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世界経済の成長率は2019年に減速が予想され、 リスクバランスは
下方に傾いているものの、 特に米国株式など、 ファンダメンタルズが
依然として力強い一部の市場では魅力的な投資機会を見出せると
予想する。 S&P500指数は2018年8月に過去最長の強気相場
を更新したが、 10月には深刻な調整局面を迎えたことから、 市場
サイクルが終わりに近づきつつあり、 投資家はボラティリティの上昇に
備える必要があることを認識させられた。 とはいえ、 米国の経済と企
業利益のモメンタムには十分な力強さがあり、 少なくとも短中期的に
は株式のアウトパフォームの原動力になると当社は考える。
インフレ圧力は強まっているものの、 当社の基本シナリオでは2019
年に過度な賃金上昇や、 世界経済を直ちに景気後退に陥らせる
ほどの不均衡が生じるとは想定していない。 ただし、 地政学リスクや
政治リスクが上昇すれば、 市場はたちまち翻弄される恐れがあり、
特に下半期はこの点に注意が必要だ。
その上、 現在の景気サイクルが後期に近づいていることから、 2019
年は株式や現地通貨建て債券の中からディフェンシブ銘柄、 高格
付け社債、 新興国債券を選択的に組み合わせた、 リターン重視の
より慎重なポジションが求められることを意味する。
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米国市場は
アウトパフォームが
予想される

米国では設備投資意欲の高まりに加え、 政府支出や個人消費の伸びなど、 株価を押し上
げる材料が複数存在する。 民主党が下院の多数派を取り戻したことで、 少なくとも、 インフラ
投資に改めて焦点が当てられる可能性が浮上した。 米国企業は2019年も引き続き力強い
利益成長が見込まれ、 投資家はクオリティ銘柄であれば割高な株価でも買うと当社はみる。
米国企業は他の地域を上回る1株当たり利益（EPS）成長率や増収率が予想される1。
こうした見方に対する最大のダウンサイドリスクは、 政策ミスと中国に対する関税倍増である。
米連邦準備制度理事会（FRB）にとって2019年はより困難な年となりそうだ。 パウエル
FRB議長は、 中立金利の水準が不確実なことを認めた上で、 FRBが経済指標に基づいて
慎重に行動するスタンスを維持する意向を示している。
当社は今のところ2019年に3回の利上げを予想しているが、 FRBは経済成長やインフレの動
向に応じて引き締めのペースを3カ月おきから4～5カ月おきに遅らせる可能性がある。 年央に
なれば、 米国の財政刺激策によって景気拡大が2019年以降も持続するかどうか、 より明確
になるとみられる。 ただし、 金融政策の一層の引き締めやバランスシートの縮小といったFRBの
政策行動は、 世界の流動性を圧迫する恐れがある。
米中間の貿易紛争については、 報復合戦による負のスパイラルで予想されるコストは高く、
冷静な判断が勝ることを期待するしかない。 リサーチによれば、 米中間のすべての貿易品目
に25％の関税が課された場合、 世界の経済成長率は1％ポイント、 米中両国の経済成長
率はそれぞれ2％ポイント以上、 押し下げられる可能性があるとされる2。 議会がねじれ状態と
なった今でも、 トランプ大統領は関税に関して幅広い裁量権を握っている。 しかし、 中間選
挙が終わったことで、 2020年の再選を狙うトランプ大統領は中国やEUとの交渉を加速させよ
うとするかもしれない。
1 出所：MSCIによる予想EPS、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 ブルームバーグ。 2018年9月時点。
2 Stephen Letts 「Trade war escalation could smash global economy and equities（貿易戦争の過熱は世
界の経済と株式に大きな打撃）：UBS」、 2018年7月12日。

政治が欧州の
センチメントの
足かせに

英国のEU離脱の期限が3月末に迫る中、 欧州市場で投資家の信頼感を回復させるには、
冷静な判断だけでは足りないようだ。 離脱交渉がメイ政権下でまとまらないまま、 ブレグジット
をめぐる不確実性は2018年の大半において英国市場に不安をもたらした。 一方でEUは、
財政赤字に関するEU規則を無視したイタリアのポピュリスト政権をはじめ、 欧州各地で勃発
するポピュリスト運動など、 反EUの主張を次々と突き付けられている。
2018年下半期には、 イタリア国債とドイツ国債の利回りスプレッドが5年ぶりとなるワイドな水
準近くに達した3。 不確実性の高まりを受けてユーロと英ポンドは下落し、 欧州統合計画の最
大の擁護者であるドイツのメルケル首相とフランスのマクロン大統領は、 国内での政治的立場
が弱まる中で2019年を迎えた。 13年間にわたって首相を務めてきたメルケル首相は既に、
2021年の任期満了をもって政界から引退する意向を表明している。
3 出所：ブルームバーグ、 ロイター、 2018年10月17日時点。
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新興国市場の
投資機会

中国が最も重要

新興国市場では、 2018年に 「連座制」 のような売りに見舞われたことから、 魅力的な買い
の好機が生まれている。 新興国株式のバリュエーションは、 2003年以降の平均とほぼ同水
準ではあるが、 他の市場と比較したバリュエーションで見ると、 過去最も割安になっている。 特
に、 消費関連セクターとテクノロジーセクターは先進国市場と比べて大幅に割安である。 新興
国市場の債券と通貨に関しても、 2018年の大幅な下落で相対バリュエーションは魅力的だ。

2019年は中国が最も注目され、 しかも問題は米国との貿易紛争だけではないと考える。 ト
ランプ政権は、 対中姿勢を過去の政権による 「建設的関与」 から 「戦略的封じ込め」 へ
構造的に転換する意向を示唆している。 こうした姿勢の転換の背景には、 人工知能（AI）、
量子コンピュータ、 バイオ技術といった成長分野において中国の競争優位性が高まるのを阻
止したい狙いがある。 投資家は、 中国や関連する新興国市場の貿易環境が極めて厳しくな
ることを既に織り込んでいるとみられるものの、 市場は米中関係の構造的変化に伴う意味合
いを咀嚼し始めたばかりであると当社はみる。
今回の関税が最初のステップとなり、 2001年に中国が世界貿易機関（WTO）に加盟して
以来、 複雑化とグローバル化が急速に進んだサプライチェーンの再編が始まると予想される。
中国のWTO加盟後5年の時点で、 米国経済は中国経済の5倍の規模（現在のドル換算）
があったが、 2017年にはその差はわずか1.6倍まで縮小した4。 それでも、 世界第2位の経
済大国となった中国は、 秩序ある成長減速とレバレッジ解消という微妙なバランスを取りつつ、
同時に消費者が食品や住宅価格の上昇に直面する中で社会の安定も維持していかなけれ
ばならない。
内需主導による長期的な経済成長を目指すという中国の戦略に変わりはないとみられるが、
米国との競争激化により、 市場ではイベントドリブンによるボラティリティ上昇の頻度が高まる公
算が大きい。 グローバル投資家にとって2019年は、 主要な新興国株価指数や新興国債券
指数への中国証券の組み入れが始まるという点で、 特に重要な1年になるだろう。 世界の資
本市場における中国の重要性が高まっていることや新興国指数に対する影響が並はずれて大
きいことから、 中国株への投資に関しては、 オンショア（国内）上場株とオフショア（香港を
はじめ中国本土外）上場株を組み合わせることでリスクをより良く管理した単独の資産配分を
検討すべきと当社は考える。
4 出所：エコノミスト、 2018年10月18日時点。

