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危機脱出への模索が 

続く 

 

世界中で新型コロナウイルスとの闘いが続く一方で、

向こう数カ月を楽観視する理由が幾つかある。足元

の景気回復に伴い、世界経済は潜在成長率を上回
る拡大が予想される。しかし、成長の勢いがピークを

過ぎ、超緩和政策が峠を越えれば、その後の回復は

不均一で多層的なものになろう。今後を展望する上

では、インフレの本質をめぐる不確実性など、リスクも

多く残っている。 
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見通し 

成長と緩和政策ピーク後
の世界 

不均一で多層的な景気回復のも
とで、潜在成長率を上回る成長が
続く 

 

中央銀行のタカ派姿勢で
金利に上昇圧力 

短期金利が上昇するなか、長期
金利の上昇は抑えられ続けるだろ
う 

 

市場のボラティリティにも
かかわらず、企業利益の
伸びが株式市場を押し上
げる 

魅力的なバリュエーションおよび市
場構成が景気循環セクターに偏っ
ていることから、欧州株式が景気回
復の恩恵を受ける 
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マクロ経済 

 

成長と緩和政策ピーク後
の世界

 

Lori Heinel, CFA 

Global Chief  Invest m e n t 

Off icer 

Simona M. Mocuta 

Chief Economist 

Gaurav Mallik 

Chief Portfolio Strateg i s t  

 

世界中で新型コロナウイルスとの闘いが続く一方で、向こう数カ月を楽観視する理由が幾

つかある。足元の景気回復に伴い、世界経済は潜在成長率を上回る拡大が予想 され、

実際に市場は上昇が継続している。しかし、成長のモメンタムと緩和政策のピー クが過 ぎ

去る中、その後の回復は不均一で多層的なものになろう。今後を展望する上では、 イン フ

レの本質をめぐる不確実性など、リスクも多く残っている。  

再燃する喫緊の課題もある。相対的に低い金利環境の中で、投資家は利回りを求 め て

債券投資戦略を見直し始めている。また、現代に特有の課題の一つである気候変動危

機を受けて、投資家は気候関連問題について自身の考えを示す方法を模索してい る。 さ

らに、中国への投資に関しては、マクロ面の合理的な根拠が損なわれていないことか ら、投

資家は中国市場にアクセスする最適な方法を探している。 2 022年グローバル経済市場

見通しでは、こうしたテーマを中心に掘り下げていく。  

 

 

2022年の展望 

 

マクロ経済の観点から見ると、2021年は異常とも言える年だった。エコノミストや投資家は

一様に、来年がどのような年になるかに思いを巡らせている。景気回復により世界的に潜

在成長率を上回る成長が続くと見られるが、成長速度のばらつきは若干の主役交代を

伴うと予想され、例えばユーロ圏は米国との成長率格差を縮小させ、もしかしたら差 が なく

なる可能性もある。 

世界経済の成長シナリオは均一ではない。新興国市場では、ワクチン接種の遅れ、金利

の上昇、選挙をめぐる不確実性、その他国内政策をめぐる諸問題により逆風が続く と見 ら

れる。中国については、当社は2022年のG DP成長率予想を5.0％に引き下げ、 さらに短

期的リスクはダウンサイドに傾いていると考える。  

パンデミック（世界的大流行）は依然として経済を左右する重要な要因であり、新型 コ

ロナウイルスとの闘いには未だに勝利していない。景気サイクルの現段階で新型コロ ナウ イ

ルスとの闘いが続いていることに関 しては、どれだけ警戒しても警戒し過 ぎることは ない。な

ぜなら、「経済活動再開」という最も手っ取り早い果実は既に収穫され、次に得 られる成

果はこれまでよりも達成が困難で、それでいて実入りは穏当なものになることが予想 される

からだ。過去 1年間の輝かしい実績を考えると、これは実体経済以上に金融市場に当て

はまる。しかも、金融市場は良きにつけ悪しきにつけ先を見据える性質があるた め、財政

政策や、特に金融緩和政策の解除をめぐる懸念は、202 2年半ばには一段と顕著になる

と予想される。 
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インフレ 

 

 

2021年にマクロシナリオを支配した高成長と高インフレという 2つのダイナミクスは、 さま ざま

な意味において2022年も持続する見通しである。しかし、インフレ率は 2021年を通 じて着

実に上昇してきたものの、 2022年半ば以降は徐々に低下すると予想される。計算上、年

率で見たインフレ率は現時点では高止まりしているが、足元で話題の中心となって いる深

刻なインフレ懸念は、202 2年半ばには急速に弱まると見られる。結局のところ、 1年後に

はベース効果が大きな歯止めになるだろう。とはいえ、インフレが突然終息するわけで はな

い。それどころか、当社は、ある程度の「インフレ・ローテーション」が起こり、特に米国では住

居費の上昇が深刻化し、住居以外の分野でのインフレ圧力の低下を相殺すると 考 える。

また、循環的なインフレへの懸念は解消されるものの、インフレが構造的に変化し ている可

能性をめぐる激しい議論は今後も続くと思われる。この点に関しては引き続き、企業 /消費

者のインフレ期待と賃金上昇率が 2つの重要指標として注目される。どちらの指標も 2 0 2 1

年に急激に上昇して数年ぶりの高水準となったが、現在の水準が持続すれば、構造的な

インフレ上昇について説得力のある論拠が提示される可能性がある。  

また、極めて緩和的なマクロ政策、「グローバル化の限界」シナリオにおける生産コストの上

昇、グリーンエネルギーへの移行に伴 う新たなコスト、公平な成長と所得の再分配に対す

る世界的な関心の再燃といった複数の要素が土壌となり、高水準のインフレ率 が持続的

に定着する可能性について、幅広く検討する必要がある。投資家はこうしたシナリオに対 し、

何らかのプロテクション（防御）を検討する必要があるだろう。  

 

 

財政政策と金融政策 

 

金融緩和政策のピークを過ぎ、新興国の中央銀行は早くも利上げに動き始めてい る。新

興国は食品の価格上昇への感応度が高く、一般的にインフレ期待が先進国と比 べ て十

分に安定していないことを考えると、これは合理的な動きと言える。 20 22年には、先進国

の中央銀行も次々と利上げの流れに乗ると予想される。 

米連邦準備制度理事会（FRB）にとって、目先の焦点はテーパリング（量的緩和の段

階的縮小）を経て資産購入を終了させることにある。FRBは、最初の利上げ時期に関

する選択肢を増やすための予防的措置として、20 22年第 1四半期にもテーパリン グのペ ー

スを加速する公算が大きい。だとしても、引き締めのペースに関 しては多くの不確実性 が

残っている。最近の市場は、投資家が引き締め予想を積極的に織 り込み、それを受 け て

FRBがそうした予想を打ち消すという駆け引きの応酬から、激しく揺れ動いている。  

現在進行中のインフレの大部分は、過去の財政刺激策や、中央銀行には解決で きない

昨今のサプライチェーンをめぐる問題に起因する「システムに組み込まれた」インフレである と、

当社は考えている。従って、中央銀行が積極的な利上げによってインフレを抑制しよ う とし

ても、成長を阻むだけでなく、インフレの早期抑制に何の効果ももたらさない可能性が ある 。

幸いなことに、各国の中央銀行はこの点を認識しており、市場や投資家の期待に対する

影響力の回復を図ると見られる。うまくいけば、今後数 カ月で中央銀行は政策運営をし

やすくなり、2022年から2023年にかけて、段階的で着実な金融政策の正常化が可能に

なると思われる。 

 

 

ポートフォリオの戦術
的ポジショニング 

 

こうしたマクロ経済的状況に対し、当社は見通しに対する短期的なリスクを認識し つつも、

ポートフォリオの戦術的ポジショニングでは引き続きリスク資産を選好している。最新 の月

次ポジショニングは図表 1に示す通り。 
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図表1 

最新（月次）のポート

フォリオの戦術的（タク

ティカル）ポジショニング

は引き続きリスク資産を

選好 

資産クラス別見通し 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2021年11月11日時点。 

 

