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最終的な影響についてはまだはっき
りしない点が多いのですが、これら
の変化がこれまで進行していた移行
を加速させる様子が既に見てとれま
す（例えば米国における金利の正常
化など）。一方、自由貿易に対する逆
行など以前のトレンドから大幅に逸
脱する動きも見られます。

世界経済が緩慢な回復を始めてから
8年目に入る中でのこうした変化は、
投資家が資産の成長やインカムの獲
得、そして資産保全の目標を達成す
る上で活用するアプローチの転換を
意味するものと考えます。

我々の見解では、過去数年間に機能
してきた主要なテーマの一部が、投
資環境の変化によって移り変わって
います。投資家は、例えば利回りの追
求といったテーマが、これから起こる
であろうリフレ環境によってどのよう
な影響を受けるのかを良く検討して
みる必要があると思います。

債券代替として選好されてきた高
利回り株式のバリュエーションは
既に大幅に割高になっており、こ
のままの状態を続けられる保証
はありません。株式市場を主導
するセクターは、高利回りから収

益成長志向へと移り変わっています。
VIXで見たボラティリティは相対的に
低くなっていますが、時折ボラティリ
ティの急上昇が起きていることから、
市場が新たな現実に合わせようとし
てディスロケーション（価格が本源的
価値から大きく乖離すること）が生じ
る可能性は高まっています。

2017年も市場を揺るがすような政治
的混乱が起こる可能性に満ちていま
す。ドイツ、オランダおよびフランスで
予定されている総選挙は、欧州の市
場を混乱させるポピュリストやEU懐
疑派の影響力が高まっているかどう
かを判断する試金石になるでしょう。
それと同時に、この地域では引き続
き英国のEU離脱に向けて、貿易なら
びに政治上の関係の再構築がどのよ
うに行われ、将来どのような影響を与
えるのかについての憶測が飛び交う
とともに、紆余曲折が予想されます。

マクロ面では、こうした衝撃が起き
た場合に世界経済に吸収余力があ
るかどうかは不透明です。経済成長
率は過去4年間、長期の平均を下回
る状態が続いており、我々はその状
態が2017年から2018年にかけても
続くものと予想しています。景気循環

トランプ氏の米大統領選勝利と英国のEU離脱という
2つのとてつもない地政学的イベントが状況を一変
させるゲームチェンジャーとして2016年を彩りましたが、
これらは世界の経済や市場にも大きな影響を及ぼして
います。そして、ポピュリスト政党の台頭やグローバル
化に反対する民意によって2017年以降に大きな政策
変更が起きる素地がつくり出されています。
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の終盤に入っている現状では、経済
成長率が自発的に上昇するようには
見えません。雇用環境が引き締まっ
てきていても、米国の成長率に活気
はありませんし、欧州は引き続き経
済成長に弾みをつけようと悪戦苦闘
しています。一方、新興国は2016年
に底入れしたようですが、米大統領
選の結果を受けた保護主義の高まり
が新たな逆風となっています。 

執拗に低い成長率とインフレ率と闘
うべく非伝統的な金融政策が数年
にわたり続いてきた後で、米国では
慎重に金利の正常化を進めようとし
始めていますが、欧州や日本ではマ
イナス金利政策と資産購入プログラ
ムのさらなる拡大にためらいを見せ
ています。金融政策によって経済成
長を刺激することが恐らく限界に達
したため、（一部の国では社会的不
満を落ち着かせることにもなる）財
政刺激策への方向転換が2017年に
は起こりそうです。その結果として生
じるインフレと金利正常化が債務に
与える影響を考えるならば、投資戦
略にはこれまでと全く異なる機会が
訪れることになります。 

投資家は、過去数年間に基準として
受け入れてきた市場トレンドについ
て、その影響とリスクを再評価する
必要があるでしょう。元来、投資環境
の変化には危険が伴います。財政支
出の拡大とインフラ投資を巡る選挙

公約が実行に移されれば、支出の増
加と信頼感の上昇という好循環が生
まれ、米国が再び世界経済のエンジ
ンとして再稼動を始める可能性があ
ります。合わせて、インフレが加速し
金利が上昇すれば債券には下落圧力
がかかります。 

株式の成長性を追求するに当たっ
て、投資家はどのセクターを選択する
かに特に留意していく必要があると
思います。というのも、市場の一部は
極めて割高なバリュエーションまで
買い上げられているからです。投資家
によっては、金利上昇環境からメリッ
トを受けると考えられる配分先に分
散する必要がある場合もあるでしょ
う。利回りを追求している方にとって
は、こうした債券市場と株式市場の
特性の変化により、よりデリケートで
慎重なアプローチが求められます。 

一方で、ボラティリティが発生するパ
ターンを見ると、2017年には株式市
場のリスクが高まることが予想されま
すが、極端な市場変動を抑制しように
も、米連邦準備制度理事会（FRB）に
残された余力はほとんどないように
見えます。そのため、投資家にはボラ
ティリティ管理と通貨ヘッジの戦略を
再考することをお勧めします。テール

リスクのヘッジ、アルファ創出または
リスク低減をもたらす動的もしくは戦
術的オーバーレイ、あるいはその他の
リスク分散手法が、今後我々を待ち
受ける不透明な環境に対する備えに
なります。 

まとめると、我々は2017年を、大幅、
かつ時に予想が難しい、政治的、経
済的な変化の年と位置付けています。
投資家は、こうした変化が生み出す機
会とリスクに対してポートフォリオのポ
ジションをどのように組み立てるのが
良いのかをよく検討する必要があるで
しょう。 

リック・ラカイエ 
チーフ・インベストメント・オフィサー
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世界経済の見通し 
2017年に暦が替わると、世界経済は脆弱で停滞した状況
を長引かせかねない構造的課題や景気循環に関わる問
題に直面することになります。グローバルにおける経済成
長率は2010年以降、着実に減速してきています。

2015年の3.1%という全く精彩を欠いた成長率に引き続
き、2016年も世界経済は同じようなレベルに留まる見込
みです。米国で（そして恐らく他の国でも）財政刺激策
がとられようとしていますが、2017年に世界経済が再
び平均値を下回る成長率を回避できるかどうかは定か
ではありません。回避できないならば6年連続で過去の 
平均を下回る成長率となり、1990年代初めから半ば以降
で初となる異常事態ということになります。   

グローバル金融危機からの回復期は8年目に入っており、
景気が自律的に回復基調を強めることは見込めません。
反対に、米国の成長率は減速しており、日本では事実上
経済成長が停止した状態にあります。英国はEU離脱を巡
る不透明感から完全に無傷ではいられないでしょう。さら
に、欧州では景気回復に多少の弾みがついていますが、
一部の主要国が競争力を欠いている上にそれを克服する
手段を持たないために上昇軌道に乗ることができないよ
うに見受けられます。  

一方で新興国では、中国の景気減速が続いています。資
本流出が為替レートを下落させているため、ハードカレン
シー建ての債務負担が増加しています。直近における商品
市場の上昇にもかかわらず、交易条件は悪化しています。  

債務削減と信用貸付の伸びの鈍化が米国内の需要の妨
げとなっています。またFRBが徐々に金利水準を正常化
させているため、金融市場は引き締め方向に向かってい
ます。 

こうした数々の景気の足枷から脱するためには、政策面か
らの支援が必要です。最近行われた米大統領選の結果か
らは今後の政策転換が予想されますが、どのような変化
が起こるのかは現時点では極めて不透明です。  

財政刺激策、とりわけ乗数効果の高いインフラ投資の形
をとる政策が、一時的にせよ米国の経済成長を押し上げ
る可能性があります。その一方で、貿易面での保護主義や
過度に排他的な移民政策に真に向かっていくようなこと
があれば長期にわたる悪影響が生じることとなり、誰もが
不利益を被る、低成長と高インフレといった悪条件を同時
に引き起こす可能性があります 

端的に言って、財政刺激策をある程度実施しても有害で
はなく、むしろ歓迎すべきことですが、世界経済が真に必
要としているのは、長期的な生産性の向上を達成し、自律
的な高い経済成長を再度もたらすような構造改革に再び
注力することなのです。 
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世界貿易 －  
危機的状態のグローバリゼーション 
グローバル金融危機までの10年間は、概して生産性の伸
びが急上昇した時期に当たり、多くの国にまたがるサプラ
イヤーを結んだバリューチェーンが形成されるにつれて、
世界貿易は年率平均で6.7%もの伸びを示していました。
このため、企業は国内のみならずグローバルな競争に直
面することになり、これが企業に超効率的な変化を強い
る結果となりました。  

グローバル金融危機以降の世界貿易が年間わずか3.0%
しか伸びなかったことは、そうしたバリューチェーンがほ
とんど形成されなかったことを示しています。これが、昨
今の開放性に反対する動きとなり、主要な貿易協定の多
くが脅威にさらされている点は非常に深刻です。自由貿易
は誰にとっても都合がいい訳ではありませんが、それが発
展途上国に住む数億人を貧困からすくい上げ、先進国の
消費者にも利益をもたらしてきたのです。  

あるべきバランスとは、競争優位性から得る利益を実現
することなしには世界経済が最大限の能力を発揮できな
いことを認識しながら、競争に負けた者を保護する政策
に対して有権者のニーズを認識することでしょう。 

成長の減速
経済成長が停滞する中で、労働市場が（一部では相当に
大幅に）逼迫している状況はやや理解しにくいかもしれ
ません。このことは、初期のベビーブーマー世代の退職に
よって労働力の伸び率が低下するという劣化した人口動
態を一因として、潜在的な生産（又は総供給）の伸びに深
刻な低下をもたらしています。また、この低下には、生産
性の伸び率が非常に弱くなっていることも反映されていま
す。例えば、米国の生産性は、戦後期における平均2.1%
と比べて、2011年以降、年率平均でわずか0.5%しか伸び
ていません。  

低下する生産性 
生産性の伸び率の低下に対する合理的な説明には、単な
る計測ミスから深刻に「発展の終焉」に至るまで数多くの
仮説が唱えられています。前者については、経済活動が
ますますサービス志向になる中で生産性の計測が難しく
なっている点を反映しています。経済学者のロバート・ゴー
ドンによって提唱された後者においては、生産性の向上は
イノベーションを反映するが、今日のイノベーションが以前
のものに比べて短い効果しか持たなくなっていると説明し
ています。その例として、インターネット、コンピューターや
携帯電話がわずか8年間（1996年～2004年）のうちに大
幅に生産性の伸びを押し上げたのに対して、電力と内燃
機関エンジンを合わせると、航空機のような副産物ととも
に80年間（1890年～1972年）も生産性の伸びをけん引し
ていたことを思い起こしていただくとよいでしょう。 

OECD労働生産性 

出所：OECD、2015年12月31日現在。
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手詰まりの金融政策
金融政策の手段が限られている状況の中で、こうしたマイ
ナスの動きが同時に起こりました。世界の主要な中央銀行
は、景気回復期において経済成長を後押しする重責を一身
に担ってきましたが、現在ではこれ以上できることはほと
んどありません。

しかもごく最近まで、各国政府は少なくとも現状を大きく
変えるような財政政策を行うことには慎重でした。しか
し、カナダと日本では財政政策が拡大方向に転換し、中
国では目標を定めた財政政策が採用され、さらに英国で
は2020年までに財政収支を均衡させる計画が中止されま
した。

トランプ氏の勝利により、米国で効果の高い景気刺激策
が採られる期待が高まっており、欧州でもポピュリスト政
治運動への対抗策として財政支出拡大へ向かう圧力が生
じる可能性が出てきています。
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米国 － FRBの動きに注目  
消費支出の減速、在庫の悪影響や設備投資の明らかな 
減少といった要因が公共投資と住宅市場の改善を相殺 
したため、米国経済は再び年初から緩慢な動きで始 
まり、2016年第1四半期のGDP成長率はわずか0.8% 

（年率）の伸びに留まりました。 

しかし過去数年とは異なり、第2四半期に大きく反発する
こともなく、GDP成長率は1.4%という平凡な結果となりま
した。第3四半期は、5四半期連続でマイナスに寄与してき
た在庫の改善によって、やや意外性のある3.2%の成長を
記録しました。 

消費支出、公共投資や住宅建設がこのまま増えていくとし
ても、現在のグローバル環境では輸出が伸びるとは思わ
れず、また様々な受注統計を見ても設備投資の拡大を促
す動きはほとんどありません。 

第３四半期のGDP成長率は予想外に良かったとは言え、
年初から出遅れたことで2016年のGDP成長率は1.5%程
度に落ち着くものと見られます。それは過去2年間と比べ
て約1パーセントも低いことになり、2017年に成長が多少
加速しても2.0%を超えるのは難しくなります。 

FRBはグローバル金融危機への対応として積極的に金融
緩和を行い、以降大幅な金融緩和策を維持してきました。
ところが、労働市場の逼迫が続いたため、FRBは資産購
入プログラムを終了し、公開市場委員会（FOMC）の度に
政策金利の適性水準を検討するようになり、ついに2015
年12月にはフェデラルファンド（FF）金利を25ベーシスポ
イントから50ベーシスポイントへと25ベーシスポイントの
引き上げに踏み切りました。 

FRBは金融引締めの可能性の維持に意欲を示していまし
たが、弱い経済指標に加えて、金融市場におけるボラティ
リティの高まりや国外事情に不透明感が漂う中で、身動き
が取れませんでした。  

しかし、FRBが2016年12月に25ベーシスポイントの利上
げを行い、2017年にはさらに25ベーシスポイントの利上
げを2度行う状況が整っていると考えられます。これによ
りFF金利の誘導目標が2017年の年末時点で1-1.25%に
なると予測されますが、これは直近のFRBの見通しとも
整合的です。

労働市場の逼迫が賃金インフレを引き起こす 
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貿易政策
ドナルド・J・トランプ氏が米国の第
45代大統領に選出されたことによ
り、過激なまでの経済政策の転換、と
りわけ貿易と連邦予算において大き
な政策の変化が生じるものと見られ
ます。二人の候補はともに環太平洋
戦略的経済連携協定（TPP）には反
対の立場を取りましたが、トランプ氏
はNAFTA（北米自由貿易協定）につ
いて再交渉もしくは撤退する意向を
も示唆し、さらに財務長官に命じて中
国を為替操作国として認定し、最終
的には中国からの輸入製品に関税を
かける可能性があることに言及して
います。 

とは言うものの、TPPとTTIP（大西
洋横断貿易投資パートナーシップ協
定）が風前の灯になっているとは言
え、トランプ氏は貿易政策については
恐らく慎重に進めるものと見られま
す。なぜならNAFTAを反故にし、関
税を課すことになれば、あらゆる消費
財の価格が上昇することになり、さら
には米国国民の雇用を脅かしかねな
い諸外国からの報復措置に火が点く
ことにもなるからです。 