方向転換に
備える

2019年を迎え、 欧州株式や一部の新興国株式には非常に多くの悪材料が織り込まれてい
るため、 最悪の結果さえ回避できれば、 下半期にかけて魅力的な値上がり益の機会が生ま
れる可能性がある。 実際に、 米国で財政刺激策の効果が薄れ、 利上げが成長のブレーキと
して作用し始めるのと同時に、 欧州経済は横ばいまたは加速する可能性がある。 そのため、
投資家は2019年のどこかの時点で株式のエクスポージャーを他の地域へ振り向ける準備をし
ておいた方がよいだろう。
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債券投資における
リスクの低減

延長戦では
ディフェンシブな
ポジショニング

2019年の債券投資においては、 「警戒とクオリティ」 が合い言葉テーマだ。 先進国の多くの
中央銀行が引き締めに向かうと予想され、 FRBがバランスシートの正常化を進める中で、 投
資家には慎重姿勢が求められる。 米国の金利はサイクルのピーク近くの水準にあり、 FRBが
利上げを継続すればイールドカーブは一段とフラット化すると予想される。 市場の価格動向は、
クレジットへの警戒を示唆している。 こうした状況を踏まえ、 全体的なリスクバランスを図り、
米国債のイールドカーブの短期セクターに投資機会を見出し、 新興国の債券や通貨にバ
リューを探求することを当社は推奨する。

2019年に入り、 当社の戦術的ポートフォリオでは引き続き米国株式のオーバーウェイト幅を
最大にしている。 米ドル、 デュレーションの短い債券、 ハイクオリティ ・ クレジットに加え、 現地
通貨建ての新興国債券、 新興国通貨も選好する。 長期的な視点に立った投資を行う投資
家であれば、 新興国株式の押し目買いを推奨する。 欧州では、 進行中の貿易紛争から受
ける影響に応じて、 国やセクター内のミクロレベルで魅力的な投資機会があるかもしれない。
地政学および政治をめぐる不透明感が高い中、 投資家はより機動的に行動できるようドライ
パウダー（手元資金）をキャッシュの形で温存することを検討すべきだろう。 特に、 3カ月国
債利回りがS&P500指数の配当利回りを上回る米国ではなおさらだ。 今はポートフォリオの柔
軟性を高め、 地域やセクターの分散を図る時である。 ダウンサイドの保護となるディフェンシブ
銘柄を探求し、 通貨のエクスポージャーをヘッジするタイミングを計るのが良いだろう。 サイクル
は終わりが来るまで終わりではなく、 サイクル後期のボラティリティや不確実性を乗り切るために
は、 守りを固めることが有用であると思われる。
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マクロ俯瞰図

グローバルの経済成長は
鈍化し、 貿易紛争が
最大のリスク

米国は財政刺激を支えに、 他の地域を
アウトパフォームすると予想される。

地政学が不確実性と
ダウンサイドリスクを
左右する要因

金融引き締めの基調は続く見通し、 国
家による一方的な行動がさらに多くのサプ
ライズをもたらす
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マクロ見通し

グローバルの経済
成長は鈍化し、
貿易紛争が
最大のリスク
クリス ・ プロビン、 PhD
チーフ ・ エコノミスト
シモーナ ・ モキュータ
シニア ・ エコノミスト
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世界の経済成長率は2018年の3.8％から2019年は3.5％に減
速すると予想され、 貿易紛争をめぐる不確実性が続いていることか
ら、 米国の中間選挙後もリスクは下方に偏っている（図表1を参
照）。 過去最長レベルの景気拡大が続く中でも、 ここ数年間には「ミ
ニサイクル」 が存在し、 成長は2016年に一時減速した後20172018年に再加速した。 これは、 原油価格の回復で米国の経済活
動が影響を受けたことも一因とみられる。 2019年に経済は再び減
速が予想され、 米国では財政刺激策によって喚起されたサイクル後
期の 「多幸感（sugar rush）」 も賞味期限切れになるとみられる。
図表1
世界の経済成長率は
2019年に減速する見通し
グローバル実質GDP成長率、
前年比％
 ローバル実質GDP成長率、
グ
前年比％
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出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ経済チーム、 IMF、 オックスフォード ・ エコノミクス、 2018年10月1日
時点。
予想値は推定に基づいており、 出所元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。
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インフレは
依然として抑制

シンクロする
金融引き締め
サイクル

米国市場は
アウトパフォームが
予想される

貿易紛争をめぐる
不確実性

2018年は、 主要経済国で労働市場の逼迫が続いたことでようやく賃金上昇の兆候が見え
始めたが、 そのペースは依然として極めて遅い。 原油価格が2019年に1バレル80米ドル付
近で推移するとの予想を踏まえると、 インフレの持続的加速を示唆する指標はみられない。
2014年半ば以降、 エネルギー価格がインフレ動向を左右する主因とされてきた。 実際2015
年には原油価格が大幅に下落したことで、 先進国のインフレ率は0.3％まで急低下した。 そ
の後、 原油価格の回復とともにインフレ率は再び上向いた。 しかし、 2019年に原油価格は
横ばいで推移するとの予想に基づくと、 総合インフレ率は若干の鈍化が予想され、 コアインフ
レ率も大幅に加速することはないとみられる。

先進国経済は、 ペースは減速するものの成長し、 インフレが抑制されていることから、 2019
年は各国が一斉に金融引き締めに向かうと予想されるが、 日本は注目すべき例外だ。 現在
の米国経済のモメンタムを考えると、 FRBは2019年に3回の利上げを行うと当社は予想する。
さらに、 欧州中央銀行（ECB）、 イングランド銀行、 カナダ銀行、 オーストラリア準備銀行は
いずれも、 2019年に利上げを行う公算が大きい。 一方で、 日本はインフレ率が依然として
日銀の目標値をはるかに下回っていることと、 10月に消費税増税が予定されていることから、
引き締めに動くとは考えにくい。 FRBがバランスシートの正常化を進めているため、 世界の流
動性は縮小し続け、 これに金利上昇の試練が加わることになろう。

2018年は米国以外の地域でモメンタムが急激に失われた一方で、 米国経済は一段と加速
し、 鉱工業セクターで幅広く力強さが見られた。 米国の経済成長率は、 2018年の力強い
2.9％から2019年は2.6％に減速が予想される（GDP成長率予想については図表2を参
照）。 税制改革法（TCJA）に伴う財政支出による乗数効果はそれほど大きくないかもしれ
ないが、 それでも2019年の経済成長の押し上げに寄与するだろう。 減税、 設備投資額の
即時償却、 海外利益の本国還流の義務付け、 幅広い規制緩和といった諸政策を背景に、
企業の設備投資が促進されると予想される。

貿易政策は不確実性の最大の要因であり、 既に高まりつつある設備投資や個人消費の機
運を打ち消す恐れがある。 しかしこれまでのところ、 対人民元での米ドル高が関税による直接
的影響を和らげている。 輸入企業、 製造企業、 消費者の間で負担がある程度分散されて
いることや、 家計の貯蓄率が高水準にあることもクッションとして働いている。 そのため、 全面
的な貿易戦争になれば大打撃につながることは間違いないものの、 最終的にどのような影響
をもたらすかは、 多方面に作用する力のバランス次第である。
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英国とユーロ圏は
苦戦

