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約40年にわたり、ステート・ストリート・グロー
バル・アドバイザーズ（以下「SSGA」）は、
金融の専門家と、金融の専門家を拠り所と
する投資家の投資目的の達成を手助けす
ることに携わってきました。SSGAは、機関投
資家や金融仲介業者と提携し、インデックス
運用からアクティブ運用まで、厳密なリサーチ
をベースとした投資プロセスを通じて、その運
用目標達成をサポートしています。 
 
ETFの草分けであるSPDR®シリーズを含め、
顧客と共にニーズに即した綿密な投資戦略
を策定していると自負しています。 
 
運用資産残高が数兆ドル*に及ぶ当社は、
そのスケールとグローバルな組織展開により、
あらゆる市場、地域、資産クラスへのアクセス
はもとより、考え抜かれた考察と革新的なソ
リューションを提供しています。 
 
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズは、ステート・ストリート・コーポレーションの
資産運用部門です。 
 
* 2017年9月30日現在の運用資産残高は2兆6,700億ドルです。この運用資産残高には、
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社であり、販売代理店であるステート・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LLC（SSGA FD）の運用資
産残高約360億ドル（2017年9月30日現在）が反映されています。
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CIOの見解 一歩前進、 
ただし 
両にらみで 
リック・ラカイエ 
グローバル・チーフ・ 
インベストメント・オフィサー（CIO）

環境が 
リスク資産を  
下支え
世界経済の広範囲にわたる安
定的な成長と落ち着いたインフレ
率が、2018年も引き続きリスク
資産を下支えするとみられる。

景気サイクルの 
成熟化
景気サイクルの成熟、高いバリ
ュエーション、様々な構造的不
確実性を考慮し、若干の慎重
姿勢を織り込んで見通しを引
き下げる。

ディフェンシブ 
かつ選択的
世界経済が回復し始めてから
9年目を迎え、米国株式の上
昇相場が史上2番目の長さに
達する中、よりディフェンシブで
選択的なアプローチが妥当。
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最初に明るいニュースを。2017年に見られた世界同時成長を足掛
かりに、2018年のグローバル経済成長率は2011年以来初めて、
過去の平均成長率である3.7％に達すると予想される。2017年に
見込まれる3.6％と比べてわずかな加速ではあるが、この緩やかなが
らも着実な景気回復に低水準のインフレが重なることで、マクロ環境
は熱過ぎでも冷え過ぎでもない状況となり、市場は引き続き押し上
げられる可能性がある。 

経済成長は今や世界全体に一様に広がっており、ロシアやブラジルな
ど、最近まで停滞していた新興国市場でも転換点を超えたとみられ
る。

さらに心強い兆候として、2012年から減速していた世界の貿易数量
が、アジアへの資金流入の増加や米国の需要が強まったことを背景
に回復している。また、好調な企業利益により設備投資が上向いて
いることに加え、過去最低水準にある失業率を受けて消費者信頼
感も上昇している。

2018年のリスクバランスは上振れに向いており、特にトランプ政権が
減税法案を実現に持ち込み、ユーロ圏への力強い資金流入が続い
た場合はなおさらである。中国では指導部の権力が強化されたこと
で、経済成長の緩やかな減速に対処可能であることが示唆され、増
え続ける債務負担によるハードランディングを懸念する見方を打ち消
している。20年以上にわたり経済が停滞していた日本でも、2017年
は予想を上回る経済成長率となった。

2018年グローバル市場展望 
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力強い 
ファンダメンタル 
ズと矛盾する 
気掛かりな   
アノマリー

図表1
米国：フィリップス曲線

こうした良好な展開にもかかわらず、水面下では気掛かりなアノマリーと不確実性が複数存在する。

 
長引く低インフレ。先進諸国では失業率が低下し続けているにもかかわらず、通常であれば追随するは
ずの賃上げや物価上昇が見られない。失業率と賃上げ・物価上昇の関係が根本的に破綻しているの
かどうかについては、エコノミストや各国中銀の間で活発な議論が繰り広げられている。忠実なケインズ派
であるイエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長でさえ、「インフレ動向を見極める我々の枠組み
が、多少根本的な形で誤って設定されている可能性がある¹」と認めた。 
 
長引く生産性伸び率の低さ。同様に、生産性の伸び率は最近になってわずかに改善しているとはいえ、
技術革新、人口動態、市場のグローバル化に伴う構造的変化によって、生産性伸び率の動向も変わっ
ているのではないかとの疑念が浮上している。

長引く低ボラティリティ。最後に、過去数年間の市場における異例のボラティリティ欠如について、ここで
も何かが構造的に変化したのではないかと疑いたくなる。あるいは、FRBを始め各国中銀がグローバル金
融危機以降に導入した超緩和政策からの脱却を示唆しているにもかかわらず、中央銀行が市場を下
支えするはずだと投資家がいまだに期待しているだけなのだろうか。2017年に、S&P500®指数の1日
の変動率が1％を上回った営業日数は、過去35年間で最も少なかった（図表2）。
1 クリス・ガイルズ「Central bankers face a crisis of confidence as models fail（モデルの崩壊に伴って中央銀行の信頼が揺らいでい

る）」2017年10月11日付フィナンシャル・タイムズ

出所：マクロボンド、SSGA経済チーム、2017年10月13日時点。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。

CPI、前年比変化率（％） CPI、前年比変化率（％） 1995年～現在

U3失業率（％） U3失業率（％）
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グローバル金融危機が発生してから10年近くが過ぎ、こうしたアノマリーがどの程度一時的で、どの程度
恒久的かを考えるのは有意義だと思われる。というのも、この問いの答えは、中央銀行の政策の予測や
資産のバリュエーションに直接的な影響が及ぶため、重要な意味を持つからだ。例えば株価のバリュエー
ションに関して、過去のPERは、金利が今よりも高く米国10年国債の利回りが現在の2％強に対して5
～7％だった環境下での実績であることから、足元のバリュエーションが適正水準を上回っているかどうか
を判断するのは困難になる。 
 
各国中銀は、金利決定と従来のインフレ目標を切り離して考え、その代わりに超低金利と金融安定の
関係に着目することを強いられている。中央銀行が直面している下振れリスクが一様でないことを考える
と、日銀と欧州中央銀行（ECB）を除く先進国の大半の中銀が、たとえインフレ率が目標値に届かな
くても2018年に追加利上げを検討しているのも当然であろう。利上げやバランスシート縮小の影響で主
要国経済が2018年に景気後退に陥ることはないとみられるが、我々は新しい政策領域に入りつつあ
り、中央銀行が、もはやグローバル金融危機以降に思われてきたような投資ユニバースの支配者ではな
いことは明らかである。 

図表2
S&P500®指数の
変動率が1％を
上回った営業日数の
割合

出所：ストラテガス、2017年10月2日時点。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。

既に表面化している様々な地政学的問題は、2018年も持続すると予想される。2018年に注目され
る政治イベントはイタリア、米国、ブラジルでの選挙くらいで、2017年より少ない。それでも、確率は低い
ものの大きな影響が予想される差し迫った地政学リスクは依然として複数存在する。トランプ陣営が選
挙期間中に掲げた保護主義的公約の中で実行に移されたものは、今のところ環太平洋貿易経済連
携協定（TPP）からの離脱だけである。しかし、大統領は北米自由貿易協定（NAFTA）についても
まだ諦めておらず、意図的ではないにせよ、再交渉をきっかけに世界貿易が大きく混乱する恐れがある。
同様に、イランや北朝鮮への対応を誤れば、市場に計り知れないほどの悪影響が及ぶ可能性がある。 
 

その他の 
不確実性

2018年グローバル市場展望 
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株式：向こう12カ月については、ファンダメンタルズの好調が引き続き株式市場を下支えすると予想され
るが、テクノロジーなどの一部のセクターや米国といった一部の地域に関しては、割高なバリュエーションが
懸念される。 
 
債券：経済成長とインフレ率が小幅な伸びを示す中、金利は2018年も低水準にとどまり、米国10年
国債利回りは2.5％前後で推移すると予想される。量的緩和（QE）の縮小で金利が上昇するとの
見方もあるが、QE実施期間中に金利が上昇してクレジット・スプレッドが縮小したことを考えると、当社は
QEの縮小では金利が低下し、クレジット・スプレッドが拡大するという逆の見方を取る。

当社としては、資本構造を深掘りし、特に質の高いハイイールド債の中で相対的な投資機会を追求す
る。また、現地通貨建て新興国債券については、銘柄選択を重視した上でエクスポージャーを維持す
る。 

為替：FRBは2018年に3回の利上げを行う見通しだが、米ドルへの上昇圧力は欧州への資金流入
の持続とユーロ高によって相殺されるとみられる。米ドルが横ばいで推移すれば、新興国市場への影響
は薄れると予想される。このところの新興国市場を見ると、為替効果よりも、先進国市場の株式のように
企業の利益成長から影響を受けている。

テールリスク：不確実性が多く、景気サイクルがかなり進行している状況を鑑み、当社はディフェンシ
ブなスタンスを取り、ポートフォリオのテールリスク・ヘッジの検討を推奨する。ただし、当社のインベストメン
ト・ソリューションズ・グループ（ISG）によると、投資家はどのような種類のリスク軽減策を望み、どの程
度までコストを支払う覚悟があるのか、自問する必要がある。様々な戦術的・戦略的アプローチについて
コストと効果を検討する。 

アクティブ運用：各国中銀が異例の緩和政策から脱却し、資産間の相関性が低下するのに伴い、
アクティブ運用が追い風を受ける可能性がある。とはいえ、いかなる背景であろうとも、スキルのある運用
マネージャーであれば投資機会を見出すことは可能である。アクティブ運用の投資先と投資手法を見極
める方法について検討する。 

中国：最後に、2018年の中国経済の見通しについて考察し、中国市場にとって躍進の年となるかどう
か検証する。習近平国家主席はソフトランディングが可能であることを懐疑派に示し、内需主導型経済
への転換と真の大国への移行を図ることで、指導的地位を一段と強化しようとしている。市場はこの機
会を過小評価しており、2018年は魅力的な投資機会がもたらされると考える。

 
 

投資家にとっての
重要ポイント

英国のEU離脱をめぐる交渉は遅々として進まず、最終合意に至るのか、その場合どのような形に落ち着
くのか見当がつかず、英国のみならず欧州全体に不透明感が広がっている。フランスのマクロン大統領は
意欲的な改革議題を掲げているが、ドイツやオーストリアでは極右政党の躍進で連立交渉は難航が予
想され、EU寄りの改革機運の後退も予想される。 
 
こうした喫緊のリスクの他にも、世界経済の将来をめぐっては、技術革新による破壊的変化、人口の高
齢化、ポピュリストによる反グローバリズム、所得格差の拡大といった大きな問題が依然として付きまとっ
ている。
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要約 総合的に考えると、長期化している足元の景気サイクルにあって現在どの段階にあるのだろうかという投
資家の懸念は適当ではあるものの、景気先行指標はいずれも、2018年も上昇相場が続くことを示唆
している。判断が鈍るほどの過剰な信用が招いた後遺症の痛みを覚えている、グローバル金融危機後の
世代の投資家が抱いているのは、陶酔感ではなく楽観的見方である。
 
とはいえ、一部の極端な領域を除いた全体的な基本指針として、2018年の信頼できるリスクテイクのキ
ーワードは「節度」であるように思われる。

2018年グローバル市場展望 
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マクロ経済の 
状況

11



12ssga.com

緩やかながらも着実な景気回復は、低水
準のインフレと相まって、世界の株式市場
の上昇に追い風となる。

火種は多く存在するものの、いずれも経済
や市場を世界的に混乱させるほど深刻では
ない。

12State Street Global Advisors

経済見通し― 
成長が広がり、過去の 
成長トレンドに回帰 
 

地政学リスクの見通し― 
2018年に市場は 
一段と不安定になるか？

2018年グローバル市場展望 
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マクロ経済の 
状況 経済見通し― 

成長が広がり、 
過去の成長 
トレンドに回帰 

クリス・プロビン, Ph.D. 
チーフ・エコノミスト 
シモーナ・モチュータ 
シニア・エコノミスト

経済成長は 
過去のトレンドに 
回帰
世界の経済成長は一様に広が
っており、成長率は過去のトレン
ドに戻ると予想される。

明るい兆候
世界貿易、設備投資、企業利
益、さらに消費者信頼感に回復
の兆候がみられる。

新興国市場に 
おける投資機会の
可能性
新興国市場に関しては、安定
成長を持続するための構造改革
が達成されている国はほとんどな
く、また技術の進歩により資源や
労働力の相対的優位性の低下
が予想されることから、選択的ア
プローチを推奨する。
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グローバル金融危機が最初の予兆を示してから10年以上が経過し、
世界の経済成長率は2018年にようやく過去のトレンドである3.7％
を回復すると予想される。本当の問題は、これが単なる循環的上昇
に過ぎないのかどうかという点だ。

グローバル金融危機からの回復の歩みは極めて遅く、時間がかかった
ものの、信用が発端となった前回の金融危機後にカーメン・ラインハー
トとケネス・ロゴフ（『国家は破綻する』の共著者）が書いた通りの展
開となった。
 
2017年に景気回復は世界中に広く拡大した。ブラジルやロシアは深
刻な景気後退からようやく脱し、インド経済は引き続き活況で、従来
から懸念されていた中国経済の減速は実現しなかった。一方で、原
油価格の回復は米国とカナダの経済を後押しし、日本経済は財政
刺激策に下支えされ、ユーロ圏経済は域内需要によって押し上げら
れた。

しかし、人口動態の悪化と生産性伸び率の鈍化は、先進国経済で
精彩を欠く成長率が続くことを示唆しており、足元の経済成長は純
然たる好景気というよりも、緩やかな循環的上昇といえる。
 
インフレ率も低水準が続いている。2014年半ば以降、原油価格が
インフレ動向を左右してきた。インフレ率は2016年と2017年に若干
上昇したが、原油価格が一段と上昇しなければ、2018年のインフレ
率は横ばいになると予想される。

2018年グローバル市場展望 
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FRBは他の中央銀行に先行して金融政策の正常化に動き始めているが、2018年は他の中央銀行も
追随するとみられる。米国とカナダでは、年内に3回の利上げが予想される。イングランド銀行も2017年
の1回に続き、2018年にもう1回、利上げを行うとみられる。オーストラリア準備銀行は緩やかな引き締
めサイクルに入る見通しで、上半期と下半期にそれぞれ1回の利上げが見込まれる。一方、ECBは政策
金利を据え置くが、資産購入はさらに縮小するとみられる。日銀だけは例外で、インフレ率が依然として
目標値を下回っているため、政策の見直しは一切ないと予想される。

金融政策の 
収束

図表1
2014年以来
初めてグローバルな
GDP成長率が加速、
2011年以降で
最も高い水準

 グローバルGDP成長率、 
      前年比％

  SSGA経済チーム予想

  長期平均成長率（3.7％）

-

出所：IMF、SSGA経済チーム、2017年10月17日時点。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。予想値（右端の
薄い水色の棒グラフ）は推定に基づいており、SSGAによる主観的な判断、想定および分析を反映しています。予想通りの展開になるとは限らず、また
推定が正確であるとの保証はありません。

出所：マクロボンド、SSGA経済チーム、経済協力開発機構（OECD）、2017年9月19日時点。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。

1

図表2
インフレ率の謎：
需要が弱いのか、
それともそれ以外の
要因か？

 G7 CPI、対前年変化率％、
      季節調整済み

  G7コアCPI、対前年変化率％、
季節調整済み 
（食品およびエネルギーを除く）

  目標インフレ率
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米国経済の見通しは、財政政策に大きくかかっている。刺激策がなくても、ハリケーン被災地の復興活
動や、勢いを増す鉱工業セクターにより、米国のGDP成長率は2017年予想の2.2％から若干の加速
が予想される。しかし、経済全般が回復するかどうかは、減税や財政出動の規模とタイミング次第といえ
る。

共和党の提案には、法人税率の20％への引き下げ、個人所得税率を12、25、35％の3段階に簡
素化すること、パススルー事業体に適用する税率の25％への引き下げが盛り込まれている。また、代替
ミニマム税と相続税の撤廃と、住宅ローン金利および慈善寄付金以外の項目別控除の廃止も提案し
ている。 
 
これらの減税にかかるコストは今後10年間で2兆4,000億ドル（タックス・ポリシー・センターの試算）
が予想されることから、最終的に提案内容は薄められ、10年間で1兆ドル前後（すなわちGDP比で約
0.5％）のコストに落ち着くと当社は考える。また、減税により2018年のGDP成長率は2.7％に押し上
げられ、失業率は一段と低い4.0％まで低下する可能性もある。

当然のことながら、個人所得減税や法人減税で直接的に恩恵を受けるのは個人消費と企業の設備投
資であり、これらは引き続き成長の主な牽引役となる。長期的には、いかなる変更も予算決議の対象期
間が終了した翌年度は財政中立でなければならないとするバード・ルールに従い、個人所得税の引き下
げは時限措置とされる公算が大きい（2000年代初めのブッシュ減税と同様）。しかし、共和党は法人
税率の変更については明らかに、財政中立とすることで（法人税率を20％ではなく25％とする可能性が
高い）、恒久的措置にしたい意向とみられる。

米国： 
財政次第

2017年で最大のポジティブサプライズの一つとなったのが欧州経済である。しかも、その成長の質も良
く、在庫水準は良好で、成長のほぼ全てを域内売上高が占めた。2018年に関しては、原油価格の回
復、ユーロ高、間近に迫るECBの資産購入プログラムの縮小を受け、GDP成長率は若干落ち着いて
1.9％が予想される。 
 
ユーロ圏の3大経済は引き続き、強弱まちまちの状況が予想される。ドイツ経済はしばらく好調が続いて
おり、失業率は2017年9月に5.6％まで低下した（東西ドイツ統一以降で最低）。フランス経済も最
近になって回復がみられるが、失業率は依然として9.2％という高水準にある。イタリア経済はかなり苦
戦しており、労働市場は2016年から一向に回復せず、失業率は11.2％で高止まりしている。 
 
