宅価格指数、20
都市コンポジット、前
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出所: S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズ、2023 年 1 月 4 日時点。 
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4. ユーロが最安値
を更新

ユーロは 2022 年後半に対米ドルでパリティを割り込んだあと回復しており、過去最安値は 0.84 ドル
のままとなっています。しかし、厳冬の長期化のような単純な材料だけでユーロは最安値まで下落する
でしょうか? この「グレイ・スワン」シナリオでは、天然ガスの埋蔵量が急激に減少してエネルギー価
格（そしてインフレ全般）が上昇し、金融政策による対応が必要になると予想しています。財政
悪化やロシア-ウクライナ戦争激化の根強いリスクによってユーロ圏の政策金利上昇の脅威が高ま
れば、景況感は一段と冷え込むでしょう。 

こうした中、加盟国間の政治的緊張が高まれば、欧州連合の絆が試されることになります。景気が後
退し、市場の注目が 2023/2024 年の冬にシフトし、エネルギー政策や移民政策をめぐりナショナリズ
ムが高まることで分断化が進めば、ユーロは下値を支えるのに苦戦する可能性があります。国内優先
の姿勢が強まれば、財政再建計画への反発もさらに大きくなるでしょう。一方、成長が減速する中で
ECB が金利を引き上げれば、政府債務の対 GDP 比率が既に高水準にあるイタリアなどで、さらに上
昇してコア国と周辺国の債務水準は再び乖離し始めるでしょう（図表 4）。イタリアのジョルジャ・メロ
ーニ新政権は、既に欧州連合の一部方針に反対の意向を示しており、イタリア国債デフォルトの可能性や欧州連
合の結束をめぐる懸念が広がる中、ユーロは最安値を更新する可能性があります。 

このシナリオでユーロ圏が分裂する可能性は極めて低いと思われますが、景気が後退して政治的緊張
が高まり、債務水準が高い状況で、ユーロ圏から離脱する懸念がある国が出てくれば、ユーロは過去
最安値に向けて下落する可能性があります。投資家は安全第一のアプローチを取る可能性が高く、イ
タリアなどの周辺国より、コア国（フランス/ドイツ）の債務が選好されるでしょう。投資家は欧州のエク
スポージャーを調整するため、ユーロ圏株式への配分を減らし、英国株式を選好する可能性がありま
す。

図表 4 
高水準の債務（利回り
上昇/成長減速シナリ
オ下）がセンチメント
に打撃

純債務の対 GDP
比率の平均（イタリ
ア、スペイン、フラン
ス、ポルトガル）
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出所: ブルームバーグ・ファイナンス L.P.、2022 年 12 月 31 日時点。 
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5.  原油価格の大幅高騰
当社は 2022 年初めに発行した「グレイ・スワン」に関する記事で、パンデミックからの経済再開の動きや
地政学リスクを背景に原油価格は 1 バレル 150 ドルを付けるとの予想を示しました（2022 年初めの原
油価格は 1 バレル約 80 ドル）2。結局、そこまで高騰することはなかったものの、ロシアのウクライナ侵攻
によって原油価格は約半年間 100 ドル超で推移し、一時約 125 ドル前後まで上昇しました。現在も
大幅に変動しているものの、原油価格は低下基調にあります ―― そのため 2022 年は、年初の水準
近くで年末を迎えました。当社アナリストの基本シナリオでは、世界経済が減速する中、原油価格は軟調
に推移すると予想していますが、マクロ経済環境や地政学的状況を眺めると、可能性は低いものの、原
油価格を再び 150 ドル台近くに押し上げ得る要因は複数あります。 

たとえば、中国のコロナ関連政策撤廃に対して経済が予想以上の反応を示せば、原油急騰シナリオ
は一段と現実味を帯びると考えられます。そうなれば、中国の産業界からの石油需要を喚起するだけ
でなく、世界第 2 位の経済大国と緊密な経済関係にあり、そのサプライチェーンを構成する他の新興
国市場にもプラスの影響が波及する可能性があります。 

また、2022 年後半に「石油輸出国機構(OPEC)プラス」が原油価格を支えるために減産を実施しま
したが、需要が再燃すれば原油の供給が再び増えるというほど単純ではありません。システムの余剰生
産能力は限られており、制裁によって世界第 3 位の産油国であるロシアの供給への依存は難しくなっ
ています。需給見通しは、既にタイトです（図表 5）。主要 7 ヵ国（G7）によるロシア産原油の禁
輸措置や西側諸国の制裁に対して、ロシアは報復措置として、また価格が上昇すれば輸出量の減少
による損失を相殺できるとの考えから、原油輸出を削減する可能性があります。 