ポートフォリオの戦術的（タクティカル）ポジショニングの注目ポイントと最近の変更点  

• 欧州株式は、モニターしているほとんどのファクター項目で高い評価を得ていることか ら、

ポジションを引き続き積み増している。バリュエーション、価格モメンタム、ファン ダメン タ

ルズが良好で、売上高 /利益予想は大幅に上方修正されている。 

• 米国株式は、好調なマクロ要因が割高なバリュエーションを相殺しており、妥当な水

準にある。価格モメンタムでは、特に長期指標が見通しを下支えしているが、セン チメ

ントは弱含んで現在は中立となっている。米国の小型株と大型株の両方をオーバー

ウェートする。 

• 中国で成長が鈍化し、さらなる減速が予想されることから、新興国市場に対する見

通しは悪化している。ドル高および景気循環セクターに対するセンチメントの低 さは新

興国市場にとって悪材料である。 

• 債券では、ハイイールド債への配分を増やしたことで利回りが向上し、期待リ ターン が

上昇している。 

• セクター別では、ハイテクおよび金融への配分を維持し、エネルギーへも一部 を配分

している。生活必需品から、新たに素材へ一部を配分した。  

 

 

マクロ面での主なポイ

ント 

 

景気回復により世界的に潜在成長率を上回る成長が続くと見られるが、回復にはばらつ

きが予想される。 

• ユーロ圏は米国との成長率格差を縮小させ、差がなくなる可能性もある。  

• 経済活動再開に伴う最初期の景気回復は既に達成されており、今後得 られ る利

益は穏当なものになると予想される。  

米国株式

欧州株式

アジア太平洋株式

新興国市場

不動産投資信託（REIT）

コモディティ

金

米国投資適格債券

グローバル国債

米国ハイイールド債券

キャッシュ

アンダーウエイト ニュートラル オーバーウエイト

%
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高成長と高インフレは20 22年も持続する見通しだが、インフレ率は2022年第2 四半期以

降に徐々に低下すると予想される。 

• 極めて緩和的なマクロ政策、生産コストの上昇、グリーンエネルギーへの移行に 伴 う

新たなコスト、公平な成長と所得の再分配に対する世界的な関心の再燃 によ り、

構造的にインフレ率が上昇する条件が整う可能性がある。 

• 中央銀行の努力は効果が出ない可能性があり、成長見通しに悪影響を及ぼす恐

れもあるが、各国中央銀行はそうした可能性について認識しており、市場や投資家

の期待に対する影響力の回復を図ると見られる。 

当社は戦術的（タクティカル）なポートフォリオにおいては引き続きリスク資産を選好し、バ

リュエーションが魅力的で、当社がモニターしている ファク ター項目のほとんどで高 い評価 を

得ている欧州株式のポジションの積み増しを継続している。  
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債券市場 

 

中央銀行のタカ派姿勢
で金利に上昇圧力

 

Matthew Nest, CFA 

Global Head of Active 

Fixed Income 

Thomas Coleman 

Global Head of Fixed 

Income Investment 

Strategi sts 

 

2021年はワクチン接種が進み、制限されていた経済活動再開で商品やサービスに 対する

需要が大幅に増加するなか、経済は基調を上回る力強い伸びを見せ、インフレ率は目標

を上回った。その結果、金利は上昇基調にあるが、一本調子で上昇してきたわけ で はな

い。国債の利回りは第 1四半期にインフレ観測を受けて大幅に上昇した後、夏場にか けて

デルタ株の感染拡大により低下したが、第 3四半期には再び上昇を開始した。こ うし たな

か、ソブリン金利への投資パフォーマンスはマイナスとなったが、 2 020年以降社債のスプレッ

ド（国債対比上乗せ利回り）はタイト化しており、よりリスクの高い債券の超過リ ター ン が

プラスとなった（図表 1）。 

 

 

図表1 

ソブリン債利回りは夏場の

デルタ株流行で低下した

が、市場の関心がインフレ

に移るなか再び上昇して

いる 

 
 

出所：ブルームバーグ・フ ァイナンスL P、 2021年 11月2日時点。 

 

 
 

出所：ブルームバーグ・フ ァイナンスL P、 2021年 10月31日時点。 
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消費者物価指数（CPI）上昇率が数十年来の高水準となるなか、 2022年にかけ て市

場の関心はインフレに集中するだろう。 2022年半ばからは、比較対象が今年第 2四半期

以降の高い水準になるため、インフレ率は低下し始めると当社はみている。ただ サプ ライ

チェーンの問題が当初の予想より長引くため、前月比で見たインフレ率は引き続き変動幅

が大きくなるだろう。 

本稿では、当社が 2022年を展望する上で重要な次の3つの点について考察する。 

• インフレは2 022年に減速すると予想するが、世界の中央銀行はタカ派姿勢を強める

だろう。 

• 年初来の債券利回りの上昇は、市場も中央銀行の引き締めを予想してい る ことを

示唆しているが、最近のソブリン債利回りの上昇は行き過ぎである。  

• 信用面のファンダメンタルズ（基礎的条件）が強固であることから、スプレッ ドは相対

的にタイトな水準で推移するだろう。  

 

 

中央銀行のスタンスは

緩和から引き締めに 

転換 

 

力強いマクロ経済環境を背景に、金融政策は緩和から引き締めへと転換しつつあ る。世

界の中央銀行は量的緩和（QE）による景気刺激の解消を優先し、よりタカ派的なスタ

ンスにシフトした。米連邦準備制度理事会（ FRB）をはじめとする中央銀行は新型 コロ

ナ禍のさなかに実施していた債券買い入れプログラムの段階的縮小（テーパリン グ）を開

始している。 たとえば11月には FRBは月間 1,200億 ドルの債券買い入れプロ グラ ム の

2022年半ばの終了を目指し、買い入れ額を毎月約 1 50億ドルずつ（米国債 100億 ドル、

政府系機関が発行する住宅ローン担保証券 50億ドル）減額し始めると発表した。加 え

て、中央銀行はパンデミック（世界的大流行）以降で初めての利上げが近づい てい る と

のシグナルを送っている。その結果、短期セクターの利回りは上昇し、金利スワッ プ市場は

9月以降、利上げ予想を急速に前倒しして織り込んでいる（図表 2）。 

 

図表2 

世界の金融政策は緩和か

ら引き締めへと移行しつつ

ある 

 

ECB 

FRB 

BOE 

BOJ 

 
 

出所：ブルームバーグ、 2021年11月 1日時点。 
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市場予想の変化は過
剰かつ急ぎ過ぎではな

いか? 

 

2022年の政策金利引き上げは、特にインフレの根強さからみて既定路線と思われ るが、

国債利回りの上昇は水準、ペースともに行き過ぎではないだろうか。  そう考えるには幾 つか

の理由が挙げられ、第 1に、新型コロナウ イルスのパン デミッ クが今後数年でエン デミ ッ ク

（特定地域で普段から継続的に発生する状態）に移行するなか、長期にわ たる構造

的な低成長・低金利基調（図表 3）に大きな変化はないとみられる。  

 

図表3 

世界の人口動態の基調は

パンデミック後も低成長・低

金利が続くことを示唆  

 
 

出所：世界銀行。 1964年～2020年の年次データ。 

 

 
 

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。 1980年3月～ 2021年6月までの四半期デー
タ。米国トレンド成長率は、10年間の労働力増加率（年率）と10年間の労働生産性増加率（年率）の合計値。
米国総合債券の利回 りは最低利回 り（イールド・トゥ・ワー スト）。 

 

第二に、サプライチェーンの問題と目標を大きく上回 るインフレは今後（少なくと も） 6～

12ヵ月間続く見込みだが、こうしたインフレ圧力はいずれ消 え去るだろう。最後 に、短期

ゾーンの利回りは急上昇したが、長期利回 りは相対的に安定しており、イールドカー ブは

年初来ベア・フラット化（金利水準が上昇する中でのフラット化）している。長期ゾー ンの

小幅な利回り上昇は、インフレと成長の見通しが抑えられ、短期ゾーンの動きが速すぎる

ことを示唆している可能性もある。短期ゾーンの利回り上昇にもかかわ らず、米 国の金利

スワップ市場に織り込まれているより長期的なフェデラル・ファンド（ FF）金利は引 き続 き

1.75％を下回り（図表 4）、FRBのドット・プロット（金利予測分布図）が示す 2. 5 ％を

大きく下回っている。  

% %

米国総合債券の
利回り

米国トレンド成長率（右軸）
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図表4 

米国債スワップ市場は 

政策金利が今後 2％に  

届かないことを織り込んで

いる。これは回復力の弱ま

りを示唆しているのか? 