英国経済は、EU離脱をめぐる国民投票直後における大方の予想に比べて好調といえる。さらに、労働
市場や経済全般が急激に悪化するような兆候もない。EUとの暫定合意により、設備投資の落ち込み
は抑えられるとみられ、2018年のGDP成長率は1.6％と予想される。

欧州： 
上振れ

2018年グローバル市場展望 
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アベノミクスは、少なくとも経済成長の面でようやく成果を見せ始めるとみられる。2016年半ばに景気の
冷え込みが懸念されたことで、政府は経済を直接的に刺激するための約7兆5,000億円に上る財政支
出（いわゆる真水）を含む財政刺激策の「矢」を追加で打つことを決めた。2017年には鉱工業生産が
好転し、小売売上高が加速し、第2四半期のGDP成長率は前期比プラス0.6％となった。

2018年のGDP成長率は、2013年以来の高い水準が見込まれるものの、最高でも1.6％程度と予想
される。潜在成長率は年率0.7％にとどまり、労働市場は逼迫が続き、雇用者は適切な労働力の確保
が困難になり、成長が抑制されよう。実際に、求職者100人に対して求人件数は152件（有効求人
倍率1.5倍）という状況にある。

2017年に世界経済は同時成長し、新興国市場もその一翼を担った。2018年の新興国市場の経済
成長率は、5年ぶりの高水準である4.9％となる見通しで、中国は債務を徐々に抑制し、ブラジルでは
政治によって構造改革が妨げられることなく（緩やかに）進展し、景気回復の兆しが損なわれることも
ないと予想される。 
 
政治は別として、新興国では、世界の貿易数量の増加、コモディティ価格の上昇、米ドル安、成長重視
の金融政策への移行という4つのファンダメンタルズ要因が、2019年にかけて経済成長を下支えするとみ
られる。世界の貿易数量の伸び率は2016年にゼロ付近まで急激に落ち込んだが、2017年には急速に
上向いて6年ぶりの高水準を回復し、貿易依存度の高い新興国市場に好景気をもたらした。

コモディティ価格の上昇も世界経済の成長に寄与している。コモディティ価格が現在の水準で足踏みし
たとしても、これまでの上昇で新興国は十分に財政が改善しており、コモディティ輸出国の経済は2018
年も力強く成長すると予想される。2017年は米ドルが予想に反して下落したため、新興国の通貨やイ
ンフレへの圧力は軽減された。これにより、金融政策はインフレ対策から成長重視に移行しており、実際
にロシアやブラジルでは複数回にわたって利下げが行われている。 
 
長期的に見ると、新興国市場は依然として人口動態的に有利であり、遅れた分を取り戻すだけの十
分な成長余地があり、さらに政策による刺激が成果を上げる可能性は先進国と比べてはるかに高い。
ただし、技術の進歩により、豊富な資源や安価な労働力といった相対的優位性は低下する恐れがあ
る。その上、新興国の中で、高水準で安定した経済成長が将来的に持続するための構造改革が達
成されている国はほとんどない。そのため、国別の状況を検討した上で、選択的アプローチを取ることを
推奨する。同時に、市場のムードに流されないようにすることも重要であり、新興国市場への投資で一
喜一憂は禁物である。このところの大量の資金流入には多少お祭りムードが感じられるが、自らの投資
には責任を持つことだ。

日本： 
財政刺激策が 
成長を後押し

新興国： 
ハリケーン 
シーズンの 
終了
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2016年後半の高額紙幣廃止と2017年の物品サービス税（GST）導入は、一時的に痛みを伴うも
のであったが、早ければ2018年にもプラスの効果が表れ始める可能性があり、GDP成長率は約7.5％
に上昇すると予想される。インドは国内消費に過度に依存した経済から、投資および輸出を主体とした
経済への移行を図る必要がある。今のところ、インドは外需依存度が低いことから、米国と貿易摩擦が
生じた場合ダウンサイドリスクの影響を免れるとみられる。しかしそれよりも、生産性の低さ、インフラ整備
の遅れ、国際競争力の欠如といった問題の方がはるかに深刻である。

先の地方選でモディ首相率いる与党が勝利したことで、首相に対する信任が高まっている。これにより構
造改革が加速し、結果的に経済成長率が上昇するだけでなく、経済構造の転換が実現し、インドは世
界の製造大国へと変貌するかもしれない。

インド： 
長期的な 
成長のための 
短期的な痛み

国内のマクロ指標と海外の動向は確実に中国の経済成長の緩やかな減速を示唆しており、GDP成長
率は2017年の6.8％から2018年は6.4％が予想される。中国の政策担当者の間では、過剰債務に
伴うリスクについての認識が高まっているが、2017年秋の共産党大会以降に信用伸び率が急激に鈍
化するとは考えにくい。シャドーバンキングのような高リスクの貸出と、依然として経済成長に不可欠な伝
統的方法による貸出を区別して考えることが重要である。そのため、今後予想される「引き締め」は懸念
されているほどの厳しさはなく、信用供給全体を大幅に削減するというより、信用供給源の選別が行わ
れる可能性があると考える。

それを示す例として、中国人民銀行は特定の銀行の貸出業務を対象に、2018年1月から預金準備
率を引き下げることを決めた。米国による保護貿易主義の脅威はいまだ解消されていないものの、北朝
鮮問題の緊急性が高まっていることで、米中関係は今後数カ月は対立姿勢が和らぎ、協力体制が強
まると予想される。

中国： 
秩序ある景気減速

％

出所：マクロボンド、SSGA経済チーム、中国人民銀行、2017年10月時点。 
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。

図表3
中国の
マネーサプライの
伸びはいく分減速

 M0、前年比％

  M1、前年比％

  M2、前年比％

2018年グローバル市場展望 
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ブラジルほど、経済見通しにおいて国内政治が非常に重要な意味合いを持つ国はないだろう。2018年
10月に大統領選を控え、ブラジルの政治情勢をめぐる波乱はしばらく収まりそうにない。失敗した場合の
リスクは高いが、うまくいった場合の見返りも同じくらい高い。 
 
不確実性が高く、予想される結果も多岐にわたる。当社は、テメル大統領が任期満了まで大統領職を
継続し改革を進めることで、資金が安定的に流入して、通貨とディスインフレが下支えされるとみる。金
融緩和政策が続けられた場合、経済成長率は2017年の0.5％から2018年は1.7％に加速すると予
想する。

ブラジル： 
波乱含み

ロシア経済は、2017年に景気後退を脱して回復に転じ経済成長率は1.5％のプラス成長が確実視さ
れており、2018年は少なくとも同程度になる見通しである。ロシアは原油価格上昇の恩恵を大きく受け
る国であるが、国内の根強いディスインフレ・トレンドにより家計の実質所得は圧迫されておらず、ロシア
連邦中央銀行は徐々に緩和的な政策スタンスを取り始めている。原油価格の回復は公的部門の財
政の下支えにもなっており、今後、投資復活のきっかけとなる可能性もある。 
 
ロシア中銀は2017年に2回の利下げを行ったが、インフレ率が急速に低下していることから、実質金利
は依然として5.0％を上回り主要新興国の中で最も高水準のグループに入っており、緩和サイクルはま
だ終わっていないと考える。一方、経済の多様性の欠如と人口動態の問題は、長期的な経済成長にと
って依然として大きな重石である。

ロシア： 
景気後退から 
の脱却

図表4
最も打撃を受けた
新興国群の
経済成長が
回復に向かう

 ブラジル実質GDP、 
      前年比％（左軸）

  ロシア実質GDP、 
前年比％（右軸）

-

-

-

-

-

出所：ロシア連邦国家統計局（ROSSTAT）、ブラジル地理統計院（IBGE）、2017年9月19日時点。 
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。



20State Street Global Advisors 2018年グローバル市場展望 



21

マクロ経済の状況 地政学リスクの 
見通し― 
2018年に 
市場は一段と 
不安定になるか？
エリオット・ヘントフ, Ph.D.
ポリシー・アンド・リサーチ責任者
公的機関グループ 

転換に伴う課題
地域の安全保障体制の変化
は、確立された国際秩序にとって
引き続きリスクである。

分断化プロセス
ブレグジットやNAFTAの再交渉
といったイベントは、投資家にとっ
てリスクと機会の両方をもたらす
可能性がある。

変化の原動力
中国の重要性が高まり、存在力
が増していることで、既存の基準
や市場の前提が試されている。
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2017年のサプライズは、地政学的ショックに対する市場の慢心とも
いえる警戒感の欠如だった。英国の総選挙が予想外の結果になって
も、トランプ大統領の提案が次々と失敗に終わっても、北朝鮮が核
ミサイルによる威嚇行為を行っても、市場の反応は一時的だった。市
場のボラティリティを示すVIX指数¹は、過去最低水準を維持した。
安定成長、低インフレ、好調な企業業績、そして中央銀行が安全
装置になるという投資家の信頼によって、投資家は一段と自信を強
め、リスク資産はさらに押し上げられた。 

2018年は2017年と比べて注目される選挙は少ないが、世界各地
で政治秩序が転換期を迎えているため、市場参加者は地政学的動
向を注視する必要がある。過去70年間に構築された貿易や安全保
障に関する前提の多くが揺らぎ始めており、投資家は新たな世界秩
序がどのような形になるのかを見極めなければならない。それは、政治
リスク、貿易フロー、コモディティ市場、そして最終的には世界経済の
成長に直接的な影響が及ぶと予想される。

ただし、地政学は下振れリスクだけではなく、グローバルなポートフォリ
オの投資先として検討に値する新たな機会をもたらす可能性もある。
今後1年間において、投資家に関係があると思われるキーワードは、
転換、分断化、変化の新たな原動力の3つである。
1 CBOEボラティリティ指数

2018年グローバル市場展望 



転換に伴って 
判断ミスの 
リスクが上昇

23

臓器移植を受けた患者と同様に、古い器官が取り除かれ、新しい器官が体内でまだ定着していない時
が最も危険である。最大の地政学リスクも、古いルールがもはや適用されず、とはいえ新しい秩序に基づ
く慣例がまだ理解されていない段階で浮上する。このような時に、判断ミスが起こる確率が最も高くなる。 

1991年から2008年にかけて、欧米式の安全保障体制と国際機関が「世界のいかり」となっていた。その
後、世界のパワーバランスがアジアに移行するにつれて、このいかりの力は弱まり、米国の力が徐々に弱まっ
た隙間を他の地域勢力が埋め始めている。地政学的な火種がくすぶっているところはリスクが高く、特に従
来ほど米国の力が及ばなくなっている地域はなおさらである。朝鮮半島で戦争勃発といったテールリスクの
確率は、依然として低いものの、以前よりは高まっている。しかも、こうした衝突は、米中関係を始め他の
国際緊張に飛び火し、貿易動向や資金の流れを妨げる恐れがある。

図表1に示されるように、武力衝突などの地政学的イベントが市場に及ぼす影響は一時的であることが
多く、経済への影響は限定的で、企業業績や信用リスクなどのファンダメンタルズを必ずしも脅かすもので
はない。

イベント 市場が反応した期間 期間中の
S&P500®指数の
下落率

1カ月後のパフォ
ーマンス

1年後のパフォー
マンス

下落分を回復する
までの営業日数

米国のカンボジア作戦 1970年4月29日～5月14日 -7.8% -1.40% +35.5% 75

第4次中東戦争&オイルショック 1973年10月6日～26日 -1.4% -13.3% -37.1% 1576

イランアメリカ大使館人質事件 1979年11月2日～7日 -2.6% +7.7% +29.3% 3

米国のパナマ侵攻 1989年12月13日～19日 -2.9% -1% -3.6% 7

イラクのクウェート侵攻 1990年8月2日～23日 -13.6% -0.8% +28.4% 115

アフリカでの米国大使館連続爆破事件 1998年8月7日～14日 -2.5% -3.1% +25.2% 2

カルギル紛争（印パ戦争） 1999年5月～6月 市場への影響はほとんどなし

9.11同時多発テロ事件 2001年9月11日～21日 -11.6% +12.8% -13.7% 24

アラブの春がリビアに波及 2011年2月20日～3月19日 -4.8% +2.0% +6.4% 27

ロシアのクリミア併合 2014年2月～3月 市場への影響はほとんどなし

図表1
地政学的
イベントに対する
S&P500®指数の
反応

出所:ブルームバーグ・ファイナンスLP。投資ユニバース は、上記期間におけるS&P500®指数を示している。 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。指数のリターンは
実際に運用されていないた め、いかなる報酬や費用も反映していません。指数のリ ターンには、値上がり益と値下がり損、インカムと配当再投 資が反映されています。 パフォーマンスは米ドル建てで計
算しています。指数に直 接投資することはできません。
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代替策のない 
分断化

新たな時代の訪れを示す最も明確な兆候は、古い構造 や制度の解体である。1990年代初め、我々
はユーゴスラ ビアやソビエト連邦といった多民族国家や、ワルシャワ条約 機構のような超国家的組織が
解体していく様子を目の当 たりにした。しかし、ピースはすぐに再結集し、東欧諸国は EUや北大西洋
条約機構(NATO)に加盟したり、旧ソ 連の一部は地域同盟として再び結束した。こうした組織は 急
激な解体や崩壊ではなく、徐々に浸食が進んできてい るが、向かっている方向はいずれも同様である。
ブレグジッ ト、NAFTAの再交渉、カタールの湾岸協力会議 (GCC)からの事実上の離脱といったイベン
トにはそれぞ れの理由があるとはいえ、いずれも国際秩序の中心的な 柱が崩れていることに変わりはな
い。

こうした分断化のプロセスは、投資家にとってリスクと機会の 両方をもたらす可能性がある。一方では、カ
タールのよう に、貿易フローや資金の流れの直接的分断という犠牲が ある。また、経済統合メカニズムの
破綻は、それまで世界 経済の成長を支えていた要因が消失するのに伴って機会 費用を生み出す。こ
れをきっかけに市場での価格評価が 大幅に変わる可能性があり、特にブレグジット後の英ポン ドに見ら
れたように、為替市場が最初に反応することが多 い。このプロセスに一貫性はなく、事態が展開するにつ
れて 不確実性も極めて高い。

ところが他方では、過去の例を見ると、分断化がプラスの 成果をもたらすこともある。1970年代のブレト
ン・ウッズ体 制の崩壊により、為替取引という大きな機会が生じた。 1990年代には、EU加盟の可能
性が東欧諸国の経済の 枠組みの移行を後押しし、西欧諸国からの投資を呼び込 んだ。そして今日の
欧州では、EUの規模が縮小すれば目 に見える改革が実行され、EUの競争力が高まるかもしれない。

他の地政学的な問題点や、転換と分断化に対する各国 の様々な反応と合わせて、中国の台頭は最
近始まったものではないが、検証しないわけにはいかない。例えば、ロシアのような地域勢力は、過失の
範囲を広げることでリスクを 生み、危機を悪化させるなど、巧妙かつ機動的に行動している。こうした行
動には波及効果があり、ロシアがシリアの現体制を支援したことでシリアから大量の難民が流出し、ひい
ては欧州全体におけるポピュリズムの高まりや、トルコ などの通過国の不安定化といった結果につながっ
た。

対照的に、中国の台頭はより戦略的かつ着実に進んでいる。中国の重要性が高まるにつれ、既存の基
準や市場の前提が通用しなくなっており、様々な影響が出始めている。

第一に、中国は2008年以降のグローバル経済成長の約40%を占め、既に世界における経済的役割
は極めて大きく、国内経済はもとより、アフリカでのコモディティ生産やユーラシア大陸横断輸送網への投
資にも影響を与えている。

第二に、世界で果たす役割が大きくなるのに伴い、中国は新たな防衛資産の提供、太平洋地域にお
ける新規の貿易体制の促進、アジアインフラ投資銀行(AIIB)を始め新たな国際機関の提唱など、地
政学リスクの軽減に積極的に貢献しようとしている。 

変化の新たな  
原動力

2018年グローバル市場展望 



主要経済国

25

 

金融スタンス 財政スタンス 主な改革テーマ

改革の種別 注目ポイント 進展の可能性*

米国 引き締め やや拡大 税制改革 法人税から個人所得税へ焦点の移行、ミドルクラスを対
象とした減税と控除の簡素化

低い

医療保険制度
改革

財政面:オバマケアの見直しが減税余地につながる  
政治面:トランプ大統領と共和党穏健派の関係次第

低い

NAFTA再交渉 米国サイドからの具体的な要求、トランプ大統領の気ま
ぐれ的行動

低い

中国 中立 やや拡大 国有企業(SOE) 全体的な目標は、国有企業を市場原理に基づいた事
業とすること。過剰債務と過剰生産能力の解消が必
須条件

低い

資本市場 資本市場の段階的開放の継続と外国資本の参入障
壁の引き下げ

中程度

ユーロ圏 引き締めへ移行 やや拡大 財政統合 欧州通貨基金の設立、欧州全体を対象とした失業保
険制度

低い

銀行同盟 欧州預金保険制度の創設と単一のルールブックの作成 中程度

日本 やや拡大 やや引き締め 労働市場 賃上げ、過剰労働の削減、労働市場の二重性の是正
に向けたさらなる改革

低い

出所:SSGAリサーチ

政策の 
概要

政策の観点から見ると、大半の新興国市場は米ドル安のおかげで、米国の引き締めサイクルの初期段
階を乗り切っている。中国の動向は、コモディティ輸出国の政策スタンスを大きく左右するだろう。世界の
貿易数量の回復は、世界のバリューチェーンの中流部分が輸出の主体となる国に追い風になると思われ
るものの、長期的には保護貿易主義によるリスクが迫っている。

構造改革に関しては、新興国市場はそれぞれ異なる道をたどっている。年金改革、中央銀行の独立
性、非公式経済の規模縮小、長期的な財政および金融の持続可能性の構築など、進展している構
造改革の内容は千差万別である。