最後に、中東の一部でくすぶり続ける緊張がエスカレートして本格的な紛争に発展した場合も、さらな
る原油急騰をもたらす最悪の状況を生み出す可能性があります。しかも、これら３つのリスク（景気の
反発、限定的な供給、地政学的紛争）すべてが揃う必要はなく、それぞれが（石油消費国に）著
しい悪影響を及ぼす可能性があります。 

エネルギー価格が高騰すれば、特に欧州では、再びスタグフレーション圧力が高まるでしょう。そうなれ
ば、投資家はポートフォリオのヘッジとして、コモディティや石油関連銘柄（大手石油会社からエネルギ
ーのサブセクターまで）への投資を続けることが必要になるかもしれません。

図表 5 
世界の液体燃料の生産
と消費のバランス 
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6. 半導体株が牽引役に
復活

激しく変動した 2022 年の米国株式市場で、テクノロジーセクター全般は著しく苦戦しました。セクター
内のパフォーマンスのばらつきは大きく、主導役は特に限られた業種で争われていました。2022 年、半
導体産業は年間 30％超の下落と特に振るわず 3、対 S&P500 指数のパフォーマンスは過去 10 年
超で最悪でした 4 。これまで力強く成長してきた世界の半導体市場の成長率は、2021 年の
26.2％から 2022 年には推定 4.4％に減速し、2023 年には 4.1％のマイナスになると予想されて
います 5。そして半導体産業は、2023 年純利益の予想減益幅が米株式市場の中でも特に大幅な
セクターの 1 つです。それでも市場の悲観論を促す要因に、変化があったらどうなるでしょうか？半導体
関連銘柄は、出遅れ株からいきなり先駆株へと転じる可能性があります。

当社の最後の「グレイ・スワン」シナリオで、運命逆転のきっかけとなるのは、米国の大幅な政策転換に
よるドル高のさらなる緩和とプラスの成長サプライズです。FRB が利上げペースの減速により踏み込んだ
姿勢を示した場合（たとえば利下げの示唆など）、米ドルは下落を続け、20 年来の高値から平均
回帰する可能性があります。半導体産業は売上高の 80％以上を海外市場から得ているため、そう
なれば、昨年 1 年にわたり直面していた逆風は和らぐと考えられます 6。FRB のハト派姿勢強化が経
済成長にサプライズをもたらせば、生産性/設備投資を押し上げ、より重要な点として、景気循環に非
常に影響されやすい、半導体産業のセンチメント回復につながる可能性もあります。 

反転に向けた土台もそれほど悪くはありません。半導体産業の長期成長見通しは S&P500 指
数を引き続き上回っており（13％対 11％）7、一方、絶対バリュエーションは過去 10 年にわたるヒ
ストリカル平均を下回っています（図表 6）。実際、半導体産業の 3 つのバリュエーション指標
（PER、PBR、EV/EBITDA 倍率）8 は、米国市場全体との比較ベースで、下位５パーセンタイルに
位置しています。加えて、テクノロジーセクター内で過去 12 ヵ月間に 1 株当たりの利益の伸びがプラスになっ
て企業の割合は、半導体産業が最も高く（70％）なっています。半導体企業は、収益性の高いテクノロ
ジー銘柄です。 

半導体需要は景気循環に影響されやすく、世界の GDP 水準との強い相関性があります。上述の通
り、米国の産業は売上の多くを海外から得ています 10。半導体産業の業績に対するセンチメントが低
迷する中、世界の GDP 成長率が上方修正されれば、そもそも相対バリュエーションが魅力的な水準
にあるため、ポジティブ・サプライズにつながる可能性があります。2022 年第 4 四半期に政策転換へ
の期待から半導体セクターは、株式市場全体とテクノロジーセクター全体をそれぞれ 3％、6％アウトパ
フォームしており、実際にポジティブ・サプライズが起きた場合の展開がここから見て取れます 11。

図表 6 80 

半導体のバリュエーション 70 
は S＆P500指数と 
テクノロジーセクター 60

に出遅れている 50 

(2012–2022年) 
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出所: ブルームバーグ・ファイナンスLP.、2022 年 12 月 31 日時点。S&P 半導体セレクト・インダストリー指数、 S&P500 情報技術指数、
S&P500 指数。5 つのファクター（2021 年から 2022 年の株価収益率、12 ヵ月予想株価収益率、株価純資産倍率、株価売上
高倍率、EV/EBITDA 倍率）を組み合わせたバリュエーション・スクリーニングに基づいています。 
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