米国金利市場が示唆する

FF金利の行方 

 

2021年 1 1月 1 2 日 時 点

（10年： 1. 58％）  

2021 年 3 月 3 1 日 時 点

（10年： 1. 78％）  

FRBド ット ・チ ャ ー ト の 長

期予想中央値  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・アナリシス、ブルームバーグ・ファイナンス LP、2021年 11月 12日時
点。 

 

 

 

市場は現行水準から長期的にどの程度金利が上昇するかについて引き続き懐疑的だ ― 

そして当社も同感である。短期ゾーンの利回り上昇が続く一方で長期ゾーンの利 回 りは

比較的安定しているため、イールドカーブはさらにフラット化するとみている。  

 

 

ファンダメンタルズの改

善に支えられクレジット

スプレッドはタイトな水
準を維持するだろう 

 

 

相対的にリスクの高い投資適格（ IG）社債やハイイールド（HY）社債のスプレッ ド は、

2020年の厳しい状況から急回復したファンダメンタルズに引き続き支えられるだろ う。中央

銀行による投資適格社債や一部のハイイールド社債、債券上場投資信託（ E TF ）の

購入など、新型コロナ禍において打ち出された空前の規模の政策対応により、クレジッ トス

プレッドは急速に安定化し、相場下落の度合いと範囲は限定された。現在のクレジッ ト サ

イクルで、市場は2年足らずの間に「下落」から「回復」、そして「拡大」局面へと移行 した。

その結果、投資適格企業のフ ァン ダメン タルズは負債比率（レバレ ッ ジ）、 利益 率 、

EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）成長率の点で著しく改善し、足元で は新型

コロナ禍前の水準に戻っている（図表 5）。バリュエーションは既に長期的にタイ トな水準

に近いものの、強固なファンダメンタルズと海外投資家の利回り選好が続いていることか ら、

当社はクレジットスプレッドが 202 2年にかけて相対的に縮小傾向を維持するとみ てい る。

最後に、投機的等級から投資適格等級へ格上げされる「ライジングスター」銘柄が増 える

なか、デフォルトや格下げは抑えられるだろう。バリュエーションは高いものの、高リス ク債券

のスプレッドは依然として国債利回りを上回り、202 2年において優れたキャリーの源泉で あ

り続けるだろう。 
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図表5 

投資適格企業のファンダ

メンタルズは新型コロナ禍

前の水準に急回復し、バ

リュエーションを支えている  

 

 

 
 

出所：バンク・オブ・アメリカ。投資適格企業のファンダメンタルズに関するデータは 1996年12月～2021年6月の四半期
データ。記載されているデータは米国投資適格発行体（金融を除 く）ユニバース全体の中央値。  

 

 

当社の展望に対するリ

スク要因 

 

当社の見通しに対するリスク要因は、すべてインフレに関係している。前月比で1％近い イ

ンフレ率が続く場合、中央銀行は早急な利上げ開始を余儀なくされ、景気回復の足 を

引っ張る可能性がある。高水準のインフレと同時に成長が急減速するスタグフレー ショ ン へ

の対応は容易ではなく、これはより悪い方のシナリオである。一方、前年比のイン フレ率 が

FRBの目標である2％以下まで急低下する場合、構造的な低成長とディスインフ レ圧力

（特に人口動態やテクノロジー）が想定より強まっていると推測され、こうした問題に対処

するための財政政策が必要になる可能性が大きい。  

 

 

まとめ 

 

 

• 2022年に世界の中央銀行はタカ派姿勢を強めるだろう。 

• 2022年の利上げ観測を背景に短期金利は上昇しているが、当社は債券市場にお

ける利回り上昇とFRBのタカ派的なトーンが景気サイクルの流れを加速さ せる可能

性があるとみている。 

• 2022年に入ると、利上げ観測の前倒しが続き、短期ゾーン利回りはさらに上昇する

だろう。それに比べて長期債利回 りの上昇は引き続き抑えられ、その結果、 イー ル ド

カーブのフラット化が続くだろう。 

• クレジットスプレッドはタイトな水準にとどまるとみられる。そのため2 022年も投資適格

社債は引き続き、キャリーと（米国債に上乗せする）追加的な利回りを提 供する

優れた源泉となるだろう。 

 

 

%

1997年
6月

1999年
6月

2001年
6月

2003年
6月

2005年
6月

2007年
6月

2009年
6月

2011年
6月

2013年
6月

2015年
6月

2017年
6月

2019年
6月

2021年
6月

EBITDA成長率（前年比） EBITDA利益率
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株式市場 

 

市場のボラティリティにも
かかわらず、企業利益の
伸びが株式市場を押し
上げる 

 

Gaurav Mallik 

Chief Portfolio Strateg i s t  

 

未曾有の金融・財政支援により、2021年の株式市場は好調に推移した。来年は、世界

経済が危機脱出への模索が続く中、複雑な様相を呈している。インフレが当初の予想よ

りも長引くことが判明しているため、金融政策の介入は弱まりつつある。債券利 回 りは上

方に上振れてシフトする可能性がある。また、グローバルな新型コロナウイルス感染症パン

デミックが収束に向かうかと思えば再び拡大したり、当局の政策シグナルに対し て株式市

場が反応し、上昇と下落を繰り返すことによって、ボラティリティは上昇傾向にある。  

当社では、他の資産クラスと比較して、相対的に魅力的な超過リターンを提供して いる こ

とを理由として株式を引き続き選好している。例えば、先進国市場の株式リスクプ レ ミア ム

（ERP）は、2021年 9月 1日時点で 4.8％となっている。これは昨年の同時期に比べ て

低下しているが、E RPは依然としてプラスであり、この記事の執筆時点では、先進国市場

および新興国市場においてともに長期平均を上回っている。  

歓迎すべき前年との違いは、 202 1年のこれまでの株式パフォーマンスを牽引してきたの は、

PERなどのバリュエーション指標ではなく企業利益であるということだ（図表 1参照） 。債

券利回りに対するリスクが上昇傾向にある中、株式市場がさらに上昇を続けるた めには 、

引き続き企業利益が期待に応えるものとなる必要がある。  

 

図表1 

2021年の株式パフォーマ

ンスの原動力はPE Rなど

のバリュエーション指標で

はなく、企業利益  

株式リターン分解図 

 

FX 

配当 

EPS成長率  

PEの変化 (% )  

トータルリターン  
 

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、 2021年10月31日時点。グラフはMSCI地域別
インデックスを参照、MSC I EMはMSC I新興国市場インデックスを参照。 PE＝株価収益率、 EPS＝ 1株当たり利益。 
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直近の決算発表シーズンでは良いニュースが続いてきた。企業業績は上振れし、 さらに重

要なことに、2022年のフォワードガイダンスが好調だということだ。当社は、各社が そのガ イ

ダンスを実現するのに適した状況にあると考えている。MS CIワールドの平均株価収益率

は、この記事の執筆時点 1において、19から 20倍となっている。この水準は持続可 能だと

考える（ただし、最近のバリュエーション指標の上昇は短期的には低下する可能性が ある

と認識している）。また、債券利回りは2%以下で推移すると考えている。要するに、株価

が上昇を続ける環境は整っていると思われ、株式のリターンや株価は引き続き企業利益、

配当、自社株買いによって牽引されると当社は考えている。  

このような背景を踏まえ、202 2年の株式投資において検討すべき最も重要なポイ ン トは

次のとおりである。 

ボラティリティが復活しつつある。 20 21年のボラティリティの総合的なレベルは、近年経験

したことのないような高いレベルに定着しており、 2022年に向けて注意が必要である。特 に、

株式市場の中で、合理的なバリュエーションがクッションとなりボラティリティの高まり に耐 えう

る銘柄や領域を探すことが、投資家にとって有益であると当社は考えている。  

欧州株は投資するのに最適のスイートスポットにある。米国株は、長年にわたってグロ ー

バルに株式パフォーマンスをリードしてきた。しかし2022年は欧州株がリードすると考 えて い

る。リーズナブルな掘り出し物と高いリターンの可能性を求めて、来年には欧州株が注目 さ

れるとみる。州株は、米国株と比較して魅力的なバリュエーションを提供 している。 M S C I

欧州の現在の株価収益率は過去 10年の平均を下回っており 2、欧州株の相対的な 1株

当り利益（EP S）および相対的な株価は、米国株の同じ指標と比べて非常に好 まし い

状態にある 3。さらに、欧州株は現在、先進国市場全体で最も高い企業利益 と成長期

待を持っていると胸を張ることができる。過去、米国株に対する当社の予想が欧州株の予

想を上回った場合、その予想はある程度 4業績予想に基づくものであった。欧州株の利益

成長率が米国株を上回ると予想される中、欧州株が米国株市場に追いつく準備が でき

ていると考えている。 

 

