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マクロ経済見通し  

昨年 12月に当社が「グローバル市場展望（GMO）」を発

行して以降、ワクチン接種の進展と強力な金融・財政政策

の下支えによって景気回復のペースは加速している。新型コ

ロナウイルス感染症（Covid-19）に関連する問題は依然

として多くの地域で深刻な影響を及ぼしているが、大きな打

撃を受けた新興国でも状況は改善している。米国経済の

急回復に伴い、欧州の経済成長も加速が見込まれ、新興

国もまもなく追随するだろう。市場を牽引する先導役が、米

国からその他の地域に速やかに移行するかもしれない。 
 

 

経済成長が数十年ぶりの水準に近づき、好調な企業業績が発表され、ボラティリティの高まる懸念 が

後退するなど、前向きな兆候で満ちている。同時に、投入コストの上昇と旺盛な需要がインフレ上昇を

後押ししており、インフレ率は投資家が見慣れた水準を上回って推移する可能性がある。当社独自の

市場レジーム指数（M RI）は、市場が楽観と幾分かの陶酔感（ユーフォリア）の間の微妙な境界線

上を進んでいることを示唆しているが、これは慢心ともいえる警戒感の欠如の可能性もある。多数の良

好な兆しに安心しきった市場は、今後数カ月に発生するであろう避けられないショック（インフレ関連な

ど）にどう反応するだろうか？  

 

今回の「2021 年中間期グローバル市場展望（G MO）」では、マクロ経済見通しと現在の戦術的ポ

ジショニングについて再考し更新する。また、債券と株式の見通しから浮上した一連の主要テーマを取り

上げ、差し迫ったリスクを特定する。  

 
 

•  繰延需要と緩和マネーが 2021 年の目覚ましい景気回復に拍車を掛けている。製造業からサービ

ス業への大規模な需要のローテーションが、 2022 年も広範囲にわたる継続的な回復を牽引 しよ う。  

•  欧州と新興国は、米国に続き堅調な経済成長のトレンドを辿っている。米国が成長モメン タムの

ピークを突き進む中、欧州と新興国の成長は加速している。  

•  現在のインフレ率の急上昇は今年下半期には鈍化する公算が大きい。しかし、今後 2 年間は

（Covid-19 前と比べて）インフレ率が高めに推移することが予想される。 

•  投資家が成長モメンタムのピークと金融緩和のピークが過ぎたとみなすことで、市場の変動はよ り激

しくなる可能性がある 
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世界経済は Covid -19 に伴う難局にもかかわらず、年初から大きく前進している。特に先進国では、 ワク

チン接種率の急上昇とともにモメンタムが第 2 四半期に著しく加速した。新興国は、現時点ではワクチン

接種の面で後れを取っているものの、大幅な改善が見通せる段階まで既に達しており、今後数 カ月でさ

らなる改善が見込まれる。 

 

2021 年の世界の経済成長率は、前年の発射台の低さと経済活動が驚異的に活発化したことを主 な

要因に数十年ぶりの高水準を付け、 2022 年も際立ったパフォーマンスが続くと予想される。鉱工業セク

ターは既に操業が完全に本格化し、世界の貿易数量と鉱工業生産は過去最高水準にある 。そ の結

果、グローバルなサプライチェーンの負担が如実になっており、多くの製造業企業に影響を与え ている。

IHS マークイットによれば、世界の製造業の設備稼働率は 2004 年のピークを超えた。また、現在の受

注残は 2004 年以降で最も高い水準だ。先進国の大部分では（および新興国の一部でも）家計の

貯蓄が増加しており、このペントアップ需要（これまで控えられていた需要の反動）はわずか数 カ月で は

吸収できないことを示唆している。このことは、当社が 2022 年の成長率について強気な見方を とる理由

の一つである。今のところ、ペントアップ需要が解放される対象は有形の商品に大きく偏っている。 2 0 2 1

年下半期から 2022 年にかけてはサービスへの需要の大規模な広がりが定着し、より完全で広範囲に

わたる継続的な景気回復が下支えされるだろう。  

 