米国以外の先進国経済は、 主に長引く地政学的不確実性により、 2019年に逆風が強ま
ると予想される。 英国の場合、 EU離脱の期限が3月末に迫る中で最も深刻な問題は、 国
内からの反発に加えて、 離脱の波が他国に波及することを恐れて安易な離脱を認めたくない
EUの交渉担当者の間で板挟みとなった英国政府が交渉をまとめられるかどうかである。 ブレグ
ジットをめぐる不確実性は明らかに英国経済、 特に企業投資に対するマイナスの影響となって
いる。 労働市場は逼迫し、 失業率は数十年ぶりの低水準である4.0％付近で推移している
にもかかわらず、 賃金や住宅価格の伸び悩みが消費の妨げとなっている。 英国の経済成長
率は2018年に1.3％と、 グローバル金融危機以降で最低を付けた後、 2019年も1.4％と
わずかな改善にとどまる見通しだ。 当社の基本シナリオでは引き続き、 EU離脱の枠組みは合
意に達するとみているが、 仮に合意なしでの 「クリフエッジ」 型の離脱となれば、 どんな混乱が
生じるかは全く予想がつかない。
ユーロ圏経済は2017年に予想を上回る力強さで成長し、 失業率は9.1％まで低下したもの
の、 2018年に入って先行指標が大幅に低下した。 経済成長率は2017年の2.5％、
2018年の1.9％に対して、2019年は1.6％に減速すると当社はみている。 欧州は引き続き、
自動的な財政移転が行われない通貨同盟に特有の構造的矛盾を抱えている。 グローバル
金融危機以降の構造改革は一部の国に限られ、 イタリアは依然として深刻な財政問題に直
面している。 欧州全体に広がる移民排斥の動きは、 各国間の経済格差が解消されず、 一
貫した移民政策のないEUに難題を突き付けている。 5月の欧州議会選挙では、 EUに懐疑
的な会派が大幅に議席を伸ばすと予想される。

日本は経済成長で
出遅れ

2018年の日本経済は非常に不安定で、 第1四半期に大幅に縮小したのち、 第2四半期
には力強く回復した。 夏から秋にかけて発生した自然災害も、 経済指標が安定しない一因
となった。 経済成長率は2017年の1.7％がピークだったとみられるものの、 2018年も潜在成
長率を上回る水準で推移し、 労働市場は一段とひっ迫した。 企業の人手不足は深刻で、
1
求職者100人に対して求人件数は163件（有効求人倍率1.63倍）の状態に達している 。
消費税増税は年後半の10月になるため、 2019年の影響は限定的とみられ、 経済成長率
は1.2％を維持すると予想されるが、 2020年に状況が様変わりする可能性がある。 他の先
進国経済では、 オーストラリアとカナダも2019年に減速が予想されるとはいえ、 全体的なファ
ンダメンタルズは堅調とみられる。 ただし、 現在のカナダの家計債務のGDPに占める割合は
2007年当時の米国を上回る高水準にある。
1 出所：厚生労働省
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経済基盤が揺らぐ
新興国市場

貿易摩擦の悪化、 米ドル高、 資金調達コストの増加、 米国の緩和策縮小といった重石が
のしかかる中、 新興国市場の景気は2019年に一段と鈍化し、 経済成長率は4.5％となる
見通しである。 数字を見るとまずまずのペースと言えるものの、 米中間の貿易紛争の高まりや
世界的に重要な両国関係における失策の可能性により、 リスクは下方に偏っている。 その上、
2017年に見られた新興国市場の回復は循環的要因によるところが大きく、 サイクルからの追
い風がなくなった現在では、 高い債務水準や構造改革の遅れなどファンダメンタルズ面での課
題が再び浮き彫りになっている。
ブラジル、 ロシア、 インドの各国が2018年に見舞われた逆風は、 2019年も弱まることはな
いと思われる。 ブラジルでは、 改革の遅れが嫌気されて2018年にレアルが大幅に下落したた
め、 投資家は2019年に発足する新政府による改革のシグナルを注視している。 ロシアは
2015～2016年の景気後退からの回復が思うように進まず、 経済の多様性の欠如と偏った
人口動態が長期的な経済成長の足かせとなっている。 2018年下半期に新興国市場全般
が混乱したことを背景に、 インドルピーは対米ドルで過去最安値を更新し、 インド中銀は通
貨を下支えする方向へ金融政策のシフトを強いられた。

中国関連の
ダウンサイドリスク
は拡大

とはいえ、2019年に最も注目されるのは中国だろう。 米国との貿易摩擦が悪化する以前から、
中国の経済成長は数年前より実施されているレバレッジ解消の影響で鈍化が予想されてい
た。 貿易摩擦によって景気は一段と急速に鈍化する公算が大きく、 レバレッジ解消よりも経済
安定化という喫緊の課題が優先されるとみられる。 2019年の中国の経済成長率は6.0％付
近まで減速すると予想されるが、 貿易紛争がどれほど深刻化するかに大きく左右されるため、
見通しは極めて不透明である。 いずれにしても、 中国の政府債務の対GDP比は高止まりして
おり、 債務を財源とする積極的な刺激策の余地は数年前と比較してかなり限られている。 貿
易紛争が長期化すればするほど、 中国の政策当局は対応手段の幅を広げ、 通貨安誘導や
外貨準備高政策の見直しといった様々な対策を講じる可能性が高いと当社は考える。
2018年はアルゼンチン、 トルコ、 南アフリカの財政問題に注目が集まり、 新興国市場では
株式市場と債券市場の両方から資金が大幅に流出した。 2019年の新興国市場にかかわる
大きな問題は、 中国経済が予想より速いペースで減速するかどうか、 あるいはより小規模な
他の新興国固有のリスクが新興国市場全体に波及するかどうかである。
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図表2
2018年と2019年のGDP
およびインフレ予想
前年比％

2018年

2019年

世界の経済成長率

3.8

3.5

先進国の経済成長率
（実質GDP成長率）

2.3

2.0

米国

2.9

2.6

ユーロ圏

1.9

1.6

ドイツ

1.8

1.6

フランス

1.6

1.7

イタリア

1.1

1.0

日本

1.1

1.2

英国

1.3

1.4

カナダ

2.1

1.9

オーストラリア

3.0

2.5

4.7

4.5

先進国のインフレ率（CPI）

2.0

1.9

米国

2.5

2.1

ユーロ圏

1.7

1.7

ドイツ

1.9

1.7

フランス

1.9

1.6

イタリア

1.3

1.6

日本

1.0

1.2

英国

2.4

2.1

カナダ

2.2

2.0

オーストラリア

2.1

2.2

新興国のインフレ率（CPI）

4.6

4.5

新興国の経済成長率
（実質GDP成長率）

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ 経済チーム、 2018年9月21日時点。
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地政学リスクの
見通し

地政学が
不確実性と
ダウンサイドリスク
の源泉
エリオット ・ ヘントフ、 PhD
ポリシー ・ アンド ・ リサーチ責任者
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過去数年の無関心とは対照的に、 2018年の市場は地政学イベン
トに大きく反応した。 こうした変化の背景には、 同時に起こった2つの
動きがあった。
第一に、 世界の中央銀行（FRBを筆頭に）は数年にわたる金融
緩和から方向転換した。 各国の金融緩和により、 流動性は2016
～2017年にピークを迎えていた。 ペースは明確ではないが、 2019
年は引き締めが進む1年になるとみられ、 流動性のさらなる縮小に
伴って市場の反応が敏感になるかもしれない。
第二に、 世界秩序の変化に伴って地政学リスクが上昇している。 国
際的な団体 ・ 組織、 条約、 法律の影響力が徐々に弱まり、 それ
に代わって、 政治的権力に物を言わせた主要国の一方的な行動に
世界中が翻弄されるようになった。 政権執行部によるこうした一方的
決定は透明性を欠き、 市場のサプライズにつながることが多い。 当
然の帰結として、 市場の価格は大幅に変動するが、 同時に投資家
にリスクと機会をもたらす可能性もある。
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米国政治の影響