図表2 

現在、先進国の中で最も

高い利益予想を誇ってい

るのは欧州である  

利益成長率予想、2017

年を100として指数化  

 

S&P500 

MSCIユーロ圏  

MSCI英国  

MSCI日本  

MSCI中国  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、フ ァクトセット、 S&P、MSC I。 2021年11月2日時点。 
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景気循環株は実物インフラへの財政支出の恩恵を受けるだろう。最近、米国にお ける 1

兆ドル規模のインフラ投資法案の可決に代表されるようなインフラ投資の波は、資本財・

サービス、素材、エネルギー、金融などの景気循環セクターに恩恵をもたらすだろう。確 かに、

当社が自信をもって好調な企業業績が継続すると考えるその根拠の大部分は、政 府が

実物インフラへの投資に再び力を入れることで、景気循環株が恩恵を受けると予想 される

ことにある。資本財・サービスセクターは直近の決算で最も好調な業績を上げてお り、金融

セクターはイールドカーブの緩やかなスティープ化の恩恵を受けている。これらの動きは既存

トレンドに基づいており、シクリカル株にさらなる利益をもたらしている。また、欧州株式市場

は景気循環株に偏 っているため、こうした景気循環株の上昇 トレンドは、欧州市場に恩

恵をもたらす可能性が高いと考えられる。  

新興国市場には依然として注意が必要だ。来年の株式市場が上昇するため の鍵は企

業利益となる可能性が高いとすれば、新興国市場の株式は引き続 き厳しい状況に ある

だろう。新興国市場の企業は、まだ貿易再開の恩恵を十分に受けておらず、引 き続 きワ

クチン接種率を高め努力を続けている。そのためワクチン接種率の向上につれて、2 0 2 2年

後半には新興国市場の成長が実現する予想している。当社は、新興国市場の株式につ

いて現時点では中立の立場をとっているが、将来的には大きなチャンスがあると考えている 。  

中国を他の新興国市場とは区別して考えていることを明記することは重要である 。実際、

グローバル株式の資産配分に中国を単独の構成国エクスポージャーとして追加する と、先

進国市場のポートフォリオにとって分散効果を高めるだけでなく、他の新興国市場に対 して

も分散効果を高めることができる可能性がある。分散投資効果ならびに世界最大の経済

大国の一つの潜在的なリターンを求める投資家にとって、中国株式への投資を新興国全

体と切り分けて検討することは、特定の目的に合わせたリターンとリス クのエクスポー ジ ャ ー

をテーラーメイドで構築する手助けとなる。また、優れたアクティブ運用を活用すること で、

投資家は相対的に広く分散化された中国株への投資を通 じて、中国の株式市場が提

供する固有の投資機会とリスクをより効果的に管理することができる可能性がある 5。 

インフレ圧力の上昇に伴い、クオリティがグロースよりも優位に立つだろう。大規模な金

融政策・財政刺激策の投入に後押しされ、パンデミックの中ではグロースが明らか に勝者

のファクターとなってきたが、インフレ圧力が上昇し続け、金融政策が引き締まるに つれて、

当社はそのバトンはクオリティに移行すると考えている。比較的フラットなイールドカー ブを考

慮すると、バリュー株は引き続き厳しい状況にあると思われるが（バリュー株はヒストリ カ ル

ベースでは魅力的に見えるが）、財政政策がグローバルからローカルベースでの政策実施

に移行するにつれて、小型株が好調なパフォーマンスを提供する可能性があると考える。  

 

最後に 

 

今回の株式市場展望を作成するにあたり、当社の基本シナリオに対するリスクとなる不確

実性という重要なポイントを強く認識している。現在の市場は、これまでのように警戒感が

薄く楽観しているわけではないが、依然として衝撃に対しては脆弱であり不安定な動 き と

なるであろう。持続的な高インフレに対応して金融引き締め政策が進展するのであ れ ば、

市場の脆弱な活気が脅かされる可能性がある。株式投資において、コモディティ・ セ クター

や景気循環セクターがインフレに対する最良のヘッジとな り、背景にあるボラティリ テ ィ の上

昇は、最小分散戦略やディフェンシブな株式戦略によって緩和することができる。  

このようなリスクに照らして、またリターンを左右する可能性の最も高い企業収益など、 ファ

ンダメンタル指標に関してパフォーマンスのばらつきが大きくなっていることを勘案する と、来

年はアクティブ運用が能力を発揮する機会があると考えられる。  

基本的には、202 2年に向けて、高インフレの経済環境へ移行していく可能性を注視 して

いる。来年は、欧州株、景気循環セクター、クオリティ株などの好調な企業利益が実現す

る可能性が高いと思われる市場のセグメントを選好する。
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投資テーマ 

債券を最大限に利用 低金利の世界においても、インカム
の提供、流動性の提供、分散効
果の達成が可能 

 

気候変動への対応 
（脱炭素への移行）に 
歩調を合わせる 

低炭素経済への移行が、投資家
の予想を上回るペースで進む可能
性がある 

 

今こそ中国のエクスポー
ジャーを見直す時 

市場規模と投資機会の大きさから
考え、中国を独立したポジションと
とらえて特化した投資アプローチが
必要 
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債券 

 

債券を最大限に利用 

 

 

Thomas Coleman 

Global Head of Fixed 

Income Investment 

Strategi sts 

 

金利は過去数年にわたり低水準にとどまっており、おそらくこの傾向は今後も続くだろ う。債

券利回りは過去 1年の最低水準からは上昇しているものの、当社そして多くの投資家は、

金利が十分な水準まで上昇するとは考えにくいとみている。結果として、投資家が債券よ

りも高いリターンを期待できるオルタナティブ投資を検討しているのは当然と言える。  

だがリターンのみに注目すると、ポートフォリオのエクスポージャーを分散するのに 不可欠な

債券の役割を見落とす可能性がある。先進国のソブリン債、特に米国債はリス ク資 産の

下落の影響を相殺する重要なリスク分散効果を提供する。ま た、流動性の低いプ ラ イ

ベート・アセットを通じてリターンを追求してきた投資家にとっては特に、相対的に流動性が

高い上場債券は、市場のボラティリティ上昇時にポートフォリオのアセットアロケーショ ン の変

更を効率的に実行するのに役立つ。 

新興国債券などの一部の債券市場が提供する可能性のあるリターンや利回り向 上効果

も見落としてはならない。たとえば中国債券は、先進国市場の債券に比べて利回 り が高

い。中国債券は先進国債券と比べて相関が低い点も、債券ポートフォリオに大幅な分散

効果をもたらす可能性があることを示している。  

 

 

リスク分散 

 

リスク資産市場のストレス期に投資家は安全な逃避先として先進国のソブリン債券 を求

める、と長年言われてきたが、これは事実によって証明されている。実際、米国債 と強力な

通貨である米ドルはリスクフリー資産の最高基準である。そのため、米国債に対する需要

が増大して利回りの低下と債券価格の上昇につながり、ポートフォリオ内の別の資産の下

落の影響を打ち消す効果をもたらす。 

グローバル債券の利回りがそれまで下限と考えられていた0％に近付き、さらに割り込 む と、

多くの投資家が先進国のソブリン債の分散効果が今後も続くのか疑問視するようにな った。  

だがデータによると、先進国のソブリン債は実際にこうした環境下でも分散効果 を提供 し

続けている。マイナス金利環境下の先進国市場について調査したところ、興味深いこと が

分かった。この間に債券市場が最も激しく混乱したとき（ 202 0年第 1四半期）、米国債

利回りは、より利回りの低い欧州国債の利回 りよりも大幅に低下した。言い換える と、米

国債には他のより低利回りのソブリン債よりも分散効果があるということである。この期間 に

米国債が安全な逃避先という立場から恩恵を受けたのは確かだろ う。だが米 国債の ス

タート時点の利回り水準が他の先進国の国債よりも高かった点もこの現象を起 こし た要

因である。図表 1はこの期間の米国債のパフォーマンスを、ドイツ国債および英国債 と比較

したものだ。 
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図表1 

低利回りのソブリン債は米

国債よりも分散効果が低

い 

株式の下落幅が5％未満

のときの10年ソブリン債利

回りの変化  

 