数兆ドル規模の債務増加 
発案者は、景気に対する押し上げ効
果が大きいため減税分は十分賄え
ると、議会での論議の中で主張する
ことでしょう。これは1980年代初め
にレーガン大統領が用いた根拠でし
た。それでも結局筋書き通りにはな
らず、財政赤字が噴出したことで、
1986年にレーガン大統領は政策方針
を転換せざるを得なくなりました。今
回も同様になるでしょう。実際に、連
邦予算委員会では、トランプ氏のプロ
グラムを実行に移した場合、今後10
年間に国家の債務が5.3兆ドルも増
加すると推計しています。 

減税
トランプ氏による減税と歳出に関す
る提案は、大幅な財政支出の拡大を
意味します。両候補とも社会資本へ
の追加投資を提案していましたが、
ヒラリー・クリントン氏は増税、特に
家計所得の上位1パーセントに対する
増税も主張していました。トランプ氏
は、個人所得税の最高税率を39.6%
から33.0%に引き下げ、法定法人税
率を35%から15%に削減するとし、さ
らに企業における設備投資費用の償
却について、長期間ではなく一括償却
を認めるとしています。 

トランプ氏の政策は、ポール・ライア
ン下院議長の政策に酷似しており、
共和党が上下両院を支配しているこ
とから、個人所得税と法人税に関す
る減税の機会が多く訪れることにな
るでしょう（ただし即時一括償却はや
や行き過ぎの感があることは否めま
せん）。これは消費と投資を短期的に
押し上げることになりますが、経済が
完全雇用に近い状態の時に限られま
す。このことはインフレ懸念をもたら
すとともに、FRBが従来予想されて
いたよりも速いペースで利上げを進
めることが必要となるでしょう。

トランポノミクス
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ドイツ

ドイツ

フランス

フランス

イタリア

イタリア

欧州 － 大勢に変化無し
グローバル金融危機時の暴落と2012年の景気の2番底を
経て、ユーロ圏経済は2013年の第2四半期以降拡大基調
に入っています。金融緩和政策にユーロ安、さらに原油価
格の低下によって、2015年には景気回復にやや弾みがつ
き、ユーロ圏域内総生産（GDP）は1.9%の成長を記録し
ました。 

しかしながら、経済成長はどうしてもそれ以上に加速す
ることはありませんでした。弊社でもさらなる成長は見込
んではいません。弊社の予想では、英国のEU離脱決定
による景気の落ち込みを一部織り込みながら、2016年に
は1.5%、2017年には1.2%と若干の減速を見込んでいま
す。 

ドイツは高い競争力を誇りますが、フランスはそれほどで
もなく、イタリアはさらに競争力を持たないため、欧州の
主要3ヵ国の間で景気循環の状況が大きく異なるのは当
然です。ドイツの景気回復は（目覚ましくはないとしても）
堅調ですが、フランスは精彩を欠き、イタリアに至っては
回復の兆しも見えません。GDPの大部分が外需以外で占
められているため、対外的な競争力の低下がもたらした
長期化する問題がより色濃く反映される鉱工業生産を見
ると、各国の格差が一層はっきりします。 

2011年半ばに政策金利の無謀な引き上げを実施して以
来、欧州中央銀行（ECB)は金融緩和を着実に行い、2016
年3月には預金金利を-40ベーシスポイントにまで引き下げ
ました。 

さらに、ECBは純然たる量的緩和（QE）プログラムを導入
し、その後その規模を拡大しました。2016年3月には一連
の新たな政策措置を発表しました。最近の取り組みには、
月間800億ユーロの資産購入額の引き上げ、購入対象資
産への社債の追加、新規の4年間の条件付長期借換オペ
（T-LTRO）などがあります。 

追加的な政策変更の可能性もありますが、マリオ・ドラギ
ECB総裁がこれ以上の利下げに難色を示しているような
ので、対象は資産購入プログラムに限定されるものと見ら
れます。  

2009年の底からの回復率

鉱工業生産

GDP

+8.4%

+5.8%

-0.8%

+2.6%

+15.1%

+26.1%

出所：IMF、オックスフォード・エコノミクス、SSGA経済チーム。
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英国 － 強硬離脱の気配 
EU離脱の決定によって、英国は、建設プロジェクト、設備
投資計画及び雇用政策に対する意思決定の遅れから、経
済成長が減速すると予想されています。それでも、英国経
済が景気後退に陥るとは考えられず、GDP成長率は2016
年に1.8%、2017年には0.8%になると予想します。これに
対して、EU離脱決定前の予想では2.0%前後の成長を見
込んでいました。 

国民投票の結果を受けて、8月にイングランド銀行は政策
金利を25ベーシスポイント引き下げ25ベーシスポイントに
するとともに、資産購入も開始しました。状況が許せばさ
らに5-10ベーシスポイントの利下げすることも可能です
が、これまで景気が底堅く推移しているため、オールド・レ
ディー（イングランド銀行）は次の手段を温存することにな
るでしょう。 

英国のEU離脱がもたらす長期的な影響については、英国
とEUとの新たな関係、または2017年の第1四半期もしくは
第2四半期にようやく始まる正式な交渉手続きに大きく依
存しており、予測することは困難です。 

英国は、EU法に対する優先主義、域内における人々の移
動の自由、さらにはEU予算への資金拠出を反故にする一方
で、各国市場へのアクセスは維持したいと考えています。言
うまでもなく、そのような虫のいい話は通りません。しかも、
欧州経済領域（ノルウェー・オプション）への参加が英国で
うまく機能するようには見えません。また一連の2国間貿易
協定の交渉（スイス・オプション）では、英国側に通商代表
がいないことも手伝って、リスボン条約第50条（加盟国の
離脱に係る条項）によって認められた2年間の期限よりも
さらに長い時間がかかると見られます。 

テレーザ・メイ首相の発言からすると、強硬的な離脱（WTO
型貿易ルールへの回帰）の可能性の方が穏健的な離脱より
も高いように思われます。 

ECBの行動は信用創出の改善に寄与 

2006 201220102008 2014 2016
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8

パーセント 
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ユーロ圏のインフレ率は目標値を下回る 

出所：IMF、オックスフォード・エコノミクス、SSGA経済チーム。
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日本は、アベノミクスとして知られる経済政策の導入後、
2013年に最初の景気後退を経験しました。現在日本は二
度目の不況に入るかどうかの瀬戸際にあり、景気は停滞し
ています。アベノミクスのいわゆる3本の矢－金融緩和政
策、財政刺激策および構造改革－は、導入されてから経済
成長やインフレに対して目立った効果をほとんど上げてい
ません。 

経済成長を再始動するため、安倍晋三首相が8月初めに発
表した財政政策には、約7.5兆円の真水の支出(景気に直
接影響を及ぼす支出）が含まれていました。日本政府は短
期的にGDPを1.3%押し上げる効果を見込んでいますが、
弊社では経済効果がごくわずかで、経済成長率は2016年
に0.5%、2017年に0.9%になると予想しています。 

財政刺激策である第2の矢を放つこと自体は適切であり、
労働市場を逼迫させ、求められている賃金インフレの発生
に繋がる総需要を一段と喚起することは価値ある試みで
あると思います。 

しかし、構造改革という第3の矢を放つことも同様に重要
です。それは主要な各経済主体の効率性を高め、その結
果として生産性の向上とともに経済成長率を上伸させてい
く可能性があります。残念ながら、そうした改革により長
期的な成果を得るには一般に短期的な痛みを伴うことが
多く、その実行は政治家にとって最も難しい判断といえま
す。 

日本 － 打たれ続ける政策 
日銀は引き続きアベノミクスの第1の矢を放ち続けていま
す。2016年の前半に、日銀はマイナス金利とともに量的・
質的金融緩和（QQE）を導入しました。この中には、各金
融機関の日銀当座預金残高（準備預金）を3段階の階層構
造に分割し、そのうちの一つに-0.1%のマイナス金利を適
用するという、以前に実施した資産購入プログラムの修正
も含まれていました。 

残念ながら、これでもプラスの効果はほとんど得られず、
日銀が過去における自らの政策に対して包括的に評価し
た結果、最終的には新しい政策の枠組みである長短金利
操作（イールドカーブ・コントロール）の導入に至りました。

具体的には、日銀は10年国債利回りの新たな目標値を0パー
セントにしました。この理由は、一つには銀行、保険会社及び
年金基金の収益にマイナスの影響を与えるイールドカーブの
行き過ぎた平坦化（市場介入）を防ぐ狙いがあり、もう一つに
は資産購入の規模の拡大を続けていくことが次第に難しく
なっていることがあります。 

日銀は短期金利と資産購入に対するさらなる変更の可能性
を排除していませんが、現状における優先事項はイールド
カーブのコントロールにあるようです。 

7.5 兆円の
追加的財政支出

0.5% 0.9%

2016年

GDP成長率の推計・予想値：

2017年
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財  政  刺  激  策  を  あ  る  程  度  実  施  し  て  も  有  害  で  は  な  く  、 
むしろ歓迎すべきことですが、

世界経済が真に必要としているのは、
長  期  的  な  生  産  性  向  上  を  達  成  し  、 

自律的な高い経済成長を再度もたらすような
構造改革に再び注力することなのです。
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新興国
経済の
見通し
16 ssga.com

Global Market Outlook 2017



新興国は常に再興するのか？ 
世界経済が金融危機前の成長ペースを取り戻していない
ことは、ご承知の通りです。成長減速が世界の隅々にまで
及んだ結果、新興国市場（EM）はその過程で輝きのかな
り多くを失ってしまいました。新興国は、新興国の10年間
と言っても過言ではない2000年代に特別な輝きを放って
いました。  

新興国市場の成長プレミアム（先進国に対するプラスの成
長率格差）は、2007年から2008年にかけてそれまでの最
高となる5.8%に達するまで安定的に拡大していました。し
かし、先進国が金融危機後の反発の恩恵を受けたことで、
2010年までに、このパフォーマンス・ギャップは3.6%にま
で縮小しました。2015年末の時点では、1997年のアジア
金融危機以来で最低となる、わずか1.5%となりました。換
言すれば、世界経済が減速する中で、特に新興国市場で
の減速が顕著だったということになります。  

それでも、このことを全ての新興国に一般化してしまうと
事実を誤認することになります。新興国市場ユニバースの
パフォーマンスは国によって異常なまでに相違があり、先
進国に見られた相違はもとより、金融危機前の事例を含
めても、最も大きな相違になっています。例えば、激しい
紛争が絶え間なく続いている中東では、リビアのGDPが
2010年の時点に比べて3分の1以下にまで落ち込んでお
り、シリアは半分以下になっています。これら2カ国は経済
大国ではありませんが、凋落幅は目を覆わんばかりです。
より大きな新興国の中では、コモディティ価格が下落した
影響で、ロシアとブラジルが過去数十年間で最悪の不振
に陥っています。 

あらゆるコモディティ輸出国が痛手を被っています。南ア
フリカやナイジェリア、モンゴルでは2016年の経済成長が
事実上ゼロ成長となるでしょう。こう言うと弱 し々く聞こえ
るかもしれませんが、2000年代にはナイジェリアの平均年
間経済成長率が8.9%に達していたこと、またモンゴルが
2010年から2014年まで11.1%の成長率を達成していたこ
とを考えると、全く壊滅的というほどではありません。 

トランプ氏の大統領就任が 
新興国市場に与える影響 
トランプ次期大統領の選挙公約では、貿易について保護主
義的スタンスが強まっており、大規模な利益の引き揚げが
なされかねない情勢となっています。これによりドル高を
招き、米国への輸出が減少することになりますから、新興
国の資産にとっては不利な要素となります。  

その一方で、米国連邦予算の赤字幅が拡大すればドル安
方向に働きます。また、政治における現実的な力が、保護
主義的傾向に歯止めをかける可能性もあります。 

大統領選挙後にインフレ期待が急速に高まりましたが、し
ばらくの間はFRBが過度なインフレを許容するという選
択をする可能性がありますから、少なくとも2017年一杯は
現在予想されている以上に金融引き締めが行われるかど
うかはわかりません。このことがドル高に歯止めをかけ、
新興国市場への悪影響を和らげることになるでしょう。 

トランプ氏が大統領選を制したことで、新興国の今後に
不透明感が高まり、逆風が強まりました。だからこそ、各
国の政策対応（あるいは構造改革）が一段と重要になって
くるのです。新興国ユニバースの中で差別化することが、
投資で成功を収めるための決め手であることに変わりは
ありません。 

先進国の
GDPは2017年に 
改善

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.3%

4.7%

4.5%

3.8% 3.8% 4.1%

予想値

出所：IMF、オックスフォード・エコノミクス、SSGA経済チーム。予想値は推定に基づいており、主観的な判断や想定を反映しています。事実が予想通り生
じること、および推定値が正確であることの保証はありません。
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インド 
新たな国民経済計算体系を採用したことによって生じた
変化については十分な説明がなされていませんが、イン
ド経済が力強さを増しているという点について疑う余地
はありません。2016年と2017年のいずれにおいても、経
済成長率は7.4%に達すると予想されています。インドは、
原油価格低下の恩恵を最も受けた国の一つです。これに
よって構造的な高インフレが緩和され、中央銀行による度
重なる利下げが可能となり、結果として、個人消費の下支
えにつながりました。

しかし、中国とインドに共通する問題点として、成長の持
続性と成長モデルが挙げられます。インドが見せた近年の
目覚ましい成長ぶりは圧倒的に消費主導によって達成さ
れたもので、製造業と投資については、それだけのペース
で成長する国としては相当程度貧弱になっています。  

固定投資がインドのGDPに占める割合は2000年代半ば
に急速に高まった後、2008年にピークに達し、それ以来5
パーセント程度低下しました。輸出もそれに似たパターン
を辿り、同国の国際競争力の改善にはほとんど寄与しま
せんでした。 

それとは対照的に、今ではインドのGDPのうち個人消費
が2000年代前半以降で最も高い割合を占めています。
金融サービス提供の幅が安定的に広がっていることと相
俟って、巨大な人口が急速に拡大している上に、家計の債
務が極端に低いため、消費主導の経済成長が進む余地は
まだ十分にあるようです。しかし、これだけでは、インドを
世界の製造工場に押し上げるような変革的な拡大にはな
りそうもありません。  

インド政府が、生産性を高めるとともに供給側の前向きな
対応を奨励することにつながるような構造改革を通じて、
経済成長を後押ししようとしている点は評価できます。
2017年に導入される予定の物品・サービス税（GST）が
経済成長にプラスの影響を与えるという楽観的な予想に
は疑いを禁じ得ませんが、合理化された税制は業務効率
性を高め、余分な業務を減らし、全般的に事業をしやすく
するという点では意味があるかもしれません。 