いずれの動きも米国が主導している。 米国は金融政策や地政学に起因するボラティリティの
主な震源地であるが、 米国市場は他の地域と比べて恩恵を受ける側となっている。 こうした
パターンは2019年の大半を通じて続くと当社は考える。
トランプ大統領の「米国第一」戦略は、 国内に強力な支持者の少ない分野の問題に関して、
慣例を覆した。 その結果、 2018年には、 いくつかの地政学リスクを引き起こすようなトリガー
要因が生じ、 これらは2019年に投資家にとって大きなインプリケーションを持つと思われる。
図表1に、 米国の政策動向を起因とする価格変動の例を示す。

図表 1
米国政治の市場への影響

地政学的なトリガー要因

市場への影響

米中貿易摩擦

人民元の下落（10％超）

イラン核合意からの米国の離脱

原油価格の上昇（12％超）

米朝首脳会談

韓国ウォンの上昇（3％超）

米 ・ トルコ間の関係悪化

通貨危機が悪化しトルコリラが40％近く下落、 トルコの金利
は8％から24％に急騰

米国によるロシアへの追加制裁

ルーブルと原油価格の乖離

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ リサーチ、 2018年。

こうした動きは、 二次的、 三次的影響をもたらすことが多い。 例えば、 複雑なサプライチェー
ンに組み込まれている企業や、 特定地域へのエクスポージャーの大きい企業はビジネスモデル
の変換を図るか、 または追加コストを吸収しなければならないだろう。
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2019年の
ホットスポット

表に示した以外の地域でも、2019年に地政学リスクの影響を被る可能性がある。 以下のマッ
プは、 2019年に市場に影響を及ぼす可能性のある、 地政学的観点から見たホットスポット
を示している。

高い
中程度
低い

ワシントンDC

ダマスカス

モスクワ

北京

世界貿易と安全保障リスク

バグダッド

ロシアによる他国へのサイバー/
政治/軍事介入

米国との貿易紛争、
一帯一路構想

テヘラン

平壌

米国制裁への対処

紛争リスクの低下

内戦とクルドの離反

ロンドン
ブリュッセル
ローマ

カラカス
経済のメルトダウン

ブレグジット難航と
EUの財政交渉

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 2018年10月時点。
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グローバルレベルでは、 米中問題は現時点でどちらの側にも具体的な出口戦略がなく、 対立
が続くと予想される。同様に、 国家間対立や外国の選挙へのロシアによる介入も続くとみられ、
報復制裁が緩和される公算は小さい。
中東では、 イランを取り巻く国際情勢が深刻化し、 イエメンやシリアに戦争が飛び火する可能
性がある。 最悪のシナリオに基づくと、 公海または湾岸諸国間で挑発行為が発生する恐れが
あり、 いずれのケースでも原油価格に影響を与えかねない。
ベネズエラも引き続き、 コモディティ市場への影響が懸念される要素である。 経済面ではもは
や限界点を超えたとみられ、 中南米最大の難民危機に発展している他、 コロンビアにも影響
が波及している。 こうした状況がさらに悪化した場合、 米国などの第三国の介入を招く可能
性もある。
北朝鮮に関しては、 米朝のどちらも挑発的行為を起こさなければ、 緊張緩和が2020年まで
続くと予想される。
最後に、 EUに関しては3つの喫緊の問題がある。
 レグジット：EUとして、 貿易圏や規制面での統一と強さを維持する必要性。 英国に
1. ブ
対しては未払い債務の支払いを要求。
2. イ
 タリア：通貨同盟の信頼性の維持（このままだと経済危機の頻発か通貨の正統性の
喪失につながる）。
3. ポ
 ーランド/ハンガリー/ルーマニア：法的 ・ 政治的秩序に対する脅威に直面。 EUの予
算サイクルに関する再交渉によって国家の運命が大きく逆転する可能性。
こうした地政学問題が解消すれば、 影響を被る市場が好転するきっかけとなるが、 今後数カ
月は注視する必要がある。
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2019年の
主なイベント
日程

イベント内容

注目ポイント

1月/2月

米国貿易：中国に対する関税と自動車輸入

米国は1月1日からすべての中国製品に25％の関税を課
すのか。 2月17日に発表予定の、 通商拡大法232条に
基づく自動車輸入に関する調査結果

2月16日

ナイジェリアの大統領選挙

アフリカ最大の国家でありOPEC加盟国のナイジェリアの安
定と見通し

3月29日

ブレグジット－英国がEUを離脱

移行期間の内容と長さ、 ハードブレグジットとなった場合の
テールリスク

5月9日

EUが新たな7年予算（2021～2027年）を承認

ポーランドとハンガリーへの補助金配分、 困窮する南欧諸
国に対する支援策

5月23日

EU議会選挙

ポピュリスト会派の躍進、 EU議会における多数派連合、
ドイツ、 イタリア、 フランスの国内政治への連鎖的影響

5月

インド総選挙

モディ首相の再選、 または新たな有力候補の出現

6月29日

G20サミット

大国間の貿易紛争や地政学的対立の状況

5月－8月

南アフリカ総選挙

アフリカ民族会議が初めて過半数割れする可能性

10月27日

アルゼンチン総選挙

経済的リベラル派とIMFとの新たな合意体制が有権者に
問われる

10月

ポーランド総選挙

現政権の続投と反EUの民意が試される

11月1日－12月1日

ECB、 欧州委員会、 欧州理事会で首脳部の交代

EU機関における政治的力関係、 今後の金融政策と
ECBの危機への対応力、 各国政府間の関係（特に南
欧と北欧の関係）

投資家として
どう行動するべきか

投資家が地政学を投資判断にどのように織り込むかを理解するため、 当社は過去30年間の
地政学イベントに対する新興国市場の反応を検証した1。 その結果、 為替市場と株式市場
には明確なパターンがあるが、 債券市場には一貫した影響がないことを見出した。
為替市場では、 ネガティブなイベントが起こると通貨は即座に下落する（2営業日で平均
0.64％下落）が、 ポジティブなイベントが生じた場合の市場の反応はほとんどなかった。 ちな
みに、 検証した通貨の月間騰落率の長期平均はマイナス0.66％だった。 つまり、 ネガティブ
なイベントが起こると、 通貨はわずか2日間で月間の平均下落率をほとんど達成してしまうこと
になる。 こうした初期ショックの後、 為替取引は通常のパターンに戻るが、 その後の12カ月で
当初の下落を取り戻すとは限らない。 また図表2に示すように、 ポジティブなイベント発生後に
為替パフォーマンスは正常化するが、1年経った後でも過去平均を2％ポイント、 アウトパフォー
ムしている。
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図表2
為替パフォーマンス
（年率換算）2
ポジティブイベント後
過去平均
ネガティブイベント後

20 ％
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出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ リサーチ、 2018年。

株式市場に関して、 地政学イベントが当該国のMSCI指数における株価リターンに及ぼす影
響を図表3に示す。 グラフは、 過去平均と比較した1カ月移動株価パフォーマンスを表してい
る。 イベント直後の反応はその特性（ポジティブまたはネガティブ）を反映して明らかに対称的
な動きとなっており、 これは為替市場ではあまり見られなかった動向である。 速報性のあるデー
タによると、 株式市場ではこうしたイベントを、 為替市場より多少高い度合いで織り込んでい
ることが分かる。 週次パフォーマンスや月次パフォーマンスをみると、 絶対リターンでも過去平均
との相対リターンでも顕著な結果が得られている。 つまり、 ポジティブイベントは一貫してアウト
パフォームをもたらす。 一方で、 ネガティブイベントから1カ月後でも、 株価指数はイベント前の
水準から平均で2.02％下落している。
図表3
MSCI現地通貨建て
移動月間リターン、
過去平均4を0とした場合の
相対リターン（bp3）