10年物米国債  

10年物英国債  

10年物ドイツ国債  

 

 
 

出所: ブルームバーグLL P、ス テート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、 2021年10月31日時点。 

 

債券の利回りが低く、インカムリターンとトータルリターンの創出余地がともに抑えられ ている

ときには、債券に投資した資金について１ドル当りリターンの最大化を図るべきであ る。 そ し

て分散効果を最大化するためには、ポートフォリオに保有する米国債のデュレーシ ョン を長

期化することが妥当と考えられる。このようにして、投資家は債券に配分された資金のよ り

資本効率的な利用について考えるようになる。株式市場が特に激しく下落した 近年 の例

をみると（2008年、 20 11年、 2020年）、同期間の米国長期債の相場上昇によ る リ

ターンは株式市場の下落率に迫り、上回ったケースもある（図表 2を参照）。 

 

図表2 

米国長期債のラリーは 

株式市場の大幅な下落を  

相殺 

 

 

四半期トータルリターン（%）  Q4 2008 Q3 2011 Q1 2020 

MSCIワールド指数  

（米ドル、ネットリターン）  

-21.8  -16.6  -21.1 

ブルームバーグ米国長期国債指数  +18.7  +24.7  +20.9 

ブルームバーグ米国国債指数  +8.8  +6.5  +8.2 

ブルームバーグ ・グローバル国債メジャー指数（米ド

ル、ヘッジベース）  

+6.3  +3.8  +3.7 

出所: MSCI、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、 2021年10月31日時点。 

 

 

流動性 

 

典型的なポートフォリオのアセットアロケーションは、かつての株式 60％／債券 40 ％から大

きく変化している。オルタナティブ投資をポートフォリオに組み入れることで、リスク／ リ ターン

の観点から多くのメリットが期待できるが、同時に流動性に制約が生じる。多くの オル タナ

ティブ投資は流動性が低いため、アセットアロケーシ ョンの効率的な変更や目先の キ ャッ

シュフロー・ニーズへの対応に支障が生じる。通常、流動性という言葉はキャッシュ や米国

債に関連づけて使われるが、足元の投資環境において、流動性は相対的な観 点から考

えるべきである。 

例えば、プライベート・クレジットとハイイールド債を例に取ってみよう。多くの投資家に とって

プライベート・クレジットの魅力は、プライベート・レンディングに投資されたレバレッジ ド ・ ポ ー

トフォリオを通じて得られる高いインカムである。プライベート投資という特性は、資産 の評

価があまり頻繁には行われないことを意味する。自由に取引できないため、頻繁 に 時価評

価される資産と比べて平準化されたリターン特性を示す。だがプライベート・クレジ ッ トは流

動性が極めて低い。  
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一方、ハイイールド債はレバレッジ比率の高い企業への投資を通じて高いインカ ムを提供

する。ハイイールド債市場でも流動性へのアクセスが困難になる時期は確かにあるが、 ハ イ

イールド債は日次で時価評価されており、全般的に流動性はプライベート・クレジ ッ トよ り

はるかに高い。このように補完的な特性を持つため、ハイイールド債とプライベート・ ア セッ ト

への投資を組み合わせれば、投資家は両者のもつ多様なメリット、すなわち高イン カ ム投

資の分散化、流動性プレミアムの獲得、状況に応じてエクスポージャーを追加・削減でき

る柔軟性を享受できる。 

これは、ハイイールド債とプライベート・クレジットが実現した長期リターンの結果で裏付けら

れている。プライベート・クレジットの実現リターンはハイイールド債のリターンに比べて高い が、

プライベート・クレジットのリターンのレバレッジを取り除き、リターンを（ハイイールド債 と同程

度の）市場ボラティリティに調整すると、ハイイールド債が極めて強力な代替手段になるこ

とが明らかだ（図表 3）。このように、ハイイールド債の相対的な流動性の高 さは、 プ ライ

ベート・クレジットを組み入れた「現代の」ポートフォリオのリスク特性の改善に寄与する。 

 

図表3 

ハイイールド債とプライ

ベート・クレジットを組み合

わせるとポートフォリオの柔

軟性が向上 

パブリック・クレジットとプライ

ベート・クレジットの相対パ

フォーマンス 

 

プライベート・デッ ト の 実 現

リターン 

米国ハイイールド債  

レバレッジを調整 し 、 非 平

準化したプライベー ト ・ ク レ

ジットのリターン  

 
 

出所: バージス・グループL LC、ブルームバーグ・フ ァイナンスLP。 2005年 6月30日～ 2021年6月30日の四半期デー
タ。上記で使用したプライベート・クレジットのリターンはバージスの米国プライベート・デット・ユニバースの時間加重収益率
（TWRR）。手数料および成功報酬控除後。  

 

 

 

リスク分散 

 

• 低金利の長期化観測を受け、当然のことながら、債券より高いリターンが期待できる

オルタナティブ投資に注目が集まっている。  

• 世界的な財政・金融刺激策により、企業クレジットやストラクチャード・クレジッ ト、投

資適格社債やハイイールド社債、新興国債券などのスプレッド・セクターおよび それら

が提供するリターンは今後も支えられるだろう。  

• 先進国のソブリン債、特に長期米国債に資産を配分することで、投資家は債券ポー

トフォリオのリスク・エクスポージャーの分散化という恩恵を享受できる可能性がある。  

• 流動性は相対ベースで考えるべきである。例えば流動性の低いプライベート・ ア セッ ト

を通じてリターンを追求してきた投資家は、相対的に流動性の高い債券を利用する

と特に恩恵を受ける可能性がある。市場のボラティリティが上昇したとき、そうい った債

券はポートフォリオのアセットアロケーションの変更を効率的に実行するのに役立つ。 

• 中国債券へのアロケーションは債券ポートフォリオにとってインカムと分散投資効果の

両面でメリットがある。主要 インデックスへの組み入れで中国債券の投資家 層は拡

大しており、テクニカル面での良好な需要環境が生じている。  



 

 

   2022 年グローバル市場展望  21 

 

ESG 

 

気候変動への対応（脱
炭素への移行）に歩調
を合わせる

 

Carlo Maximilian Funk 

EMEA Head of ESG 

Investment Strategy  

 

気候変動は、既に世界の最も重要なテーマの一つとなっている。しかし、当社は世界のマ

クロ経済への影響は始まったばかりで、そのペースは加速していると考 えている。当社の見

解として、投資家は低炭素経済への移行は長期的かつ多元的な衝撃をもたらす と考 え

るべきであり、規制や経済に大きな影響を与え、そして投資に深く関わってくると考えられる 。

気候変動に関連した市場や経済の変化のペースは緩やかだろうと考える投資家は、大き

なサプライズに直面する可能性がある。 

 

 

より強く、より速く移行

するために 

 

最近のイベント、各国が導入するインセンティブ、さまざまな好循環の中で、 2 02 2年以降

の脱炭素化に向けた動きが加速している。 

まず、CO P 26ではグローバルな行動が緊急に必要であることが強調された。 201 5 年のパ

リ協定では、ほぼすべての国が、地球温暖化を摂氏 2度未満に抑えるために協力すること

で合意し、目標を1.5度とした。しかし、パリ協定で各国が発表した目標値には 到底届か

ないことをデータは示している。各国がより積極的な目標を設定する機会として注目 された

COP26では、さまざまな成果が得られた。 

第2に、当社は、脱炭素化が先進国、新興国双方からの参加をさらに促す副次的な効

果があることに注目している。例えば、低炭素経済への転換は膨大な機会創出につ なが

るため、地政学上の超大国（米国、中国、欧州）にとっては、デジタル化など他 の創造

的破壊と同様、気候変動対策のリーダー競争でトップを維持するための動機となって いる 。

インドは世界的な大国になることを目指しているが、中国、米国に次ぐ第 3位の二酸化炭

素排出国でもある（図 1参照）。CO P 26でインドが提示した公約は、他国に比べ て積

極的ではないが、それでもインドが排出量のネットゼロを公約したことは、大 きな進展 と言

える。また、最も市場経済が進んでいる国は、現在の化石燃料経済の下ではエネ ル ギ ー

の純輸入国となっている。そのため、脱炭素化で先進各国の貿易収支が改善する可能

性がある（図2参照）。 



 

 

   2022 年グローバル市場展望  22 

図表1 

インドが脱炭素の公約を

示したことは大きな進展  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、フ ァクトセット、 S&P、MSC I。 2021年11月2日時点。 

 

 