最近実施された高額紙幣の使用禁止などを通じて著しく
現金に偏った経済を「オープンな」経済に転換しようとす
る取り組みも、課税ベースを拡大し、例年発生する財政赤
字を縮小する上で役立つでしょう。こうした措置のいずれ
もそれだけではゲームチェンジャーになりませんが、そう
した改革の効果を累積していくことで、長い目でみれば大
きな変革につながる可能性があります。 

中国 
中国政府は、経済をうまく軟着陸軌道に乗せることに成
功したようです。2016年の経済成長率は、目標としていた
6.5%を超えないまでも達成することになるでしょう。  

中国はインドとは正反対の問題を抱えています。ある意味
で、今この国は初期の成功の犠牲者になっていると言えま
す。1990年代から2000年代にかけて積極的に生産能力
の拡大に努めたことで、中国は世界最大の輸出国になりま
した。世界の商業輸出に占める中国のシェアは、2000年
代には3%から10%にまで増大し、2015年までには一段と
増加して約13%に達しました。他の国で中国に比肩する
国はありません。第2位の米国は9.2%であり（少しずつ上
昇中）、日本のシェアは4%にも満たないのです（少しずつ
低下中）。 

しかし、今の中国は（意外ではないとしても）異例とも言
える問題に突入しています。中国の潜在的な生産能力の
伸びが中国製品に対する世界の需要の伸びを上回ってし
まったのです。この状況はそう簡単には変わりそうもあり
ません。つまり、このことは、中国の経済成長が輸出面と
関連投資面における二つのブレーキに直面しているとい
うことを意味しています。それでも、輸出主導の成長から
消費主導の成長への転換を果たせる国があるとすれば、
それは巨大な国内市場を抱える中国に他なりません。 

最終的に経済的な成功を収められるかどうかは実施に移
す政策の質にかかっています。少なくとも貿易政策という
一つの観点で言えば、他国が保護主義の方向に動き出し
ている時に、中国がアジア地域の貿易を統合しようと強
い決意で臨んでいるという点については触れておきたいと
思います。それは長い目で見て賢明な判断になってくるで
しょう。 
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BRICsとの格差が縮小
明るい話題は他の国や地域にもあります。ASEAN

（東南アジア諸国連合）は合わせて6億人を超える人
口を抱え、2012年以降GDPが年率平均4.9%で成長
しています。

実際、BRICs諸国に水をあけられてきたこの地域
は、この時期に経済パフォーマンスの格差を大きく
縮小しました。このようなことは、アジア危機がイン
ドネシアとタイの経済に壊滅的な打撃を与えて以来
初めてのことです。

とても重要すぎて
見過ごせないこと 
このことは新興国市場の見通しを考える上で何を意味す
るのでしょうか。一つ確実なことがあります。それは、国に
よってパフォーマンスが大きく異なる状態が続いて行くと
いうことです。それは言うなれば、投資家が高い成果を求
めるならば、国による差別化を取り入れたアプローチをと
る必要があることを意味します。 

2番目は、新興国市場全体では、今後も先進国よりも高い
成長が見込まれるという点です。今から2020年までに世
界経済が生み出すGDPの増加分のうち、58パーセントが
新興国市場から生み出されることになるでしょう。そこに
はリスクもありますが、投資ユニバースの中で決して無視
できるものではありません。 

もう一つ申し上げておきたいことは、良好な経済政策と安
定した政治の重要性を強調しすぎることはないということ
です。過去20年間に見られた望ましい共通トレンドの多く
－具体的には、労働力の急速な成長とグローバリゼーショ
ン－が、控え目に言っても行き詰まりを見せており、時おり
後退することさえあります。 

収穫できる果実が手の届く範囲に少ない中、経済成長を
再活性化させている東南アジア諸国連合の責務は、偏に
構造改革、人的資源を強化する施策、法整備、そしてイノ
ベーションの促進にあるのです。これこそが、あらゆる国
が気にかけるべきメッセージです。

6億人の人口
2012年以降、GDPは年率平均
4.9%で成長

東南アジア諸国連合

出所：SSGA経済チーム
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2017年には、欧州とアジアで注目に値する
選挙が実施されます。いずれの選挙も改
革に弾みがつくようなものではありません
が、ポピュリストや欧州統合懐疑派が台頭
することでそれぞれ攪乱要因となるリスク
をはらんでいます。
アジアを見渡すと、大きな政策転換が起こ
るとは思えませんが、国内の政治環境が緊
張の度合いを高めた場合にはその可能性
があり、そうなれば市場に影響が出てきま
す。それ以外では、2017年に新興国市場で
実施される選挙は比較的平穏で、イランと
アルゼンチンだけが予想外の選挙結果を
もたらす可能性があります。

主な選挙

新興国市場
強いドルに対処する
多くの新興国では、米国の金利が次第に
上昇しドル高になるという問題に直面し
ています。通貨ペッグ制を採用していな
い国でさえ、自国通貨の為替レートの下
落やインフレを制限するため、金融引き
締めを余儀なくされる場合があります。
中国は別にして、多くの新興国市場では
予算を拡大するよりは財政支出の制限
に向かいそうです。

2017年は、引き続きグローバリゼーションの波に対する反動を見ることになりそう
です。グローバルな製品、労働力、そして資本市場の統合は、世界的に高い経済成
長率の達成に寄与しましたが、各国や地域レベルの社会経済的な破壊が生じて政
治的な反発を引き起こすことになるでしょう。相互に関連し合った3つの潜在的な要
因が政策結果に影響を及ぼすかもしれません。

ポリシー・ウォッチ

金融政策   
スタンス

財政政策   
スタンス

改革の
種別

注視する
こと

引き締め 拡張的
税制

法人及び個人の税制改革
外国で獲得した利益及び多額のキャッ
シュの引き揚げ

インフラストラクチャー 公共投資プログラムまたは民間部門の
奨励政策

中立 やや拡張的
国有企業

企業統合や競争を認めながら、より多
くの国有企業が市場原理に従って営業
できるようにする

資本市場 外国資本の参入障壁を低める

やや緩和的 やや拡張的
資本市場 欧州委員会がEU域内の債券市場の統

合を推進

銀行連合 欧州預金銀行組合保険制度と単一の
規則集

やや緩和的 拡張的 労働市場 民間企業へのインセンティブや労働契約
の変更を通じて賃金を上昇させる改革

改革
新興国市場の政策決定は先進国に比べ
るとさほど影響を受けていません。これ
らの国々は世界市場に組み込まれるこ
とでグローバリゼーションから大きな恩
恵を受けてきましたので、反動はほとん
ど見られていません。同時に、世界的な
経済成長率の減速が目先の難しい改革
に取り組むインセンティブを失わせてい
ます。

前進の　　　
可能性

01 保護主義とガバナンス

03 財政刺激策 

02 ポピュリストによる政治 

その一際目立つ直接的な犠牲者は、大西洋横断貿易投資パートナーシップ協定や環太平
洋貿易経済連携協定といった地域の垣根を超えた大規模な貿易協定です。国際的政策協
調が縮小し、世界的なガバナンスの弱体化が起こりそうな形勢です。世界的ルールが弱体
化を続けると市場の信頼感を回復するのが難しくなるため、経済的または地政学的
ショックが起きた場合に、市場に大きな影響が及びかねません。グローバリゼーションを
最も推し進めていた国の経済が最も多くを失うことになります。 

先進国の間では、金融政策がその限界に近づき、財政の出動が求められているという認
識が高まっています。大衆心理とポピュリストからの圧力が、財政の拡大とインフラへの
支出に対して弾みをつけています。米国は、財政刺激策を減税に特化していくものと思わ
れます。しかし、やり方を間違えると、減税が効果的に経済成長率を高める結果につなが
らないかもしれません。インフラへの支出も、また、緩やかな影響を与えるに留まる可能
性があります。国内政治のほとんどが短期的な措置に留まり、大規模な財政改革にはつ
ながらないように思われます。 

現在、先進国のポピュリスト政党は外国人嫌いで反ビジネス的な心情を表明しています。
その結果として、保護主義ばかりか、一般的に市場のダイナミクスや競争力を支持しない
政策を打ち出しています。彼らは、生産性の伸び率の低さといった大きな構造的問題を
軽減するのに必要な投資の意欲を阻害する可能性があります。それとは対照的に、世界
の経済成長が弱まり改革の成果が限定されていることもあって、改革に弾みをつけてい
くことができる新興国はほとんどないと見られます。 

低

中 

高 



ブラジル
社会保障制度改革
退職年齢の引き上げ、及び年金給付
額上限の最低賃金スライド制を廃
止することによる給付コスト上昇の
緩和、などの社会保障制度改革
電気通信サービス
電気通信サービス業界の自由化と
合理化

インド
大統領選挙
選挙人団に
よる選挙。

モディ首相の
政治力を

量る絶好の
バロメーター

6月か7月
香港
行政長官
北京寄り候補の勝利が
確実だが、民衆の抗議行動が
再燃する可能性あり 
3月

ドイツ
議会選挙
安定的な連立政権か、それとも
絶対多数の議席を持つ政党が
なくなり「ドイツのための選択
肢（AfD）」が躍進するか
9月か10月

フランス
大統領選挙と議会選挙

勝者のEUに対する見方と経済改革を
推し進める能力。極右のルペン候補が

どこまで躍進するか
4月～6月

オランダ
議会選挙

主流派の連立政権か、
それとも極右政党が政権に入り

ユーロ懐疑論を主張するか
2月か3月

インド
銀行セクター改革

国有銀行の統合と専門化
補助金改革

卸売燃料補助金の削減
労働市場 

厳格な労働規制の簡素化と緩和

ロシア
ビジネス環境
世界銀行が公表する『ビ
ジネスのしやすさインデッ
クス』で2018年までに上
位20カ国に入るという目
標が司法制度の政治色
や典型的なお役所仕事
の撤廃を求める
年金改革 
賦課方式の公的年金制
度が原油価格下落のし
わ寄せを受け、退職年齢
の引き上げが必要に

インドネシア
外国直接投資（FDI）に解放
外国直接投資に対する障
壁をセクター毎に見直し
て緩和
労働市場 
労働規制の自由化

イラン
大統領選挙

ロウハニ師が再選に
失敗すれば、核開発
合意と西側諸国との
関係強化の実効性が

危うくなる
6月

アルゼンチン
議会選挙
マクリ大統領の改革への
支持を試す
10月 タイ

議会選挙
2016年に新憲法が

国民投票で承認されて
から最初の総選挙。

結果は不透明
10月～12月

地政学的リスク 
ドナルド・トランプ氏が米国の大
統領に就任すると新たな地政
学的緊張が生まれる可能性が
あります。北朝鮮やイランなど
の敵対的国家や、場合によって
は中国さえも米国に生まれた
新政権の決意のほどを「試そう
と」するかもしれません。これ
が、一時的な資産価格の下落
につながるような判断ミスや
危機を生じさせるリスクを高め
ます。

グ
ロ
ー
バ
ル

2015年にはギリシャのEU離脱問題が
あり、2016年は英国がEU離脱決定とな
りました。イタリア、ギリシャ、そしてポ
ルトガルが財政目標を達成するのに
苦戦しているため、2017年にはユーロ
圏の危機が再燃する可能性がありま
す。英国のEU離脱に向けた交渉が進
むにつれてボラティリティの発生要因
になってくるでしょう。各国で予定さ
れている選挙（以下を参照）も相場の
下振れを招くリスクを高めているとい
う点については、米大統領選の結果と
して米国の安全保障同盟の信頼性が
危ぶまれている状況と同様です。

欧
州

米国の関与が不在となって
いる状況下において、シリア
の内戦はさらにエスカレート
しかねません。そうなれば、ト
ルコの安定性が危ぶまれる
ことになり、トルコはシリア難
民の受け入れ態勢や、ロシア
に対する西側諸国の経済制
裁を維持できなくなる可能
性があります。

中
東

ラテンアメリカは全般的に
底堅さを示しており、ベネ
ズエラの破綻と政治的変
化が主なリスクになってい
ます。対外債務にデフォル
トが起きれば、債券市場と
コモディティ市場に影響が
出るでしょう。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ



グローバル投資家にとって2017年も
世界的、政治的、政策的な展開が投資
リターンに甚大な影響を与える年にな
りそうです。 

市場
見通し 
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保護主義の台頭 
ドナルド・トランプの保護主義的発言とEU離脱を決めた
英国の国民投票は、戦後一貫してグローバリゼーションに
向かってきた流れを逆転させた目覚ましい動きと言えるで
しょう。その背景には、貿易から得られる恩恵が均等には
行き渡らず、多くの国で国民感情を刺激する政治的問題
になっていることがあります。   

その一方、恐らく金融政策にできることはやり尽くした感
があるため、2017年は世界の経済成長をテコ入れする政
策の柱として財政政策に重点が置かれるようになると見
られ、投資家にはこれまでと全く異なる投資機会が生まれ
てきます。 

提案されているグローバルな貿易協定は支持を失いつつあり
ます。12カ国が参加する環太平洋貿易経済連携協定（TPP）
には今後政権に就くトランプ陣営が反対しており、大統領
選の結果の如何にかかわらず、米議会下院を通過する見込
みはありませんでした。また交渉に7年間を要したEUとカナ
ダの包括的貿易協定も10月に頓挫しそうになりました。 

貿易と経済成長に及ぼす影響 
信頼できるデータが示しているのは、世界の貿易と資金フ
ローが世界の経済成長を抑制しつつあるという点です。経
済規模の大きい20カ国のGDPに占める輸入の割合は4年
連続で低下しています。しかも、2016年に世界で課された
保護主義的貿易措置の数は、昨年の同時期に比べて5倍
にも上っています。 

世界貿易が広い範囲で後退していることは、世界の経済
成長にとってほぼ確実にマイナスであり、そのため弊社が
予想するグローバル株式のリターンは控え目になっていま
す。S&P500指数構成企業の場合、売上高の30%が海外
事業から得られていますから、外国市場における成長に
制限を加えてしまえば、過去2年間に見られた利益の低下
傾向を反転させるのは難しくなります。   

しかし、特定の内需型業種に限れば、企業の競争力が国
内で高まり保護主義からの恩恵を受けられます。反対に、
海外売上高に大きく依存している企業にとっては足枷にな
ります。 

政策転換：  
投資家にとってのゲームチェンジャーか？ 
2017年に入ると、市場を支え金利を低く抑制する上で金
融政策が中心的な役割を果たしてきたことが、再び明白
な事実となって浮かび上がることになるでしょう。ECBと
日銀のいずれもが低く抑えられマイナスとなっている金利
が預金者には有害になっていることを認めていて、また、
ECBの当局者はマイナス金利が銀行の貸出と利益に不利
に働いていることを認識しています。それでもインフレ率が
目標を下回っているため、ユーロ圏と日本では2017年も引
き続き追加の金融緩和が行われる公算が高くなっていま
す。ここで疑問が湧いてきます。これまでに試みた手段が
もはや有効でないとしたら、世界の中央銀行には残された
手段が果たしてあるのでしょうか？