同時に、コモディティ輸出国などは、今後もガバナンスや汚職などの問題に直面するとみられる。

主要経済国および新興国で今後1年間に予想される、主な政策変更と進展の可能性を下表にまとめ
た。



マレーシアア 補助金改革 食品および燃料補助金の廃止と燃料市場の自由化 中程度

民族優遇政策 マレー系民族を優遇する規則の廃止 低い

メキシコ エネルギー改革 国営石油公社Pemexの鉱区に対する民間企業の入札条件の見直し 高い

フィリピン 法人税率 32%から25%に引き下げ 中程度

FDIの開放 憲法改正により、外資比率上限の引き上げと新たなセクターへのFDIの開放 低い

ロシア 税制改革 付加価値税(VAT)および所得税の税率引き上げ、控除可能な引当金の導入、
給与税の引き下げ

低い

年金改革 退職年齢の引き上げ、民間年金積立金の凍結解除 低い

南アフリカ 鉱業セクター改革 鉱業分野の規則強化、採掘権に対する政府の管理強化、採掘権の民族割当
の追加

中程度

労働市場 団体交渉の制限、中小企業に対する労働規則の緩和 低い

トルコ 労働市場 労働契約における柔軟性の向上 中程度

新興国市場
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出所:SSGAリサーチ、ユーラシア・グループ。 *進展の可能性は、SSGAの想定および分析に基づく。 予想した変化が必ず実現する保証はない。

国 主な改革テーマ

改革の種別 注目ポイント 進展の可能性*

ブラジル 労働法改正 団体協約およびパートタイム契約における柔軟性の向上、労働組合費の強制負
担の廃止

中程度

年金改革 早期退職の制限、受給開始年齢の引き上げ、年金給付額の上限設定、公務
員に適用される年金規則の厳格化

中程度

中央銀行の独立性 大統領が持つ中央銀行理事の解任権の廃止 低い

インド 銀行セクター改革 国有銀行の統合と専門化 中程度

キャッシュレス社会 現金取引の制限、補助金制度の改革を通じた銀行口座の利用奨励、民間部
門の年金制度の促進

中程度

労働市場 中堅企業が労働者を解雇する際の政府承認の廃止、労働監督制度の緩和 低い

インドネシア 外国直接投資(FDI) 
の開放

外国直接投資に対する障壁をセクターごとに緩和 中程度

労働市場 労働規制の自由化 低い

2018年グローバル市場展望 
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ラテンアメリカは2017年後半から2018年にかけて最も選挙が集中している。主要6カ国で全国規模
の選挙が行われ、うち2カ国は大統領選挙と議会選挙が同時に行われる予定である。中南米諸国
は、2016～2017年にか けて世界で広がったポピュリストの波に反対するとの見方が 強いが、年金やエ
ネルギーといった分野での構造改革が議題として復活した場合、そうした予想が覆される可能性がある。

欧州は、2017年より選挙は少ないものの、イタリアの総選挙は国内政治の方向性のみならず、ユーロ
圏の将来を決定づける上でも極めて重要。米国では、トランプ大統領の共和党に対する支持率の低
下を示す兆候として、中間選挙が注目される 。

選挙

         大統領選挙

 議会選挙

2018 3月
18日 

ロシア 
独立系野党候補のアレクセイ・ナワリヌイ氏の出馬を許可するか
どうか、いずれにしても反響が予想される

4月
春 

ハンガリー
オルバン首相が憲法改正に必要な議席を確保できるか 

5月
20日以前

イタリア
ポピュリズムを掲げる五つ星運動の結果に注目、最多得票政党
に対するボーナス制度が制限された新選挙制度

27日 コロンビア
サントス大統領は再出馬が禁止されており、人民革命代替勢
力(FARC)との和平合意が選挙の争点になるとみ られる

6月
5日 

パキスタン
国勢調査の遅れから選挙も延期が予想される。地域全体にと
って政局の安定が重要

7月
1日 

メキシコ
中道派候補と極左候補による主な争点は、犯罪、汚職、構
造改革

2018年半ば/後半 タイ
2016年の国民投票で可決された新憲法が施行されて初の選
挙、結果は不透明

8月
24日以前

マレーシア
ナジブ首相を取り巻くスキャンダル疑惑により解散総選挙 の
可能性

10月 ベネズエラ 
野党への弾圧が再び強化する可能性があり、平和的選 挙の
実施は困難とみられる

7日 ブラジル
テメル大統領は出馬しない意向、年金改革と財政政策が争点
の中心になるとみられる

11月
6日

米国
両党の予備選挙結果、トランプ効果、両院での議席配 分

出所:SSGAリサーチ
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下記のヒートマップは、地政学的に緊張状態にあり、2018年に投資家が注目すべき主な地域を表して
いる。

地政学リスク・ 
ヒートマップ

出所:SSGAオフィシャル・インスティチューションズ・グルー プ、2017年10月31日時点

ワシントンDC 
米国

世界貿易やセキュリティ・リスク、お
よび中間選挙

ロンドン 
英国

ブリュッセル 
ベルギー

ブレグジット交渉継続

モスクワ 
ロシア

ロシアの海外における政治的・ 
軍事的介入

北京 
中国

経済成長を背景とした国際問題の
バランス変化

ダマスカス
シリア

バグダッド
イラク

内戦およびクルド独立

カラカス 
ベネズエラ

国家デフォルトおよび経済崩壊

テヘラン 
イラン

米国が核合意に対する支持撤回

平壌 
北朝鮮

核開発に対する姿勢が米国と 
の緊張を高める

ローマ 
イタリア

遅くとも2018年5月以前に選挙

バルセロナ 
スペイン

カタルーニャ州の分離・独立
が、EUの政治に対する新たな
リスクに

  高い

    中程度

      低い

2018年グローバル市場展望 
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ポートフォリオの 
ポジショニング
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緩やかながらも着実な景気回復は、低水
準のインフレと相まって、世界の株式市場
の上昇に追い風となる。

低ボラティリティのレジームでは 
リスクオンを維持 
 

30State Street Global Advisors 2018年グローバル市場展望 
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ポートフォリオの 
ポジショニング 低ボラティリティの

レジームでは 
リスクオンを維持 
ローン・ジョンソン, Ph.D. 
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

リスクオン局面で
の 総合的な 
ポジショニング
世界中で経済成長に拍車がか
かるとみられる中、グロース資産
の投資環境は引き続き良好で
ある。

グローバル株式を 
オーバーウェイト
バリュエーションが最も良好とみ
られる米国以外の先進国市場
へのエクスポージャーを最大化
する。

債券は 
選択的に投資
利回り上昇を受けてパフォーマン
スが軟調になると予想される米
国の中期債や米国以外の国債
をアンダーウェイト。
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2018年に世界中で経済成長に拍車がかかると予想される中、グロ
ース資産のファンダメンタルズ環境は引き続き良好である。従って、当
社はマルチアセット・ポートフォリオにおけるリスクオンのポジショニングを
全般的に継続し、新年に際してバランスのとれた株式のオーバーウェ
イトを維持する。

しかし、経済成長の上振れとインフレ率の下振れという予期せぬ組
み合わせを受けて、企業利益が堅調に伸び、金融政策の引き締め
が小幅にとどまった2017年の再現は難しいと思われる。MSCIオー
ル・カントリー・ワールド・インデックスは2017年第3四半期末までに
15.4%上昇し、主要先進国および新興国市場はすべて2桁台のリ
ターンとなったが、こうした良好な株式リターンが広範に再び見られると
は考えにくい。

2018年グローバル市場展望 
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さらに特筆すべきは、米国株式市場の実現およびインプライド・ボラティリティがいずれも大幅に低下
し、2017年7月に24年ぶりの低水準を記録したことである(図表2)。地政学的不透明感が続いている
にもかかわらず、米ドル安に支えられた企業利益の堅調な伸びや、市場に混乱を与えかねない重大な
政策ミスがなかったことなど、数多くの要因がこうした慢心ともいえる警戒感の欠如につながっている可能
性がある。

図表2
ボラティリティ 
の季節性

  2017年のVIX指数

  過去10年間の平均

出所:過去10年間の平均は2007～2016年の日次 平均。ブルームバーグ・ファイナンスLP。2017年9月29日 時点。 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。

出所:ブルームバーグ・ファイナンスLP、2017年9月29日時点。 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。指数のリター
ンは実際に運用されていないため、いかなる報酬や費用も反映していません。指数のリ ターンには、値上がり益と値下がり損、インカムと配当再投資
が反映されています。1年未満のリターンは年率換算し ていません。 パフォーマンスは米ドル建てで計算しています。指数に直 接投資することはでき
ません。

図表1 
2017年  
第3四半期末までの 
アセットクラスの 
パフォーマンス

  過去12カ月間 

 年初来

  前月

-
-

-
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-
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％ 債務上限やFRBのバランスシートに関する議論は、現在の低ボ
ラティリティ市場にとって試金石となる可能性がある。

仮にVIX指数が過去10年間の平均に戻るとすると、それ は現
在の水準から100%以上上昇することを意味する。
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•  グロース資産をオーバーウェイトとすると同時に、世界同時進行の企業利益の伸びの回復から恩恵
を受け続ける状況にあるグローバル株式への分散されたエクスポージャーを選好する。

 
•  良好な経済成長を背景に、中央銀行は緩やかな引き締め政策を実施するため、債券利回りは上

昇し、世界の国債は中期債を中心にパフォーマンスが悪化するだろう。

2017年末に、株式のインプライド・ボラティリティは数十年ぶりの低水準となり、クレジット・スプレッドはサ
イクルの最低水準に迫っていることを考えると、2018年に実現ボラティリティが平均で上昇する可能性は
高い。ただし、年初に当たり、これによってグロース資産へのエクスポージャーに対する当社の前向きの見
方が大幅に変わることはない。グローバル株式市場にとって最大のリスクである景気後退の兆候は、ほと
んどどこにも見当たらない。

米国では、財政政策は経済成長にとって最悪でも中立になるとみられ、災害復興基金が導入され、企
業重視の税制改革が真剣に検討されていることからすると、景気が上振れする可能性もある。

•  分散投資されたグローバル株式をオーバーウェイトとし、バリュエーションが最も良好とみられる米国以
外の先進国市場のオーバーウェイト幅を最大にしている。

•  米国の大型株や新興国株式のオーバーウェイト幅は相対的に小さい。
 
2018年のグローバル株式に関する当社予想は、米国の大型株が4.1％と小幅なプラス・リターン、米
国以外の先進国株式が4.7％、新興国株式が5.8％である。

債券と比較した当社の株式ポジショニングはこうした予想結果と整合しており、当社の予想通りに堅調
な企業利益の伸びが続いた場合には株式リターンが上振れする可能性がある。

企業や投資に有利な議案に関して立法面で大きな進展が見られなかった2017年と異なり、2018年
に何らかの前進があれば、米国株式はこれからも恩恵を受けることになる。そして、新興国市場のオーバ
ーウェイト幅を若干引き下げる。2017年に大幅なプラス・リターンを記録したことと、世界の金融環境の
引き締めに対する脆弱性が比較的高いことが要因だ。

マルチアセット・
ポートフォリオの 
現在の 
ポジショニング

株式

2018年グローバル市場展望 
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債券 •  米国の中期債や米国以外のグローバル国債をアンダーウェイトとする。

•  デュレーションの長い債券は若干のオーバーウェイトとする。 

•  ハイイールド債は若干のアンダーウェイトとする。 

長期間見られなかったソブリン債の大幅な下落（利回り上昇）は2017年も起こらず、実現および期
待インフレ率の低下を受けて、10年米国債利回りは3月から8月にかけて60bp低下した。しかし、当
社は世界の景気循環の力強い回復と歩調を合わせてインフレ期待が上昇すると予想している。さら
に、ECBなどの金融政策当局は極めて慎重に金融緩和政策を縮小しているほか、FRBなど一部中銀
は2018年に積極的に短期金利の引き上げを実施するとみられる中、当社は利回りの上昇を予想して
いる。また、デュレーションに対する旺盛な需要は継続し、利回りの上昇幅は中央銀行がより直接的な
影響を及ぼす短期セクターで相対的に大きくなるため、イールドカーブは2018年に一段とフラット化する
見通しである（図表3）。
 
スプレッドがサイクルの最低水準に迫っていることを背景に、継続的なスプレッド縮小を受けてさらなる縮
小余地は限定的であり、景気循環が好況期を迎えて金融環境が次第に引き締まるため、スプレッドは
非対称的に拡大すると見ている。当社のクレジットに関するポジショニングにはこうした見通しが反映され
ている。

図表3
グローバル債券市場
の見通し

  YTW（左軸）

  デュレーション（左軸）

 米国債に対するクレジット・     
      スプレッド（右軸）

  ブルームバーグ・バークレイズ
米国債券総合指数、20年
平均利回り＝4.2％

出所：ブルームバーグ・ファイナンスLP。 
2017年9月29日時点。過去20年間の平均利回りの計算期間は1997年第4四半期～2017年第3四半期。 
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。
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モデル・ 
ポートフォリオ
図表4
当社の米国モデル・ 
ポートフォリオにおける
対ベンチマークの 
戦術的ポジション
例示のみを目的 
2017年11月8日時点

  戦術的ポジション

 ベンチマーク

2018年グローバル市場展望 
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投資アイデア
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成長が見込める株式を選択、ただしバリュ
エーションに留意し、グローバルな視点を持
つことが重要。

各国間および新興国債券市場における相
対価値に基づく投資機会を追求する。

景気サイクルの終盤に入っているため、リス
クをヘッジすることだけでなく、その方法とコス
トについて検討する必要がある。

ゴルディロックス環境は 
株式の成長性にとって追い風 
 

インフレ率と成長率が 
低水準にとどまっているため、 
債券に対する過度な弱気を回避 
 

景気サイクルの長期化に伴い、 
投資家はテールリスクを 
ヘッジすべき。 
だが、その方法とコストは？

38State Street Global Advisors 2018年グローバル市場展望 
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株式は利益成長を 
ベースに上昇する 
可能性も
株価収益率の拡大、利回り、為
替効果よりも、株式リターンの持
続的な要因として企業利益の
成長が大きいと考える。

米国以外の 
市場や小型株に 
着目する
米国以外の市場や小型株に、
良好なバリュエーションや景気
循環見通しが見込まれる。

セクターは 
選択的に投資
世界の銀行や投資家があま
り注目していない技術開発企
業、ヘルスケア・セクターでは株
価上昇余地が、また資本財・
サービス、素材、エネルギー・セ
クターでは大幅な割安株が期
待できる。

投資 
アイデア ゴルディ 

ロックス環境は 
株式の成長性 
にとって追い風  
ガウラヴ・マリック 
チーフ・ポートフォリオ・ストラテジスト



40State Street Global Advisors 40

株式は行き過ぎであるとか、上昇スピードが速すぎると主張する投資
家に対しては、イエレンFRB議長の有名な発言の通り、「景気回復と
同様に強気相場も長く続いたことが原因で終わりになることはない」こ
とを指摘したい。一部のセクターではミニバブルにあるが、バリュエーショ
ンは現在の金利水準に照らすと、依然として適正水準を下回ってい
る。2018年の緩やかながらも着実な経済成長が好調な企業利益
を支えるという見通しを踏まえ、当社は引き続き株式を選好する。

しかし、現在のような景気循環の最終局面では、投資家に対して、リ
スクに細心の注意を払うアプローチを取り、セクターを選別し、小型株
にも目を向けることを推奨する。

2018年グローバル市場展望 
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図表1 
地域別の
株式リターンの
内訳

利益成長は 
パフォーマンスの
原動力

為替は重要だが、 
それがすべてでは
ない

MSCIワールド MSCI米国 MSCI欧州 MSCIアジア・パシフ
ィック（除く日本）

MSCIジャパン MSCIエマージング・
マーケット

2016年 2017 
年初来

2016年 2017 
年初来

2016年 2017 
年初来

2016年 2017 
年初来

2016年 2017 
年初来

2016年 2017 
年初来

PER変化率 23.1% -5.9% 20.8% -2.1% 27.5% -6.4% 36.2% -5.3% 19.1% -16.1% 18.1% 4.7%

EPS成長率 -7.1% 15.5% -2.5% 12.4% -14.4% 15.2% -15.9% 11.6% -11.4% 29.0% -0.5% 13.5%

配当利回り 2.7% 1.8% 2.2% 1.4% 3.7% 2.9% 4.2% 3.3% 2.3% 1.2% 2.8% 2.1%

為替要因 -0.9% 2.1% -0.1% -0.1% -7.2% 9.0% 0.6% 2.8% 6.1% -4.4% 5.5% 4.32%

トータル 
リターン

17.8% 13.5% 20.3% 11.6% 9.5% 20.7% 25.1% 12.3% 16.1% 9.7% 25.9% 24.4%

株式投資家にとって2017年は良い年だったが、その理由は当社が予想したものではなかった。米国の財
政刺激策、減税措置、ヘルスケア改革は軒並み遅れたにもかかわらず、世界中の株式市場は2017年
に、好調なファンダメンタルズ要因に反応して値上がりした。2018年もこうした状況は続き、トランプ政権
が公約を実現できれば、株式市場は一段と上昇しよう。

主要なMSCIグローバル指数のリターンを利益、配当、為替の各要因に分解すると（図表1）、1株
当たり利益（EPS）の伸び率が最も大きな貢献（米国の約12％から日本の29％に至るまで）を示
す。当社はリターンの源泉が企業利益の伸びにある市場を選好しており、企業の利益成長は株価収益
率（PER）の拡大よりも持続的であることが多い。新興国市場以外では、2017年にPERの再評価は
ほとんどなかった。これとは対照的に、2016年はPERの変化が最も大きなリターン要因だった。

2017年のほとんど想定外だった米ドル安は、日本を除き、米国以外の先進国株式のアウトパフォーム
に大幅に寄与した。当社分析によると、現地通貨建ての株式市場リターンはおしなべて、11～12％と
いう米国の利益成長率と整合的だった。

2018年に関しては、米国以外の国・地域の株式を選好する。こうした国や地域では利益成長が力強
く、株価収益率が低下しているため、投資価値が高まっている。当該指標によれば、日本はほぼ間違い
なく最も魅力的な先進国市場である。その理由は、相対的に低い金利、コーポレート・ガバナンスの改
善、通貨安を下支えに、日本企業は好調な利益を安定して計上しているからだ1。