こうしたことを背景に、コモディティ全般の価格が急騰していることに意外感はない。投入コストの上昇と

旺盛な需要は、世界金融危機後に比べて価格設定力の大幅な強化に寄与している。重要なことは、

健全な家計の状況が米国で最も顕著に表れている可能性があるとはいえ、一国に限られた話で はない

点だ。 

 

当社の見方では、欧州でも同様に素晴らしい進展が見られることが他社予想と大きな違いになっており、

ワクチン接種の急速な普及を踏まえ、第 2 四半期が力強い回復の幕開けになると予想する。 2 0 2 0 年

末以降、当社予想は欧州の経済成長率に対するコンセンサス予想より強気サイドにあるが、発表され

るデータは引き続き当社の前向きな見方を裏付けている。中国は今年も世界経済の成長に対 し引き

続き安定的にプラス寄与すると推察されるが、他の国・地域のパフォーマンスも改善しているため、相対

的な寄与度は低下するだろう。また、中国が Covid -19 前の債務削減の取り組みに再び重点を置くよ

うになれば、国内政策による下支えは他のいずれの国よりも早く後退する公算が大きい。 

 

需要の裾野拡大から示唆されることとして、各国中銀が現在予想しているほどインフレ圧力は一時的で

はない可能性が挙げられる。確かに、現在目にしているインフレ急上昇の大部分は、その性質上、一時

的で終わりそうだ。しかし、下半期のインフレ率はピークから鈍化する見込みではあるものの、今後 2 年ほ

どのインフレ率のニューノーマルは、Covid -19 前に優勢だった水準を上回るのではないかと当社は考えて

いる。 

 

各国中銀は異例の緩和政策を継続しているが、年末が近づくにつれて「緩和のピーク」時期は過去のも

のとなるだろう。同じことは財政政策にも言える。繰延需要は依然として強力な支えとなってお り、政策

の正常化ペースも極めて緩慢となる見込みだが、投資家がモメンタムのピークが過ぎたとみなすことで、

市場に一定のボラティリティが生じる可能性がある。  
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現在の戦術的資産

配分 

マクロ経済環境が活況を呈していることに加え、定量的な予想が前向きであることに支えられて、当社は

引き続き、株式、クレジット、コモディティを中心とするグロース資産を選好している（図表 1を参照）。最

近の戦術的資産配分のウェイトの変化は、景気回復の基本シナリオを反映するとともに、各国・地域の

見通しや資産クラスに対する見方を表している。当社独自のリスク指標からは、市場の潜在的なリスクに

対する危機感が薄れている事が示唆されていることから、グローバル株式のオーバーウエイトを引き下げ、

コア債券と金を積み増した。株式を地域別に見ると、引き続き選好するのは米国である一方、分散され

たポジションを持っており、欧州については、当社の定量的フレームワークに改善が見られたことを反映し、

最近オーバーウエイト幅を引き上げている。また、太平洋地域に関しては、センチメント・スコアの悪化と望

ましくない株価モメンタムが見通しの重石となっており、アンダーウエイト幅を引き上げた。そして、金につい

ては、低い実質金利、米ドルの短期見通し悪化がそのサポート役となっている。最後に、コモディティ全般

のオーバーウェイトに関しては、モビリティデータの改善、経済再開、米ドル安が世界的な需要の追い風に

作用しており、引き続き定量的フレームワークに支持されている。
 

図表 1   

戦術的な資産配分  

における資産クラス別の   

アクティブウェイト   

2017 年 10 月 31 日～ 

2021 年 6 月 9 日  

株式 

コモディティ 

債券および現金  

金 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

出所：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 インベストメント・ソリューションズ・グループ（ ISG）、 202 1 年 6
月 9 日時点。過去のパフォーマン スは将来の成果を保証するものではありません。当社 ISG は 1～3 カ月の将来予想期間に基づ
き、戦術的な資産配分ポートフォ リオのポジションを構築している。アクティブウェイトは毎月変更される。  

 
 

  

債券市場の見通し •  各国中銀が全般的に政策金利を据え置いているため、国債利回りは現時点で一旦レンジ上限 を

確認した模様。 

•  当社は引き続き社債に投資機会があるとみている。これは、堅調な成長によってクレジット・ ファ ン ダ

メンタルズが強まっており、投資家が低いまたはマイナス利回りの国債から社債に乗り換えているため

だ。 

 