投資家が考えておくべきリスクは、世界の投資家が利回り
を追求する中で債券と債券代替商品を下支えしてきた低
金利の長期化というテーマが反転する可能性があるとい
うことです。期待が裏切られた場合にどのようになるのか
を考える上で参考になるのが、9月にECBが予想されてい
た資産購入プログラムの延長を見送った際に、米国とドイ
ツの10年債利回りがすぐに急上昇し、高利回りの株式と
REITが下落し、小幅ながら成長性資産全般が下落したこ
とです。  

米大統領選の後でも同様な動きが見られ、議会と行政府を
押さえた共和党が支配権を握れば、財政赤字が資金源と
なる減税とインフラ支出のお膳立てが整うとの期待から債
券利回りが急上昇しました。 

債券が下落した反面、株式は選挙後にすぐさま反発しまし
た。これらの政策に規制緩和が伴えば成長の起爆剤になり
得るとの期待感から、株式は値上がりしています。但し、政
策立案者がこれらの期待にどう応えるのか、また、こうした
政策の処方箋が米国以外の国の首脳から賛同を得られる
かどうかについては今後の推移を見守る必要があります。 
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財政政策の重視 
超緩和的金融政策の効果に疑問符がついているた
め、議論の行方は、税制、財政支出、そして優れた施
策のための借り入れといった政府が取りえるアプロー
チの価値に向かっています。  

カナダが今後10年間に1,200億カナダドル相当の大
規模なインフラ重視の財政刺激パッケージを発表した
かと思うと、他にも日本や中国が財政刺激策を積み上
げています。   

国際通貨基金（IMF）までもが政府支出の増加を後
押ししていて、財政支援は「物価の勢いをつくり出
し、継続する中期的インフレ期待の低下を回避するに
は依然として不可欠である」と最近述べています。 

米国では、当選したドナルド・トランプが最大で1兆ド
ルの追加インフラ支出の公約を持ち出しました。英国
政府は、EU離脱に関係した経済的混乱を沈静化する
ためインフラと住宅への投資を狙っているようです  

また、ユーロ圏諸国が赤字支出の水準について名目値
で制約されている一方で、スペインやポルトガルなど
の国々には追加の赤字余地が認められています   

このように財政政策が近い将来の波に
なると思われますが、投資家は政府の財
源をどれだけ信用し、市場のどの分野が
影響を受けるのでしょうか。
ローン・ジョンソン、 
シニア・ポートフォリオ・マネージャー、インベストメント・ 
ソリューションズ・グループ

投資への影響  
金融政策から財政政策への方向転換は投資家のポートフォ
リオに様々な角度から影響を与えます。そうなった場合に
はインフラプロジェクトが圧倒的に好まれるため、重機メー
カーと素材企業が恩恵を受けることになります。   

しかし財政政策は長い期間をかけて執行され、月次や四半
期毎に公表が行われる金融政策とは異なり資金が断続的
に遣われるため、同じレベルでは投資家の注目を集めない
かもしれませんから、油断は禁物です。こうした企業の一部
では株価の上昇が既に目につくようになっています。  

また、大規模な財政プログラムが法制化された場合、出発
点が極めて低いとは言え、借り入れコストに上昇圧力がかか
るようになります。  
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機会とリスク 
2017年初めにおける弊社のポジショニングは、幾つ
かの明確なエクスポージャーを持ちながらも、全体
的にはリスク中立的なものとなっています。これは、
弊社のモデルとアナリストが見つけ出した投資機会
であり、同時に、懸念の幾つかを反映したものです。
弊社は、欧州株式やアジア太平洋株式に比べて米国
株式を選好しており、債券では国債よりもクレジット
にオーバーウェイトしています。 
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米国株式 
2017年の米国大型株に対する弊社の予想リターンは1桁
台前半（3%）ですが、上値余地もあると見ているため、
年初はオーバーウェイトのポジションで臨みます。 

• S&P 500指数の収益成長率は5四半期連続でマイナ
スの後、2016年第3四半期にはプラスに転じ、第4四
半期もプラスを維持すると予想します。 

• エネルギー価格下落の影響が弱まるため、2017年は
小幅の利益成長を予想します。収益の伸びが改善す
れば、比較的割高になっているバリュエーションは改
善されます。   

• S&P 500企業の売上高の3割が米国外で生み出され
ているため、2016年第4四半期の前半に米ドル高に
なったことはプラスの利益成長に水を差す可能性が
あります。 

• FRBの利上げは金融機関の利鞘を広げるため、金
融セクターは恩恵を受けられますが、緩めの融資環
境から恩恵を受けてきた一般消費財・サービスなど
のセクターには足枷になります。金融セクターは、トラ
ンプ政権下で規制当局の姿勢が緩むことからも恩
恵を受けるはずです。 

• 素材、資本財・サービスや公益事業は、新規のインフ
ラ支出による財政刺激策からの恩恵を受けられるで
しょう。 

Global Market Outlook 2017

現在のポートフォリオ・ポジショニングと今後1年間の予想リターン 

外国株式
• 弊社の米国以外の先進国株式に対する今後1年間の

予想リターンは、米国株の予想リターンと同程度の
3.3%です。  

• 戦術的なポジショニングとして、弊社は外国株式に対
して慎重な姿勢を維持し、欧州とアジア太平洋地域
の先進国市場をアンダーウェイト・ポジションとしま
す。    

• これらの地域をアンダーウェイトにするのは、ユーロ
圏と日本での金融政策の有効性が低下したと認識し
ているためです。   

• さらに、欧州には英国のEU離脱交渉の詳細が判明
してくることに伴うダウンサイドリスクがあります。 

• ユーロ圏と日本の金融セクターの株式は変動性の高
い状況が続き、現在のマイナス金利環境が続くため
に2017年も引き続きダウンサイドリスクが残ります。 

新興国株式
• 弊社は新興国株式が2017年に6%上昇すると予想し

ています。その背景として、ロシアとブラジルがともに
不況から立ち直り、コモディティ価格の下落の悪影響
が弱まると見ているからです。    

• 押さえておくべきリスクには、世界各国の金融政策が
予想以上に速いペースで引き締められるということ
があります。そうなるとグローバル投資家にとって相
対的に新興国通貨のアンダーパフォーマンスが生じ、
新興国企業は債務が拡大した状況の中での借り換
えに苦しむことになります。   

• 弊社は足元では新興国株式に対して中立的ポジショ
ンを取っていますが、このセクターの改善が進めば
2017年のどこかでオーバーウェイトに転換するつも
りです。 
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グローバル国債
2016年にはマイナスの利回りを持つ証券が推定で12兆
ドルにも達し、史上最低水準の利回りが世界の債券市
場に投資する出発点です。さらに利回りが低下して価
格が上昇しない限り、これらの証券群からは今後マイナ
スのリターンしか見込めません。  

• 米国10年国債の今後1年間のリターンは0.3%、米国以
外の先進国国債については-0.3%を予想します。   

• 弊社のリターン予想のリスクは、中央銀行の政策が変
化して今後の債券購入見込みが後退する場合です。
この場合、世界的に金利が上昇して、ソブリン債に大
きな値下がり損が生じます。   

• 弊社の戦術的ポジショニングでは、グローバル債券
のデュレーションを中立的としています。それは、内
在するリスクを認識し、現在価格に織り込まれている
よりも早くに金融緩和から引き締めに転じる兆候が
ないかどうかを注視しているためです。 

クレジットとハイイールド債券
弊社は、米国のクレジットとハイイールド債を依然有望
視しており、今後1年間の予想リターンをそれぞれ2%と
5.1%としています。  

• 戦術的ポートフォリオの中では、両セクター共にオー
バーウェイト・ポジションとしています。 

• 弊社は、金利が正常化する環境下ではクレジットが
引き続き国債をアウトパフォームすると予想します。   

• 投資適格クレジットの中では、弊社は過大なデュレー
ションへのエクスポージャーを回避するため、中期券
をオーバーウェイトで保有します。 

コモディティ
2016年前半の安値から原油価格は見事に反発しまし
たが、供給過剰状態は続いており、世界の経済成長率
も小幅に留まるため、2017年のエネルギー価格はボッ
クス圏内をやや上方に動くことになるでしょう。  

幅広い地域でマイナス金利が続きインフレ率が徐々に
高まる環境下では、金などの貴金属は好調を維持する
と見ています。 

出所：SSGA、2016年11月30日時点。 
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投資機会はまだ残されているものの、債券市場と株式
市場の様相は変容しており、より繊細で注意深い
アプローチが必要となっています。 

利回りを
求めて 

高格付けの
クレジットを狙う
ハイイールド債券の中でも、比較的格
付けが高いセクターは、現在のリスク
環境において魅力的な投資の対価を
提供しています。

新興国債券を
排除しない 
他の債券セクターに比べて高い利回
りを持つ新興国債券は、長期投資の
対象としては、引き続き、投資妙味が
あります。

株式には配当利回りの
持続性を求める 
伝統的なディフェンシブ・セクターばかり
ではなく、資源、電気通信サービス、情
報技術セクターを見ること。

投資アイデア 

01
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世界金融危機から10年近くも経ちましたが、投資家はい
まだに世界経済の緩慢な成長に苦戦しています。 

弱体化した経済を立て直そうとする金融政策当局による
先例のない市場介入は、利回りを大きく低下させる効果を
持ちました。景気循環は後半に突入しようとしており、現
在の低利回りは、今後も続くものと見られます。 

では、インカム目標を追求する投資家は、どこに向かえば
よいのでしょうか。 

近年、利回りを追い求める多くの投資家は、高配当株式と
並んでハイイールド債券へと向かいました。しかし相場の
様相は変容しており、2017年における利回りの追求は、今
迄以上にデリケートになる必要があるでしょう。

債券
クレジット市場は債券セクターの中で広く使われている 
利回り追求の手段です。米国の景気が相対的に強いた
め、米社債のリスク・リターン特性は特に魅力的になって
います。 

過去2年間は、米国社債を安定的に購入する外国投資家
の資金フローがありました。世界経済の改善見込みの低
さが、そのトレンドを後押しし、ソブリン債利回りの上昇
確率を低下させていました。 

社債利回りは近年における最低水準付近にありますが、
同等のデュレーションである国債利回りに対するスプレッ
ドは、一段と妙味を増しています。 

とりわけ低格付け部分、すなわち投資適格社債における
BBB格、そしてハイイールド社債におけるCCC格は、利回
り面と価格面の両面で良好なリターンを提供してきまし
た。 

次の利回りはどこに？ 

バークレイズ米国コーポレート投資適格指数
バークレイズ米国コーポレート・ハイイールド指数

イールド・トゥー・ワースト* 

出所：バークレイズ、SSGA、2016年10月31日時点。バークレイズ米国コーポレート投資適格指数は、米ドル建ての投資適格固定利付社債市場の収益率に連動する債券
ベンチマークです。バークレイズ米国コーポレート・ハイイールド指数は、米ドル建てのハイイールド固定利付社債市場の収益率に連動する債券ベンチマークです。  
* イールド・トゥー・ワーストとは、投資家がコーラブル債に投資した場合に期待できる最低利回りのことです。 
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バリュエーションは低すぎるか? 
既にクレジット・サイクルの終盤に入っていることを踏まる
と、投資家による利回り追求によって、バリュエーションが
あまりにも低くなっている、と考える事は出来ないでしょう
か。また、利回りを追求する投資家にとって、社債市場に
重点を置くことは賢明と言えるでしょうか。  

結論から申し上げれば、2017年の前半について答えはイ
エスです。このようにお答えする背景には、今後も精彩を欠
く経済成長率が続く（ただし米連邦準備理事会（FRB）が
利上げするには十分）という我々の予想があります。 

「注意点: クレジットの格付けを下げるのでは
なく、ハイイールド市場における高いクレジット
の質を重視するべきです。」  
チャック・ムーン、ハイイールド債グローバル責任者 

また、最近のボラティリティの状況を考えれば、エネルギー
やコモディティ関連セクターの動向にも、注意深く目を向け
る必要があります。 

警戒 － クレジットリスクが上昇中 
社債投資の明らかな妙味は、高い利回りを得られる点に
あります。理論的には、社債投資に関係する様々なリスク
を引き受ける対価として、高いリスクプレミアムを受け取る
ことになります。ハイイールド債の場合にはクレジットリス
クが中心であり、その中でも、実際のデフォルト発生が最
大のリスクになります。 

トータルリターンの重視は社債ポートフォリオを運用する正
しい方法だと思いますが、投資家によっては利回りが主要
なドライバーになることも我々は認識しています。しかし、
デフォルトが発生すれば、獲得した利回りも酷く損なわれ
る、つまり、元本や利払いの永久的な喪失を招く可能性も
あります。  

デフォルト率は景気動向に対して非常に敏感であり、景気
サイクルに従って大きく変動します。デフォルト率は格付け
によっても大きく異なります。また、ハイイールド債のユニ
バースの中でも、より格付けの低い社債の方がデフォルト
率が高くなります。上の右のグラフでは、低格付けセクター
のクレジット損失率の推移を長期にわたって示しています。
クレジット損失率は、デフォルト率とデフォルト時の回収率
の関数になっています。 

クレジットの重要性 
低格付けセクターのオプション調整後スプレッド*（OAS）
を以前の状況と比べて検討した投資家は、CCC格の債券
が示している高いスプレッドに惹かれることと思います。
しかし、2016年にはデフォルト率が大幅に高まりました。 

こうして見ると、CCC格の債券は潜在的なクレジット損失
率以上のスプレッドをほとんど出していないことがわかり
ます。デフォルト率が大幅に低下するのでなければ、投資
妙味があるとは言えません。

この環境下では、高い格付けのハイイールド・クレジット・
セクターの方が、現状のクレジット損失率のリスクに対す
る魅力的な補償を与えてくれます。これが、今後予想以上
に利上げが行われた場合にも、一定のクッションの役目を
果たしてくれるのです。 

OASをクレジット損失率で調整すると、様子がよくわかり
ます。下のグラフでは、各年末時点におけるOASから、翌
年におけるクレジット損失率を差し引いて示しています。
尚、現在のレベルについては、2016年9月30日時点におけ
るOAS、及び、来年におけるクレジット損失率として、同
時点のレベルから20%低下したクレジット損失率を前提
しています。 

クレジット損失率の推移 
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出所：ムーディーズ。信用格付けは、証券の将来の相対的な信用度を評価
する等級を示すわかり易い体系です。 

デフォルト率 
が上昇中

* オプション調整後スプレッド（OAS）とは、各債券に付随するオプション
特性を調整した債券利回りの無リスク利率に対するスプレッドを表す尺度
です。 
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新興国債券
2016年には中国をはじめ新興国をめぐる懸念が後退した
ため、新興国債券が力強く回復しました。 