経済活動が活発になる兆候が見られる中、ユーロ圏の現地通貨建てリターンにも上昇余地があると思
われる。特に、欧州と米国の相対リスクの正常化とユーロ圏の良好なバリュエーションを考えると、なおさら
である。 
 
1  ブルームバーグ、「Japan Stocks Are Among the World's Most Attractive: State Street（日本株は有望－SSGA） 

Chikafumi Hodo and Shigeki Nozawa、2017年9月26日。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。

出所：SSGA株式リサーチ・チーム、2017年9月21日時点。 
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。指数のリターンは実際に運用されていないため、いかなる報酬や費用も反映していません。 
指数のリターンには、値上がり益と値下がり損、インカムと配当再投資が反映されています。 
パフォーマンスは米ドル建てで計算しています。指数に直接投資することはできません。
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企業規模 
全体にわたる 
利益成長

米国とその他市場とのもう一つの乖離は、大型株または小型株に起因するEPS成長率である。 
S&P500®指数非エネルギー・セクターでは、2017年半ばまで公益事業セクターを除くすべてのセクター
で、大型株が小型株をアウトパフォームし、利益が予想を上回った企業は大型株がはるかに多かった2。
これに対して、MSCIワールド指数では、利益が予想を上回った小型株は少ないものの、大型株と小型
株の実績EPSと予想EPSはいずれも比較的一致している（図表2）。2018年に米国以外の株式に
投資するに当たり、幅広いユニバースを考慮に入れ、投資機会を求めて企業規模全体にわたって検討
することが理に適っていると思われる。
2  エネルギー・セクターを除外した理由は、小型株エネルギー・セクターでは2017年第2四半期のEPS成長率の報告がなかったため。

図表2
セクターおよび
企業規模別の
利益成長率と
サプライズ

  MSCIワールド指数の 
実績EPS成長率、 
2017年第2四半期、％（左軸）

  MSCIワールド指数の 
予想EPS成長率、 
今期予想、％（左軸）

  MSCIワールド小型株指数の 
実績EPS成長率、 
2017年第2四半期、％（左軸）

  MSCIワールド小型株指数の 
予想EPS成長率、 
今期予想、％（左軸）

   MSCIワールド指数の 
サプライズ、％（右軸）

   MSCIワールド小型株指数 
のサプライズ、％（右軸） 出所：SSGA株式リサーチ・チーム、2017年9月30日時点。サプライズは公表した利益がアナリスト予想を上回った企業の割合を示す。 

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。

セクター別の 
グローバル・ 
バリュエーション

米国では、市場全体のバリュエーションが上昇しており、株価純資産倍率（PBR）ベースで見る
と、S&P500®指数の大半のセクターは過去15年間の平均を上回って取引されている3。エネルギー・セ
クターと金融セクターは過去15年間の平均を下回って取引されており、こうした投資家のポジション集中
度が低いセクターにより魅力的な投資価値があることを後段で検討する。

一方、MSCIワールド指数のグローバルセクターに注目すると、投資機会は豊富に存在する（図表3）。 
時価総額加重ベースで過去15年間の平均を大幅に上回って取引されているセクターは、一般消費
財・サービスと情報技術だけだ（右線）。こうしたセクターを小型株のウェイトが高くなる均等加重ベース
（左線）で見ると、投資家のポジション集中度が低いように見受けられる。これは、グローバル・ポートフ
ォリオが米国外の国・地域の株式や小型株のエクスポージャーを高めるもう一つの根拠となる。ヘルスケ
ア・セクターは2017年にやや上昇したが、当社は引き続きグローバル・ベースで知名度の低い銘柄に投
資価値を見出している。
 
3  SSGAのブログ「Still Risk On for 2018, Exercising Caution as Tail Risks Loom Larger（2018年もリスクオンだが、テールリスク

の拡大を受けて警戒感を持って）」Christopher Probyn、 Esther Baroudy、 Matthew Nest、Frederic Dodard、2017年9月12
日。

-

-
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-

％ ％
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図表3 
MSCIワールド指数に 
基づくグローバル株式 
市場のPBR
各セクター内の左線は 
均等加重ベース、 
右線は 
時価総額加重ベース

  15年間の最小値 
  15年間の最大値 
  平均 
  2016年12月 
  現在

出所：SSGA株式リサーチ・チーム、2017年9月29日時点。 
15年間の平均値、最小値、最大値の計算期間は2002年第4四半期～2017年第3四半期。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。
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図表4 
S&P500®指数の
過去の強気相場

1987年
12月

2000年
3月

4,494日／上昇率582.15％

3,179日／上昇率284.17％2009年
3月

2017年
11月

2,607日／上昇率267.08％1949年
6月

1956年
8月

2,248日／上昇率125.63％1974年
10月

1980年
11月

1,904日／上昇率96.21％2002年
7月

2007年
10月

出所：ビスポーク・インベストメント・グループ、シーキングアルファ、S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズLLC、S&P500®指数、FREDから取得、セントルイ
ス連邦準備銀行、2017年11月22日時点。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。指数のリターンは実際に運用
されていないため、いかなる報酬や費用も反映していません。指数のリターンには、値上がり益と値下がり損、インカムと配当再投資が反映されていま
す。 
パフォーマンスは米ドル建てで計算しています。指数に直接投資することはできません。
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アクティブ株式 
ポートフォリオの
ポジショニング

当社のアクティブ・クオンツ株式（AQE）チーム、ファンダメンタルズ・グロース株式チーム、ファンダメンタ
ルズ・バリュー株式チームから、投資哲学や投資プロセスに違いがあるものの横断的に得られた知見とし
て、投資価値が最も高くリスクが最も低いセクターに関する4つの共通テーマが見出され、多大なコストを
支払うことなく株式の潜在的な成長力にアクセスできる6。

金融セクター：3チームはいずれも金融セクターへのエクスポージャーを拡大または維持している。クオ
ンツの観点からは、金融セクターがバリュー、質、センチメント、モメンタムの各指標で上位にランクされ、当
社は金利感応度がプラスである銀行セクターをポジションに組み込んでいる。グロースの点では、規制緩
和環境にある米国金融セクターの上昇余地を、市場は十分に織り込んでいないと思われる7。

株式からのインカム収入を追求する投資家にとって、米国外の市場で配当利回りが上昇する見通しだ。
特に、域内経済の拡大から恩恵を享受できる欧州の銀行などはその好例である。当社のバリューチーム
は、グローバル金融危機からバランスシートが回復した金融セクターをオーバーウェイトにしており、現在で
は、金利が正常化した際には利益も回復すると予想している。

情報技術セクター：当社の各チームは高値を付けた米国ハイテク銘柄を一部売却して利益を確定
しているものの、情報技術セクターで投資家のポジション集中度が低い分野は、魅力的なリスク／リター
ンのトレードオフの提供を通じ、ポートフォリオのヘッジに役立つだろう。AQEチームは新聞紙上を賑わした
花形銘柄を売却し、情報技術セクターのハードウエア・装置製造企業へのエクスポージャーを増やしてい
る8。

同様に、米国グロースチームはインターネット関連銘柄を一部売却し、半導体メーカーや半導体設備投
資関連銘柄を買い増している。後者は、低いPERで取引されることが多く、ボトムアップ型の企業ファンダ
メンタルズのスクリーニングで良好な成績を収めている。グローバル・グロースチームは、大手ハイテク銘柄
へのエクスポージャーを維持しつつも、小型化や「あらゆる物のインターネット化（IoT）」の分野で台頭
しつつある革新企業に焦点を当てている。

ヘルスケア・セクター：トップダウンの観点から見るとバリュエーションは高水準だが、ボトムアップの観
点からは、バリュエーションにバラツキがあり投資機会が見出せる。AQEチームは医療用具や医療機器メ
ーカーを選好しており、こうした分野ではバリュエーションが妥当な水準であり、高齢化という長期的な追
い風を受けて安定的な利益成長が見込まれる。米国グロースチームの集中化ポートフォリオでは、同セ
クターはオーバーウェイトとなっており、医薬品、バイオテクノロジー、医療機器の分野における革新的な新
製品に焦点を当てている。

薬価引き下げという根強い逆風にさらされているヘルスケア・セクターで業界再編が続く中、当社のファン
ダメンタルズ・バリューチームは各ディールのメリットを検討しており、企業の合併・買収は研究開発におけ
るパイプラインを充実させる上で、コストパフォーマンスに優れた方法になり得ることを見出している9。

米国の 
強気相場を 
参考にする

S&P500®指数は2009年3月の弱気相場で底打ちして以降大幅に上昇しており、過去2番目に長い
強気相場となっている4。

米国株式史上で最長の上昇となるためには、現在の強気相場は20％の下落を経験することなく2021
年6月まで上昇基調を維持する必要がある5。
4  Matt Egan and Mike Tarson、「Obama-Trump bull market is now up 268％（オバマ、トランプ両政権にまたがる強気相場の上

昇率は268％に）」CNN MoneyInvest、2017年9月13日。

5  過去最長のS&P500®指数上昇期間は、1987年12月4日～2000年3月24日。ビスポーク・インベストメント・グループ、シーキングアルフ

ァ、2016年7月12日。

2018年グローバル市場展望 
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サイクル終盤の 
回復期における 
株式リスクの管理

厳しい市場環境において当社のAQEチームは、投資家が株式へのエクスポージャーを維持しつつも、直
面する可能性のある株式のリスクを管理する必要性にも注意するよう、助力することに引き続き重点を
置いている。2018年に起こり得る市場の混乱に対して耐久力と弾力性のあるポートフォリオを構築する
上で、リスクを意識したアプローチを取ることはどのような場合でも助けになる。

•  AQEチームの幅広いアプローチは、魅力的なバリュエーション、利益成長性、クオリティ特性と、予想
されるボラティリティや銘柄固有のリスクとのバランスを明確に取ることによって、確信度が高くかつ個別
銘柄リスクが低いポートフォリオを構築することが可能である。

•  ファンダメンタルズ・グロースチームは、フリーキャッシュフローを創出する強固なバランスシートを有する
銘柄を保有することで、財務リスク、ビジネスリスク、経済リスクを回避する努力をしている。また、不
安定な市場や厳しい経済環境を乗り切ることができる、長期的に競争優位を備えた業界リーダーに
焦点を当てている。

•  ファンダメンタルズ・バリューチームは、各企業の業績を幅広く理解するために広範なデューディリジェン
スを実施しており、上記リスクに対する安全性を確保するために、バリュエーション面で大幅に過小評
価された銘柄を探求している。

景気敏感セクター：当社は、資本財･サービス、素材、エネルギーなど非金融景気敏感セクターにお
いて、掘り下げたバリューを見誤らないよう警戒している。金利環境などのマクロ・テーマからの影響を踏ま
え、当社のAQEチームは資本財･サービス・セクターを買い増している。基調的経済の力強さ、健全な利
益成長性、エネルギー価格の回復を踏まえると、米国グロースチームが選別した資本財･サービス銘柄
へのエクスポージャーは妥当であると思われる。一方、グローバル・グロースチームはテーマに基づくアプロー
チを取っており、生産性が向上している資本財･サービス企業や、電気自動車のバッテリーに使用される
リチウムなど環境に優しい素材に注目している10。

ファンダメンタルズ・バリューチームは企業の経営陣から、受注が増加して業績に対する自信を取り戻して
いることを聞き及んでおり、当社は景気敏感セクターが2018年に長期の上昇相場を迎えるとみている。
6  SSGA ブログ、「While Value Is Clearly Down, We Don’t Believe It’s Out（バリュー株は確かに軟調だが終わったわけではない）」

Jessica Wasserman、2017年9月14日。
7  SSGA ブログ、「Regulatory Relief Might Turbocharge US Financials（規制緩和は米国金融株の上昇を加速）」Karen 

Beyer、2017年8月7日。
8  SSGA ブログ、「Much Ado about No-FAANG（FAANG以外について多くを）」Olivia Engel 、Chee Ooi、2017年8月31日。
9  IQマガジン、「Disruption in Action: Healthcare M&A as the New R&D（行動におけるディスラプション：ヘルスケアのM&AはR&Dの

新しい形）」Joe Lawlor、Bill Sandow、2017年第3-4四半期。
10   IQマガジン、「Disruption in Action: Electric Vehicles Drive Change in the Auto Industry（行動におけるディ

スラプション：電気自動車が自動車業界の変革をリードする）」John Saager、 2017年第3-4四半期。
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金利
成長率とインフレ率が低水準に
とどまり、金利が2.5％前後で安
定する可能性が高いことを踏ま
え、戦術的スタンスを維持し、各
国間の相対的な投資機会を追
求する。

クレジット
すべてのクレジットは均等な条
件ではないため、全体のリスク
を減らしつつ、引き続き投資機
会を探索する。

新興国市場
現地通貨建て新興国債券へ
の投資を維持し、リスク／リター
ンのトレードオフが良好な国を
見極めた上で高格付け債に集
中する。

投資 
アイデア インフレ率と成長率が 

低水準にとどまって
いるため、 
債券に対して 
過度な弱気を回避 
マット・ネスト、CFA 
マクロ戦略グローバル責任者
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過去8年間にわたり、投資家は金利上昇観測の下で、債券の強気
相場の終わりに備えたポートフォリオを構築してきた。しかし、こうした
判断はこれまで間違っており、ほとんどの投資家は失望している。

2018年も債券の強気相場が続く可能性は低いが、FRBが利上げ
を実施し、他の主要中銀が緩和政策の縮小に踏み出すと予想され
る中でも、債券相場の下落観測は2018年もおそらく外れるだろう。 

当社は投資家に対して、債券ポートフォリオ全体を妥当な利回り水
準に維持しつつも、様々な結果が起こり得るリスクに対してポートフォ
リオの抵抗力を高めるよう推奨する。

2018年グローバル市場展望 
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同様の動きが大半の先進諸国でも見られており、先進6カ国の加重平均金利とインフレを含む名目成
長率とを比較すると、これが裏付けられる（図表2）。
こうしたマクロ指標によると、金利はやや割高に見えるが、極端に割高とはいえない。

図表1
米国FF金利と
テイラールール推計値

 FF金利

 テイラールール推計値

金利の上昇は 
起こらない

-

-

-

％

％図表2 
金利と経済

  循環性調整済み 
名目GDP成長率、 
G6加重平均（％）

 5年フォワード5年 
     国債利回り、 
     G6加重平均（％）

2018年は、金利がようやく上昇する年となるだろうか。この疑問に対して、世界経済の調和のとれた成
長と量的緩和の縮小を踏まえると、答えは「イエス」となりそうである。しかし、短期的には世界経済の景
気循環的な拡大が続くと予想されるものの、長期的要因によって成長率とインフレ率は中期的に緩やか
に安定推移するとみられる。こうした状況下では金利に小幅な上昇圧力がかかるとみられるが、金利は
低水準に抑制されている。米国FF金利の実際の経路を古典的なテイラールール推計値に対してプロッ
トしてみると、こうした状況が如実に表れる（図表1）。

出所：議会予算局（CBO）、2017年9月29日時点。テイラールール推計値は、中立実質金利ではローバック－ウィリアムズ推計値、コア個人消費
支出（PCE）のデータ、およびインフレ非加速的失業率（NAIRU）についてはCBOの推計値を使用。 
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。

出所：バークレイズ、2017年9月29日時点
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長引く低金利を前に、リターンを向上させるために投資家は何ができるだろうか。第一に、こうした環境下
では、キャリーが有効である公算が大きいことを認識すること。第二に、不安定な利回り変動に対して、
戦術的なスタンスを維持する。第三に、先進国市場全体で相対的な価値を見極めることだ。例えば、
国債市場でトータルリターンの原動力となる傾向がある重要な要因について、基本的なヒートマップを検
討してみる（図表4）。各ファクターが有効な期間は多様であり、重要度も頻繁に変化するが、こうした
フレームワークは現在の状況を浮き彫りにしてくれる。

QE終了を受けて金利は上昇するとの予想は、直観に反する注意喚起として注目に値する。FRBがQE
を実施した時期、金利は上昇し、クレジット・スプレッドは縮小した（図表3）。従って、QEの縮小に伴
い、QE実施時とは逆に金利が低下し、クレジット・スプレッドが拡大する可能性がある。

図表4 
先進国国債全体に
わたる当社独自の
スコアリング 
 
 

  良い

 

  悪い

10年債利回り 

種類 キャリー モメンタム 平均

ドイツ

英国

米国

オーストラリア

日本

カナダ

出所：SSGA債券リサーチ・チーム、2017年10月時点。

％図表3 
量的緩和（QE）に対する、 
米国10年国債利回りと 
オプション調整後
スプレッド（OAS） 
の反応
 

  米国10年国債利回り

  投資適格債OAS

  QE実施期間

出所：ブルームバーグ・ファイナンスLP、2017年9月29日時点。 
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。

2018年グローバル市場展望 
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投資家がこれまで適切にリターンを享受できた分野があるとすれば、それはクレジット市場である。投資
適格債、ハイイールド債、ハードカレンシー建て新興国債券、そして特にストラクチャード・クレジット商品
など、どのようなクレジット・セクターであろうと、過去3年、5年、8年にわたって際立ったリターンを上げてき
た。しかし、現在の国債に対するスプレッドは極めてタイトである。

ハイイールド（HY）債を例に取る。オプション調整後スプレッドが2017年10月後半に3.5％前後で推
移していたことを踏まえると、米国債に対する超過リターンは今後12ヵ月間でマイナスになる可能性が高
い。つまり、リスクを多く取ることで必ずしもリターンが向上するとは限らず、時にはリターンがマイナスになる
ことを示唆している。大半のクレジット・セクターでも同様の傾向である。従って、プライシングの観点だけか
ら見ると、2018年はリスクを2017年当初よりも低減することが合理的と思われる。とはいえ、現在のプ
ライシングを裏付ける良好なファンダメンタルズ要因はいくつか散見される。