堅調な経済指標の発表が続く中、各国中銀は全般的に低水準の政策金利を維持しており、国債利

回りは現時点で一旦レンジ上限を確認したとみられる。前年の発射台が低いため、インフレ率は前年比

で 3%を超える可能性があるが、現在のインフレ率の急上昇は鈍化する公算が大きい。毎月発表される

インフレ率（特にコアインフレ率）は、高インフレの持続というより、インフレ率の回復を反映したものと言え

よう。こうした穏やかなインフレ予想を踏まえると、金利はボックス圏で推移する可能性が高い。 1 0 年米国

債利回りは、2021 年に入ってから多数の経済指標が発表されたにもかかわらず 1.7%近辺の水準を突

破できずにいるが、その一因は米国 10 年債のフェアバリューが、米連邦準備制度理事会（FRB）の短

期金利予想に沿っているためと思われる。FRB が本格的な金融引き締めに踏み切る見通しが強まり、 

アクティブウエイト（%）

2017年
10月

2018年
4月

2018年
10月

2019年
3月

2019年
9月

2020年
2月

2020年
8月

2021年
1月

2021年
6月
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それが市場を動かす中心的なテーマとなるまで、利回りがこの水準を大きく超えるとは考えにくい。 

リスク資産のスプレッドは過去 10 年間で最もタイトな水準に近づいているが、社債投資家にはクーポンを

獲得できる一定の余地があり、スプレッドがさらに小幅縮小すれば恩恵を受けられる可能性が ある と当

社は考える。その根拠は二つあり、世界経済の堅調な成長によってクレジット・ファンダメンタルズが強 まっ

ていることと、国債利回りが低位にとどまる中で社債に対する旺盛な需要が続いていることだ。   

 

経済概観に示した通り、世界の経済成長率は 2022 年にかけて、ワクチン接種普及による経済再開に

伴う需要、パンデミック当初に導入された景気刺激策の累積効果、政府の資金提供プログラムの拡大

見通しに牽引され、今後もトレンドを大幅に上回ると予想される。こうした高い経済成長は、過去数年

間のディフェンシブな資金調達で既に堅固となっている企業のバランスシートを一段と強化する役割を果

たし、格上げ候補リストの拡大をもたらすとみられる。 2020年のいわゆる「フォールン・エンジェル（投資適

格から投機的に格下げされた銘柄）」に対し、2021 年と 2022 年は「ライジングスター（投機的から投

資適格への格上げが期待される銘柄）」が注目されるだろう。というのも、2022 年を通して推定 2 ,8 1 0

億ドルの BB 格債券が投資適格に格上げされ 1、2020 年に増加した大量のフォールン・エンジェルを十

二分に相殺すると予想されるからだ。このような状況下で、 BB 格債券は 5 月 31 日時点の B B B 格債

券とのスプレッドが 147bp となっており 2、魅力的なバリューを提示している。 

 

グローバル投資家は利回りを追求しており、低いまたはマイナス利回りの国債に代わって社債の購入を

継続している。先進国国債の 13 兆ドルの利回りがマイナス圏にあると推定されることは、クレジッ トリ スク

を小幅に積み増し、社債を購入する理由として説得力がある。こうした需要サイドの要因は長期的に持

続すると予想され、短期債を中心に社債スプレッドを低位に維持するだろう。また、利回りを渇望する投

資家の追加的な買いを促進することで、市場急落の影響を緩和する公算が大きい。  

 

それらの投資家は、新興国債券にさらなる投資機会を見出す可能性が高い。新興国市場は目下、原

油価格の回復（輸出国に恩恵）、比較的低水準のインフレ率、堅調な P MI など、景気循環からの追

い風を受けている。新興国の現地通貨建て債券は、通貨高を通じた上振れ余地を提供している 。 さら

に、新興国の先進国通貨建て国債ユニバースの一部は割高になりつつあるようだが、先進国の量的緩

和下で投資家が利回りを追求していることを勘案すると、スプレッドは一段と縮小する余地がある と推察

される。 

 
 
 

  