しかし、米大統領選でトランプが勝利したことで先進国
国債が売られ、新興国に対するリスクオフの姿勢が強まり
ました。今後の新興国債券はどうなるのでしょうか。 

新興国債券市場は、現地通貨建て債券を中心に多年にわ
たって安定的に拡大を続け、大規模で多様な投資ユニバー
スとなりました。銘柄の数と多様性が増したことにより流
動性が向上し、このセクターに投資し易くなりました。  

ただ、アクティブ・マネージャーは一貫してアンダーパフォー
ムしてきました。特に興味を引くのは、アンダーパフォーマン
スしたのはたまたま悪い年だったためだとか、ブラックスワ
ン的な事象の結果ではないという点にあります。そうではな
く、近年で言えば、ロシアとウクライナの紛争やブラジル国
債の暴落といった一度きりのクレジット事象への対応に絶
えず失敗してきたためなのです。 

新興国債券のエクスポージャーは
意味があるか?
現地通貨建て新興国債券市場へのパッシブなエクスポー
ジャーは説得力を持ちますが、そもそも当該市場のエクス
ポージャーを持つ意味はあるでしょうか。 

他の債券セクターと比べて利回りに妙味があることなどか
ら、長期投資の対象として魅力的だと我々は考えています

（左のグラフを参照）。 

現地通貨建て新興国債券は、これまでボラティリティの高
い資産クラスでしたが、このボラティリティは主に為替変
動によるものでした。下のグラフでは、新興国通貨がこれ
までの多年にわたり継続的に下落を続けていることを示
しています。

近年における通貨の下落を受けて、新興国債券・通貨は、
長期投資家にとって魅力的なものとなっています。今後、
米国債の利回りが上昇しドル高になれば、短期的にはボ
ラティリティが高まるでしょうが、新興国市場の成熟につ
れて、投資家はより多くの資金を配分するようになると予
想しています。 

また、先進国における政治リスクの高まりも考慮に入れる
と、先進国と新興国の間の政治リスク格差が長期的に縮
小していく、という観点にも説得力があります。 

出所：SSGA、モーニングスター、2016年9月30日時点。モーニングスターのデータベースに入っているJPM GBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数を主要ベンチマーク
とする運用資産額上位30ファンドに基づくデータ。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。指数に投資することはできません。 

モーニングスターによると、JPM GBI-EMグローバル・ディバー
シファイド指数をベンチマークとする現地通貨建て新興国債券
のアクティブ運用ファンドの運用資産額上位30本のマネージャー
は、ベンチマークを大幅にアンダーパフォームしてきました。 

アンダーパフォームしたマネージャーの割合（%） 

マネージャーのアンダーパフォーマンスの年率平均 

1年 3年 5年 

-1.74% -1.17 % -1.14%

87% 87% 90%

新興国債券の利回り 

出所：SSGA、JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド指数（ハー
ドカレンシー建て新興国債券）。この指数は、新興国政府および準政府が
発行した米ドル建て債券の収益率に連動する新興国債券のベンチマーク
です。JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド指数（現地通貨
建て新興国債券）。この指数は、新興国政府が発行した現地通貨建て債券
の収益率に連動する新興国債券のベンチマークです。指数に投資するこ
とはできません。 
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株式
バリュエーションと配当特性 
過去6-7年間の株式市場で見られた上昇相場を調べる
と、異例のパターンが浮かび上がってきます。これまで低
ベータと考えられてきたディフェンシブな株式が、上昇相
場をリードしてきたのです。 

このことは、キャッシュフローが安定的で、配当性向が高
く、収益が循環的に低下するリスクが低い長期デュレー
ションのセクターで特に顕著でした。生活必需品、公益事
業やヘルスケアなどが、このセクターに含まれます。 

そのため、ディフェンシブなセクターのバリュエーション
が割高になってしまいました。一方で、景気に敏感なセク
ターの方がかえって低いリターンと市場評価を残すこと
になりました。下のグラフでは、米国について、生活必需
品、情報技術、及び金融セクターの高配当利回り銘柄のバ
リュエーションの推移により、この点を説明しています。 

米国においては、生活必需品セクターと景気敏感セクター
のバリュエーション格差が、過去20年間で最大になって
います。生活必需品セクターの株価/キャッシュフロー倍率
は26倍に達したところですが、これではキャッシュフロー
利回りは4%未満となり、リスク資産の期待リターンとして
はどう見ても低いことになります。このようなバリュエー
ションが見られるのは1998年以降で初めてです。  

一方で、金融セクターと情報技術セクターの市場評価は
控え目であり、過去20年間の平均を十分に下回っていま
す。異例なことに、バリュー投資の観点で見ると、あまり
ディフェンシブでないセクターの方が、安全マージンが広
くなっているように見えます。  

配当性向特性の変化
近年、配当性向の特性に大きな変化が見られます。伝統
的にディフェンシブ・セクターに位置付けられる電気通信
セクターや生活必需品セクターが、市場全体の配当利回
りに対する寄与を低下させ、代わりに、景気敏感セクター
とされる情報技術、一般消費財・サービスやエネルギーと
いったセクターの寄与が高まっています。  

下のグラフでは、グローバル・バリュー指数につき、各セク
ターの配当利回りを過去10年間の中央値と比較していま
すが、この点がはっきりと見て取れます。エネルギー、一般
消費財・サービス、素材や情報技術といったセクターの配
当利回りは、それぞれの10年間中央値を十分に上回って
います。一方で、ヘルスケア、公益事業や生活必需品といっ
たセクターの配当利回りは、10年間中央値を下回っていま
す。繰り返しますが、このことはキャッシュ回収の早いセク
ターの方に豊かな配当原資があることを示しているのか
もしれません。  

MSCIワールド・バリュー指数 －  
セクター毎の配当利回り 

出所：SSGA、ファクトセット。セクター分類は提示されている日付時点の
ものであり、今後変わることがあります。この情報は、特定のセクターへ
の投資や証券の売買を推奨するものではありません。示されたセクター
または証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。MSCIワールド・バ
リュー指数は、先進23カ国においてバリュー・スタイルを示す大型株と中
型株で構成されます。 
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8.0 配当利回り（%、過去12カ月間）
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配当の持続可能性
しかしながら、高配当に見えても必ずしも実際にその高い
配当利回りを実現できるか、また配当の成長を享受できる
かどうかはわかりません。

そこで、配当利回りの持続可能性を精査することが重要
になります。例えば、前掲のグラフにあるエネルギー・セク
ターの高配当利回りは、株価が下落しバリュエーションが
悪化した結果でもあります。

短期的に停滞しているエネルギー市場の動向を考慮に入
れると、同セクターが高い配当利回りを継続する可能性に
は大いに疑問が残ります。配当利回りの持続可能性を評
価するためには、配当・収益カバレッジ・レシオに注目す
る必要があります。

過剰に景気に敏感なセクターには、景気循環が進んでく
ると収益力が弱体化するリスクに加えて、配当性向引き下
げのリスクもあります。

配当利回りをどこに見出すのか ?
資源、資本財・サービス、及び情報技術セクターには、持
続可能な配当利回りが見られます。 

「そして地域により配当能力に大きな相違が
あります。アジア太平洋地域とユーロ圏には、
魅力的な高配当の投資機会があります。」
ウィリアム・キレーン博士、CFA、ポートフォリオ・マネージャー、 
ファンダメンタル株式 

これらの地域では、伝統的にディフェンシブ・セクターのバ
リュエーションと利回りに投資妙味がないため、インカム
投資家は配当利回りを追及するに当たり、一段とデリケー
トなアプローチをとらなければなりません。 

足元では異質なセクターが興味深い投資機会を提示して
います。まとめると、投資家は現在の景気循環が終盤に
入っているため、デュレーションの短い株式の中にある利
回り対象に重点を置かねばなりません。

企業のファンダメンタルズの強さ  — 売上高と利益率をプロテクトするのに有益なファクター。
景気に敏感な銘柄の場合には、配当性向が景気循環に応じて変化しがちですが、市場占有率、規模、
ブランド力、コスト・リーダーシップ、価格決定力や参入障壁といった企業固有のファンダメンタルズは、
収益へと向かう予測可能な経路をつくり出すことができます。

バランスシートの強さ — 財務レバレッジが抑制されている企業は、配当を大幅に削減することなく収益
ショックを吸収することが可能です。保守的な配当・収益カバレッジ・レシオに、低い財務レバレッジを
組み合わせることにより、景気循環の全体を通して一貫性のある配当利回りを実現できます。財務レバ
レッジがなければ、より株式投資に本来的な投下資本収益を享受できます。 

1
2

配当利回りの持続性を求めて
2つの重要なファクターを評価：
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リフレ環境の中で躍進する株式セクターを
見出す

成長性の
発見

利回り追求を超えて
考えよう
市場の中で過小評価されていて、割安
に放置されている領域に方向転換す
る機会を窺う。

成長株を注視
平均を上回る収益見通しと割安なバ
リュエーションから恩恵を受ける姿勢
を保つ。

特定のセクターに着目
イノベーションが発揮されるヘルスケア
や情報技術（IT）といったセクターは、
長期的で景気循環の影響を受けにく
い成長が期待される。

投資アイデア 

02
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利益       
成長率

利回り追求から成長へ 
トランプ氏が米大統領選に勝利する前にも、この長引く景
気循環の中で株式には上昇余地が残っていましたが、市
場の一部で再評価がなされた結果、相場を主導するセク
ターに変化が見られます。 

企業のバランスシートは健全な状態にあり、コア・インフレ
率は低く、雇用環境が改善していて、しかも家計の債務状
況もやり繰り可能な範囲にありますから、今年は株式がさ
らに躍進する年になるでしょう。 

ただし2017年は、株式投資家にとってバリュエーション的
に割高になっている高利回りセクターから過小評価されて
割安に放置されてきた成長分野に重点を移す年になると
考えます。しかもトランプ氏の成長戦略の内、どれが達成
できるかが次第に見えてきたことで、新たなリフレ環境の
中で、特定のセクターが他のセクターに比べて恩恵を受け
るようになりそうです。 

株式リターンの基本方程式（下記を参照）に従えば、利回
りから成長への移行が起きても不思議ではありません。
低成長で低金利の環境が長引いたため、利回りを渇望
する投資家は、低ボラティリティ株式や高配当株式、そし
て公益事業や生活必需品といったセクターに殺到してバ
リュエーションを史上最高水準にまで押し上げました（右
のグラフを参照）。 

債券の代替である低成長銘柄が上昇した結果、2016年
はファンダメンタルズを重視していたアクティブ・マネー
ジャーが苦戦することになりました。彼らの多くは、成長
性が低くバリュエーションが割高な生活必需品や公益事
業セクターを妙味がないと判断していたためです。長期的
にはファンダメンタルズが最も重要だと考えて短期的なア
ンダーパフォーマンスを堪え忍ぶ選択をしたアクティブ・マ
ネージャーの大半が、ベンチマークを下回る結果となりま
した。 

転換点か？ 
しかし、リフレ環境の下では低成長株式のPERがこれ以
上拡大することは期待できないため、相場のサイクルは
高利回りのセクターから他のセクターに資金を移す転換
点を迎えたように思われます。2016年後半には、公益事
業、生活必需品や電気通信サービス・セクターは低迷する
一方で金融セクターや伝統的な成長性セクターがアウトパ
フォーム（例えば、S&P 500テクノロジー指数は2016年第
3四半期に12.5%も上昇しました）して、転換点を示す兆
候が見え始めていました。 

我々はあまり景気に敏感ではなく、かつ平均以上の利益成
長性を示す銘柄に軸足を置くべきだと考えます。こうした
安定成長銘柄は、投資家が債券代替である高利回りセク
ターと超成長銘柄（フェイスブック、アマゾン、ネットフリッ
クスやグーグルといったいわゆるFANG銘柄など）という
両極端に注目している限り認められてきませんでした。 

しかしながら、ファンダメンタル分析の観点からすると安定
成長株は、平均以上に良好な利益成長、魅力的なバリュ
エーション、株式配当もしくは自社株買いが見込めること
から、株式リターンの基本方程式の3つの変数すべてから
恩恵が得られるものと考えられます。さらに、こうした企業
はトランプ政権下で推し進められるであろう規制緩和や減
税、キャッシュの本国送還から恩恵を受ける可能性があり
ますが、それはいずれわかることでしょう。 

バリュエー
ション変化

キャピタル
リターン

株式投資
からの
総リターン

株式の算数: 高利回りから成長に重点を移す

PERの拡大            
または縮小

配当、自社株買い

低ボラティリティ銘柄のバリュエーションは史上最高水準に 

出所：ファクトセット、CRSP、バーンスタイン・アナリシス

1978 200819981988 2016

20x

15x
平均 12.7倍

現在 19.5倍
10x

5x

株価収益率（PER）
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今後中心となるセクター 
健全なバランスシート、高水準のフリー・キャッシュフロー、
イノベーション主導のビジネスモデル、株主価値を重視する
経営陣といった基盤の上に有機的で長期的な成長力を有
する企業は、過去と同程度のバリュエーション・プレミアム
を取り戻せるものと考えられます。 

ボトムアップ型の投資家は市場をくまなく調べて有機的な
成長性を示す銘柄を発掘できますが、以下のグラフでは、
一般消費財・サービス、情報技術やヘルスケアといった伝
統的な成長セクターが平均以上の長期EPS成長率を持つ
ことを示しています。コンセンサス予想成長率は楽観的過ぎ
るのかもしれませんが、セクターの序列には納得できます。 

ディフェンシブ・セクターである公益事業、電気通信サー
ビスや不動産セクターでは、今後は成長性の低さが問題に
なってきます。他方、米大統領選でのトランプ氏勝利の第
一報を受け、彼が選挙運動期間中に発していたインフラ
支出をめぐる公約を手がかりに、素材、エネルギーと資本
財・サービスの各セクターが上昇しました。 

同様に金融セクターも、トランプ氏が過剰な金融規制を
撤廃すると公言していたため上昇しました。金融セクター
は、株価純資産倍率で見て割安で、今後もリフレ環境の中
で一層の上値が期待できます。我々は2017年を通じてこ
れらのセクターを注視していきます。

どこを見るのか？
相対バリュエーションを見ると、2016年の年末においてヘ
ルスケアと情報技術は、過去の相対予想PERと比較して最
も割安なセクターになっています（次ページの表を参照）。 

これらのセクターは、混乱を極めた過去10年間に持続可
能な成長性を示してきており、また相対バリュエーション
も割安なため、今後のPER拡大が見込めます。現時点で
ITとヘルスケアには必勝の組合わせとも言える優れた利
益成長性と低いバリュエーションが見られます。 

トランプ氏が計画している医療費負担適正化法の改革に
ついては不透明ですが、ここでも相対的な勝ち組と負け組
が生まれると考えられます。バイオテックおよび製薬会社
は、全体的にヒラリー・クリントンが問題視した薬価引き上
げの抑制による影響を余り受けないように見受けられます
が、製薬会社はグローバル化しているため、むしろドル高
や貿易関係の阻害の影響を受けやすいと考えられます。 