800 過去平均を0とした場合の相対リターン（bp）
600
400
200

ポジティブイベント

-0

ネガティブイベント

-200
-400
-600

-21

0

21

42

63

イベント発生日を基準とした営業日数（マイナスはイベント発生前）
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ リサーチ、 2018年。
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イベントによる影響が持続する長さを計測する上で、 イベント発生から3カ月後が重要なポイン
トとなる。 平均すると、 3カ月後の時点で株価指数は名目ベースでイベント前の平常時の水
準に戻る。 ポジティブまたはネガティブなイベントが発生してからのパフォーマンス差は解消し、 ど
ちらのイベントについてもパフォーマンスは平均回帰し始める。 つまり、 地政学イベントの影響
は通常1～3カ月程度持続するが、 この間のパフォーマンス差が解消されることはない。
こうした過去のパフォーマンスは、 地政学リスクが高まった時に投資家が取るべき投資行動を
示唆している。
 替ヘッジを検討する：ネガティブな地政学イベントは主に為替を通じて伝播するため、
1. 為
リスク上昇時は基準通貨に応じた為替ヘッジが妥当な手段となる。 地政学的緊張が緩
和した際はヘッジを解消すればよい。
 式の押し目買いを検討する：最終的に、 地政学危機は新たな均衡状態に落ち着
2. 株
き、 株式市場のパフォーマンスも、 安値からとなるが、 平均回帰する傾向にある。同様に、
ポジティブイベントは前もって情報が伝わることが多いものの、 紛争状態の緩和による追い
風が投資の好機となる。
3. 債
 券は必ずしも代替投資先とはならない：米国債は別として、 イベントが発生した場
合、 国内投資家と海外投資家では債券に対して対応が異なる。 これは、 基準通貨の
違いと、 ストレス下における安全な避難先に対する認識の違いによる。
1 Alexander Petrov、Elliot Hentov、Fabrizio Zumbo、「How Does Geopolitics Affect Financial Markets?（地
政学は金融市場にどのように影響するか）」 2018年9月。
2 注：ポジティブイベントとネガティブイベントの平均値は、4市場で入手可能なデータを均等加重している（年率換算）。 出所：
ブルームバーグ、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ リサーチ、 2018年。
3 1ベーシスポイント（bp）＝0.01％ポイント。
4 注：ポジティブイベントとネガティブイベントの平均値は、4市場で入手可能なデータを均等加重している（年率換算）。 出所：
ブルームバーグ、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ リサーチ、 2018年。
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市場見通し
ディフェンシブ株でサイクル
後期のボラティリティを
乗り切る

2019年は、 投資家が金利上昇と貿易
をめぐる不確実性を背景にボラティリティ
の高まりに直面する中、 米国株式が欧
州、 新興国市場をアウトパフォームする
可能性が高い。

債券投資家はサイクル
終了に備えたポジションを
構築する時

イールドカーブのフラット化と、 米国のモー
ゲージ市場に関する懸念の兆候が見込
まれる。

短期的な変動を利用して、
長期の通貨エクスポージャー
をヘッジ

2019年の外国通貨市場は当初、 これ
までと同様の展開が見込まれるが、 大き
な変化の可能性も無視すべきではない。
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株式見通し

ディフェンシブ株で
サイクル後期の
ボラティリティを
乗り切る
ゴウラブ ・ マリック
チーフ ・ ポートフォリオ ・ ストラテジスト
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グローバルGDP成長率は2019年に減速が予想されるが、 経済の
ファンダメンタルズは米国を中心に、 引き続き株式市場の利益成長
を後押しするとみられる。 それでも、 2019年に株式投資家は、 金
利上昇と貿易紛争をめぐる不確実性を背景に、 グローバル株価指
数の株価収益率（PER）の変化はもちろん、 ボラティリティの高まり
に直面する公算が大きい。 投資家は、 過去最長に及ぶサイクル後
期を乗り切るため、 ディフェンシブ株に重点を置くべきだろう。
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力強い
ファンダメンタルズ
が米国株式を
後押し

図表1
2019年のEPS予想で
米国が世界をリード
MSCI2019年EPS予想
―100に基準化
MSCI米国指数
MSCIワールド指数
MSCI日本指数
MSCI欧州指数
MSCI新興国市場指数

米国株式は2018年10月に大幅な下落に見舞われたが、 当社は依然として、 2019年に
世界の他の地域をアウトパフォームすると予想する。 ただし、 PERの拡大余地は限定的で、
バリュエーションの向上には、 全セクターでのさらなる増益を確認する必要がある。
企業業績は多少の変動が見込まれるものの、 複数の理由から拡大が予想される。 第一に、
投資家は、 米国企業の自己資本利益率見通しの改善に加えて、 米国の相対的に抑制さ
れたインフレと堅調なGDP成長率に裏付けられる経済の安定に対価を支払う用意があること
を証明している。 第二に、 米国は現在、 2019年のEPS成長見通しで世界をリードしている
（図表1を参照）。 第三に、 可処分所得の増加と旺盛な雇用を背景に、 米国の個人消費
は好調である。
115 基準化したEPS
110
105
100
95
90

2017年
12月

2018年
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

2018年
9月

出所：MSCI、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 ブルームバーグ、 2018年9月時点。 基準化：新たなベー
ス水準を設定（税水準、 株価指数など）

米国株のリターンの原動力は、 米国の税制改革を背景とした設備投資計画の拡大、 低い
失業率、 2018年に過去最高に達した自社株買いなど、 いくつかの要因が下支えとなってい
る。 自社株買いは2019年に過去最高をさらに更新するとは考えにくいが、 企業は引き続き
海外から資金を還流し、 その一部を株主還元に充てると予想される。 企業の開示情報の分
析から、 2019年は設備投資と株主還元が重要なテーマとなることがうかがえる。
設備投資の増加は通常、 サイクル後期にかけてモメンタムが加速する資本財など、 景気敏
感株の支援材料となる見通しだ。 さらに、 米国株式市場に対する関心の高さから、 投資家
は一握りの大手情報技術企業だけでなく、 投資の好機をより多く提供している他のセクターに
対象が広がっているとみられる。 当社はこの点で、 情報技術セクターに加え、 ヘルスケアセク
ターを前向きに見ている。 米国のイールドカーブはさらにフラット化する公算が大きく、 おそらく逆
イールド化する可能性もあることから、 銀行株には中立スタンスを維持し、 保険会社を始め
手数料収入を主体とする企業を選好する。
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一方、 政治的 ・ 経済的不透明感がグローバル投資家の間でリスク回避姿勢をもたらしてお
り、 グローバル投資家は米国以外の市場に高いリスクプレミアムを求めている。 これは、 米国
以外の地域における株価とファンダメンタルズの乖離の拡大を反映している。 この状況が短期
的に変化するとは考えられないが、 米ドル安、 経済成長の下振れ、 FRBのハト派的兆候、
または中国の財政 ・ 金融政策の緩和措置が生じた場合には、 新興国市場や他のリスク資
産が反発するカタリストになるとみられる。