図表2 

脱炭素化による貿易収支

改善の可能性  

 

非石油貿易収支   

石油貿易収支   

経常収支  

 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ「マクロ政策リサーチ」、ドイツ連邦統計局、中国国内各種統計。
2020年1月1日時点。 

 

最後に、技術革新に裏付けられるさまざまな好循環によって、化石燃料から再生可能エ

ネルギーへの大規模な転換が実現する可能性は大きい。これは、多くの人が予想し ている

よりもはるかに早く達成される可能性があり、好循環の具体例は次の通りである。  

量的拡大と費用低減の好循環：再生可能エネルギーの生産量が増えるにつ れ、企業

や消費者のエネルギーコストが低下し、さらに再生可能エネルギーの需要が増加する。逆

に、化石燃料の生産量減少は設備稼働率の低下につながるため、化石燃料の コスト が

上昇し需要が減少する。原油価格上昇にもかかわ らず、石油・ガス会社は石油関 連の

支出を削減しており、既存のエネルギーセクターの設備投資が減少し始めている。  
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技術の好循環：電気自動車（E V）の普及につれてバッテリーのコストが低下 し、再生

可能エネルギーの普及余地が拡大する。対照的に、化石燃料の需要がピークに達する と、

化石燃料をベースにした技術革新が停滞する。 

予測の好循環：再生可能エネルギーの需要拡大が続くことで、石油・ガス会社の収益

や事業予測の信頼性が低下する。伝統的なエネルギー企業の事業モデルの変化で、投

資家や政策立案者の認識も変わり、価格変動や予想を修正する原動力となる。 

資金調達の好循環：再生可能エネルギー需要の拡大に伴って投資家からの資本の提

供が増え、再生可能エネルギー企業の資本コストが低下することでさらに事業拡大 が可

能になる。対照的に、グリーンエネルギー経済は化石燃料企業の資金調達コストを上昇

させる。例えば、グリーンボンド（環境債）の世界的認証機関であるクライメート・ ボ ン ド・

イニシアティブによる と、 グリ ーン ボンドの発行額が 20 21年上半期の 2,2 80億 ド ル か ら、

2023年には年間 1兆ドルに拡大すると予想されている点が注目される 6。 

さらに、社会的好循環、政治的好循環、地政学的好循環が、この大転換をさらに加速

させるだろう。社会が気候変動危機に対 して懸念を深め、再生可能エネルギー 技術 の

金融面のメリットをさらに理解するようになれば、人々の行動は変化するだろう。次 に政治

家が、再生可能エネルギーは「痛み」よりも「利益」をもたらす ことを理解する公算が大 きく

（図3参照）、地政学上の超大国も再生可能エネルギーがもたらす同様の機会に注目

し、脱炭素化の加速につながるトップ争いを繰り広げる可能性がある。  

 

図表3 

再生可能エネルギー による

雇用創出  

ソーラー・ジョブズ 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ「マクロ政策リサーチ」、ドイツ連邦統計局。 中国国内各種統計。
2020年1月1日時点。 

 

 

投資家にとっての意味 

 

 

 

既に、エネルギーセクターの既存企業は長期投資を削減 しているものの、最 も分散 し た

ポートフォリオを保有する投資家は、株式と債券の両方で、さまざまなバリューチェー ンを通

じて化石燃料の大きなエクスポージャーを抱えている。気候変動を乗り切るため に、投資

家は次のような点を考慮する必要があるだろう。  

化石燃料セクターへのエクスポージャーとそれに伴うリスクを明確にする必要性： カー ボ

ンニュートラル（二酸化炭素排出量が実質ゼロ）な資産の経済的価値の増大 と カー ボ

ンヘビー（排出量が多い）資産の経済的価値の棄損がともに迫ってきているが、 これ はリ

スクであると同時にチャンス /機会でもある。低炭素経済への移行に伴う規制や経済へ の

影響を十分に理解している投資家は、より耐久性や回復力を備えたポートフォリ オを構築

し、さまざまな投資機会を利用することができる。将来を見据えた気候変動測定基準を

用いたポートフォリオ分析はこのプロセスの重要な要素であり、投資家にとっては気候変動

の予測や物理的なリスクモデルの正確な分析ツールを見付けることが極めて重要になる。  
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スチュワードシップとエンゲージメントの重要性の高まり：投資家にとってダイベストメン ト

（資産引揚げ）だけでは十分な選択肢とはなりえない。場合によってはダイベストメン トが

持続的な資本配分に向けた努力の成果を抑制する可能性があることはよく知られ ている

（「エンゲージメントかダイベストメントか？気候インパクトの核心にある問題」を参照）。 

規制の変更がもたらす結果  -変化するE S G基準に整合的な情報開示の向上 と新たな

財務モデルの構築：国際会計基準を策定する IFR S財団が発表した国際サステ ナビリ

ティ基準審議会（ISS B）の設立は、E S G関連の開示を向上させるための重要な一歩

である。株式市場でバリュエーションにカーボンプライシング（二酸化炭素排出量の値付

け）を含めることについては、投資家がモデルを作成する上での課題があるが、カー ボン プ

ライシングを考慮に入れればバリュエーションや信用力分析にインプリケーションをもたらすだ

ろう。 

脱炭素化による企業収益への影響：持続可能な経済を構築するための政府の財政

政策は、たとえ家計部門でも増税が負担されるとしても、企業のバランスシートの毀損につ

ながる可能性がある。また、持続可能なビジネスを支えるエネルギーや技術は初期段階に

あるため、脱炭素化は経済にとって構造的なインフレ要因である。そのため、炭素集約型

のセクターは特に大きな打撃を受ける可能性がある。逆に、プラス面としては、幾 つか例 を

挙げれば、低炭素鋼やセメント、カーボンオフセット技術、バイオ燃料といったグリー ン テ クノ

ロジーの分野では、投資家が恩恵を受ける可能性がある。また、気候変動に関連 したソ

フトウェアや人工知能（A I）技術の加速が予想されるため、環境対応とデジタル化 の組

み合わせからも投資家はリターンを得られる可能性がある。  

 

 

最後に 

 

投資家は、今後数年間に気候変動に対する意識が急速に高まる可能性に直面して おり、

この実際の動きに備 えることがポートフォリオ運用上も賢明である。脱炭素化への関心 を

高める要因としては、CO P 26の成果や、気候変動問題をさらなる重要課題とし てそ の取

り組みを前進させるような好循環が挙げられる。投資家は情報開示義務の強化で恩恵

を受ける可能性が大きいが、加えて、気候変動リスクと投資機会を財務モデル に効果的

に反映させ、自身の炭素関連エクスポージャーを深く理解する必要がある。  

当社が最近実施した機関投資家 300社を対象とするグローバルE S G調査では、ほ とん ど

の投資家が今後 3年間で脱炭素化目標を実行に移す予定であることが判明した（欧州

71％、アジア太平洋 70％、北米 61％）。投資家は、気候変動目標を表すため幅広い

資産クラスの利用を計画し、前回の調査 7とは異なり、気候変動投資戦略を追求する理

由として、経済の移行を推進し、世界的な気候変動危機の克服に貢献する責任 を挙げ

ている。これらの回答は、多くの市場参加者が脱炭素化は加速していくと認識している こと

を意味すると同時に、気候変動に関連して市場を動かすもう一つの潜在的要因で ある投

資家のモメンタムを示している。こうした変化に備えることが重要であると当社は考えている 。  

 

 

https://www.ssga.com/jp/ja/insights/engage-or-divest-the-question-at-the-heart-of-climate-impact
https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/insights/20211111-esg-research-report-global-japanese
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中国 

 

今こそ中国のエクスポー
ジャーを見直す時

 

Elliot Hentov, Ph.D. 