成長指向のバイオテクノロジー銘柄は、初めて製薬会社と
同程度のPERで取引されています。 

情報技術株は大統領選後の当初こそ下落しましたが、追
加設備投資による利益拡大が見込めるかもしれません。 

債券代替セクターへの再考から、利益成長性がセクターリターンの決定要因に 

出所：ファクトセット、2016年9月30日時点。示されたセクターは提示されている日付時点のもので、変わることがあります。ここに示す情報を特定のセクター
への投資や提示する証券の売買の推奨と捉えてはなりません。示されたセクターまたは証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。 

20 60

18

16

14

55

12

25

10

20

8
15

6 10

4
5

2

0 0
生活      

必需品
一般消費財・

サービス
ヘルスケア 電気通信

サービス
公益事業不動産S&P

500
資本財・ 
サービス

素材 エネルギー 金融情報技術

S&P 500 Estimated Long-Term EPS Growth 1 S&P 500 Forward Price/Earnings 2

36 ssga.com

Global Market Outlook 2017



情報技術とヘルスケアは過去の相対予想PERから見て最も割安に
S&P 500指数と比べた各セクターの相対バリュエーション（1986年10月から2016年10月までのデータに基づく） 

イノベーションと消費者需要の追い風 
ヘルスケアや情報技術といったセクターには、健全なファ
ンダメンタルズに加えてイノベーションが長期的で、景気循
環の影響を受けにくい成長を守る防護壁の役割を果たす
と我々は考えています。例えば、ヘルスケア業界ではがん
や奇病への新療法の確立が価格決定力や強固な収益成
長性をもたらします。 

より安全で、賢く、燃費の良い自動車の運転技術は、様々
なセクター（例えば、情報技術、資本財・サービス、一般消
費財・サービスなど）に投資機会をつくり出すイノベーショ
ンです。 

他にも成長の追い風として、安定した消費需要がありま
す。力強いモメンタムと「バリュー」の欠如により、グロース
指数の中で生活必需品セクターが上昇する結果となりまし
た。生活必需品は金融危機以降で一桁台前半の利益成
長率を示しています。 

別の選択肢の検討 
平均以上の利益成長性と強固なフリー・キャッシュフロー
を兼ね備え、さらに生活必需品のような安定性を追い求
めている投資家には、伝統的な成長性セクターの中に別
の選択肢があります。例えば、一般消費財・サービス・セク
ターの中のケーブルテレビ会社は公益事業的な特徴を示
します。なぜなら、いかに不景気でも自宅のインターネット
回線を切ることは多くの消費者にとって考えられないこと
だからです。 

政治体制と政策が大きく変わる兆候のある年に当たり、
高利回りではなく相対バリュエーションと利益成長が、株
式投資家にとって新たな重要性を帯びてくると考えます。 

このため、2017年は成長性セクターの中でこれまで日の
当たらなかった領域にある投資機会を再検討すること
で、投資家はバリュエーション、利益成長、キャピタルリ
ターンという株式方程式の構成要素を改善して、結果と
して得られるトータルリターンを向上していく年になると
我々は考えています。 

株価純資産倍率 3 株価営業キャッシュフロー倍率 4 予想PER

現在 平均 上値余地 現在 平均 上値余地 現在 平均 上値余地

S&P 500 2.89 2.85 -2% 12.90 10.50 -19% 16.70 15.14 -9%

一般消費財・サービス 1.59 1.08 -32% 0.99 0.93 -5% 1.08 1.09 0%

生活必需品 1.72 1.75 1% 1.17 1.29 10% 1.18 1.12 -5%

エネルギー 0.67 0.84 25% 0.99 0.75 -25% 2.10 1.05 -50%

金融 0.40 0.62 56% N/A N/A N/A 0.73 0.76 4%

ヘルスケア 1.30 1.78 36% 1.18 1.69 43% 0.90 1.13 25%

資本財・サービス 1.48 1.08 -27% 0.96 0.99 3% 1.01 1.02 0%

テクノロジー 1.59 1.33 -16% 1.13 1.28 13% 1.01 1.16 14%

素材 1.28 0.92 -28% 0.86 0.89 4% 0.99 1.00 2%

不動産 1.17 0.99 -15% N/A N/A N/A 1.10 1.15 5%

電気通信サービス 1.00 0.95 -6% 0.49 0.63 30% 0.82 1.02 25%

公益事業 0.66 0.61 -7% 0.55 0.64 17% 1.04 0.88 -15%

* エネルギーのPERは、コモディティ価格下落による利益の落ち込みにより歪められています。
出所：ファクトセット、コンピュスタット、BoAML、2016年10月31日時点。 

 
1  一株当たり利益（EPS）は、発行済普通株式のそれぞれに配分される企業利益のことです。  
2 予想株価収益率は、企業の株価の一株当たり予想利益に対する比率です。  
3 株価純資産比率は、企業の時価の簿価に対する比率です。  
4 株価営業キャッシュフロー比率は、企業の時価の年間営業キャッシュフローに対する比率です。 
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ボラティリティが発生するパターンを見ると、2017年には株式市場のリスク
が高まることが予想されますが、極端な相場の動きを抑制しようにも、米連邦
準備制度理事会（FRB）に残された余力はほとんどないように見えます。

ボラティリティに
対するポジション取り

03

リスクを監視せよ
外的な脅威に満ちているため、FRB
が相場の下落を抑え込むのは次第に
困難に。

ツールを再考せよ
キャッシュと高リスク資産の間でポー
トフォリオを行き来させる戦略を検討
すること。

マネージド・ボラティリティ
市場よりも低いボラティリティ特性を
持つ株式配分と戦略。

投資アイデア
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今後も続くボラティリティ 
2016年はボラティリティの急上昇に市場が翻弄され続けた
1年でしたが、米大統領選挙や英国のEU離脱決定のことを
考えても、市場がどれだけ地政学的ショックに敏感に反応す
るかをあらためて思い知らされました。このようにボラティリ
ティが異例なパターンを描き、相場の極端な変動を抑え込む
FRBの能力が不安視されるようになっている以上、投資家
が2017年を乗り切る重要なツールとしてダウンサイドプロテ
クション戦略をツールキットに加える必要があるでしょう。 

中央銀行のオプション戦略 
2017年の年頭に当たり、極端な相場変動を抑え込む力が
FRBにまだ残っているかどうかは検討に値します。 

これまで、たとえ市場危機が起きたとしてもFRBが救って
くれるものだと長い間信じられてきました。いわゆる、「グ
リーンスパン・プット」やその後の「バーナンキ・プット」と
呼ばれるセオリーです。暗黙のうちに市場の信頼感を下
支えしてきたことで、FRBには議会から与えられた雇用の
最大化と物価の安定という目的に加えて、金融市場の安
定という第三の使命があるという結論に結びつきました。 

しかし、金融の安定性とは必ずしもダウンサイドを保護す
るばかりではありません。とりわけ経済成長が低迷してい
る環境下で相場が過熱しすぎないようにすることも含まれ
ます。 

こうした「イエレン・カラー」とも称されるFRBのアプロー
チが過去18カ月間に事実として示されてきました。危機的
状況により相場が下落した場合でも、FRBの政策ガイダ
ンスが下支えをしてくれるだろうという期待感が高まりま
した。市場が「プット」オプションを行使するようなものです。 

反対に相場の上昇期には、「コール」オプションの行使価
格が迫っているため、FRBが上げ幅を抑えようとタカ派
的な発言を行うことも目の当りにしました。 

例えば今年の8月には、S&P500指数が中旬に3度も史上
最高値を更新したことがありました。明らかにタカ派的な
口調の発言がFRBによってなされて投資家心理に歯止め
をかけ、米大統領選に先立つ下落へとつながりました。上
の右側のグラフは、損失が限定され上げ幅も抑制される
というFRBがとった行動(カラー戦略)を示しています。

カラーの定義
カラーとはプロテクティブなオプション戦略で、対象
資産のロングにプットの買いとコールの売りを組み
合わせるものです。結局、この戦略は対象資産を大
きな下落から守り一定の利益を確保してくれます
が、大幅な値上がり益にも制限を加えます。 

FRBの行動に見られるカラー戦略： 
収益成長の支えを失ったS&P500指数リターン 

出所：SSGA、ブルームバーグ、2016年10月17日時点。 

「イエレン・カラー」のアプローチは、2015年前半から収
益の伸びが見られなくなったため、相場に下限（フロア）
と上限（シーリング)を設けようとしているようです。 

金融危機の前には、FRBは後に住宅危機につながった住
宅セクターの過激な貸出を抑制しようとしていませんでし
た。今日のFRBは経済を成長させるために金融緩和を貫こ
うという姿勢を明確に示していますが、その一方で資産バ
ブルに陥らないように根拠のない熱狂は抑制しようとして
います。ハイイールド債に加えてバイオテック株や小型株の
バリュエーションに言及したイエレンFRB議長のコメント
が、投機的な動きで過熱化した上昇相場をFRBがどう見
ているかをはっきりと示しています。 
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今回の上昇相場は長続きしています
が、猛威を振るってはいないため、昨
年はボラティリティを表す2つの尺度
が明確に乖離しました。これは、リス
ク管理あるいはボラティリティ型の戦
略に資産配分がなされたことをはっき
りと示しています。

2016年の10月まで、CBOE SPXボラ
ティリティ指数（VIX）の2016年の平
均値は16.4で、過去20年間の平均値
よりも17%も低かったのです。合理的
な理由としては、2016年が低リスク
の年だったため、ボラティリティ型戦
略やダウンサイドプロテクション戦略
の必要性が低かったことが考えられ
ます。

しかし、ボラティリティに対する市
場心理の代替 指標であるC B O E 
SKEW指数（別名ブラックスワン指
数）は全く別の姿を表しています。

CBOE SKEW指数はアウト・オブ・
ザ・マネーのオプションを使用して、
テールリスク事象の発生確率を示す
バロメーターを計算します。これは、
アト・ザ・マネーのオプションを含む
広い範囲のオプションを使用してイン
プライド・ボラティリティを推定する
VIXとは好対照をなしています。

下のグラフは、VIXが10台の半ばか
ら後半に留まっていても、この指数が
高まっていることを示しています。 

足元で進んでいる株式の強気相場
は8年目に入っているため、投資家が
テールリスクをヘッジするために進ん
で対価を払っているということが見て
取れます。

VIX指数とSKEW指数のレベルに乖離が見られるのは珍しいことではありません。前回この現象
が見られたのは2004年から2007年の夏までのことで、経済の中に見られた高水準のレバレッジ
に対する投資家の懸念の現れを示していました。その後2008年に市場は調整し、米国の住宅市
場バブルが終止符を打ち、世界金融危機が始まりました。 

ボラティリティ指標間の乖離 

出所：ブルームバーグ、2016年11月9日時点。
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ボラティリティの急上昇
それでは足元のボラティリティが低いのに、ダウンサイド
プロテクションを追い求め続け、テールリスクヘッジにコス
トを払おうとする投資家が多いのはなぜでしょうか。 

理由の一つとして考えられるのは、ダウンサイドプロテク
ションが実際には値上がり益の機会を生み出せるという
ことです。市場に投資する最高の機会はしばしばテールイ
ベントの直後に起こります。例としては、1987年の株価大
暴落後に株価が急上昇したことや2002年のドットコム・
バブル崩壊後の上げ相場、それに2007年から2008年に
かけて起きた世界金融危機に続いて起きた株価の「メルト
アップ」などが挙げられます。こうした期間中にダウンサイ
ドをプロテクトする投資家は、市場の暴落に乗じて利益を
あげるための「ドライパウダー（手元資金）」を温存してい
たのです。 

ダウンサイドをプロテクトしていた投資家の一部は、2009
年初めにハイイールド債のスプレッドが20%に拡大した時
を狙って資金を再配分することに成功しました。 

とは言え、投資家がボラティリティの低い環境下でダウン
サイドプロテクションを求めるのは、別の理由からかもし
れません。今回のボラティリティ環境はトレンドを形成する
ようなボラティリティとは異なり、個別の事象によって引き
起こされる単独のボラティリティ形成期間からなるという
特徴を持ちます。 

下のグラフで示される通り、過去18カ月間に市場は短期間と
は言え厳しいボラティリティの嵐（英国のEU離脱、FRBの
利上げ後、中国の人民元切り下げ）を経験してきました。 

異例なパターン 
それぞれの時期において、ボリンジャーバンドの拡大、そ
して縮小が示す通り、ボラティリティが急上昇した後に低
下しています。ボリンジャーバンドとは、単純移動平均か
ら上下に2標準偏差離れた点を描いたものです。 

これは余り見られないパターンです。ボラティリティには一定
時期に固まる傾向があるため、従来はボラティリティの急上
昇が持続するのが通例でした。ところが今はボラティリティ
が上昇しても短期間のうちに収束します。ボラティリティの
低下は短期的には安心材料になりますが、今日の異常なボ
ラティリティの動きにより投資家の信頼感が崩れ去っていま
す。このことがダウンサイドリスクの緩和を至上命題として
高めていることから、我々はこれが今後も続くと考えていま
す。このようにボラティリティ指標間に乖離ができ、ボラティ
リティの集中化が消失したのには、構造的な変化が関わって
いるのです。

最近の経済成長率は長期平均の3.2%をかなり下回る2%
近辺で推移しており、下のグラフが示す通り、対GDP比で
見た政府の財政支出が低下していて財政刺激策も不足し
ていました。 

低成長に加え財政刺激策が下降線を描きながら低水準
で推移していることから、金融政策がひたすら成長を下
支えする役割を担い、外的なショックの結果生じる弱気
心理を払しょくしてきました。そのプロセスは秩序だって
はいましたが、組織的に発生したことではありませんでし
た。金融政策が効果的でいられるのは、それが成長率や
資産価格レベルを決定する主役である限りにおいてなの
です。 

ボリンジャーバンドの拡大はボラティリティの断続的な
急上昇を示す 

出所：SSGA、データはブルームバーグより入手、2016年11月9日時点。
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出所：SSGA、データはブルームバーグより入手、2016年11月7日時点。
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しかしそのカラーが外れてしまったならどうなるのでしょう
か。ボラティリティが高まるたびにカラーはどんどん広がっ
ていき、最終的には離れ離れになって、市場は弱気相場に
陥るのです。前述の通り、ボラティリティは一定の時期に固
まるか長期間持続する傾向があります。 

投資家が乗り切っていかなければならない不確実性に
は、FRBの政策、世界の中央銀行の政策、財政の行き詰ま
り、長引く低成長の経済、バリュエーションが割高な環境
下での企業の収益成長など、ほんの数例を挙げるだけで
も枚挙にいとまがないのは確かです。行き詰まりと低生産
性はカラーを一段と広げていくため、FRBには市場を一段
と高値に導くことも、市場の下落を抑え込むことも難しく
なります。 