新興国株式の
バリュエーションは
買いの好機を
提供

2018年の新興国株式の相対バリュエーションは、 貿易摩擦に加えて、 トルコやアルゼンチン
などの各国固有の問題、 危機の波及懸念、 中国の銀行をめぐる懸念などを背景に、 過去
最低を付け、 先進国市場より約70％のディスカウントで取引された1。 FRBが引き続き金融
政策を引き締め、 米ドルが高止まりする中、 新興国市場全体で苦戦する可能性が高い。
2019年のEPS予想は低下基調が続いており、 投資家が新興国市場に再び資金を振り向
けるには安定化が必要になるだろう。
とはいえ、 既に新興国市場に織り込まれたリスクが現実化しなければ、 2019年後半には固
有の投資機会が浮上する可能性がある。 このシナリオでは、 新興国への長期資産配分の拡
大を目指す投資家は押し目買いを検討することができそうだ。 例えば、 貿易摩擦のリスクが
低下すれば、 新興国株式、 債券、 通貨に対するセンチメントは急回復するだろう。 メキシコ
ペソは、 北米自由貿易協定（NAFTA）に代わる通商条約の合意を受けて、 トランプ大統
領当選前の水準まで既に回復している。
中国は米国との貿易戦争を受けて、 金融緩和を実施して内需を喚起しているが、 中国の銀
行はグローバル金融危機時以来の低水準近くで取引されている。 中国の小売売上高が前
年比9％のペースで伸びているにもかかわらず、 中国株式のバリュエーションは総じて非常に低
い2。 GDPに占める固定資産投資（工場やインフラ等）の割合はわずか5年で約48％から
44％に低下している3。 従って、 中国でデフォルトが発生する恐れはあるとはいえ、 多くの経
営不振の企業（例えば、 金属 ・ 鉱業会社）は既にシステムから淘汰されており、 政府は高
水準の企業債務を管理できる能力があると当社は考える。
新興国市場のセクター構成も変化しており、 今や消費関連セクターがMSCI新興国市場指
数に占める割合は最大となった。 それにもかかわらず、 国際市場は依然として新興国を消費
関連ではなく、 資源関連の投資対象として扱っている（図表2を参照）。 セクター調整後の
新興国市場のバリュエーションは、 情報技術や消費関連セクターを中心に、 依然として先進
国市場を下回っている。 また、 2019年には中国A株とサウジアラビア株式が段階的に組み
入れられるなど、 MSCI新興国市場指数の大幅な変更が予定されており、 これらの市場に大
規模な資金流入をもたらすだけでなく、 グローバル投資家の資産配分の見直しにつながると
予想される。
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図表2
消費関連セクターは
MSCI新興国市場指数で
最大の割合を占める
MSCI新興国市場指数に
おける時価総額による
セクターのウェイト（％）
 本財、 金融、 電気通信、
資
公益事業、 不動産
エネルギーおよび素材
 報技術、 ヘルスケア、
情
一般消費財、 生活必需品
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出所：MSCI、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 ブルームバーグ、 2018年9月時点。

最後に、 機関投資家の新興国市場に対する現在のポジションはかなり低く（過去の機関投
資家のアンダーウェイトの資産配分と比較しても）、 いずれある程度の平均回帰が予想される
が、 新興国市場の経済成長が先進国より加速した場合にはなおさらだ。
1 MSCI新興国市場指数のPBRに対するMSCIワールド指数のPBRの比率。
2 中国国家統計局、 2018年9月時点。
3 www.theglobaleconomy.com、 2017年末時点。

欧州の不確実性
がバリュエーション
を圧迫

欧州株式は引き続き域内の政治動向が重石となっている。 ドイツ、 フランス、 英国などの各
国首脳は、 自らの政治生命、 ブレグジット、 イタリア等の国によってもたらされた喫緊の金融リ
スクへの対応に追われている。 こうした状況は、 ユーロ圏を次の危機から守ることを目的とした
待望の構造改革に関して、 実行性を弱めている。
ブレグジットをめぐる交渉が合意に至り、 ポピュリストが5月の欧州議会選挙で勝利することが
なければ、 欧州市場は2019年下半期に上昇すると予想される。 欧州の経済成長はまずま
ずの水準を維持しており、 ECBはQEを段階的に終了する態勢にあり、 2019年末にかけて
は金利を引き上げる可能性さえある。 しかし、 現時点では、 深刻な政治リスクが欧州株式を
圧迫し、 市場のボラティリティ低減に向けたディフェンシブなスタンスを取るのが妥当だと当社は
考える。
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ボラティリティは
通常の水準に戻る

図表3
投資家は
テールリスク ・ イベントに
備えたポジションを構築
スキュー指数
VIX指数

2017年の株式市場は異例に楽観的な市場環境を背景に、 過去最低水準のボラティリティ
により一方的に上昇したが、 2018年は市場環境が通常に戻り、 損失やテールリスク ・ イベン
トの確率が高まった。 こうした状況は2019年も続くと予想される。 グローバル株式市場の上
昇が長期化すればするほど、 金利上昇に対する警戒感、 流動性の縮小、 米ドル高に加え
て、 市場の調整が現実化する可能性は高まる。 極端な市場変動リスクを計測するスキュー
指数からは、 投資家が調整に備えた株式ポートフォリオのポジションを構築している証左がみら
れる。VIXボラティリティ指数で見たボラティリティは低下傾向にあるが、 投資家のテールリスク ・
イベントに備えたポジションは長期間にわたり続いている（図表3を参照）。
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出所：ブルームバーグ、 2018年9月30日時点。

1年間での調整が20％になれば、 9年に及ぶ好調な株式相場で生じたポートフォリオ価値の
30％近くが打ち消されてしまうため、 投資家はテールリスクを懸念している。 従って、 今後12
～18カ月は資本収益率（return on capital）重視の投資から、 資本利益（return
of capital）重視の投資に移ると予想される。 当社の分析によると、 今後10年間の先進
国株式のリターンは、 過去平均の10％に対し6％にとどまる一方、 新興国株式のリターンは
9％以上と示唆される。

投資
インプリケーション

過去最長に及ぶ強気相場を背景に、 グローバル投資家は2019年に、 リスク資産をオーバー
ウェイトしつつ、 テールリスクの高まりに警戒態勢を維持するのが妥当と考えられる。 そうした環
境では、 グローバル戦略の拡大と、 ディフェンシブな特性を持つ株式に重点を置くことを推奨
する。 投資家は、 米国の経済的追い風から恩恵を受ける可能性の高い企業を追求すべき
である。 また、 先進国株式に対するディスカウントを考慮し、 新興国株式、 中でも情報技
術、 消費関連セクターは2019年に魅力的なエントリーポイントを提供するとみられる。 欧州
に関しては政治的逆風から慎重姿勢を維持し、 他の地域よりもディフェンシブなスタンスを推
奨する。 最後に、 バリュー株は極めて長期間アンダーパフォームしており、 転換点に近づいて
いると考えられる。 最も大きな上値余地はサイクル転換の初期に生じるため、 投資家は現時
点でバリュー株に見切りをつけるべきではない。
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債券見通し

サイクル終了に
備えたポジション
を構築する時
マット ・ ネスト、 CFA
マクロ戦略グローバル責任者
ニーアル ・ オラーリ
債券ポートフォリオ ・ ストラテジストグローバル責任者
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2018年は利回りが上昇してカーブがフラット化し、 クレジット ・ スプ
レッドが拡大するなど、 グローバル債券投資家にとって厳しい1年だっ
た。 また、 新興国の通貨と債券のパフォーマンスは数年ぶりの低水
準となった。 金融引き締めサイクルの中で手探り状態の相場展開が
続き、 脆弱さが露呈するなど、 市場はサイクル後期の反応を示し
た。 2019年はサイクル終了に一段と近づくことから、 同様のダイナミ
クスが予想される。
政策動向は2019年央にはより明白になるだろうが、 米国債券市
場は2019年を前にサイクルの動きを既にかなり明確に織り込んでい
た。 米国金利はサイクルのピークに近づいており、 FRBによる利上げ
継続に伴いイールドカーブのフラット化が続くだろう。 クレジットが直ち
に脅威になるとは思わないが、 市場が織り込む水準からみて警戒が
必要だ。 特に異常な動きを示しているのはエージェンシー ・ モーゲー
ジ市場で、 そのため当社はエクスポージャーを削減した。 他の地域の
サイクルは米国より遅れているが、 それは米国の景気が先に回復し
始め安定したことによる。 従って、 米国の景気サイクルが他の先進
国よりも先に終了しても当然と言える。
投資家は、 こうした状況を踏まえて全般的なリスク姿勢のバランスを
取るべきで、 米国イールドカーブの短期セクターに投資機会を追求
し、 一部新興国の債券と通貨にバリューを見出すことを推奨する。
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逆イールド化