第一に、クレジット市場への資金流入は、ほぼ全チャネルにわたって極めて大規模であり、投資家が依
然としてより高いリターンを追求する限り、資金流入が減速する可能性はほとんどない。第二に、経済的
および政治的環境は全般的にプラス材料になっていると思われる。第三に、エネルギー・セクターとヘルス
ケア・セクターでは、デフォルト・サイクルから脱出したばかりである。2年足らず前はデフォルト率が6％まで
急上昇する中、HY債スプレッドは8％を上回り、投資適格（IG）債スプレッドは2％を超えて上昇し
た。このデフォルト・サイクルの余波は一部で見られるものの、最悪期は既に脱したとみられる。最後に、
金利水準が極めて低いため、大半の債券の期限前償還オプションにはわずかなプレミアムしか織り込ま
れていない。総合すると、こうした状況を受けてHY債市場のデュレーションは短期化し、質は向上してお
り、過去の水準よりも低いスプレッドは正当化されるだろう1。 

リスクがバランスしていることからすると、BBB/BB-格社債がスイートスポットと思われる。AA/A格社債
のリターンはあまりにも低く、低格付け社債には依然として予想外のデフォルトが生じる恐れがあるため
だ。IG債ユニバースの中では、銀行セクターと高格付けエネルギー関連銘柄が魅力的である。小売り、
電気通信、メディア、テクノロジーなど多くのセクターで構造変化が進んでおり、HY債の銘柄選択は極
めて重要である。ハードカレンシー建て新興国債券には基調的リスクの分散化効果があり、マルチセクタ
ー・ポートフォリオに良好な特性を付加することになろう。レバレッジド・ローン市場は行き過ぎの兆候が見
受けられ、BBB格の商業モーゲージ担保証券（CMBS）は格付け見直しのリスクにある。要するに、
厳選投資するべきである2。 

1   SSGAブログ、「High Yield Valuations?Worth Another Look at Quality and Duration（ハイイールド債のバリュエーション？　債券
の質とデュレーションを改めてみる価値あり）」Arvind Narayanan、Chris Ingle、Chuck Moon、Craig Varrelman、2017年8月22日。

2  格付けの定義と計算方法に関しては、用語集を参照のこと。

クレジット市場に 
投資機会を見出す

2018年は 
米ドルの重要性が 
低下する公算大

米ドルの動向はどうなるだろうか。2018年に、主要中銀のほとんどが何らかの形で金融引き締めを推進
する可能性が高い。ただし、日銀は例外で、経済成長がインフレ率の上昇につながるまで緩和政策を
維持するとみられる。こうした状況下で、米ドルは概ねボックス圏で推移するとみられ、特に欧州経済の
力強さが引き続き米国の減税による潜在的景気刺激効果を相殺する場合には、この見通しは一層妥
当となろう3。
3 SSGAブログ、「Dollar Matters Less to Returns in 2018（米ドルは2018年のリターンにあまり影響しない）」James Binny、Aaron 
Hurd、Laura Ostrander、2017年10月9日。
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現地通貨建て新興国債券は2017年の最優先投資アイデアの一つであり、その判断は正しかった。投
資の根拠は単純かつ説得力のあるものだった。すなわち、実質利回りが高く、インフレはピークを打ちつ
つあり、通貨は大幅に割安で、当資産クラスのモメンタムは加速しつつあった。この判断は十分に報わ
れ、2017年の現地通貨建て新興国債券のリターンは15％近くとなった。 

2018年を展望すると、バリュエーションは確かに魅力度が低下している。実質利回りは約100bp低下
しており、インフレ率は底を打ったとみられる。一方当社のモデルによると、新興国通貨は3％過小評価さ
れているに過ぎない。それに対して、モメンタムは力強く、資金流入は引き続き好調であり、投資家は依
然としてリスクを選好している。長年難局にあるアルゼンチンでも、現在の環境下では100年債を発行
可能だ4。

もちろん、すべての新興国発行体が同じではなく、ソブリン債のリターンが投資に伴うリスクに対してどの程
度になるかを見極めることが非常に重要になる。実質利回りと当社独自の発行体スコアを比較すると、
どの市場が相対的に魅力的であるかを概観することができる（図表5）。当社は質への傾斜を高める
一方で、2018年に主要債券指数に加えられる可能性のある中国にも注視する方針である5。
4 ブルームバーグ、「Argentina Plans to Offer 100-Year Bonds（アルゼンチンが100年債を発行する計画）」Charlie Devereux、Ben 

Bartenstein、2017年6月19日。

5  SSGAブログ、「China's Bond Connect: A Game Changer for Investors（中国の債券通（ボンドコネクト」：投資家にとってゲーム

方法が変わる）」David Furey、Bruce Zhang、2017年7月31日。

新興国債券への 
投資を続けるもの、 
クオリティに注意

図表5 
新興国市場の10年
実質利回りと
当社独自の
発行体スコア

以上を総合すると、多くの債券セクターは依然として魅力的にみえる。金利は引き続き落ち着いており、
選択的な投資機会がクレジット市場に見出され、そして新興国市場にとって良好な環境が続いている。
特に、米ドルがボックス圏で推移すると、通貨リスクが緩和されるとみられる。大幅な強気相場にはならな
いかもしれないが、弱気相場にもならないだろう。

SSGA独自の発行体スコア

％

-

-

出所：SSGA債券リサーチ・チーム、2017年10月時点。 
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。 
SSGA独自の発行体スコアは、6つの主要マクロ経済変数（現在の債務負担、財政状況、経済成長、海外債権者、純資産状況、ガバナンス）で
計測される6つのファンダメンタル要因に基づき、国の質を評価する。 
国毎のスコアを算出するために、こうした要因を新興国全般にわたるクロスセクション分析および各新興国内の時系列的変化から評価する。高スコ
アは質の高いソブリン発行体を意味する。 
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投資 
アイデア 景気サイクルの

長期化に伴い、
投資家は 
テーリスクを 
ヘッジすべき。 
だがその方法と
コストは？ 
デーブ・コバスズースキー、CFA 
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 
リック・トーマス、CFA 
ストラテジー・アンド・リサーチ、グローバル責任者、 
インベストメント・ソリューションズ・グループ

テールリスクへの 
懸念
景気サイクルが進むにつれて、
投資家の間では次の下落局面
のヘッジ手段への関心が強まっ
ている。

戦術的に 
ダウンサイドを 
限定
オプションや国債の買いから、ボ
ラティリティ・ロングや最小ボラティ
リティ戦略まで、目的に合せて調
整可能。

コストと 
機会のバランス
各戦略のメリットとデメリットを比
較し、どのような市場環境で成
功する傾向があるかを見極める。
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株式の強気相場は9年目に入り、世界経済の回復が本格的になっ
てきたため、投資家が次の下落局面について懸念するのは理解でき
る。すなわち、いつ下落局面が始まり、どの程度まで深刻化する可能
性があるのか。 
 
世界経済が安定し、インフレが低水準にとどまる中、VIX指数はこの
1年間、過去最低水準で推移してきたが、SKEW指数は、投資家
がテールリスク事象を実際に懸念していることを示唆している。

市場のタイミングを見極めるのは確かに難しいが、テールリスクをヘッジ
する手段は多い。ただし、投資家は主に次の2つの点について考慮す
べきである。すなわち、どのようなリスク軽減手段が妥当であり、どの程
度のコストがかかるのか。 
 
より戦略的なディフェンシブ戦略でなく、戦術的にヘッジを行うメリットと
デメリット（そしてどの程度継続すべきか）を比較する必要もある。

2018年グローバル市場展望 
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ヘッジ手段として、多くの投資家が最初に思い浮かべるのがプット・オプションだ。市場価格が行使価格を
下回った場合にプロテクションを保証する、明白な保険契約である。ただし大幅なコストがかかる。 
 
図表1に、10％および20％アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）プット・オプションのプレミアムの推移を示し
た。プレミアムの価格は予想ボラティリティの水準に比例して変化する。平均すると、10％OTMプット・オ
プション（満期1年）のコストは5％である。つまり、このプット・オプションが実際にプロテクションを提供す
るのは、市場が15％下落してからとなる。

こうしたコストを抑えるために、他のオプション（OTMコール、あるいはOTMがより深いOTMプット）を売る
という方法もある。コールとプットの売りは「プット・スプレッド・カラー」と呼ばれ、ゼロコストで構築できる。しか
し、コール・オプションの売りは、投資家の多くが株式リスクを取る元々の理由である値上がり益を限定す
る。このアプローチは一部の投資家には適当かもしれないが、とりわけ他のアプローチと比べて、投資計画
を不必要に複雑にする可能性がある。 

オプションを選ぶ場合、特に規模を必要とする投資家は、流動性と実行方法について検討する必要があ
る。例えば、S&P500®構成銘柄10～20億ドルのヘッジであれば上場オプションを用いて1回の取引で
実行できる。1回に50億ドル超をヘッジする場合、1日かけて執行する必要があるだろう。それ以上の規
模になると、数日間に分けて執行しなければならない。こうしたケースでは、上場オプションよりも流動性の
高い店頭オプションを検討するべきだろう。その他にも、S&P500®指数オプションで流動性リスクを軽減
する方法として、ユーロストックス指数など、他の株式市場や相関性の高いエクスポージャーにヘッジ・プロ
グラムを拡大することも考えられる。

最後に、様々な満期や行使価格ごとにポジションを分けて段階的にオプションを執行する方法も推奨さ
れる。これによって経路依存性とロールリスクが軽減し、多くのカウンターパーティとの取引を可能とすること
で誤った情報から投資家を守りやすくなる。

図表1 
プット・ 
オプションの
コストの推移

満期1年の
S&P500®指数
プット・ 
オプションの
プレミアムの推移 

 10％OTMプット

 20％OTMプット

プット・ 
オプション： 
有効だが割高

出所：SSGA、ブルームバーグ・ファイナンスLP、2017年8月時点。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。

%
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デュレーションの長い米国債、英国債、日本国債、ドイツ国債を保有するだけの方法を提案することに、
多くのプランスポンサーや最高投資責任者（CIO）は首を傾げているだろう。結局のところ、大半の投
資家は金利が現在の水準から上昇すると確信している。しかし、国債は他の資産と異なり、株価と逆相
関の関係にあり、そのためテールリスクの優れたヘッジ手段になる可能性がある。米国債の価格は、市場
が動揺する局面で上昇することが多いだけでなく、（小幅だが）プラスの名目利回りを提供する。この
関係が長期的に見られることは、図表2（株式市場の様々なレジームにおける長期米国債指数のトー
タルリターンを示したもの）を見ると分かる。株式が平均5％以上下落した月に長期米国債は2％以上
上昇しており、弱気相場の打撃を吸収する役割を果たしている。テールリスクに対するこの種のプロテクシ
ョンを提供する大半の資産は、小幅な名目利回りを提供することなく、コストを伴う。 
 
 

図表2 
株式リターン別の
ブルームバーグ・
バークレイズ
米国長期国債指数の
平均月 次リターン、
1992年9月～
2017年8月 

 S&P500®指数のリターン・  
      レンジ

高格付け国債： 
ストレス時の 
逆相関と 
小幅な利回り

言うまでもなく、インフレ率の急上昇や積極的な金融引き締めに伴い、国債の相関性は変化する場合
がある。例えば、1994年2月にFRBが引き締めを開始し、FF金利は1年間で3％から6％に引き上げら
れ、株式と米国債ともに圧力にさらされた。ただ、そうした出来事は概して長続きせず、相関性はいずれ
元に戻る。ポートフォリオ構築に際して重要な機会をもたらすため、当社はデュレーションの長い債券の保
有を通常支持している。

出所：SSGA、ブルームバーグ・ファイナンスLP、2017年8月時点。 
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。指数のリターンは実際に運用されていないため、いかなる報酬や費用も反映して
いません。指数のリターンには、値上がり益と値下がり損、インカムと配当再投資が反映されています。パフォーマンスは米ドル建てで計算しています。指数に
直接投資することはできません。

S&P500®指数のリターン・レンジ

％

ボラティリティの
ロングで複数の 
レジームを管理

ボラティリティをロングする投資戦略を選択するというアプローチもある。ボラティリティに基づく戦略には様
々な形態がある。例えば、システマチック・マネージド・フューチャーズ（CTA）、ターゲット・ボラティリティ・
トリガーズ（TVT）、リスクパリティなどが挙げられる。 
 
CTAマネージャーは通常、先物取引を行い、ポジションをロングにするかショートにするかを決めるために、
モメンタムを用いる。トレンドのシグナルに基いて、各種先物のロング、ショート両方のポジションを取る。
従って、これらの戦略を用いることにより、いかなる商品でもプットおよびコールをロングするのと同じポジシ
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低ベータまたは 
最小ボラティリテ
ィ株式

過去5年間で大量の資金が低ベータ株式戦略に流入した。データ分析会社イーベストメントによる
と、2,500億ドルを超える資金がグローバル「低ボラティリティ株式」戦略に投資されている1。しかも、この
数字は低ボラティリティ戦略への投資を過小評価している可能性がある。ロング・ショート戦略や別の名
称（例えば「クオリティ」）で同様のスタイルの運用を行うマネージャーへの資金流入を捉えていない可能
性があるからだ。 
 
低ベータ株式戦略は、株式はベータリスクに見合うリターンを提供してこなかったという知見に基づいてお
り、資本資産評価モデル（CAPM）の中心的予測に直接疑問を投げかけるものだ。低ベータ銘柄を
購入して高ベータ銘柄を回避するというのがこの戦略の考え方である。この手法に基づくと、通常、株式
市場の変動に影響されにくいポートフォリオが構築されるが、標準的な時価総額加重平均ベンチマークと
比べてアクティブリスクが高くなる。当社の調査によると、ベンチマークの制約が少ない低ベータ戦略は、標
準的な市場インデックスに比べてボラティリティが約30％低くなる。 
 
低ベータ戦略への大量の資金流入から見て、投資家はクラウンディング（投資集中）の兆候に注目し
ていると考えられる。当社はこうした動きを注意深く追跡している。図表3は高ベータから低ベータまで、
ポートフォリオを十分位に分割してデータをまとめたものだ。最上位グループはベータが最も高い株式、最
下位グループはベータが最も低い株式を捉えている。最上位ポートフォリオは、平均して、長期収益予想
が最も高く、アナリストから最も多くカバレッジされており、売買回転率が最も高い。ただし、これは人気が
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ョンを構築することができる。当初のトレンドが維持される限り、市場の方向性は重要ではない。例えば
2008年のように、株価の下落が持続するような時に好成績を上げるのがこの戦略である。逆に2009
年のように、株式市場が速やかに反転する年にはこの戦略は苦戦する可能性がある。
 
戦術的アプローチにはその他、株式プログラムのボラティリティを一定の水準に保つことを目指す、ターゲッ
ト・ボラティリティ・トリガー（TVT）戦略がある。大半の投資家は株式資産への配分を一定に（例えば
50％）設定する。しかし、株式のボラティリティは時間とともに大幅に変化する。そのため、資産の配分
比率ではなく、ボラティリティの水準を一定に維持する方を好む投資家もいる。そこで、例えば株式のボラ
ティリティが10％から11％に上昇した場合、それに比例して株式配分比率が50％から45％に低下する
ように先物を売り建てる。こうすれば、ポートフォリオが株式市場から受けるボラティリティは約5％に維持さ
れる。TVTアプローチは、ボラティリティの上昇が予想される時は先物を売り建てることで株式の変動リスク
を抑え、ボラティリティの低下が予想される時は先物を買い建てる。このアプローチはボラティリティの高い状
態が継続する場合（例えば2008年）に成功を収めるが、市場が突然反転するような場合（例えば
2009年3月）は、うまく機能しない。全体的には、このアプローチを採用してもリターンの向上はあまり期
待できないが、リスクは大幅に軽減できる。 
 
TVTプログラムのメリットは、オーバーレイ型であるため、ヘッジ対象の株式プログラムとは別に運用される
点にある。このように機動的に運用できるのは、特に変額年金保険会社、ターゲットデートファンド、ミュー
チュアルファンド、確定給付型年金プランにとっては魅力的だ。 
 
ボラティリティ・ターゲティング戦略は債券、コモディティ、オルタナティブ商品など、他の資産にも適用でき
る。そこで当社が開発したのがフレキシブル資産配分アプローチ（Flex）である。このアプローチは、低ボ
ラティリティ・レジームでは株式やハイイールド債券などの高リスク資産を購入し、ボラティリティが上昇する
場面では低リスク資産を選好する。マルチアセットに投資するFlexアプローチは、TVTアプローチと同様
に、ボラティリティが持続する場合はうまく機能する。ただし、Flexはプラン全体に適用するのではなく、包
括的なプランの一部であるマルチアセット戦略として採用することが重要である。



結論： 
どのような種類の 
リスク軽減手段を、 
どの程度のコストで、 
どのくらいの期間実施
するべきか？

上記の手法は、それぞれポートフォリオ全体を踏まえて検討するべきである。最終的なヘッジ・プログラム
は基金の全体的なリターンおよびリスク目標に一致させる必要がある。 
 
プット・オプションは、最終的なリターン分布の予測可能性の向上を目指す場合、あるいは特定の短期リ
スクのヘッジが明らかに必要な場合は妥当な選択肢である。しかし、株式の値上がり益が限定されるた
め、多くの投資家にとっては長期的に最適なソリューションとはならない可能性がある。長期的にポートフォ
リオの運用成績を抑えることがないプット・プロテクション戦略を設計するのは困難である。ただし、積立超
過の年金プランやドローダウンリスクを心配する保守的な投資家にとって、値上がり益が限定されることは
それほど重要でないかもしれない。 
 
投資家は、ポートフォリオ全体の資産配分とプランが内包する主要なファクターリスクを検討するべきであ
る。現在の資産配分を多少調整することで目標を達成できることは多い。当社は、ポートフォリオの資本
効率向上につながる資産配分にシフトして行くことが望ましいと考えており、そのため高格付け国債のデュ
レーションを長期化し、一部の資金をよりベータの低い成長資産クラスに再配分することを選好している。
例えば、低ベータ株式、ターゲット・ボラティリティ株式、機動的資産配分、分散を高めた成長戦略、その
他の資産クラス（新興国債券やハイイールド債など）である。これらのアプローチを採用すれば、最終的
なリターン目標を妥協することなく、ダウンサイドリスクを大幅に抑えることが可能である。