株式市場の見通し •  欧米の成長率格差が縮小し始め、新興国経済が Covid -19 の脅威に対抗しながら前進する中、

市場を牽引する先導役は米国から海外の幅広い国・地域に広がる可能性が高い。  

•  力強い利益見通しと割高感のないバリュエーションが、欧州株式の魅力を引き続き高めるだろう。  

•  当社は、利益成長率の予想が世界で最も高い新興国市場に機会があるとみている。  

•  中国株は特に投資を検討に値する強さを見せている。 
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図表 2 

株式リターンの内訳 

 

 

 

 

2020 年の株式市場は、前例のない金融・財政政策からの介入によってバリュエーションが大きく上昇 し、

株価が過去最高水準に押し上げられた結果、極めて底堅いパフォーマンスを上げた。心強いことに、株

式市場のパフォーマンスの主たるドライバーが PE R 拡大から利益成長に移ったため、P E R の上昇傾向は

2021 年上半期にようやく減速した（図表 2 を参照）。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ブルームバ ーグ。 20 21 年 4 月 28 日時点。  

 

 

企業利益が株価に追いつき始めたことから、当社は引き続き株式に投資機会があると考える。米国では

企業利益と株価のギャップがかなり大きいのに対して、米国以外の地域では株価が比較的妥当な水準

にあることなどを理由に、今年下半期には、株式への投資機会が欧州や場合によっては新興国市場に

拡大することも十分に考えられる。  

 

過去数カ月の債券利回りの上昇は株式リスクプレミアムの低下を促したものの、利回り上昇はイン フレの

上昇も伴っていたため、実質利回り 3 はほとんど変化せず、マイナス圏にとどまった。量的緩和が実質的に

利回りの上昇を抑えているため、株式などのリスク資産は依然として魅力がある。  

 

マクロ経済見通しで述べた通り、当社は、米国 GDP 成長率が 2021 年でピークに達する一方、ユーロ

圏GDP 成長率は上昇軌道に乗っていると考えており、欧米の成長率格差は年末にかけて縮小する見

込みだ。一般に、米国 GDP 成長率が世界のその他地域と比べて低下している期間には、そ の他地域

の株式市場は米国に追いつく傾向がある。欧州市場では、引き続き Co vid-19 の抑え込みが進めば、

最近のアウトパフォームが今後数カ月にわたり継続する見込みであり、上記トレンドも今後数 カ月で実

現する可能性が高いだろう。 

 

1株当たり利益（EPS）の成長率予想もこの見方を裏付けている。欧州の今後 12 カ月の予想 E P S

成長率は 30.4%で、世界の主要市場の中で 2 番目に高く、北米を 5.8%ポイント上回る（図表 3 を

参照）。 

（%）

MSCI

ワールド
MSCI

米国
MSCI

欧州
MSCI

アジア太平洋（除く日本）
MSCI

日本
MSCI

エマージング

ESP成長率 PERの変化（%） 配当 為替 トータルリターン
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図表 3  25 

株価収益率と 
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出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ブルームバ ーグ、 20 21 年 5 月 19 日時点。チャートは M SCI の 地 域指 数
を参照。MS CI EMは MS CI エマ ージング・マ ーケット指数、 M S CI EM SCは M SC I エマージング・マーケット小型株指数を指 す。
PE = 株価収益率、 E PS = 1 株当たり利益、 N T M = 今後 12 カ月、 LT M = 過去 12 カ月。  

 

 

新興国市場の 2021 年の出足は好調だったものの、米ドル高と相対的な成長率の低下が新興国の株

式市場リターンへの下方圧力となってきた。しかし、下半期に目を向けると、新興国株式のバリュエ ーショ

ンは、最近のアンダーパフォームで相対的に割安感が出ており、注目に値しよう。新興国株式の予想

EPS 成長率は、堅調な第 4 四半期決算シーズンを経て、世界で最も高い 36%に上昇した。米国の

経済成長は、新興国の企業利益の成長、ひいては株価を押し上げる要因となるため、米国の経済先

行指標は新興国株式のアウトパフォームと高い相関性がみられる（図表 4a と 4b を参照）が、今年は

既に米国の指標と新興国の株価の関係性が表れている。 

 

 
 