図表1
米国金利は現在バリューを
提供

2018年は米国で予想を上回る経済指標の発表が相次ぐ中、 米国金利は大きく変動した
が、 経済成長とインフレの主な構造的抑制要因 ― 債務増加、 高齢化、 低生産性、 設
備投資不足など ― で実質金利の上昇は抑えられると当社は考える（図表1を参照）。
FRBは引き続き緩やかなペースで金融政策の正常化を進める方針であり、 長期的要因で中
長期金利は安定化することから、 カーブは長期FF金利と一致またはそれに近い水準でフラット
化し、 おそらく2019年末までに逆イールド化するだろう。
4.0 ％
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出所： ブルームバーグ、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 2018年9月30日時点。

米国金利はグローバル金利とともに過去2年間のソブリン債利回りの動きを大きく牽引してき
た。 米国と他の地域の経済成長とインフレのファンダメンタルズが乖離するにつれて、 両地域の
スプレッドも乖離した。 米国10年国債の利回りとドイツの名目金利のスプレッドは現在、 ユー
ロ導入以降で最もワイドな水準にある。 経済成長とインフレの格差を踏まえると、 現在のスプ
レッド拡大の動きは妥当であるが、 米国10年国債とドイツ10年国債の現在の利回りスプレッ
ドがいつまでも持続する可能性は低いだろう。
政策および金利の収れんを予想するのは時期尚早であるが、 重要な変化があれば債券投資
家に大きな影響を及ぼすことから、 この先、 特に2019年下半期の展開に注目していく。 英
国では、 ブレグジットをめぐる不透明感が引き続き英国債市場の重石となるだろう。 英国の経
済活動は相対的に底堅いが、 ハードブレグジットになった場合には深刻な打撃が予想される。
ただし、 先行きに関しては、 ハードブレグジットから、 より段階的な離脱、 そして可能性は極
めて低いが国民投票再実施まで、 様々なシナリオが予想されるため、 英国債の利回りの方
向性は依然として不透明である。
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クレジットの質に
注目

グローバル ・ クレジットはサイクル後期にあるが、 直ちに転換する兆候はない。 グローバル ・ ク
レジット市場のファンダメンタルズは依然として良好で、 特に米国では税制改革の効果でサイク
ルは長期化している。 米民間調査機関のコンファレンスボードの景気先行指数と一致指数を
それぞれ構成する主要経済指標は、 米国のサイクルは前進を続け、 短中期的にクレジット
市場にさらなる成長余地を生み出すことを示している。 世界的な規模で金融緩和が徐々に
解消されること、 タイトなスプレッド、 供給減少という市場に有利なテクニカル要因が相まって、
クレジットサイクルが次に後退局面に入っても直ちに脅威が及ぶことはないと思われる。とはいえ、
全てとは言わないが、 リスク資産から運用資金をある程度引き揚げるのが賢明かもしれない。
投資家は、 戦術的なスタンスで資産配分に臨み、 ハイイールド債と投資適格債のいずれにお
いてもクオリティを重視し、 格付け上位銘柄にシフトすることを推奨する。

市場の織り込みが
行き過ぎている
MBSのポジション
を削減

現在市場に織り込まれている金利ボラティリティとモーゲージ担保証券（MBS）の水準は行き
過ぎである。 過去の実績を見ると、 金利ボラティリティは平均回帰する傾向にあり、 FRBはバ
ランスシート縮小を継続し、 米国は景気サイクル後期にあるため、 投資家はボラティリティ市
場が修正される過程で恩恵を受けるポジションを構築すべきである。

新興国の
債券と通貨の
バリュエーションに
投資機会を
追求する

図表2
新興国の債券と通貨は
バリューを提供
（右図）
新興国の実質利回り推定値
（GBI-EM）
グローバル国債実質利回り

新興国市場は2017年に、 一部諸国の固有の懸念要因に加えて、 世界的な貿易摩擦の
高まり、 米ドル高、 米国債利回りの上昇を背景に苦戦した。 しかし、 経済のファンダメンタル
ズは引き続き概ねプラス材料となっており、 インフレは相対的に抑制されており、 通貨は全般
的に過小評価されている。 新興国市場と先進国市場の成長率格差は今後数年で拡大す
ると予想され、 コモディティ価格の上昇は新興国市場全体では活性化の要因であり、 新興
国市場の利回りは魅力的な水準にとどまるだろう（図表2を参照）。 そのため、 当社は新興
国債券に対して引き続き前向きであるが、 現地通貨建て債券を選好している。 新興国通貨
に関しては、 サイクル後期に向かう中、 投資対象の選別を強める意向である。
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出所：左図：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズが推計した、 2018年8月30日時点の新興国通貨の対米ドル
での適正価値。 右図：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 ブルームバーグ ・ ファイナンスL.P.、 2018年
10月11日時点。
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為替見通し

為替の短期的な
変動を利用して
長期為替
エクスポージャー
をヘッジ
ジェームズ ・ ビニー
為替グローバル責任者
アーロン ・ ハード
シニア ・ ポートフォリオ ・ マネージャー、 為替グループ
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米ドルは2018年、 金融引き締め策、 米国経済成長の力強さ、
貿易摩擦をめぐる不確実性を背景に、 予想外に上昇した（図表1
を参照）。 これらの要因は2019年初めにかけて引き続き米ドルを下
支えすると予想される。 しかし、 米国と他の地域との格差は2019
年下半期までにピークに達し始める可能性がある（特に、 貿易紛
争が予想より早期に解決した場合）。 そうなれば、 為替相場は修
正される可能性もある。 投資家は、 為替ヘッジを通じて、 通貨が
長期的に均衡水準に回帰する動きを捉える手段として、 こうした短
期的な相場の歪みを利用できるだろう。
図表1
米ドルは2018年に
予想以上の強さを示した
通貨リターン（対米ドル）

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

スウェーデン オーストラリア ニュージーランド
クローナ
ドル
ドル

新興国
通貨*

ユーロ

英ポンド

カナダドル

日本円

スイス
フラン

ノルウェー
クローネ

出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 ブルームバーグ（2017年12月31日～2018年9月30日）。
*新興国通貨はMSCI新興国市場指数の通貨リターン（株式時価総額加重）を使用。
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米ドル高は
2019年も持続