図表3 
ベータ値に基づく
銘柄グループ毎の
データの概要、
MSCIワールド指数、
1999～2016年

ベータ値に基づく
10分位グループ

予想ベータの
平均

長期成長率予想
の平均（％）

推定値の平均 1日当たりの売
買回転率の平均
（％）

平均株価純資産
倍率（PBR）

1 1.47 13.61 17.51 1.89 3.25

2 1.20 11.73 15.79 1.27 2.94

3 1.10 11.10 14.77 0.90 2.42

4 1.03 10.58 14.35 1.26 2.14

5 0.98 10.01 13.94 0.87 2.56

6 0.93 9.38 13.54 0.79 2.59

7 0.87 9.03 13.44 0.79 3.04

8 0.82 8.86 13.37 0.59 3.12

9 0.75 8.54 12.93 0.54 3.47

10 0.60 7.87 11.80 0.50 4.16

出所：SSGA、ファクトセット、MSCI。ユニバース：MSCIワールド指数。
期間：1999年1月～2016年12月。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。指数リターンには、値上がり益と値下
がり損、インカムと配当再投資が反映されています。
指数の特性は提示されている日付時点のもので、今後変更されることがあり、その後の時点では最新と見なしてはなりません。
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高く投資が集中している証拠であり、魅力的な特性ではない。反対に、最下位グループは最もベータが
低い株式で構成され、収益予想、売買回転率、アナリストによるカバレッジがいずれも最も低い。すなわ
ち、これらの株式は見過ごされているという証拠である。これは過去17年間の平均ではあるが、現在の
市場のデータも同じ状況を示している。全体的には、バリュエーションが重要であるため低ベータ銘柄での
アクティブ運用を選好する。すなわち、投資対象を厳選することが重要である。
1  イーベストメント、2017年6月30日時点。
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59

図表4 
テールリスク・
ヘッジの
多様な手法

メリット コスト 成功する場合 失敗する場合 留意点

株式の売り 簡易／直接的 株価の値上がり益の喪失 • 株価の下落時 •  相場の上昇時 多くの投資家にとっては、株式を買うよりも下落時の
プロテクションとして有効かもしれない 

プット・ 
オプションの買い

直接的 非常に割高 • 株価の急落時 •  株価の下落が非常に緩やかな場
合、相場が横ばいまたは上昇する
場合

収支均衡のためには、アウト・オブ・ザ・マネーとオプシ
ョンのプレミアムの合計分の利益を上げる必要がある

長期米国債の買い 割安 機会費用 ― 低利回り •  相場の混迷時（2008年、 
2001年）

•  インフレ率急上昇と同時に株価が
下落する場合（1980年）

•  FRBによる積極的な金融引き締め
時（1994年） 

長期米国債の買いはテールリスクのヘッジを提供しつ
つ（小幅ながら）利回りがプラスとなるが、プロテクシ
ョンは保証されていない

マネージドボラティリティ
（最小分散株式）

全額株式に投資可能、高ベー
タ銘柄は通常、混乱下で下落
幅が拡大するが、そうした銘柄を
回避可能

アクティブ運用で行った場合は運
用手数料がかかる

• 相場の混迷時（2008年、
   2001年）
•  相場が上昇と下落を繰り返すが、

長期的には上昇基調にある時
（2010～2017年）

•  高ベータ銘柄の上昇時（1999
年、2009年）

•  さらに、ファクターへ「集中投資」また
は「過大評価」が発生した場合、ク
オンツ投資家による大規模なポジシ
ョン解消リスクがある（2007年）

過去10年間に低ベータ銘柄は若干割高になってい
る。指標を追跡することで、見過ごされている銘柄か
投資が集中している銘柄かを見極め、前者の低ベ
ータ銘柄（たいていの銘柄が該当）を選好する 

ターゲット・ 
ボラティリティ・ 
トリガー/TVT
（ボラティリティ・ 
コントロール）

株式投資へのオーバーレイとして
使用可能

•  株式エクスポージャーの動的
変化は、アセットオーナーにとっ
て理解し難い可能性

•  高いアクティブリスク

•  市場がトレンドに沿って推移する場
合。特に市場が強い下落基調にあ
る時（2000～2002年、2007
～2008年）

•  市場の変動が激しく、多くの上下だ
ましが見られる場合（テーパータン
トラム、2013年、QE以降の市場
環境）

•  外的ショックにより急激に相場が下
落する場合 

•  テールリスクのヘッジ手段として注目するアセットオ
ーナーが増えている。最近はあまり思わしい成績を
上げていない。

• 過去数年間は「自分の尾を追う」状態に陥って    
   いる。

マネージド 
フューチャーズ

モメンタムに基づくマクロレベルで
のトレーディングにより、下落時の
強力なプロテクションを提供

優れたCTA（商品投資顧問）
の手数料は往々にして高い 
（2％信託報酬と20％の成功
報酬）

• TVTと類似 •  TVTと類似 ボラティリティが急上昇する時に好成績を上げてい
る。長期的に株式と逆相関の関係にあり、株式のテ
ールリスク・ヘッジとして有効。 

フレキシブル資産配分 市場状況に関する予測に合わ
せて資産配分を機動的に調整

アクティブ運用手数料、ただし、
流動性のある標準的なオルタナ
ティブ運用より大幅に安い

•  TVTとマネージドフューチャーズに
類似

•  上昇基調、低ボラティリティが続く
2017年の市場で好成績を上げ
ている

•  市場レジームが高リスクと低リスクの
間で行き来する場合

•  この場合、「自分の尾を追う」状態
に陥る

•  単独では株式リスクをヘッジできな
い 

マネージドボラティ株式と類似しているが、ベータ値が
プラスの成長戦略。株式の代替投資手段として十
分に機能する可能性がある。

上記の情報は投資助言ではなく、そのような取扱いにおいて依拠すべきものではありません。80ページをご参照ください。
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メリット コスト 成功する場合 失敗する場合 留意点

株式の売り 簡易／直接的 株価の値上がり益の喪失 • 株価の下落時 •  相場の上昇時 多くの投資家にとっては、株式を買うよりも下落時の
プロテクションとして有効かもしれない 

プット・ 
オプションの買い

直接的 非常に割高 • 株価の急落時 •  株価の下落が非常に緩やかな場
合、相場が横ばいまたは上昇する
場合

収支均衡のためには、アウト・オブ・ザ・マネーとオプシ
ョンのプレミアムの合計分の利益を上げる必要がある

長期米国債の買い 割安 機会費用 ― 低利回り •  相場の混迷時（2008年、 
2001年）

•  インフレ率急上昇と同時に株価が
下落する場合（1980年）

•  FRBによる積極的な金融引き締め
時（1994年） 

長期米国債の買いはテールリスクのヘッジを提供しつ
つ（小幅ながら）利回りがプラスとなるが、プロテクシ
ョンは保証されていない

マネージドボラティリティ
（最小分散株式）

全額株式に投資可能、高ベー
タ銘柄は通常、混乱下で下落
幅が拡大するが、そうした銘柄を
回避可能

アクティブ運用で行った場合は運
用手数料がかかる

• 相場の混迷時（2008年、
   2001年）
•  相場が上昇と下落を繰り返すが、

長期的には上昇基調にある時
（2010～2017年）

•  高ベータ銘柄の上昇時（1999
年、2009年）

•  さらに、ファクターへ「集中投資」また
は「過大評価」が発生した場合、ク
オンツ投資家による大規模なポジシ
ョン解消リスクがある（2007年）

過去10年間に低ベータ銘柄は若干割高になってい
る。指標を追跡することで、見過ごされている銘柄か
投資が集中している銘柄かを見極め、前者の低ベ
ータ銘柄（たいていの銘柄が該当）を選好する 

ターゲット・ 
ボラティリティ・ 
トリガー/TVT
（ボラティリティ・ 
コントロール）

株式投資へのオーバーレイとして
使用可能

•  株式エクスポージャーの動的
変化は、アセットオーナーにとっ
て理解し難い可能性

•  高いアクティブリスク

•  市場がトレンドに沿って推移する場
合。特に市場が強い下落基調にあ
る時（2000～2002年、2007
～2008年）

•  市場の変動が激しく、多くの上下だ
ましが見られる場合（テーパータン
トラム、2013年、QE以降の市場
環境）

•  外的ショックにより急激に相場が下
落する場合 

•  テールリスクのヘッジ手段として注目するアセットオ
ーナーが増えている。最近はあまり思わしい成績を
上げていない。

• 過去数年間は「自分の尾を追う」状態に陥って    
   いる。

マネージド 
フューチャーズ

モメンタムに基づくマクロレベルで
のトレーディングにより、下落時の
強力なプロテクションを提供

優れたCTA（商品投資顧問）
の手数料は往々にして高い 
（2％信託報酬と20％の成功
報酬）

• TVTと類似 •  TVTと類似 ボラティリティが急上昇する時に好成績を上げてい
る。長期的に株式と逆相関の関係にあり、株式のテ
ールリスク・ヘッジとして有効。 

フレキシブル資産配分 市場状況に関する予測に合わ
せて資産配分を機動的に調整

アクティブ運用手数料、ただし、
流動性のある標準的なオルタナ
ティブ運用より大幅に安い

•  TVTとマネージドフューチャーズに
類似

•  上昇基調、低ボラティリティが続く
2017年の市場で好成績を上げ
ている

•  市場レジームが高リスクと低リスクの
間で行き来する場合

•  この場合、「自分の尾を追う」状態
に陥る

•  単独では株式リスクをヘッジできな
い 

マネージドボラティ株式と類似しているが、ベータ値が
プラスの成長戦略。株式の代替投資手段として十
分に機能する可能性がある。

2018年グローバル市場展望 
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投資 
テーマ



62ssga.com Global Market Outlook 2018

アルファ創出に適した市場環境へと改善が
進む中、アクティブ運用のタイミング、投資
先、手法を選択

2018年は中国市場が新しい道へ歩を進
める可能性もあり、グローバル投資家は資
産配分の見直しが必要。

アクティブ運用は 
回復するのか? 
 

中国市場は新たな 
発進の年となるか?

62State Street Global Advisors 2018年グローバル市場展望 
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投資 
テーマ アクティブ運用は

回復するのか? 
ロリ・ハイネル、CFA 
副最高投資責任者

ストック・ 
ピッカーの 
復活か？
金融政策の正常化と相関性
の低下は、今後アクティブ運用
環境が改善することを示唆して
いる。

アクティブ運用の 
タイミング、 
投資先、 
手法を見極める 
 資産クラス、投資プロセス、資産
配分の各段階で投資機会を検
討する。

真のアルファを 
見極める
純粋なファクター・プレミアム
以上のものを全体で提供で
きるアクティブ・マネージャーを
揃える。
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過去2-3年の間にパッシブ運用が台頭し、このままアクティブ運用の
時代が終わるかのように言われてきたが、当社は常により慎重な見方
を取り続けている。 
 
確かに、アクティブ戦略から資金が流出し、インデックス戦略や上場
投資信託（ETF）に流入する資金が増えたことには十分な理由が
あると認識している。インデックス戦略やETFによって世界中の様々な
投資家が低コストで市場に参加できるようになった。これは明るい動
きといえる。ただし、ETFをアクティブ運用の視点から取り入れている機
関投資家が増えていることも忘れてはならない。そのため、ETFへの
資金流入をパッシブ運用と直接結びつけて考えると判断を誤る恐れ
がある。

同時に、グローバル金融危機以降の歴史的低金利と緩和マネーの
流入で、株価指数は過去最高を更新し続け、資産クラスの相関性
は高止まりし、分散とボラティリティは低水準にとどまっており、アクティ
ブ・マネージャーはますますアウトパフォームが達成しにくくなっている。
相場上昇はほぼ全てのセクターにまで広がっているため、アクティブ・マ
ネージャーは、特に長期的かつ手数料控除前ベースで、リターン向上
に苦戦している。

2018年グローバル市場展望 
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アクティブ運用のタイミング、投資先、手法の判断は極めて重要であり、現在の市場環境以外に、投資
家の投資期間やリスク配分など様々な条件を考慮する必要がある。そのため、異例の金融緩和策から
の脱却や資産クラス間の相関性の低下によって、アクティブ運用に一段と適した市場環境が整うとは予
想しているが、それでもアクティブ運用に際して投資家は、様々な要因を包括的に熟慮して判断を下す
必要があると当社は考える。

当社は、1）資産クラス、2）投資プロセス、3）資産配分の3つの段階における明確に優れた点から、
アクティブ運用の投資機会について検討する。

投資家が手数料当たりの価値をこれまでになく重視している現在、アンダーパフォームやベンチマーク並
み、あるいは単なるファクターエクスポージャーを超える価値をほとんど提供できないアクティブ・マネージャー
から資金が流出しても意外なことではない。それでも、マクロ環境がどのようであろうと、スキルのある運用
マネージャーであれば多くの投資機会を見出すことはできる。 
 
資金フローデータを分析すると、グローバルで見て、アクティブ運用資産の規模はほぼ3対1の割合で依
然としてパッシブ運用資産を上回っており、アクティブ運用からパッシブ運用に1ドルの資金が流出するた
びに、2.5ドルの資金がアクティブ・マネージャー間で移動している1。また、直観的に理解できることだが、
インデックスやETF戦略に流入する資産が増えると、アクティブ・マネージャーが利用できる市場のミスプラ
イシングは増加する傾向が高まる。だが最も重要な点は、これまで繰り返し述べてきたように、リターンが
低下した環境下では、投資をアクティブかパッシブかという枠組みで考えるのは間違っているということだ。
これからはアクティブ運用とパッシブ運用の両方を取り入れて目標を目指す必要がある。
1  出所：モルガンスタンレー・リサーチ、オリバー・ワイマン・ブルーペーパー、2017年3月付「The World Turned Upside Down」 

図表1
各種資産
クラス間の
相関
（1年ローリング）

 株式と債券

 株式とコモディティ

  債券とコモディティ

 平均

アクティブ運用の
タイミングは？

出所：SSGAインベストメント・ソリューションズ・グループ（ISG）、2017年10月3日時点。 
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。

-

-

-

％
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図表2
2014年12月までの
5年間に非流動的な
市場セグメントの
50％以上が
ベンチマークを
アウトパフォーム

資産クラス： 
非効率で流動性が
低い市場環境に 
おけるアクティブ
運用の投資機会

出所：モーニングスター、2014年12月31日時点。 
全てのカテゴリーと詳細説明に関してはモーニングスターによる2015年6月付「Morningstar's Active/Passive Barometer: A new 
yardstick for an old debate」を参照のこと。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。

これはゼロサム・ゲームであるため、最高の市場環境下でアルファを創出することは難しい。ただし、特定
の市場や資産クラスに本来存在している非効率性が、投資家の非合理的な行動あるいは市場の摩擦
によって顕在化すれば、アクティブ運用に適した環境に容易に変化する。例えば、小型株や新興国企業
には、アナリストのカバレッジが少ないために情報の非効率性があるかもしれない。そのため、優秀なマネ
ージャーであれば、それほど自明でない投資機会を発見することができる。非効率的な市場は、取引コ
ストが高めで流動性が低くなる傾向があり、トレーディングは単純ではなく、ミスプライシングが多くなる。こ
れが特に当てはまるのが債券市場の中で流動性が低いセクター、すなわちハイイールド債や先行きが不
透明な地域セクターなどである。

パフォーマンス上位グループと下位グループの格差が大きい市場も注目すべき分野である。市場の投資
家層の特徴も重要な要素といえる。例えば、中国A株市場は、個人投資家層に大きく偏っている。その
結果、資金の流入と流出を頻繁に繰り返し、非効率とミスプライシングが生じやすく、アクティブ・マネージ
ャーにとっては適している。 
 
どの市場がアクティブ運用に適しているかを判断するため、モーニングスターのアクティブ／パッシブ・バロメ
ーターを使用した。これは米国のアクティブ運用ミューチュアルファンドと対応するパッシブ運用ファンドの年
間パフォーマンスを分析したものだ。図表2に示されるように、新興国株式、外国株式、中期債のアクテ
ィブ運用ファンドの50％以上が、2014年12月までの5年間にそれぞれのベンチマークをアウトパフォーム
している。

カテゴリー別アクティブ運用ファンドの成功率（％） 成功率

カテゴリー 1年 3年 5年 10年

米国大型株ブレンド 32.7 25.6 25.1 21.6

米国大型バリュー株 21.3 49.0 24.4 38.2

米国大型グロース株 42.3 26.0 12.2 16.9

米国中型株ブレンド 36.5 34.5 23.8 13.7

米国中型バリュー株 20.9 34.8 13.5 54.4

米国中型グロース株 48.0 37.0 31.1 26.8

米国小型株ブレンド 40.7 35.5 37.1 38.9

米国小型バリュー株 25.2 22.0 47.7 48.4

米国小型グロース株 51.4 40.8 30.2 24.4

外国大型株ブレンド 47.0 44.8 52.8 40.2

分散型新興国市場 58.2 70.4 85.8 36.6

中期債券 47.9 73.0 69.7 42.2

2018年グローバル市場展望 
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確信度：アクティブ・マネージャーは、米国大型株といったより効率的な資産クラスでは超過リターンを創
出できないと言っている訳ではない。マネージャーが企業の将来の成長見通しに関して情報面で優位な
立場にあると考えるなら、そのマネージャーはより長期的な視野に立ち、長期的にアルファを創出すること
ができる。 
 
特に市場は企業の成長持続力を過小評価する傾向があるため、アクティブ・マネージャーは投資期間を
延長することによってミスプライシングを利用できる可能性がある。このアプローチに従うと、市場が見過ご
しているグロース株やバリュー株を組み入れた、確信度が高く、アクティブ運用の割合が大きいポートフォリ
オが構築されるはずだ。

マネージャーは長期的にアウトパフォームする企業を特定することを目指しているため、景気サイクル全体
にわたり投資を継続する必要があることを、このアプローチは明確に示している。多くの投資家が犯しやす
い誤りは、マネージャーのパフォーマンスがピークにある時に投資を行うことだ。そのマネージャーのパフォーマ
ンスはその後悪化し始める可能性が高い。しかも、アンダーパフォームしたマネージャーのパフォーマンスは
平均回帰によって直ちに改善するが、投資家はその前に売却してしまう。