図表 4a 

米国の経済先行指標の 

前年比と MS CI エマージング・

マーケット指数  

 
US先行指標、前年比%  

MSCI エマージングの価格リターン 

(2021 年 12 月 31 日を 100 に基
準化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

出所：マクロボンド、 SS G A、T C B、M SC I。2 021 年 5 月 21 日時点。  
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図表 4b  

MS CI 米国に対する   

MSCI 中国とエマージング 
 

4.5 

3.5 

MS CI  米国  v s .  エマージング  (左軸 )   

MS CI  米国  v s .  中国  (右軸 )   

3.0 

2.5

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

出所：マクロボンド、 SS G A、T C B、M SC I。2 021 年 5 月 21 日時点。  

 

新興国市場では中国株が特に注目される。中国株のバリュエーションは、米国株と比較した相対ベース

では長期平均を下回っている。さらに、ハイテク企業に対する規制措置と、クレジット・インパルス（ G DP

に対する与信の伸びの変化）の減速という双子のリスクは、株価に織り込まれていることがうか がえる。

中国株は、米国やその他地域（A CWI（除く米国） IM I 指数により測定）と比較すると、長期平均

を下回って推移している。同時に、最近は中国株とその他の世界市場との相関は低下しており、 これは

中国株が分散投資のメリットを提供していることを意味する。  

 

景気敏感株は 2021 年のリフレ環境から恩恵を受けている。当社は現在のインフレ率の急上昇が一時

的と考えているものの、景気敏感株のパフォーマンスには期待している。繰延需要に由来する堅調な消

費トレンドと供給の制約に加え、米国の財政支出見通しを主な要因として、景気敏感株のモメン タムは

続くと予想する。 

 

ワクチン接種を通じて世界各国の Covid -19 制御が進んでいるため、当社は引き続き株式に投資機会

があると判断する。また、目先のメディア報道の先を見据え、投資対象を世界のあらゆる地域に拡大す

ることが重要だと考えている。 2021 年が経過するにつれて、力強い利益見通しと割高感のないバリュエ ー

ションが、欧州株式の魅力を引き続き高めるだろう。景気敏感株のモメンタムも続くと予想している。 さら

に、世界で最も予想利益成長率が高い新興国市場にも機会が浮上しつつある。最後に、中国株は特

に投資を検討に値する強さを見せており、ポートフォリオの一部を中国株に積極配分することも正当化で

きるかもしれない。 

 
 

  

当社見通しの 

主なリスク 

 

•  市場は楽観的な見方に満ちているが、慢心ともいえる警戒感の欠如につながり、ショックに対し

て脆弱となるリスクがある。 

•  金融政策の引き締めに向けた動き、およびインフレ率の上昇が持続する可能性が主要なリスク

をもたらす。 
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当社のリスク資産に関する主たる見解は、恐らく近年で最も楽観的だ。世界経済は好調で、ロッ クダウン

からの経済再開に伴ってペントアップ需要が解放されたことから拍車が掛かっている。さらに、各国中銀は

超緩和的な政策を維持しており、両者を併せて考えると、極めてポジティブな状況と言える。  

 

しかし、このように経済が勢いづいているにもかかわらず、市場には脆弱性の兆しが見え隠れしている 。当

社インベストメント・ソリューションズ・グループ（ IS G）が指摘するよ うに、現在の市場は楽観 と慢心

（ユーフォリア）ともいえる警戒感欠如の間の微妙な境界線上にあり、後者に陥るリスクを抱えて いる 4。  

 

こうした警戒感の欠如は目新しいものではないが、最近は極端な水準に達しており、その証左として、経

済政策の不確実性の程度が、今や株価が示唆する不確実性を上回っている点が挙げられる（図表 5

を参照）。世界金融危機当時を振り返ると、株価が示唆する不確実性は政策の不確実性を大幅に

上回っていた。これは直感的に理解できる。というのも、株式市場はリスクを速やかに織り込み、通常で

あれば金融危機が最初に打撃を与えるのは株式市場だからだ。Covid -19 危機は全く異なり、消費や

貿易といった世界経済の主たる決定要因に対する打撃となった。経済政策の不確実性の高ま りは恐ら

く、最善の政策対応を実施しても、パンデミックが経済全体を圧迫する恐れがあるとの現実を反映 したも

のだろう。一方で、株価が示唆する不確実性が相対的に低いのは、株式市場で前回危機を参考にし

ようとする姿勢が強いことを反映しているかもしれない。  

 
 