Head of Policy 

Researc h 

 

中国では2021年に、景気の減速、「ゼロコロナ（新型コロナウイルス封じ込め） 」戦略の

推進、規制当局による介入をきっかけにさまざまな悪材料が浮上した。投資の観点で は、

当社はこうした悪材料のさらに先に目を向け、中国の大局的な方向性を見極め ること が

重要と考えている。この点を精査した結果、中国の資産クラスは依然として魅力的で ある

という結論に至った。同時に、中国市場は進化しており、違ったアプローチが求められるよ う

になっている。投資する上で、中国のエクスポージャーは単独の独立したポジショ ン で検討

するべきであり、ポートフォリオにおける中国への配分シェアの増加を想定 したアク テ ィブ戦

略の検討を推奨する。 

 

 

マクロ経済見通し 

 

対中国投資を支えるマクロ面の論理的根拠は、これまでと変っていない。成長トレ ン ドは

減速しているものの、成長率は引き続き先進諸国をはるかに凌ぎ、他の新興国市場をも

わずかに上回るだろ う。仮に年間G DP成長率が 4～ 5％にとどまるとしても、企業業 績の

成長余地は十分にある。また、中国の国内経済の規模は他の新興国市場全て の合計

よりも大きいため、中国企業は自国市場だけでも十分に恩恵を受けることができる。  

その上、中国には明らかな競争力がある。中国は依然として多額の純債権国であ り、 ま た

独自の政治システムにより、ハード面、ソフト面のインフラという形で大規模な資本基盤を

構築している。こうした資本基盤に支えられ、中国にとっては現在の所得水準か ら見れば

はるかに大幅な生産性向上が見込めるはずだ。 

 

投資テーマ 

 

弊社のマクロ面の見解は多少の議論を呼ぶだろうが、中核を占める投資テーマはそ う では

ない。中国の株式市場は、構造的に過小評価 されているようだ。中国の株式市場 の時

価総額は国内総生産（G DP）の 82％にとどまり、どの先進国市場をも大きく下回 る。

図表1は各国のバフェット指標（株式市場の時価総額のG DP比）の比較を表して いる 。

バフェット指標8が相対的に低いことは中国にとって好材料であり、当社は新規株式発行 と

既存市場の成長により、2025年には中国の同指標が1 00%に達すると予想する。さらに、

循環的指標を見ても、現在の中国市場の株価収益率（PE R）は過去 20年間の平均

値や世界 /先進国市場のベンチマークを大幅に下回っており、足元の市場が過度に割安

であることを示唆している。 
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図表1 

バフェット指標は相対的に

低く、中国株式市 場は 構

造的に過小評価 さ れて い

る 

バフェット指標（株式市 場

の時価総額のG DP比） 

 

 
 

出所：MSC I指数、ファクトセット、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。 2021年10月29日
時点。 

 

第2に、中国の市場規模に対し、世界の投資家の中国市場へのエクスポージャ ーは相対

的に極めて小さい。中国経済はグローバル経済の約 6分の 1を占めるが、中 国株 式は

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（ A CW I）（浮動株ベースに調整）の 4％

を占めるにすぎない。他の新興国市場を全て合計すると、MS CI ACWI指数の約 8％を

占める 9。債券に関してもほぼ同様で、中国債券市場における外国人投資家の保有比

率はわずか 3.2％である。ちなみに、インド、ブラジル、ロシアの債券市場はG 20 各国の中

で最も閉鎖的な市場だが、それでも外国人投資家の保有比率は2桁となっている。しかも 、

中国に関する数字はいずれも、過去数年にわたる資金の流入超過と主要指数へ の採用

を反映している。 

第3に、中国の金融資産は他の市場との相関が極めて低く、分散投資の対象とし て極 め

て優れている。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）をきっかけに、中国が

いかに独自の景気サイクルと政策の優先課題に従っているかが顕著に示された。ま た、世

界の金融市場との融合が限定的である点も、他の市場との相関を低下させるの に寄与 し

ている。近年、中国株式と他の新興国市場との相関は上昇傾向にあるもの の（図表

2）、依然として他の2市場間の相関のいずれと比べても低い（特に先進国市場 と の相

関は低水準を維持している）。 

 

図表2 

中国資産は依然 とし て 、

他の市場との相関 が極め

て低い 

主要市場との株 価の月 次

相関性（1 0年） 

 

 中国 新興国市場  

（中国を除く）  

日本 欧州 先進国市場  

中国 1     

新興国市場  

（中国を除く）  

0.68 1    

日本 0.52 0.66 1   

欧州 0.55 0.79 0.72 1  

先進国市場  0.59 0.79 0.76 0.92 1 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、フ ァクトセット、ブルームバーグ。 2021年10月 29日時点。相関性
は、2004年6月～2021年10月の月次リターン に基づいて算出。  

 

そうした分散投資を実現することは、昨今の投資環境では極めて困難である。図表 3 は、

こうした非相関性が中国の債券では一段と顕著であることを表している。中国債は主要

な債券指数の中で最も相関が低く、世界の金融サイクルとは明らかに連動していない。  
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図表3 

中国債は世界の金融サ イ

クルと明らかに連 動し て い

ない 

主要市場の債券の相関表

（米ドルベース、ヘッジ なし）  

 

 中国国債

&政策銀

行債 

グローバル

総合 

米国債総

合 

ユーロ債

総合 

日本円債

総合 

英ポンド

債総合 

中国国債 & 

政策銀行債  

1.00 0.24 0.11 0.21 0.21 0.16 

グローバル総合  0.24 1.00 0.71 0.87 0.63 0.64 

米国債総合  0.11 0.71 1.00 0.40 0.50 0.38 

ユーロ債総合  0.21 0.87 0.40 1.00 0.25 0.61 

日本円債総合  0.21 0.63 0.50 0.25 1.00 0.11 

出所：ステート・ストリート・グローバル ・アドバイザーズ、フ ァクトセット、ブルームバーグ。 2021年10月 29日時点。相関性
は、2004年6月～2021年10月の月次リターン に基づいて算出。  
 

中国債への投資配分を支持するもう一つの有力な根拠は、中国が先進国市場と比べて

高いイールドプレミアム（上乗せ利回り）を維持している点がある。世界的な成長の回復

を受けて、このプレミアムは直近で最も高かった水準から縮小 しているものの、それで も今

後数年間は高止まりする公算が大きい。イールドプレミアムとボラティリティの低さによ り、中

国の国債と政策銀行債のリスク /リターン値は、他のほとんどの債券指数に比べて突出 して

いる（図表 4）。為替リスクの問題は残っているが、この点に関しても、政策目標は明 らか

に為替の安定維持である。実効為替レートの変動率は5年以上にわたって6% の範囲内

にとどまっており、中国の経済自由化以降で最も長い期間、安定的に推移 して いる 。政

策当局は、為替の安定を維持する独自の能力を持っており、今後もその能力を行使 し続

けると発信している。 

 

図表4 

中国の国債および 政策銀

行債のリスク /リター ン比率

は突出している  

主要な債券指数のリス ク / リ

ターン値 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、ポイント、ブルームバーグ、 JPモルガン。 2021年6月 30日時点。
中国国債および政策銀行債=ブルームバーグ・バークレイズ中国国債・政策銀行債指数（米ドル・ヘッジなし）、グロー
バル総合=ブ ルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合指数（米ドル・ヘッジなし）、米国債総合=ブルームバーグ・バー
クレイズ米国総合指数（米ドル）、ユーロ債総合 =ブルームバーグ・バ ークレイズユーロ総合指数（米ドル・ヘッジな
し）、日本円債総合 =ブルームバーグ・バークレイズ日本総合指数（米ドル・ヘッジなし）、英ポンド債総合 =ブルーム
バーグ・バークレイズ英ポンド総合指数（米ドル・ヘッジなし）。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマ ンスを保証するも
のではない。指数のリターン はキャピタルゲイン（およびロス）、インカム、配当の再投資を含む。  
 

 

まとめ 

 

他の新興国市場と比べた場合の中国の特異性、足元で進行中の成長ストーリーの変化 、

それに関連する固有のリスクなどを踏まえ、当社の見解として投資家は中国への投資を他

の市場と切り分けて個別に検討するのが有効だと考える。これには個別ポートフォ リ オを通

じた中国への資産配分も含まれ、そうすることで投資家は、特定のリス ク・リター ン目標 に

合わせて、中国へのエクスポージャーを適宜調整することが可能になる。新興国市 場から

中国を切り離して考えた場合、中国単独のエクスポージャーは新興国市場で分散 さ れた

エクスポージャーと比べて当然ながらシステマティック・リスクが高くなるが、投資家はそ う した

リスクを負うことでより高いリターンを得る可能性がある。  
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脚注 

 

 

 

1 出所：Bloombe rg LLP、2021日10月 31日時
点。 

2 出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ、MSC I、Fa ctSe t、 2021日10月 31日時点。 