投資対象の幅：アクティブ・クオンツ運用マネージャーには、広範な投資ユニバースを対象にシステマチッ
クなプロセスを利用できるという利点がある。モデルが特定したリターン向上とリスク最小化の特性と一致
する証券で構成される幅広いユニバースから、銘柄を取捨選択できる。

リスク軽減：アクティブ投資プロセスは、現在のような株式強気相場の終盤段階で特に重要になる可
能性がある。その名の通り、アクティブ運用マネージャーは投資対象を厳格に選別し、バリュエーションが
割高で、平均回帰の時期が迫っている証券やセクターを回避することができる。また、ボラティリティの高い
証券の配分を減らしたりディフェンシブな特性を持つ証券のエクスポージャーを増やしたりすることによって、
ポートフォリオのリスクを容易に減らすことが可能である。

資産配分： 
戦術的 
オーバーレイ、 
ファクターの 
効率性

最後に、資産配分の段階でアクティブ運用を取り入れることによって、リターン向上、リスク管理の改善お
よびポートフォリオ全体の資本効率の改善につながる。戦術的にオーバーレイを適用することで、ドローダ
ウンリスクを大幅に抑えつつ、リターンの向上を目指すことが可能である。既存のアクティブ・マネージャーの
プログラムにファクターの視点を当てはめることで、どのマネージャーが銘柄固有のリスクをもたらしているの
か、そしてどのマネージャーが低コストのスマートベータ・アプローチでアクセス可能なファクターリスクを全体と
してもたらしているのかを、投資家は特定しやすくなる。

このように3段階で投資判断を行うことによって、コアのベータ・エクスポージャーによる分散投資ポートフォリ
オの構築およびより効率的に目標を達成できるアクティブ運用アプローチの組み合わせを、投資家はより
意識的に実行することができる。重要なのは、こうしたポートフォリオの選択を投資家は市場環境に関係
なく実施できる点である。

要するに、焦点は「アクティブ運用は回復するのか」から、「アクティブ運用の投資先やタイミングをどう選択
するのか」に移りつつある。

投資プロセス： 
高い確信度、 
投資対象の幅、 
リスク軽減
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景気減速懸念を 
背景とする 
ミスプライシングに 
注目
市場は債務不安を過大評価
し、中国の成長見通しを過小
評価しており、ここに2018年に
長期エクスポージャーを取る投
資機会があるかもしれない。

国内A株でなく、 
海外に上場する 
中国株を保有
セクターおよびバリュエーション
の観点から、オフショア中国株
を選好。

債券投資家は 
中国を 
無視できない
中国の国債利回りは現在、同
水準の格付けをもつ主要国ソ
ブリン債を上回っている点を考
慮する。

投資 
テーマ 中国市場は 

新たな発進の 
年となるのか? 
ジョージ・ビチャー 
チーフ・インベストメント・オフィサー 
ファンダメンタル新興国株式 
ローラ・オストランダー 
新興国市場 
マクロ・ストラテジスト 
アンドリュー・シャオ、CFA 
シニア・ポートフォリオ・マネージャー 
中国株式
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2018年の干支である戌は、中国の故事で幸運を呼ぶ縁起のよい
動物とされており、中国にとって2018年は新たな時代に向けて好発
進する年になるとみられる。第19回共産党大会で習近平国家主席
の権力基盤が強化され、党指導部はこれで中国が秩序ある成長減
速を維持しつつ、消費主導の経済へ移行するための大きな節目を
超えたとみなす可能性がある。

実際、中国の2017年上半期の経済成長は事前の懐疑的な予
想に反し、政府の年間目標である6.5％をかなり上回った。当社は
2018年も力強い成長を維持すると予想しており、市場のミスプライ
シングは魅力的な投資機会を提供する可能性があると考える。

中国の債務は2016年末時点で対GDP比257％と高水準である
が、中国政府は鉱工業の過剰な生産能力や住宅在庫を減らすこと
によって、債務の秩序だった解消につなげる準備が整っていることを示
唆している。全体的な信用拡大ペースは既に減速し始めており、信
用拡大と名目GDP成長の格差は縮小している。

中国の債務不安は過度に誇張されている傾向があり、市場は中
国の債務管理能力や成長力を過小評価していると考える。従っ
て、2018年は長期投資家にとって取引を開始する好機になる可能
性があると思われる。

2018年グローバル市場展望 
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当社が中国への投資に楽観的な見方をしている主な理由は、習国家主席の成長戦略がこれまでの改
革に基づいている点にある。例えば、これまでに生産性の向上、金融システムの安定化、資本市場のさら
なる発展を目指す改革措置が打ち出されてきた。これらはいずれも、6％以上の成長水準（2020年ま
でにGDPと国民所得を対2010年で倍増するという「百年」計画を実現するための政府の最優先課題）
を維持するために必要な措置である。

人口の高齢化が進む中、高齢化社会になる前にゆとりある社会を作るために、中所得国から高所得
国に移行するという更なる目標が掲げられている。現在、中国の1人当たりのGDPは8,737ドルと、世
界の中所得国の上半分に当たる高中所得国（3,958ドル～12,235ドル）に分類される1。2018年
に入ると、国務院人事で不透明感が高まる可能性や、情報や個人の自由の抑圧が問題化する可能
性が考えられる。しかし、全般的には、習政権は経済改革と成長促進に向けて前進すると予想される。
1  世界銀行の定義（2017年版）。

中国の経済成長はかつての著しく高いペースから減速しているものの、投資主導から消費とサービス主
導の成長への移行など長期的なトレンドのために、2018年に急減速する可能性は低い（図表1）。
鉱工業セクターの一部は成長を続けるが、以前ほど急速な成長は見込めない。だがその一方で、中国
では中間所得層の台頭で、消費支出が飛躍的に増加しており、鉱工業セクターの成長減速の影響は
打ち消されるだろう。

このような消費による成長押し上げ効果は既にGDPに鮮明に表れている。2016年末時点で、中国の
名目GDPは11兆2,000億ドル、成長率は6.7％で、これに最も寄与したのはサービス業だった（図表
2）。今や中国経済は米国の18兆6,000億ドルに次いで第2位の規模となり、日本、ドイツ、英国の
合計を上回っている。中国が6％以上のペースで成長すれば（現在のSSGA予想は6.4％）、名目
GDPはスイスの経済規模に相当する6,700億ドル増加する。たとえ4.5％でも、5,000億～5,500億
ドルの増加となる。これに基づくと、最近市場が織り込んでいる中国経済の「減速」は行き過ぎであり、中
国の長期的な成長に対するエクスポージャーを拡大する好機となる可能性がある。

図表1
消費と
投資
（GDPに占める割合）

  家計消費支出、 
人民元（右軸）

  合計投資額、 
対GDP（％）

  合計消費額、対GDP（％）

高齢化が 
進む前に 
ゆとりある 
社会を

消費、消費、 
消費

出所：中国国家統計局（NBS）、2017年9月時点。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。

％ 人民元
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図表2
消費と
投資
（GDPに占める割合）

  サービス業、対GDP成長率％
（左軸）

  製造業、対GDP成長率％ 
（左軸）

  農業、対GDP成長率％ 
（左軸）

 実質GDP成長率、 
      前年比変化率％（右軸）

出所：中国国家統計局（NBS）、2017年9月時点。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。

出所：IMF、2017年4月時点。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。

図表3
グローバルGDP
成長率に占める
中国の割合
（購買力平価ベース）

米国  
10%

日本  
2% 

欧州新興国・
ロシア 

5%

中南米  
3%

その他先進国  
6%

英国 
1%

中東 
・アフリカ 

8%

ユーロ圏  
6%

アジア 
（除く中国）
24%

中国  
35%

％ ％
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こうした環境下では、幅広いベンチマークを保有するよりも、重要な基調的トレンドに照準を合わせることが
合理的と考える。当社の見解では、最大の長期トレンドは引き続き個人消費である。増大する中国の中
間層のニーズに合う消費行動、支払方法、商品を把握できれば、投資家は確固とした成長機会を見出
せるはずだ。

短期的に金融市場は混乱すると一部の市場参加者が予想していることが、証券のミスプライシングを生
み出しており、2018年にはこれを利用する好機が到来する可能性がある。中国の大手銀行の多くは、
実際の収益力、バランスシート保護、配当支払能力に比べて、魅力的な水準で取引されていると考え
られる。

何を保有 
するべきか？

マクロ経済の基調は良好であるが、中国には課題が残っている。中でも懸念されるのが高水準の企業
債務だ。増加ペースはここ数年間で加速しているものの、まだ「吠えない犬」の状態にある。それはなぜ
か。市場主導型のサイクルに慣れている西側諸国の投資家からは過小評価されることが多いが、中国
政府はこうした債務の管理に自由に使える多様な手段を持っているためだと当社はみている。 
 
中国の金融能力もそうした手段の1つである。中国は、債務負担の増加や債務の対GDP比の上昇
を支えるだけの大規模な資産を保有している。外貨準備高は2017年8月末時点で3兆900億ドル
となっている2。2014年半ばに付けたピーク水準の約4兆ドルを下回っているが、2017年1月末に2兆
9,900億ドルで底打ちしてから改善している3。資本取引を制限して資本逃避を阻止できることも、外
貨準備を用いたより柔軟な対応につながっているが、そのため国内の資本配分が不適切になる可能性
があることから、資本規制への依存度は低下する可能性が高い。 
 
加えて、政府は国有企業の再編を通じて、債務全体を管理可能な水準に維持することもできる。こうし
た動きは西側諸国で使われている比較分析モデルとは一致しない。さらに、国家が多くの企業を所有し
ているため、アンダーパフォームしているセクターの再建に時間をかけることができる。政府は必要に応じて
企業行動にも影響力を行使できるため、レバレッジ削減（例えば、デッド・エクイティ・スワップ）、資本フ
ローの管理、住宅購入の制限、住宅ローンの融資基準の厳格化などが実行される可能性がある。 
 
最後に、消費者と中央政府の債務は低水準であり、中国の債務は大半が国内資金でファイナンスされ
ている。インフレ率が低いため、中国人民銀行はリスクが高まって信用が逼迫した場合の信用緩和や、
必要に応じたレバレッジの抑制が可能である。従って、大規模な債務危機が突然起きる可能性は低下
するとみられる。むしろ、持続可能な成長に向けた政府の改革が前進し、債務の増加ペースをうまく管
理すると当社は予想している。

そうなれば、2018年には、鉱工業セクターへの依存度は低下し、過剰設備はさらに再編されるほか、不
動産市場の安定化や銀行の不良債権の長期的な管理計画がもたらされるはずだ。ただし、経済が異
なる経路をたどった場合、全般的な信用拡大と固定資産投資の伸びのペースが加速することが、警戒
を要する兆候となるだろう。 

2 出所：ブルームバーグ

3 出所：ブルームバーグ

債務： 
吠えない犬
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中国の2つの株式市場、すなわち、オンショアとオフショアのうち、当社は国内A株市場（MSCI中国
A株指数）よりも、海外中国株式市場（MSCI中国指数）を引き続き選好している。その理由とし
て、a）MSCI中国指数の方が成長性と質が高いIT企業や消費関連企業の組入比率が大幅に高
い、b）重複上場銘柄では、香港上場のH株の方がA株よりもバリュエーションが割安なことが挙げられ
る。

債券に関しては、中国市場は今や米国および日本に次いで、世界第3位の市場規模を有する。海外
投資家が香港経由で中国本土の債券を売買できる「債券通（ボンドコネクト）」が始まったため、グロ
ーバル投資家が使用する主要債券指数に中国のオンショア債券が組み入れられるのもそれほど遠くない
だろう。中国本土の債券市場は、海外投資家の参加率が約2％と極めて低いため、他の主要先進国
ソブリン債に比べて大幅な利回り向上につながるとみられる。例えば、中国の10年国債はムーディーズか
らA1、S&PからA＋の格付けを付与されており、利回りは3.6％である。これに対して、日本の10年国
債は同等の格付けを有しているが、利回りは0.06％である⁴。また、中国市場は先進国市場とサイクル
が異なっていることを踏まえると、グローバル投資家は優れた分散投資効果を得られる。

政治や経済の構造ならびに指導部の債務削減への意欲という観点で考えると、中国はいまだに金融リ
スクを解消できていないものの、リスクバランスは改善したように見える。今や米国を超える1億世帯以上
の（そして増加を続けている）中間層の潜在的な消費支出と、世界の経済成長に対する中国の圧
倒的な寄与度から鑑みて（図表3）、投資家には戌年の2018年以降、中国の幸運に対するエクス
ポージャーを増やす大きな機会が来ると当社は考える。 

4 出所：ブルームバーグ、2017年9月29日時点。

2018年グローバル市場展望 
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グローバル市場
展望（GMO）
について

State Street Global Advisors

この「グローバル市場展望」の目的は、投資環境が一段と複雑になる中、来る年にポートフォリオにどのよ
うなリスクと機会があるかを、当社の投資チームの調査に基づいて投資家に提示することである。

当社は投資家としての立場を心髄として、市場の問題を短期的、長期的な観点から、分析・リサーチ
している。その結果を基に、さらにベータおよびアルファ創出のための様々なソリューションや資産配分のノ
ウハウを利用して、成果指向のポートフォリオを顧客のために提案している。

「2018年グローバル市場展望」の発行に当たり、本稿の内容をユーザーがより直観的に理解できるよう
なデジタルフォーマットを取り入れた。詳しくは、www.ssga.com/gmo（英語サイト）まで。

この新たなアプローチが、2018年およびそれ以降の投資計画の策定に必要な情報を速やかに入手す
る一助になれば幸いである。

2018年グローバル市場展望 
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Glossary

Active Investing
An investment approach that involves 
a manager choosing securities to build, 
say, a fixed-income portfolio rather than 
replicating the securities of a fixed-
income index.

Bear Market 
A market environment in which the 
value of securities is falling, or 
expected to fall. 

Beta
A measure of a fund’s sensitivity to 
market movements. 

Bloomberg Barclays  
Commodities Index 
A rolling commodities index composed 
of futures contracts on 19 physical 
commodities traded on US exchanges. 
The index serves as a liquid and 
diversified benchmark for the 
commodities' asset class. 

Bloomberg Barclays Emerging 
Markets (EM) USD Aggregate Index 
The index is a hard currency emerging 
markets debt benchmark that includes 
US dollar-denominated debt from 
sovereign, quasi-sovereign, and 
corporate issuers in the developing 
markets.

Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Index
A benchmark that provides a 
broad-based measure of the global 
investment-grade fixed income 
markets. The three major components 
of this index are the US Aggregate, 
the Pan-European Aggregate, and the 
Asian-Pacific Aggregate Indices. The 
index also includes Eurodollar and 
Euro-Yen corporate bonds, Canadian 
government, agency and corporate 
securities, and USD investment-grade 
144A securities. 

Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Credit Index
A benchmark that covers the global 
investment grade and high-yield fixed 
income markets. 

Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Government Index
Represents primarily government 
bonds within the Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index.

Bloomberg Barclays US
Aggregate Index 
A benchmark that provides a measure 
of the performance of the US dollar 
denominated investment grade bond 
market, which includes investment 
grade government bonds, investment 
grade corporate bonds, mortgage 
pass through securities, commercial 
mortgage backed securities and asset 
backed securities that are publicly for 
sale in the US.

Bloomberg Barclays US Credit Index 
An index designed to measure 
the investment grade, US dollar-
denominated, fixed-rate, taxable 
corporate and government-related 
bond markets. It is composed of the US 
Corporate Index and a non-corporate 
component that includes non-US 
agencies, sovereigns, supranationals 
and local author.

Bloomberg Barclays US Corporate 
High Yield Index 
The index consists of fixed rate, high 
yield, USD-denominated, taxable 
securities issued by US corporate 
issuers.

Bloomberg Barclays US Mortgage 
Backed Securities (MBS) Index
Measures the performance of 
investment grade fixed-rate mortgage-
backed pass-through securities of 
GNMA, FNMA and FHLMC.
 
Bloomberg Barclays US 
Treasury Index
A rules-based, market-value weighted 
index engineered to measure the 
performance and characteristics of 
fixed rate coupon US Treasuries which 
have a maturity greater than 12 months. 
To be included in the index a security 
must have a minimum par amount 
of 1,000MM.

Bull Market 
A market environment in which the 
value of securities is rising, or expected 
to rise. 

Call Option
A contract that provides the buyer 
of the option the right to purchase a 
specific number of shares at a specific 
price, within a specified period of time. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
A financial model that uses the risk-free 
rate, systematic risk and a market risk 
premium to determine an appropriate 
required rate of return on an asset. 

Carry 
A strategy in which an investor borrows 
money at a low interest rate in order to 
invest in an asset that is likely to provide 
a higher return.

Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) Volatility Index (VIX)
An index constructed using the implied 
volatilities of a range of S&P 500 
options to forecast 30-day volatility. 

Consumer Price Index (CPI)
A measure that examines the weighted 
average of prices of a basket of 
consumer goods and services, such as 
transportation, food and medical care. 
It is calculated by taking price changes 
for each item in the predetermined 
basket of goods and averaging them. 
Changes in the CPI are used to assess 
price changes associated with the 
cost of living; the CPI is one of the most 
frequently used statistics for identifying 
periods of inflation or deflation.

Core Consumer Price Index (CPI)
A measure of the CPI that excludes 
goods exhibiting price volatility, such as 
food and energy. 

Credit rating
An assessment on the likelihood of an 
entity to default on its debt or financial 
obligations. Ratings are performed by 
agencies such as Standard & Poor’s 
(S&P), Moody’s or Fitch. The ratings are 
listed as letter designations. Standard 
& Poor’s uses D (in default) to AAA 
(highest). Fitch uses DDD (in default) 
to AAA (highest). For S&P and Fitch, 
BBB- and above represent investment 
grade while BB+ and below represent 
non-investment grade or junk. Moody’s 
uses ratings from D (default) to Aaa 
(highest). For Moody’s, Baa3 and above 
represent investment grade while Ba1 
and below represent non-investment 
grade or junk.