図表 5   

株式の不確実性と   

経済政策不確実性   
 

VIX 指数の 1 年移動平均と
 

 

経済政策不確実性指数の 

1 年移動平均 

  

 

株式の不確実性 (左軸 ) 

経済政策の不確実性
(右軸) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ブルームバ ーグ、ステート・ストリート・グ ローバル・アドバイザーズ算出。 202 1 年 4

月 30 日時点。 
 

慢心（ユーフォリア）自体はリスクにならないとしても、それによって市場が脆弱な状態になり、避 けられ

ないショックの影響を受けやすくなったり、あるいは過剰反応しやすくなる。  

 

市場の不安定な熱狂を崩壊させ得るショックはいくつもあり、例えば、パンデミック終息に向けた進捗の後

退、バイデン米大統領の増税案の意図を市場参加者が完全に理解できないこと、サイバー攻撃、地政

学的衝突など、枚挙にいとまがない。しかし、特に注目すべきリスクは二つある。インフレ圧力がよ り持続

的になり、定着する可能性と、深刻なインフレ圧力がないにもかかわらず、成長率の動向や政策の変更

に応じて金利が上昇する可能性である。  
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主なリスク：インフレ圧
力がより持続的になり、
定着する 

各国中銀は揃ってインフレは「一時的な現象」と述べている（当社見解も同じ）が、米国に焦点を当

てると、インフレリスクは間違いなく上昇している。  

 

ここでのリスクは、脆弱な状態の市場で FRB が引き締めに向けた動きを示せば、過剰反応につながり兼

ねないということだ。極端な場合、資産価格の低下から世界経済は再びリセッションに陥るかもしれない。

FRB はジレンマに悩んでいる可能性がある。その理由は、市場の「過熱」を放置するのも誤った考えであ

ることが過去の事例で証明されているからだ（図表 6 を参照）。インフレ率が 5%を超過すると、実質リ

ターンがマイナスになる頻度は高まり、マイナス幅は増大する。 10 年以上にわたる緩和的な金融政策に

よって PER が上昇していることも、この反応に拍車を掛ける可能性がある。  

 
 

図表 6   

米国株式の実質年率 

リターンと CPI の前年比% 

1945 年以降の年率 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

出所：ht tp : //w w w.ec on .y a le .ed u/ /~ sh ille r/da ta .h tm、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ算出 . 

 
 

インフレ率が上昇し、高止まりで推移する展開になるとすればその要因は何だろうか？ 当社シニアエ コノ

ミストである Si mo na Mocuta は、「P utting the Global Inf lation Surge in Perspective（世界的な

インフレ率の急上昇を俯瞰する）」と題したレポートにおいて五つの可能性を挙げている。最も差し迫 った

要因はサプライチェーン /グローバル化のピークである。この影響は、世界の半導体（特に台湾製）の供

給に既に明確に表れている。供給が制限される中、需要が爆発的に拡大しており、価格が大幅に上昇

する可能性は現実味を帯びている。  

 

インフレも、企業のデフォルトを引き起こし得るという点で、当社の楽観的な見方に対する脅威となる。企

業が投入コストの上昇を転嫁できなければ利益率は低下し、一部の企業は債務返済不能に陥るだろ

う。さらに長期的に見れば、企業の平等やインクルージョンに関する取り組みは、企業利益における労働

者への配分を増やすことを意味しており、従って一部のビジネスモデルにとって圧力となる可能性がある。  

S&Pコンポジット実質トータルリターン（%）

米国CPI 前年比（%）

http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm


A Kernel of Caution in a Robust Recovery 11 

 

 

 
  

主なリスク：成長率の動向

や政策の変更に応じた金

利と債券利回りの上昇 

債券に対する当社の基本シナリオでは、各国中銀が全般的に政策金利を据え置いているため、国債利

回りは現時点で一旦レンジの上限を確認した模様。ただし、この見解の再検討を促しそうなシナリ オも存

在する。 

 