反対に、前向きな理由によってカラーが外れることもあり
えます。自社株買いや現金の積み上げではなく、企業が組
織的に収益成長を果たすことによって企業の投資が拡大
するのです。財政の行き詰まり状態がおさまり、インフラ建
設の推進により政府支出が増大、雇用や賃金が大きく伸び
ることによって、世界中の中央銀行による超低金利の金融
緩和政策ではなく、組織的な成長に裏打ちされた持続可
能な成長に向かっていくのです。 

政策ミスによりカラーが外れてしまう 
FRBは第二次世界大戦後で最も緩慢な景気回復
を続ける経済のかじ取りに苦労しています。利上
げに対してリターンが敏感に反応するようになっ
ています。 

一方で、FRBが相場を加減しようとして発する
声明の有効性も限界に達した感があります。世
界各地で台頭する保護主義者の発言による外的
ショックや政治の行き詰まりが重なっていること
もあり、政策ミスが市場の下落を引き起こすとい
うことも考えられるシナリオです。 

シナリオ 1 シナリオ 2
カラーが外れるとともに成長率が拡大し相場が
上昇する 
米大統領選以降、減税、規制緩和や財政刺激策
への期待感から株式相場が上昇しています。  

また米国企業は過去5四半期にわたりマイナスの
収益成長率を記録していましたが、第3四半期に
はプラス成長を実現し、このトレンドが2016年第
4四半期にも続くものと予想されます。 

財政刺激策と継続的な企業の収益成長が相まっ
て、株式市場が持続的に上昇していく可能性が
あります。その一方で、見込んでいる政策が実施
されず成長が低迷したままになる可能性もあると
いうことも忘れてはなりません。米国第114議会
は、通過した法案の数で言えば過去30年間で最
も生産性が低い議会でした。 

カラー戦略が有効ではなくなる市場？ 
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ボラティリティを乗り切る 
ニュースの見出しを飾るボラティリティは市場のリスクを
過小評価してきました。SKEW指数は、相場を揺さぶる
ような事象が起きる度に株式市場がゆっくりと値を上げ
てはいるけれども、投資家の懸念が消えていないことを
示していました。

こうした不透明な環境にあって、ポートフォリオをプロテク
トしながら上昇相場にも乗っていきたい投資家には、どの
ようなツールが残されているのでしょうか。そうした投資
家は、ダウンサイドプロテクションの特徴を持ちつつ、相
場が上昇に転じた時にはリターンを生み出すこともできる
株式投資について考えてみることができます。 

例えば次のような戦略です。 

• 市場よりも低いボラティリティ特性を持つ戦略

• ボラティリティトリガーに基づき、キャッシュと全額投
資の間を戦術的に行き来する配分戦略

• ルールベースのカバードコール・エクスポージャーなど
何らかの形態のボラティリティ重視型オプションベース
戦略（すなわち、FRBやイエレン・カラーと闘わない） 

V I Xは長期平均以下で取引されており、
「すべて視界良好」のシグナルを発してい
るのかもしれません。しかし、それ以外の指
標は警戒が必要なことを示しています。

投資家にとっては、2017年の主なポートフォ
リオ構成要素としてダウンサイドプロテク
ション戦略に着目していくことが賢明です。 
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投資アイデア 

資産配分決定で思わぬ結果を招かぬよう
管理する

04

全体
ポートフォリオ

低ボラティリティ戦略のエクス
ポージャーをモニターする
低ボラティリティ戦略を行うに際して、セ
クター配分と通貨配分の意図せざるエク
スポージャーを認識し、必要に応じてヘッ
ジすること。

カントリー・エクスポー
ジャーを評価する
高配当株式戦略を行うに際して、意図せ
ざるカントリーリスクを取っていないかを
評価し、ポートフォリオ全体で管理するこ
と。

相関を
評価する
リスクを低減するため幅広い
資産クラスを検討すること。
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因果関係 
2017年において、インカム収益や成長性から来る収益、そ
してプロテクション効果を得るためには、ポートフォリオに
ある様々な戦略が持つ相互作用についても検討されるべ
きです。 

株式ポートフォリオを様 な々エクスポージャー
に向けてティルトさせれば、成長性や利回り
の課題に対処することができますが、そうし
た戦略が持つ思わぬ結果を招く可能性を認

識することが重要です。

デス・ローレンス、シニア・インベストメント・ストラテジスト 

多資産ポートフォリオでは、分散効果を実現しようとして
資産を組み合わせる際に、債券・株式間の相関が変化し
ていることを意識することが大切です。

低ボラティリティ株式 
株式ポートフォリオの一部を低ボラティリティ株式戦略に
配分すれば、ポートフォリオ全体のボラティリティを抑える
ことができます。このアプローチは、より少ないリスクで、
市場と同等の長期的リターンを獲得しようとする投資家
に適しています。しかし、当該戦略のパフォーマンス状況
や、セクター配分、通貨配分におけるエクスポージャーに
ついては精査の必要があります。

戦略の設計上、低ベータの特性を持つ低ボラティリティ株
式戦略は、下落相場では親指数をアウトパフォームし、上
昇相場ではアンダーパフォームするのが通常の姿です。超
過リターンが非常に高い時期、下のグラフで言えば回帰線
のかなり上にくる時期もありますが、そういった時期は規
格外である事を強調しておかなければなりません。この戦
略の主眼はリスクを低減する事であって、あらゆる相場環
境でアウトパフォームする事ではないからです。

カントリー・エクスポージャー

相関

為替 

ファクター・エクスポージャー

なすべきこと 

低ボラティリティ、少ないリスク、同様なリターン 

MSCIワールド指数ネット月次リターン（%）

出所：ブルームバーグ、MSCI、SSGA、2016年9月30日時点。分散投資や資産配
分により利益の確保や損失に対する保証が得られるわけではありません。過
去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。指数
に投資することはできません。MSCI最小ボラティリティ指数は、絶対リターン
とともにボラティリティを重視する最小分散戦略のパフォーマンス特性を反
映しようとしています。MSCIワールド指数は、先進23カ国の大型株と中型株
のパフォーマンスを表す広範なグローバル株式ベンチマークです。 
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セクター・エクスポージャー 
低ボラティリティ株式戦略は、制約条件のかけ方次第で、
業種、国や通貨の分散程度が異なります。それでも、同戦
略において特定セクターへの集中が起きる場合がありま
す。 

例えば、公益事業と生活必需品を大幅にオーバーウェイト
して、テクノロジーとエネルギーをアンダーウェイトする、と
いった具合です（下のグラフを参照）。2016年9月までの
9カ月間におけるエネルギー株の大幅な反転上昇は、低ボ
ラティリティ投資のパフォーマンスについて貴重な教訓を
与えました。 

監視と管理
株式ポートフォリオ全体で集計したセクター・エクスポー
ジャーを知り、そのポジショニングが生み出す結果を理解
することが重要です。例えば、利上げの影響をモデル化
すれば、ポートフォリオの生活必需品と公益事業へのアク
ティブ・エクスポージャーや、エネルギーのポジションに対
するコモディティ価格の影響を理解できるようになるかも
しれません。

各セクターの中で保有銘柄と非保有銘柄のボラティリティ
を評価しても、アクティブリスクの内訳やアクティブリター
ンの源泉に関する認識が深まります。例えば、MSCI最小
ボラティリティ指数では、情報技術セクターのアンダーウェ
イトが金融セクターのそれのほぼ3倍もありますが、アク
ティブリスクに対する両者の寄与度は概ね一緒になって
います。 

過剰なエクスポージャーをとっているセクターがあるので
あれば、例えばセクター指数先物を使って当該エクスポー
ジャーを一部ヘッジすることが検討できます。 

出所：BarraOne、MSCI、SSGA、2016年9月30日時点。セクター分類は提示されている日付時点のものであり、今後、変わることがあります。ここに示す情報
は、特定のセクターへの投資や証券の売買を推奨するものではありません。示されたセクターまたは証券が将来利益を生むかどうかはわかりません。 
1 アクティブリスクへの寄与度は、MSCIワールド指数に対するMSCI最小ボラティリティ指数の総アクティブリスクへのセクターの寄与度を表します。  
2 アクティブ・エクスポージャーは、MSCI最小ボラティリティ指数のセクター構成比とMSCIワールド指数のそれとの差を表します。 
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為替とボラティリティ 
低ボラティリティ株式戦略への投資では、特に短期のパ
フォーマンスについて、戦略の基準通貨の動きの影響を
敏感に受けることがあります。 

右のグラフが示す通り、過去10年間において、MSCI最小
ボラティリティ指数は、米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド
建てと日本円建ての各親指数よりも低いボラティリティを
示してきました。米ドルと日本円の投資家は約4.5-5％の
ボラティリティ低下の恩恵を、ユーロと英ポンドの投資家
は約2％のボラティリティ低下の恩恵を受けました。

しかし、1年間のような短い投資ホライズンでは、基準通
貨によって、ボラティリティ低下の恩恵は大きく異なりま
す。2016年9月までの1年間において、円ベースの投資家に
とっては6％のボラティリティ低下、米ドルとユーロの投資
家にとっては約3.5％のボラティリティ低下であったのに対
して、英ポンドの投資家は4％近くのボラティリティ上昇を
被りました。

英国と日本の投資家の対照的な経験は示唆に富んでいま
す。英国の投資家にとって、国際投資はリスク水準がそれ
ほど高い投資ではありませんが、日本の投資家にとって
は、少なくとも最近に関する限り、リスクが非常に高い投
資です。ボラティリティが17%（日本円の投資家）の方が、
10%（英国の投資家）よりも改善を引き出すのが容易なの
です。 

現在、日本の株式市場には低ボラティリティ銘柄が多くあ
るため、日本がオーバーウェイトされています。円のエクス
ポージャーを追加しても日本の投資家にとって為替リスク
はありませんが、ユーロ圏と英国の投資家にとって日本円
は圧倒的に変動性の高い通貨なのです。

投資ホライズンや投資の基準通貨によっては、低ボラティ
リティ株式戦略の投資家は為替エクスポージャーのヘッ
ジを検討する必要があるのです。 

出所：ブルームバーグ、MSCI、SSGA、2016年9月30日時点。 

MSCI最小ボラティリティ MSCIワールド

ボラティリティの違い－ MSCI最小ボラティリティ指数
対MSCIワールド指数（基準通貨別） 
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高配当利回り戦略 
高配当利回り戦略は、インカムの獲得を追求する株式投
資家にとって、論理的で人気のある選択です。MSCIワー
ルド高配当利回り指数は、時価総額加重指数に比べて１
-3％高い配当利回りを与えるものであり、* 現在の投資環
境では十分に魅力的と言えます。

カントリー・エクスポージャー 
配当利回りは国によって大きく異なります。例えば、米国
株は平均で2.1%の配当利回りですが、英国株は気前が良
く4.0%の利回りを出します。このような違いが、グローバ
ル高配当利回り戦略の中で大きなアクティブ・カントリー・
エクスポージャーを生み出しますから、投資家はその影響
を意識する必要があります。 

下に示す通り、MSCIワールド高配当利回り指数では、親
指数に比べて、米国株と日本株をアンダーウェイトし、英
国株とスイス株をオーバーウェイトする傾向があります。

高配当株式戦略では、特定の地域・国にリスクが集中す
ることがあります。 

高配当株式戦略のアクティブリスクについて、米国株式の
大幅なアンダーウェイトがそのほとんどを占めるのは当然
ですが、詳しく見てみると別のことが見えてきます。カナダ
と米国の市場は反対方向に作用する傾向があり、一定の
分散効果をもたらします（マイナスの相互作用が-4.41%）。

（下のグラフを参照。） 

アジア太平洋市場間でも同様の事が言えます（-3.05%）。
しかし、欧州におけるプラスの相互作用は、この地域の
国々が相互にリスクを高め合っていることを意味していま
す（+17.53%）。さらに掘り下げてみると、英国株とスイス
株がEMEA地域のアクティブリスクにおいて最大の割合
を占めている事がわかります。

中央銀行の政策と政治の潮流が、利回りのようなファンダ
メンタルズよりもはるかに大きな影響をパフォーマンスに
与えることがあるのです。

英国の政治的な動機による国民投票の実施とEU離脱の
決定、日本におけるアベノミクスの追求、そしてスイス国立
銀行による対ユーロ為替レートのフロア撤廃など、数件の
主だった事象が思い浮かびます。こうした事象のそれぞ
れが、通貨市場と株式市場に甚大な影響をもたらしまし
た。 

意図しないカントリーリスクを取っていないかを十分に評
価し、管理する必要があります。特定市場に対する過剰な
リスクは、先物オーバーレイを用いてヘッジすることができ
ます。ただし一部の国に固有のリスクは、元々望んでいた
配当利回りのエクスポージャーを否定しない限り、容易に
は修正できない場合があります。一方で、大幅な為替のミ
スマッチは適切な為替ヘッジ方針により比較的容易に対
処できます。 

出所：BarraOne、MSCI、SSGA、2016年9月30日時点。MSCI高配当利回り指
数は、MSCIワールド指数の中で高配当利回り株式の投資機会を捉えるこ
とを狙っています。MSCIワールド指数は、先進23カ国の大型株と中型株の
パフォーマンスを表す広範なグローバル株式ベンチマークです。

* 出所: MSCI、2016年10月31日時点。

国のアンダー/オーバーウェイト：MSCI高配当利回り
指数対MSCIワールド指数   
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出所：BarraOne、MSCI、SSGA、2016年9月30日時点。 
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債券・株式間の相関 
負債の期日が迫るにつれて、多くの投資家は、国債への配
分を引き上げ、リスクを低減させます。株式と国債の間の
相関が低いと予想していれば、この組み合わせから魅力
的な分散効果を期待できます。

しかし、相関は時間の経過とともに変化し、それに応じて
分散投資の効果も変化します。以下のグラフに示す通り、
英国、及びユーロ圏の国債とグローバル株式との相関は、
近年急激に上昇しています。

英国とユーロ圏においては、株式と国債が以前に比べて
足並みを揃えて動くことが多くなりました。株価が上昇し
ている時は良さそうに見えますが、株価が下落すると極
めて不安定になります。 

ユーロ圏における株式と国債の高相関が永久に続くとは
思えませんが、当面は持続する可能性があります（ECB
の政策が特効薬になることもないでしょう）。そのため、リ
スク低減を求めるユーロ圏の投資家は、為替ヘッジベース
の米国債かグローバル国債への配分を考えてみてはいか
がでしょうか。これらは自国市場には見られない低い相関
を提供します。

ただし、トランプ当選後における米国債の下落を念頭に
置いて、彼の政策の先行きを注視していく必要があるで
しょう。またマイナス金利の環境は現金にとって不利とは
言え、考え得る最低のデュレーションを提供してくれること
も忘れてはなりません。 