3 出所：MSC I、F a ctSet、ステート・ストリート・グ
ローバル・アドバイザーズ、 2021日 10月31日時
点。 

4 制約が多かった安定・成長協定（ Stabil ity and 
Growth Pact、SGP）に代わり欧州復興基金
（Next Generation EU）が登場し、財政ルール
や債務相互負担をめぐり従来禁止されてき たタブー
が疑問視されるよ うになっており、欧州では構造的背
景が大幅に改善していると当社では見ています。欧
州の投資ポテンシャルに関する当社の見解は、
Europe Comes in From the Cold（2021年
8月31日発行、英語のみ）で詳しく紹介されていま
す。 

5 中国株投資に関す る詳細は、K ey 
Considerat ions for Investme nt in China 
Equities（ 2021年 10月29日発行、英語のみ）
をご覧ください。 

6 Jones, Liam. 2021 Green Forecast 
Updated to Half a Trillion — Latest H1 
Figures Signal New Surge in Global 
Green, Social & Sustainabi li ty 
Investme nt. Climate Bonds Initiativ e、
2021年8月31日時点。 

7 ステート・ストリート・グローバ ル・アドバイザーズ、Into 
the Mainstream: ESG at the Tipping Point 
（2019年11月発行、英語のみ）。  

8 GDPに対する市場時価総額の割合。  

9 出所：MSC I、 2021年10月31日時点。 

 

https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/europe-comes-in-from-the-cold
https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/key-considerations-for-investment-in-china-equities
https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/key-considerations-for-investment-in-china-equities
https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/insights/key-considerations-for-investment-in-china-equities
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/insights/into-the-mainstream.pdf
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/insights/into-the-mainstream.pdf
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

当社は、世界各国の政府、機関投資家、金融アドバ イザーを顧客とし、顧客の皆様 が
財務上の目標を達成する手助けを行うために、指針となる以下の原則を毎日実践 し てい
ます。 

• 厳格さが礎  

• 幅広い選択肢からの構築 

• スチュワード（受託者）として  

• 将来への投資 

過去40年にわたり、これらの原則のおかげで当社は激しく変動する投資の世界で翻弄 さ
れることなく、数百万もの人々の金融面の将来を守る手助けを行ってきました。これ は、世

界30拠点で活動する従業員の存在、そして、常に向上しようという全社共通の強い信念
がなければ実現できなかったと確信しています。その結果、約 3.86兆ドル2を運用する世界
第4位1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 20年1 2月末時点。  
2 .  2021年9月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー

（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約5 98 .4億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 
 

• 本稿はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバ イザ ー ズ
株式会社が和訳したものです。内容については原文が優先されることをご了承下さい。  

• 本資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。  

• 本資料に記載されている見解は2021年 11月時点のものであり、市場およびその他の条件によって変更され る場合が

あります。 

• 本資料は、信頼しうると考えられる情報源から得たものですが、正確性・完全性は保証するものではありません。 ま た、
将来の投資成果を保証するものではありません。  

• 本資料に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表し てい る機

関・会社に帰属します。 

• 本資料の二次使用、複写、転載、転送等を禁じます。 

ステート‧ストリート‧グローバル‧アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階 

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第3 45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 
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Importa n t Informa tion 

The whole or any part of this work 
may not be reprodu ce d, copied or 
transmitt ed or any of its contents 
disclosed to third parties without 
SSGA’s express written consent.  
The tradem arks and service marks 
referenc e d herein are the property of 
their respective owners. Third party 
data providers make no warranti es or 
represe nt ati o ns of any kind relating to 
the accuracy, complete n ess or 
timeliness of the data and have no 
liability for damage s of any kind 
relating to the use of such data. 
The whole or any part of this work 
may not be reprodu ce d, copied or 

transmitt ed or any of its contents 
disclosed to third parties without 
SSGA’s express written consent. 
The informati o n provided does not 
constitute investment advice and it 
should not be relied on as such. It 
should not be considere d a 
solicitation to buy or an offer to sell a 
security. It does not take into account 
any inves tor’s particular investmen t 
objectives, strategies, tax status or 
investment horizon. You should 
consult your tax and financial advisor. 
All informati on is from SSGA unless 
otherwis e noted and has been 
obtained from sources believed to be 
reliable, but its  accuracy is not 
guarant e ed . There is no 
represe nt ati o n or warran ty as to the 
current accuracy, reliability or 
complete ne ss of, nor liability  for, 
decisions based on such informati o n 
and it should not be relied on as such. 
The views expressed in this material 
are the views of State Street Global 
Advisors through the period ended 
Novemb e r 30, 2020 and are subject 
to change based on market and other 
conditions. This document contains 
certain statemen ts that may be 
deemed forward -lo oki n g stateme nts . 
Please note that any such statemen ts 
are not guarant e es of any future 
performa nc e and actual results or 
developm e nts may differ materially 
from those projected. 
The informati o n contained in this 
communic ati o n is not a research 
recomm en d ati o n or ‘investment 
research’ and is classified as a 
‘Marketin g Commu nic ati on’ in 
accordan ce with the Markets in 
F inancial Instrume nts Directive 
(2014/6 5/ E U ) or applicable Swiss 
regulatio n. This means that this 
marketin g communic ati o n (a) has not 
been prepare d in accordan ce with 
legal require m e nts designed to 
promote the independ e nc e of 
investment research and (b) is not 
subject to any prohibitio n on dealing 
ahead of the disseminati on of 
investment research. 
The informati o n provided does not 
constitute investment advice as such 
term is defined under the Markets in 
F inancial Instrume nts Directive 
(2014/6 5/ E U ) or applicable Swiss 
regulatio n and it should not be relied 
on as such. It should not be 
considere d a solicitation to buy or an 
offer to sell any investmen t. It does 
not take into account any investor’s or 
potential investor’s particula r 
investment objectives, strategies, tax 
status, risk appetite or investmen t 
horizon. If you require investmen t 
advice you should consult your tax 
and financial or other professio n al 
advisor. All material has been 
obtained from sources believed to be 
reliable. There is no represen t ati on or 
warran ty as to the accuracy of the 
informati on and State Street shall 
have no liability for decisions based 
on such informati o n. 
Investing involves risk including the 
risk of loss of principal. 
All the index performa nc e results 
referre d to are provided exclusively 
for comparis o n purposes only. It 
should not be assumed that they 
represe nt the perform a nc e of any 
particular investment. 

Equity securities may fluctuate in 
value in response to the activities of 
individual companie s and general 
market and economic conditions. 
Bonds generally present less short-
term risk and volatil ity than stocks, but 
contain interest rate risk (as interest 
rates raise, bond prices usually fall ); 
issuer default risk; issuer credit risk; 
liquidity risk; and inflation risk. These 
effects are usually pronou nc e d for 
longer-t e rm securi ties. Any fixed 
income security sold or redeem e d 
prior to maturity may be subject to a 
substantial gain or loss.  
Investing in high yield fixed income 
securities, otherwis e known as “junk 
bonds”, is considered speculative and 
involves greater risk of loss of 
principal and interest than investing in 
investment grade fixed income 
securities. These lower-q u ality debt 
securities involve greater risk of 
default or price changes due to 
potential changes in the credit quality 
of the issuer. 
Increase in real interest rates can 
cause the price of inflation-p rot ec te d 
debt securities to decrease . Interest 
payments on inflation protecte d debt 
securities can be unpredict abl e. 
There are risks associated with 
investing in Real Assets and the Real 
Assets sector, including real estate, 
precious metals and natural 
resource s. Investme nt s can be 
significantly affected by events 
relating to these industries. Investing 
in foreign domiciled securities may 
involve risk of capital loss from 
unfavora bl e fluctuation in currency 
values, withholding taxes, from 
differenc es in generally accepted 
accounting principles or from 
economic or political instability in 
other nations. Investme nts in 
emergin g or developin g markets may 
be more volatile and less liquid than 
investing in develope d markets and 
may involve exposure to economic 
structure s that are generally less 
diverse and mature and to political 
systems which have less stability than 
those of more developed countries. 
The returns on a portfolio of securities 
which exclude companie s that do not 
meet the portfolio’s specified ESG 
criteria may trail the returns on a 
portfolio of securities which include 
such compani es. A portfolio’s ESG 
criteria may result in the portfolio 
investing in industry sectors or 
securities which underpe rf o rm the 
market as a whole. 
The MSCI ACWI ESG Universal 
Index is a tradema rk of MSCI Inc. 
 
© 2021 State Street Corporati on .  
All Rights Reserved . 
Tracking #: 4014648. 1 .1 .A P A C. R TLs 
Exp. Date: 12/31/2 02 2 