米国の全般的な実質経済成長率の見通しについて、（大雑把ではあるが）米国の物価連動国債

（TIPS）の実質利回りを代替指標として考えると、G DP 成長率のコンセンサス予想がプラスであるのに

対して、投資家が大幅なマイナス利回りを受け入れているのは一貫性がないように見受けられる。 この謎

の答えは、FRB が大規模投資家となっており、価格にかかわらず確実な購入意欲を持っていることだ。  

 

しかし、さらなる不安定な矛盾も残っている。それは、市場では経済の今後 10 年間のインフレ率が年 2 %

を大幅に上回る水準を維持する可能性が高いとみなされているのに対して、（実質利回りで表 される）

経済成長の見通しが非常に低調なことだ（図表 7 を参照）。当然ながら、このミスマッチは、投資家の

流動性選好、相対的な発行額、実物資産の供給によって、短期的には維持される場合がある。 し かし

ながら、実質利回りが 2000 年代前半の水準に急反発するのもあり得ないことではない。  

 

恐らく、サイクルの転換点では政策ミスが生じる可能性が高いと想定するのが妥当だろう。そして、 F RB は

フォワードガイダンスにおいて、転換点に関する見解を明確に説明しているはずだ。自律的な経済成長が

現在の想定よりも高い水準で実現し、FRB が（直接言及しなくとも）恐怖の文言である「テーパリン グ」

に近づく場合、ボラティリティが極端に上昇する可能性がある。目下、経済の過熱を放置するという実験が

行われていると言えるだろう。従って、過去最大クラスの金融政策措置から円滑に完全脱却できる と市場

が確信しているように見えたとしても、それに疑問を感じるのは当然である。現在のポジションから政策 ミス

に至るまでには一定の時間がかかる可能性があるが、一方で米国債市場は連邦公開市場委員 会

（FOMC）のコミュニケーションと市場誘導のスキルに高い信頼を寄せているように思われる。  

 
 

図表 7   

米国 10 年債実質利回りと 

ブレークイーブン・インフレ率   

どちらが間違っているのか？ 

 

 

      米国債実質利回り (10 年 ) 

米国 10 年ブレークイーブン・ 

インフレ率   

 
2001 2003 2005 2007 2009 2011 

出所：ブルームバーグ、 202 1 年 5 月 21 日時点  
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脚注 1 出所:J P モルガン 20 21 年 5 月 3 1 日時点。  

2  出所:ブルームバーグ・バークレイズ指数 

3  名目債券利回 りからインフレ率を引いた値  

 
4 ここ数週間で、 IS G の市場レジーム指数の水準は「通常」から
「陶酔感」へ低下しており、一定の慢心が市場に浸透しつつあ
ることを示している可能性がある。

 
 
 

  

グローバル市場展望
（GMO）について 

投資をめぐる課題が一段と複雑化するなかで、当社運用チームの調査に基づき今後１年間で予想さ

れるポートフォリオのリスクとオポチュニティを紹介するグローバル市場展望（ GM O: Global Market 

Outlook）を作成している。当社では、投資家としての立場から、短期的そして長期的な市場の問題

について分析・調査を行っている。これは、ベータおよびアルファ創出に向けた様々なソリューションや資産

配分のノウハウを利用して構築する成果指向のポートフォリオの基盤となるものである。  

 



A Kernel of Caution in a Robust Recovery 13 

 

 

 
  

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、厳格なアプローチ、幅広い運用能力、優れたスチュワー

ドシップは長期的な成果をもたらすという信念を基に、各国政府や機関投資家、金融プロフェッショナルの

皆様に資産運用サービスをご提供しています。インデックス運用と E TF、E S G 投資の先駆者、そして資

産運用における世界的なリーダーの１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。 
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subject to change based on  market and other 
condi tions. This document contains certain 

statements that may be deemed  forward-
looking statements. P lease note that any such 
statements are not guarantees of any future  
performanc e and actual  resul ts or 

developments may di ffer material ly from those 
projected. The trademark s and service marks 
referenced herein are the property of their 
respective owners. Third party data providers 