株式と国債の相関（36カ月ローリング） 

出所：ブルームバーグ、MSCI、BpfAメリルリンチ、バークレイズ、SSGA、2016年9月30日時点。
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どのようにアプローチするか 
より広範な投資対象を検討する投資家ならば、金に小幅
に配分することで、一定の分散効果が得られます（ただし
国債に比べて変動の大きい代替商品です）。 

グローバル株式の投資家にとって、米国債は利回りと分散
化を与え、日本国債は分散化とマイナス金利を与え、英国
債は利回りを与えますが分散化の効果は少なく、ユーロ圏
中核国の国債は利回りも伝統的な分散化のメリットも与え
てくれません。 

戦術的資産配分（TAA）と目標ボラティリティ戦略も、投
資家が資産間の相関上昇に対処するのを助けてくれます。
一般的に、TA Aは総ポートフォリオリスクを管理するの
ではありませんが、国債や社債、それに様々なグロース資
産への配分をベンチマーク対比で増減させながら超過リ
ターンを付加することができます。

一方で目標ボラティリティ戦略を使えば、株式と他資産の
相関や分散化特性に頼ることなく、株式市場のボラティリ
ティに直接的に対処することができます。 

得難い利回りを探し求めるにせよ、ポートフォリオリスク
を管理するにせよ、弊社のノウハウを盛込んだ多くの戦略
は、投資家の皆様のお手伝いをすることが出来るものと
考えます。 
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2016年の年間を通して為替の大きなスイングとボラティリ
ティが特に目立ちました。そのため、投資家は為替のエクス
ポージャーを監視し為替の動きに影響を与える主な要因を
理解する必要性をあらためて再認識したことでしょう。 

為替のチェックを
続けること
2017年も為替の高いボラティリティ
が予想されます。基本的なヘッジを
行ってリスクの集中化を低減すること
をお考えください。

米ドル高に
注意
ドル高が続いているため、米ドルの
投資家にとって外国通貨のエクスポー
ジャーに為替ヘッジを付けることが重
要です。

キャリー取引の
可能性
現在、高利回り通貨は過大評価されて
いる状況とは言えず、今後も順調に成
長を続けられるだけのファンダメンタル
ズを有していると考えております。

投資アイデア 

05

為替が
問題
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2016年6月に実施された英国の国民投票は予想外のEU
離脱という結果となり、英ポンドの為替レートを荒々し
く揺さぶりました。最長で2年を要する正式な離脱交渉
は2017年の第1四半期末までに開始されると見込まれて
いますから、英国のEU離脱は今後も外国為替市場の重
要なテーマであり続けるでしょう。

欧州為替相場メカニズムからの英ポンド離脱と世界金
融危機の時期を含む1990年以降、英ポンドはフェアバ
リューから上下22%の範囲で推移してきました。

この歴史的な推移から見ても、1.18–1.22という対米ドル
の英ポンドレートは、深刻なショックに対する反応とし
ては妥当な安値水準にあります。しかし他の通貨、とり
わけ経常収支が大赤字になっている通貨の経験からす
ると、30-35%のミスバリュエーション（1ポンド1.00-1.10
米ドル）もあり得ないことではありません。 

このような環境では、否定的な事象に対して過剰に反
応したくなるものです。しかし為替が投資家の懸念を受
けて行き過ぎることがあっても、経済が調整すれば圧
力は弱まる公算が高いのです。 

真に長期的な姿勢を持つ外国投資家が、英国の不動産
とインフラを購入する好機と捉えることも十分あり得
ます。本物のダウンサイドリスクには警戒しなければな
りませんが、今回の英ポンド安は英ポンドを買う絶好の
機会になるかもしれません。

何が為替の変動を引き起こすのか？ 
購買力平価 *（PPP）は、インフレ率と生産性トレンドから
為替レートの均衡値を求めるものですが、景気循環や政
治情勢次第で、長期間、時には何年間も、為替レートがそ
の均衡値から乖離することはよく知られています。経済成
長とインフレ率を指針に行われる金融政策は、短期金利
を変更することによって、為替レートを直接的に動かす効
果を持ちます。

外国為替市場は、貿易や資金フローといった、あらゆるク
ロスボーダー取引を清算する場でもあります。経済的、政
治的要因を受けた各国のリスク・リターン特性の変化に対
応する動きは、クロスボーダーの資金フローを誘発します
から、為替レートの変動につながります。その結果、時に
はファンダメンタルズの些細な変化であっても、ボラティリ
ティが上昇したり、長期間続く大きな変動を引き起こすこ
とも頻繁に起こります。 

レジーム変化に対する感応度：  
金融政策から財政政策まで 
2017年には財政と金融両面にわたる変化が予想される
ため、為替のボラティリティリスクが高まっています。近
年の金融政策が、経済成長とインフレに期待された効
果をあげることができなかったため（下の右側のグラフ
を参照）、政策にレジーム変化が起こりかねない状況と
なっています。とりわけFRBとECBの政策に変化があれ
ば、為替には相当なボラティリティが生じる可能性があり 
ます。 

米国では、トランプ次期大統領が低金利政策に批判的な
うえに、2018年前半までにFRB理事会の理事4人（恐らく
タカ派になる）を指名することができます。一方で、ECB
は量的緩和（QE）プログラムをほぼ2017年一杯まで延長
するでしょうが、インフレ見通しとドイツ政府からのQEに
対する反対とにより、2018年まで延長するかどうかには疑
問が残ります。 

従来は金融引き締めとともに財政刺激策が、通貨高を引き
起こす主な要因になっていました。トランプ氏は米国で積
極的な財政刺激策をとると標榜しており、欧州で実施され
る選挙でも、各国政府は有権者の支持を集めようと赤字
を伴う財政支出の増大を支持しています。財政緩和と金融
引き締めが組み合わさると米ドル高のリスクが高まります
し、2017年後半にはユーロ高となる可能性もあります。 

QEは経済活動の好転に失敗した 

出所：ファクトセット、CRSP、バーンスタイン・アナリシス  
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* 購買力平価理論によると、通貨間の為替レートは、両通貨の購買力が2カ
国のそれぞれで等価になるときに均衡状態になるとされています。 
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ドル高が続いているため、米ドルの投資家
にとって外国通貨のエクスポージャーに為替
ヘッジを付けることが重要です。
アーロン・ハード、 シニア・ポートフォリオ・マネージャー、通貨グループ 

キャリートレード：巻き返しに注意
2015年後半以降、高金利通貨を買い低金利通貨を売るク
ロスカレンシーのキャリートレードが非常に良好なパフォー
マンスをあげています。 

従来は、金融緩和政策、抑制されたボラティリティ、世界経
済のプラス成長という条件がクロスボーダーの利回り追求
戦略に有利に働いていました。このサイクルが終盤に入る
と、2つのことが起こります。  

1. 利回りを追及する投資家によって押し上げられた高金利
通貨がフェアバリューに対して非常に割高になります 

2. 景気変動の少ない低金利国の経済ファンダメンタルズ
が、景気循環の初期に力強く成長した高金利国に追
いつきます 

その結果、最終段階のキャリートレードがフェアバリュー
に向かって急落するリスクをもたらします。こうした理由か
ら、キャリー戦略を時に「蒸気機関車の前で小銭を拾うよ
うなもの」になぞらえることがあるのです。 

長期の相場は終わったか？ 
金融危機後の回復期も8年目に入り、過去1年間はキャリー
戦略が良好なパフォーマンスをあげました。では今、それで
悩む必要があるのでしょうか。 

過去のサイクルとは異なり、高金利通貨が低金利通貨に
比べて過大評価されているようには思えません。そして、
引き続き高金利国の経済ファンダメンタルズのほうが成長
性がありそうです（次ページのグラフを参照）。その結果、
高金利通貨は今後さらに上昇する可能性があり、リスク・リ
ターン特性には妙味があります。 

しかし、妙味あるリスク・リターン特性があると言っても、
リスクがないわけではありません。キャリー戦略には2017
年に目を離せないリスクがあります。妥当なファンダメンタ
ルズとバリュエーションを維持する為、2007-2009年に
キャリートレードが被った35%近くの下落は避けられるか
もしれません。それでも金融政策や財政政策に起きるレ
ジーム変化や選挙結果の不透明感、それに貿易戦争が起
きるリスクを考慮すると、15%程度の下落は容易に起こり
得るのです。 

欧州の選挙とユーロ 
英国のEU離脱決定とドナルド・トランプ氏の米大統領当
選は直ちにユーロに影響を及ぼしました。投資家は、欧州
統合懐疑派の政治運動による不安定化が進むことを恐れ
たのです。2017年に欧州で実施される主要な選挙ではこ
うした懸念が深刻化すると予想され、特にフランスでは、
欧州統合に懐疑的な国民戦線の人気が高まっています。 

EU首脳には通貨同盟を何としても維持しようという強い
動機が残っています。しかし、投資家の間に不安を巻き起
こすにはEUの不安定化という着想だけで十分なのであ
り、この微妙な問題が2017年前半にユーロ安を招く可能
性があります。 

とは言え、欧州統合賛成派が勝利する選挙結果に落ち着
く可能性のほうが高そうです。当初は選挙結果への不安
や金融政策と財政政策の乖離が目立つようになるため、
年の前半にユーロはアンダーパフォームしそうですが、も
し欧州統合賛成派の政党が勝利し、ECBがQEの縮小を
考えるようになれば、年後半にはユーロの力強い反発が見
られるでしょう。 

米ドルの強気相場 ― まだいける 
米ドルは、2016年の大部分で伸び悩み、年初から概し
て強気に見ていた投資家を悩ませました。1970年代前
半以降、米ドルのサイクルは7-10年続くことが多く、山か
ら谷まで貿易額加重ベースで40-50%の動きを示してき
ました。2011年半ばの弱気相場の底から2016年10月半
ばまでの5年間に、米ドルは貿易額加重ベースで約32%
上昇し、1974年以来の平均値までようやく戻しました。 
このことは、ファンダメンタルズの後押しがあれば、今後
2-5年間のうちにさらに10-15%のドル高が進む余地があ
ることを暗示しています。そして、ファンダメンタルズの後
押しが考えられる状況と思われます。 

• 財政刺激策が実施されれば、予想成長率、インフレ率、
それに金利が上昇し、米ドルを押し上げる資金流入を
促します。 

• 約束された米国本国投資法（HIA）プログラムが、海
外で獲得した収益を米国に引き揚げる企業に税制上の
恩典を与えるため、直接米ドル高へと押し上げます。 

このシナリオが実現しないリスクは、トランプ氏の世界貿
易に対する重商主義的なスタンスに加えて、貿易関係の
再交渉を強要する公約が懲罰的な関税につながることで
す。その結果生じる米国でのスタグフレーション的圧力と
世界貿易に対する脅威が、米ドル高の腰を折る可能性が
あります。 
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為替を侮ってはいけない 
期待リターンのレベルが低い足元の低金利環境では、 
偶発的なリスクを負う余裕がありません。為替のボラティリ
ティはポートフォリオの期待トータルリターンの大きさに対し
て今や極めて重要な要因になっています。今年の英ポンドと
日本円に見られたような20%近くもの動きがあると、最も楽
観的なクロスボーダーの投資テーマのリターンでさえ吹き飛
んでしまいます。  

そうした集中的な為替リスクを基本的なヘッジにより低下
させることが、優れた出発点になります。さらにそこから、
投資家は単純で汎用的な為替ヘッジから、特定通貨を狙っ
たヘッジへの移行を考慮することも可能となります。このア
プローチは、ダウンサイドリスクがヘッジコストに比べて高
く見えるときに実施するのが理想的です。 

最後に、アクティブ運用もしくはパッシブ運用のファクター
ベース（スマートベータ）の通貨ポートフォリオによって、追
加リターンの源泉として通貨エクスポージャーを活用するこ
ともお考えください。 

為替リスク管理の見通し 
投資家 外貨建て資産のためのヘッジのガイダンス

米ドルは若干割高ですが、循環的に長期的フェアバリュー
をオーバーシュートするプロセスに入っています。弊社が
予想する通り米ドルがオーバーシュートした場合のヘッ
ジプランを設定する機会を利用して、平均よりも若干少
なめにヘッジすることをお勧めします。

ユーロベースの投資家は2017年に相当なイベントリスク
に直面します。選挙前の下落が為替ヘッジを増やす好
機になるかもしれません。

英ポンドは非常に割安です。投資家には、外貨ヘッジを
増やし始めつつも、EU離脱のテールリスクに対する防衛
として、部分的にアンヘッジにしておくようお勧めしま
す。英ポンドがさらに下落した場合には、さらにヘッジの
削減をお考えください。

円は弊社の推定では非常に割安です。全般的なボラティ
リティと一層の円高に対する防衛として、高めの長期戦
略的ヘッジ比率を推奨します。

スイスフランは極めて割高で、アンヘッジの外国為替エク
スポージャーから予想される損失の可能性は限定されて
います。外貨ヘッジは非常に高くつきます。ゼロに近いヘッ
ジ比率を推奨します。

カナダドルは多少割安ですから、高い外貨ヘッジ比率
が適当です。しかし、相当な政治的、景気循環リスクが
あるため、現時点ではほんの少しオーバーヘッジするこ
とが適切です。

これらの通貨は多少割高ですから、わずかに平均を下
回るヘッジ比率を推奨します。アンヘッジのエクスポー
ジャーを持つことで、トランプ政権下で世界貿易に不利に
なるショックを受けるリスクに対する防衛となります。

両通貨とも弊社のフェアバリュー推定値に対して信じら
れないほど割安で、しかもまずまず良好なファンダメン
タルズを持っています。外貨に対してほぼフルヘッジを推
奨します。スウェーデン・クローナ・ベースの投資家は、
中央銀行のクローナ安政策に鑑みて、もう少し辛抱強く
なる必要があるかもしれません。

出所：SSGA。為替リスクは、ある通貨の
他の通貨に対する価格の変化により生ず
るリスクの一形態です。投資家や企業が
資産もしくは事業を国境を越えて保有す
る場合、ポジションをヘッジしていなけれ
ば為替リスクに直面します。 

高金利通貨の良好なファンダメンタルズ 

出所：SSGA 

GDP

0.96%

小売売上高

1.59% インフレ率

1.30%

失業率

-2.17%

フェアバリューからの乖離 

過大評価
2007年6月30日 

フェアバリュー
付近 

2016年9月30日

17.22%

-0.01%

フェア
バリュー

出所：ファクトセット。  

グラフは、主要な経済要因について
高金利3通貨から低金利3通貨を引
いて示しています。ゼロの線から上
は、高金利通貨の方が数値が大きい
ことを表します。 

高金利3通貨のフェアバリューから
の乖離から低金利3通貨のフェアバ
リューからの乖離を引いたもの。足
元では2007年よりはフェアバリュー
に近い位置にいます。 
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