Duration
A measure of a bond's price volatility, 
expressed in terms of the weighted 
average term-to-maturity of all the 
bond's remaining cash flows. 
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Earnings-per-Share (EPS) Ratio
The portion of a company's profit 
allocated to each outstanding share of 
common stock. The ratio serves as an 
indicator of a company's profitability.

Gold Spot 
The price quoted for gold for immediate 
delivery on the spot market. 

Gross Domestic Product (GDP)
The monetary value of all the finished 
goods and services produced within 
a country's borders in a specific time 
period.

Group of Six (G6)
Refers to the US, UK, Germany, France, 
Italy and Japan.

Group of Seven (G7)
An informal bloc of industrialized 
democracies—Canada, France, 
Germany, Italy, Japan, the UK, and the 
US —that meets annually to discuss 
issues such as global economic 
governance, international security, and 
energy policy. 

Implied Volatility 
A measure of the market’s estimate of 
the future volatility of the price of an 
asset. 

M0, M1, M2 
Refer to different measures of the 
money supply in a country. While specific 
definitions vary from country-to-country, 
M0 and M1 tend to refer to coins and 
notes in circulation, as well as highly 
liquid cash equivalents. M2 includes 
M0 and M1, but adds in short-term time 
deposits and money market funds. 

MSCI All Country World Index 
(ACWI)
A free float-adjusted market 
capitalization index that is designed to 
measure equity market performance 
in the global developed and emerging 
markets.

MSCI APAC ex Japan Index
An index that represents captures 
large and mid-cap representation 
across 4 of 5 Developed Markets 
countries (excluding Japan) and nine 
Emerging Markets countries in the 
Asia Pacific region.

MSCI EAFE Index
Designed to represent the performance 
of large and mid-cap securities across 
21 developed markets, including 
countries in Europe, Australasia and the 
Far East, excluding the US and Canada. 
The Index is available for a number of 
regions, market segments/sizes and 
covers approximately 85% of the free 
float-adjusted market capitalization in 
each of the 21 countries. 

MSCI Emerging Markets (EM) Index
A free float-adjusted market 
capitalization index designed to 
measure equity market performance in 
23 global emerging market economies: 
Brazil, Chile, China, Colombia, Czech 
Republic, Egypt, Greece, Hungary, India, 
Indonesia, Korea, Malaysia, Mexico, 
Peru, Philippines, Poland, Qatar, Russia, 
South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey 
and the United Arab Emirates.

MSCI Europe Index
An index that represents the 
performance of large and mid-cap 
equities across 15 developed countries 
in Europe. The Index has a number 
of sub-Indexes which cover various 
sub-regions market segments/sizes, 
sectors and covers approximately 
85% of the free float-adjusted market 
capitalization in each country.

MSCI Japan Index
Designed to measure the performance 
of the large and mid-cap segments 
of the Japanese market. With 319 
constituents, the index covers 
approximately 85% of the free float-
adjusted market capitalization in Japan.

MSCI US Index
Designed to measure the performance 
of the large and mid-cap segments of 
the US market. With 632 constituents, 
the index covers approximately 85% 
of the free float-adjusted market 
capitalization in the US.

MSCI World Index
A broad global equity benchmark 
that represents large and mid-cap 
equity performance across 23 
developed markets countries. It covers 
approximately 85% of the free float-
adjusted market capitalization in each 
country and does not offer exposure to 
emerging markets.

Nominal GDP
A measure of GDP using current prices 
that is not adjusted for inflation.
 
North American Free Trade 
Agreement (NAFTA)
A pact negotiated by Canada, Mexico 
and the US that came into force in 1994. 
 
Option-adjusted Spread (OAS)
Removes the effect of the embedded 
options and shows the average spread 
the investor will actually earn over a 
comparable Treasury security.

Out-of-the-Money (OTM) 
A situation in which exercising an option 
would result in the investor making a 
loss. For call options, this occurs when 
the price of the underlying asset is lower 
than the option’s strike price. For put 
options, this occurs when the price of 
the underlying asset is higher than the 
option’s strike price. 

Passive Investing 
Involves managing a portfolio so that it 
tracks an index such as the Bloomberg 
Barclays US Aggregate Index.

Phillips Curve
An economic concept developed 
by A. W. Phillips that shows an 
inverse relationship between 
the unemployment rate and the 
corresponding rate of inflation that 
results within an economy.

Price-to-Book (P/B) Ratio 
A valuation metric that compares a 
company’s current share price against 
its book value, or the value of all its 
assets minus intangible assets and 
liabilities.
 
Price-to-Earnings (P/E) Ratio
A valuation metric that uses the ratio 
of the company’s current stock price 
versus its earnings per share.

Put Option
A contract that provides the buyer of 
the option the right to sell a specific 
number of shares at a specific price, 
within a specified period of time. 

Quantitative Easing
An expansionary monetary policy 
method in which a central bank 
purchases government bonds and 
other securities in an effort to lower 
interest rates and maintain liquidity in 
the market. 

Real Yield
A measure of yield that has been 
adjusted for inflation. 

Realized Volatility 
A measure of the historical volatility of 
the price of an asset. 

Russell 2000 Index
An index comprised of the smallest 
2000 companies in the Russell 3000 
Index, representing approximately 
8% of the Russell 3000 total market 
capitalization.

Shadow Banking
The system of non-deposit taking 
financial intermediaries including 
investment banks, hedge funds, 
insurance firms and other securities 
operators.

Smart Beta
A set of investment strategies that use 
alternative index construction rules to 
achieve outperformance over first-
generation market capitalization based 
indices. Smart beta indices isolate 
six particular “factors”—small size, 
value, high yield, low volatility, quality 
and momentum—and are designed to 
deliver better risk-adjusted returns than 
cap-weighted indices.

S&P 500 Index
A market value weighted index of 500 
stocks that reflects the performance 
of a large cap universe made up of 
companies selected by economists; 
the S&P 500 is one of the common 
benchmarks for the US stock market, 
and investment products based on 
the S&P 500 include index funds and 
exchange-traded funds.

Target Inflation
A monetary policy regime in which 
a central bank has an explicit target 
inflation rate for the medium term and 
announces this inflation target to 
the public.

Taylor Rule 
An equation introduced by economist 
John Taylor in 1993 that forecasts the 
federal funds rate based on values of 
inflation and estimates for the level of 
slack in the economy. 

Yield-to-Worst
A measure of the lowest possible yield 
that a bond would earn based on the 
terms of its indenture.
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Australia
State Street Global Advisors, 
Australia, Limited (ABN 42 003 914 
225) is the holder of an Australian 
Financial Services Licence (AFSL 
Number 238276). Registered office: 
Level 17, 420 George Street, Sydney, 
NSW 2000, Australia.  
T: +612 9240-7600 

Belgium
State Street Global Advisors Belgium, 
Chaussée de La Hulpe 120, 1000 
Brussels, Belgium. T: 32 2 663 2036,  
SSGA Belgium is a branch office of 
State Street Global Advisors Limited. 
State Street Global Advisors Limited 
is authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority in the 
United Kingdom. 

Canada
State Street Global Advisors, Ltd., 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1200 
Montreal, Quebec, H3A 1G1,  
T: +514 282 2400 and 30 Adelaide 
Street East Suite 500, Toronto, 
Ontario M5C 3G6. T: +647 775 5900. 

Dubai
State Street Bank and Trust Company 
(Representative Office), Boulevard 
Plaza 1, 17th Floor, Office 1703 Near 
Dubai Mall & Burj Khalifa, P.O Box 
26838, Dubai, United Arab Emirates. 
T: +971 (0)4-4372800, 

France
State Street Global Advisors Ireland 
Limited, Paris branch is a branch of 
State Street Global Advisors Ireland 
Limited, registered in Ireland with 
company number 145221, authorised 
and regulated by the Central Bank of 
Ireland, and whose registered office is 
at 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 
2. State Street Global Advisors Ireland 
Limited, Paris Branch, is registered in 
France with company number RCS 
Nanterre 832 734 602 and whose 
office is at Immeuble Défense Plaza, 
23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 
92064 Paris La Défense Cedex, 
France. T: (+33) 1 44 45 40 00.

Germany
State Street Global Advisors 
GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 Munich. Authorised and 
regulated by the Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
("BaFin"). Registered with the Register 
of Commerce Munich HRB 121381. 
T: +49 (0)89-55878-400. 

Hong Kong
State Street Global Advisors Asia 
Limited, 68/F, Two International 
Finance Centre, 8 Finance Street, 
Central, Hong Kong.  
T: +852 2103-0288

Japan
State Street Global Advisors (Japan) 
Co., Ltd., Toranomon Hills Mori Tower 
25F 1-23-1 Toranomon, Minato-ku, 
Tokyo 105-6325 Japan,  
T: +81-3-4530-7380 Financial 
Instruments Business Operator, Kanto 
Local Financial Bureau (Kinsho #345), 
Membership: Japan Investment 
Advisers Association, The Investment 
Trust Association, Japan, Japan 
Securities Dealers' Association 

Ireland
State Street Global Advisors Ireland 
Limited is regulated by the Central 
Bank of Ireland. Registered office 
address 78 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2. Registered number 145221.  
T: +353 (0)1 776 3000.

Italy
State Street Global Advisors Limited, 
Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano) is a branch of State Street 
Global Advisors Limited, a company 
registered in the UK, authorised and 
regulated by the Financial Conduct 
Authority (FCA), with a capital of GBP 
62,350,000, and whose registered 
office is at 20 Churchill Place, 
London E14 5HJ. State Street Global 
Advisors Limited, Milan Branch (Sede 
Secondaria di Milano), is registered 
in Italy with company number 
06353340968 - R.E.A. 1887090 and 
VAT number 06353340968 and 
whose office is at Via dei Bossi,  
4 - 20121 Milano, Italy  
T: 39 02 32066 100

Netherlands
State Street Global Advisors 
Netherlands, Apollo Building, 7th 
floor Herikerbergweg 29 1101 CN 
Amsterdam, Netherlands.  
T: 31 20 7181701. SSGA Netherlands is 
a branch office of State Street Global 
Advisors Limited. State Street Global 
Advisors Limited is authorised and 
regulated by the Financial Conduct 
Authority in the United Kingdom 

Singapore
State Street Global Advisors 
Singapore Limited, 168, Robinson 
Road, #33-01 Capital Tower, 
Singapore 068912 (Company Reg. 
No: 200002719D, regulated by the 
Monetary Authority of Singapore) 
T: +65 6826-7555 

Switzerland
State Street Global Advisors AG, 
Beethovenstr. 19, CH-8027 Zurich. 
Authorised and regulated by the 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
("FINMA"). Registered with the 
Register of Commerce Zurich CHE-
105.078.458. T: +41 (0)44 245 70 00. 

United Kingdom
State Street Global Advisors 
Limited. Authorised and regulated 
by the Financial Conduct Authority. 
Registered in England. Registered 
No. 2509928. VAT No. 5776591 81. 
Registered office: 20 Churchill Place, 
Canary Wharf, London, E14 5HJ.  
T: 020 3395 6000.

United States
State Street Global Advisors, One 
Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900 

State Street 
Global  
Advisors 
Worldwide 
Entities



80State Street Global Advisors

Disclosure

For use in Australia Issued by State Street Global Advisors, Australia, 
Limited (AFSL Number 238276, ABN 42 003 914 225) (“SSGA Australia”). 
Registered office: Level 17, 420 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia 
T: +612 9240 7600 Web: ssga.com. The information provided herein does 
not constitute investment advice and is not a solicitation. It does not take 
into account any investor's particular investment objectives, risk tolerance, 
or financial and tax status. You should consult your tax and financial advisor. 
There is no representation or warranty as to the current accuracy of, nor liability 
for, decisions based on such information. This communication is directed at 
institutional and wholesale clients only. The products and services to which 
this communication relates are only available to such persons and persons of 
any other description (including retail clients) are not entitled to rely on this 
communication. 

For use in EMEA The information contained in this communication is not 
a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a 
‘Marketing Communication’ in accordance with the European Communities 
(Markets in Financial Instruments) Regulations 2007. This means that this 
marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal 
requirements designed to promote the independence of investment research 
(b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of 
investment research. The information provided does not constitute investment 
advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments 
Directive (2004/39/EC) and it should not be relied on as such. It should not be 
considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not 
take into account any investor's or potential investor’s particular investment 
objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. This 
communication is directed at professional clients (this includes eligible 
counterparties) who are deemed both knowledgeable and experienced in 
matters relating to investments. The products and services to which this 
communication relates are only available to such persons and persons 
of any other description (including retail clients) should not rely on this 
communication. 

For use in Switzerland The information provided does not constitute 
investment advice as such term is defined under applicable Swiss regulation 
and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation 
to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any 
investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, 
tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment 
advice you should consult your tax and financial or other professional advisor. 
All material has been obtained from sources believed to be reliable. There 
is no representation or warranty as to the accuracy of the information and 
State Street shall have no liability for decisions based on such information. 
This communication is directed at qualified investors (as defined by FINMA) 
who are deemed both knowledgeable and experienced in matters relating 
to investments. The products and services to which this communication 
relates are only available to such persons and persons of any other description 
(including retail clients) should not rely on this communication. Investing 
involves risk including the risk of loss of principal.The whole or any part of this 
work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents 
disclosed to third parties without SSGA's express written consent. 

本資料に含まれている情報は投資助言ではなく、そのような取り扱いに
おいて信頼できるものではありません。また、これらを、特定の証券を購入
する勧誘とも売却する提案ともみなすべきではありません。これらはいかな
る特定の投資家の投資目的、投資戦略、課税状況や投資期間も考
慮していません。税理士および財務アドバイザーにご相談ください。すべて
の資料は信頼できると考えられる情報源から入手しております。情報の
正確性に関するいかなる表明も保証もしておらず、ステート・ストリートは
係る情報に基づく判断に関していかなる責任も負いません。

本資料に示されている内容は2017年11月15日現在の各執筆者の見
解であり、市場及び他の条件によって変更される場合があります。

本資料には将来予測とみなされる一定の情報が含まれていますが、そう
した表明は将来の運用成果を保証するものではなく、実際の結果や展
開はそうした予想とは大きく異なる可能性があります。 

株式は価格変動が大きく、広範囲に及ぶ市場環境と経済状況に応じて
大きく下落することがあります。

債券は一般的に株式に比べて低い短期的リスクやボラティリティを有しま
すが、債券には金利リスク（金利が上昇すると債券価格が通常下落し
ます）、発行体のデフォルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスク、
そしてインフレリスクがあります。こうした効果は満期までの期間が長い債
券ほど通常顕著になります。債券を満期前に売却あるいは償還した場
合、相当な利益あるいは損失が発生する可能性があります。

分散投資により利益を確保したり損失に対する保証が得られたりする訳
ではありません。

本資料で参照している商標やサービスロゴは、それぞれの所有者の知的
財産です。第三者のデータ提供者は、データの正確性、完全性や適時
性に関するいかなる種類の保証を表明しておらず、そうしたデータの利用
に関連して発生したいかなる種類の損害についても責任を負いません。

CFA® はCFA協会の商標です。

時価総額が大きい企業では、市場環境や経済状況によって、評価が
異なります。大企業の方が時価総額が小さい企業に比べて、株価の変
動が小さくなる傾向があります。こうした潜在的なリスクの低さと引き換え
に、大企業の株価は小さな時価総額を持つ企業ほどには上昇しない場
合があります。

中小企業への投資には、知名度の高い大企業への投資よりも大きなリ
スクを伴う場合があります。

外国籍の証券に投資した場合、為替の不利な変動による投資資金の
喪失、源泉税、一般に公正妥当と認められている会計原則の相違、あ
るいは他の国における経済的もしくは政治的不安定性に起因するリスク
が伴う可能性があります。

新興国もしくは開発途上国市場への投資は、先進国市場への投資に
比べて変動が大きく、流動性が低い場合があり、また一般的に多様性や
成熟性に欠ける経済構造や先進国よりも不安定な政治体制に対する
リスクが含まれます。

参照されているすべての指数パフォーマンス結果は、相対比較を目的に
限定して提示されていますが、特定の投資の代表パフォーマンスと想定す
べきではありません。

著作権© 2018年 State Street Corporation. 
不許複製ID11382 INST-8174 失効日：2018年11月30日
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ステート‧ストリート‧グローバル‧アドバイザーズは、世界
有数の機関投資家向け金融サービス企業のステート‧ストリ
ート‧コーポレーション（ニューヨーク証券取引所上場。テ
ィッカー：STT）の資産運用部門です。 
 
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 
Tel: 03-4530-7152

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345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

当社について
約40年にわたり、ステート・ストリート・グローバル・ア
ドバイザーズ（以下「SSGA」）は、金融の専門家と、金
融の専門家を拠り所とする投資家の投資目的の達成を手助
けすることに携わってきました。SSGAは、機関投資家や
金融仲介業者と提携し、インデックス運用からアクティブ
運用まで、厳密なリサーチをベースとした投資プロセスを
通じて、その運用目標達成をサポートしています。ETFの
草分けであるSPDR®シリーズを含め、顧客と共にニーズ
に即した綿密な投資戦略を策定していると自負しています。
運用資産残高が数兆ドル*に及ぶ当社は、そのスケールと
グローバルな組織展開により、あらゆる市場、地域、資産
クラスへのアクセスはもとより、考え抜かれた考察と革新
的なソリューションを提供しています。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、
ステート・ストリート・コーポレーションの資産運用部門
です。

 * 2017年9月30日現在の運用資産残高は2兆6,700億ドルです。この運
用資産残高には、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関
連会社であり、販売代理店であるステート・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LLC（SSGA FD）の運用資
産残高約360億ドル（2017年9月30日現在）が反映されています。

本稿はState Street Global Advisors 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
社が抜粋および和訳したものです。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。

• 本資料に表示している各種シミュレーション・データ
は、過去のデータに基づき当社モデルを利用したバッ
クテスト結果であり、将来の運用収益を保証するもの
ではありません。実際の運用収益はバックテスト結果
から大きく異なる可能性があります。

• 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。

著作権© 2018年 State Street Corporation.不許複製
失効日： 2018年3月31日