make no warranties or representation s of any 
kind relating  to the accuracy, completenes s or 
timel iness of the data and have no l iabi l i ty for 
damages of any kind relating to the use of 

such data. Investing involves risk including the 
risk of loss of principal .  
The whole or any part of this work may not be  
reproduced, copied or transmitted or any of i ts 

contents disclosed to thi rd parties wi thout  
S S GA ’s express wri tten consent.   
A l l  the index performance resul ts referred to 
are provided exclusively for compariso n 

purposes only. It should not be assumed that 
they represent the performanc e of any 
particular investment.  
E qui ty securi ties may fluctuate in value in  

response to the activi ties of individual  
companies and general  market and econ omic 
condi tions. B onds general ly present less short -
term risk and volati l i ty than stocks, but contain 

interest rate  risk (as interest rates raise, bond 
prices usual ly fal l ); issuer defaul t risk; issuer 
credi t risk; l iquidi ty risk; and inflation risk. 
These effects are usual ly pronounced for 

longer-term securi ties. A ny fixed  income 
securi ty sold or redeemed prior to  maturi ty 
may be subject to a substantial  gain  or loss. 
Investing in high yield fixed income securi ties,  

otherwise known as “junk bonds”, is 
considered speculative and involves greater 
risk of loss of principal  and interest than 
investing in  investment grade fixed income 

securi ties. These  lower-qual i ty debt securi ties 
involve greater risk of defaul t or price changes 
due to potential  changes in the credi t qual i ty of 
the issuer. There are risks associated wi th 

investing in Real  A ssets and the Real  A ssets 
sector, including real  estate, precious metals 
and natural  resources. Investment s can be 

signi ficantly affected by events relating to 
these industries.  

Investing in foreign domici led securi ties may 
involve risk of capi tal  loss from unfavorable  
fluctuation in currency values, wi thholding 
taxes, from di fferences in general ly accepted  

accounting principles or from economic or 
pol i tical  instabi l i ty in other nations. 
Investment s in emerging or developing 
markets may be more  volati le and less l iquid 

than investing in  developed markets and may 
involve exposure to  economic structures that 
are general ly less diverse and mature and to 
pol i tical  system s which have less stabi l i ty than 

those of more developed countries.  
Israel: No action has been taken or wi l l  be 
taken in Israel  that would permit a publ ic 
offering of the  S ecuri ties or distribution of this 

sales brochure to  the publ ic in Israel . This 
sales brochure has not been approved by the 
Israel  S ecuri ties A uthori ty (the ‘ IS A ’).  
A ccordingly, the S ecuri ties shal l  only be sold 

in Israel  to an investor of the type l isted in the 
First S chedule to the Israel i  S ecuri ties Law, 
1978, which has confi rmed in wri ting that i t 
fal ls wi thin one of the categories l isted therein 

(accompani ed by external  confi rmation where 
this is required under IS A  guidel ines), that i t is 
aware of the impl ications of being considered 
such an investor and consents thereto, and 

further that the  S ecuri ties are being purchased 
for i ts own account and not for the purpose of 
re-sale or distribution.  
This sales brochure may not be reproduced or 

used for any other purpose, nor be furnished 
to any other person other than those to whom 
copies have been sent.  
Nothing in this sales brochure should be  

considered investment advice or investment  
marketing as defined in the Regulation of  
Investment A dvice, Investment Marketing and  
P ortfol io Management Law, 1995 (“the  

Investment A dvice Law”). Investors are 
encouraged to seek competent investment  
advice from a local ly l icensed investment 
advisor prior to making any investment. S tate 

S treet is not l icensed under the Investment 
A dvice Law, nor does i t carry the insurance as 
required of a  l icensee thereunder.  
This sales brochure does not consti tute an 

offer to sel l  or sol ici tation of an offer to buy any 
securi ties other than the S ecuri ties offered  
hereby, nor does i t consti tute an offer to sel l  to 
or sol ici tation of an offer to buy from any 

person or persons in any state or other 
jurisdiction in which  such offer or sol ici tation 
would be unlawful , or in  which the person 
making such offer or sol ici tation  is not qual i fied 

to do so, or to a person or persons to whom i t 
is unlawful  to make such offer or sol ici tation. 
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