米国の財政刺激策とFRBの追加利上げによって、 おそらく2019年上半期には、 米国短期
利回りの既に突出した優位性はさらに高まり、 米ドルは長期的なバリュエーションと比べて割高
であるもののサポートされる公算が大きい。 そうなれば、 新興国通貨、 および流動性が低くリ
スクに敏感なG10通貨、 例えばスウェーデンクローナやオーストラリアドルなどに、 一段と圧力が
かかる可能性もある。
ノルウェークローネは、 景気回復、 インフレ上昇、 ノルウェー中央銀行の利上げサイクル開始
（最初の利上げは2018年9月で、 引き上げ幅は25bp1）にもかかわらず、 極めて割安な水
準にある。従って、 ノルウェークローネの上昇は短期的なサイクルの動きからも、 長期的なバリュ
エーションの観点からも下支えされる。
オーストラリアドルは米中貿易戦争がさらにエスカレートした場合に悪影響を受けやすいが、 そ
の多くは為替相場に既に織り込み済みと思われる。 オーストラリアの経済成長は極めて底堅く、
中国向け輸出は中国の景気減速にもかかわらず予想より堅調を持続しており、 オーストラリア
ドルはスイスフラン、 ユーロ、 スウェーデンクローナに対して、 依然として2％超のプラスキャリーを
提供している。 カナダドルは、 対米ドルで若干過小評価されているが、 際立った経済成長、
金利の着実な上昇、 NAFTA再交渉での米国との合意を受け、 ごく最近、 当社の選好通
貨の仲間入りした。
1 1ベーシスポイント（bp）は0.01％。

ユーロ、
スイスフラン、
スウェーデン
クローナに対しては
弱気見通し

欧州では、 ブレグジット、 イタリアの政局混迷、 ドイツのメルケル首相の求心力低下などの問
題が、 英ポンドとユーロの重石となる公算が大きい。 同時に、 ユーロ圏全体の成長率が
2017年の水準まで加速する兆候はほとんど見られていない。 ECBは2019年夏場を通して
中銀預金金利をマイナス0.4％に維持するとほぼ公約しており、 スイス国立銀行（中銀）は
ECBが引き締めを開始するまでおそらく利上げを行わないだろう。
最もリスクが高いとみられるのはスウェーデンだ。 2018年の経済成長とコアインフレ率は明るい
ながらも不安定な動きに終始し、 リクスバンク（中銀）はマイナス0.50％の政策金利に固執
してきた。 とはいえ、 スウェーデンクローナは長期フェアバリューに比べて著しく割安で、 景気は
回復しつつあり、 リクスバンクは2019年第1四半期の政策引き締めを想定している。 当社は
今のところスウェーデンクローナに対する弱気見通しを維持しているが、 これらの上振れリスクを
注視していく。
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下半期に段階的
変化が起こる
可能性も

2019年下半期が近づくと、 米国以外の地域に対する圧力の緩和を背景に、 市場は米国
一人勝ち時代の終焉を想定し始める可能性がある。 当社の基本シナリオでは、 金融引き締
め策と関税の影響でグローバル経済が若干弱まる中、 米国の金利および成長サイクルは他の
地域以上に減速するため、 両地域がマイナス方向に緩やかに収れんすると予想している。 こ
のシナリオでは、 米ドルは圧力にさらされるが、 2017年ほどではなく、 低金利通貨が高金利
の景気敏感通貨をアウトパフォームする。
グローバル経済は依然として潜在成長率を上回っているため、 低金利国が利上げを開始し、
その結果ユーロ、 スウェーデンクローナ、 円は上昇するとの予想に変わりはない（スイスフランは
長期的にみて割高であり、 スイスはECBの利上げに遅れる可能性が高いため、 当社は大幅
な変動は予想していない）。 一方、 世界の経済成長が減速すれば、 高金利の景気敏感通
貨（オーストラリアドルや多くの新興国通貨）の上昇は限定されることになる。

下半期の見通しに
対するリスク

このように段階的変化が起こるかどうかは、 第1四半期以降により明確になるだろう。 その頃に
は、 FRBの政策の行方や、 米国の成長が他の地域との格差を維持できるほど力強いかどうか
が、 より見極めやすくなるからだ。 今後、 欧州と新興国の経済が米国に追いつく動きを見せ
れば、 米ドルは下落する可能性があり、 ユーロ、 オーストラリアドル、 スウェーデンクローナはア
ウトパフォームすると考えられる。 一方、 米国以外の地域の景気が減速して景気後退懸念が
浮上し、 米国の景気減速がさらに加速した場合、 米ドルは当初動揺するもののその後は十
分に支えられ、 景気に影響されにくいスイスフランや円は、 景気に敏感なオーストラリアドルや
スウェーデンクローナをアウトパフォームする可能性が高い。
こうしたシナリオでは、 ユーロの動きを予想するのは難しい。 通常、 ユーロは不利な環境でも
妥当な水準を維持するからだ。 しかし、 投資家はECBの利上げ観測を直ちに見直すだろう。
また、 米国の金融引き締めが成長を大幅に上回るペースで実施された場合も、 リスク回避の
動きが加速し、 その結果、 各国固有の政策に関係なく、 円、 スイスフラン、 そして米ドルも
ある程度サポートされると思われる。
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戦略的ヘッジ
長期にフォーカス

戦略的な投資家には、 2019年に為替が短期的に変動した際、 通貨が中期的にフェアバ
リューに回帰する特性を踏まえ、 この機会を利用してヘッジ比率を調整することを推奨する。
通貨の循環的な割高化 ・ 割安化の動きは、 国の相対的な競争力やインフレ率に直接影響
し、 圧力を生み出すことで、 最終的に通貨は均衡水準に回帰する。
重要な点として、 最適なヘッジ比率は各通貨によって異なり、 それぞれ相手通貨によっても変
化する。 それを示したのが図表2のヒートマップである。 結論として、 割高（過大評価）通貨
のヘッジ比率の引き上げと、 割安（過小評価）通貨のヘッジ比率の引き下げを推奨する。
米ドルベースの投資家。 ヒートマップによると、 2018年は米国の金利上昇と成長拡大でドル
は割高水準に押し上げられた。 従って、 米ドルベースの投資家には、 2019年は全てのG10
通貨（スイスフランを除く）のヘッジ比率を低水準にすることを推奨する。
ユーロベースの投資家。 ユーロは対米ドルでフェアバリューに近いため、 米ドルに対するヘッジ
比率は中立となっている。割安な英ポンド、 円、 ノルウェークローネ、 スウェーデンクローナのヘッ
ジ比率を低くし、 割高なスイスフランのヘッジ比率を高くするよう勧める。
英ポンドベースの投資家。 ブレグジットをめぐる不透明感から英ポンドは過小評価されている。
従って、 英ポンドベースの投資家は大半のG10通貨（米ドルを含む）のヘッジ比率を高水準
にすることによって、 ヘッジなしのエクスポージャーで国民投票後に得た利益を確保することを推
奨する。
カナダドルベースの投資家。 カナダドルは対米ドルで小幅に過小評価されているため、 米ドル
のヘッジ比率を若干引き上げることを勧める。 米ドル以外については、 割安な英ポンド、 円、
ノルウェークローネ、 スウェーデンクローナのヘッジ比率を低水準とし、 割高なスイスフランのヘッ
ジ比率を高水準にすることを推奨する。
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図表2
ヘッジすべきか、 しないべきか
通貨バリュー ・ ヒートマップ

外貨（％）

過小評価通貨
過大評価通貨

基準通貨
（％）

AUD

CAD

CHF

EUR

GBP

JPY

NOK

SEK

USD

AUD

0.0

-3.6
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-2.6

-16.7

-23.9

-22.7

-30.3

2.1

CAD

3.8

0.0

22.5

1.1

-13.6

-21.0

-19.8

-27.7

6.0

CHF

-15.3

-18.4

0.0

-17.5

-29.5

-35.5

-34.5

-41.0

-13.5

EUR

2.6

-1.1

21.2

0.0

-14.6

-21.9

-20.7

-28.5

4.8

GBP

20.1

15.7

41.8

17.0

0.0

-8.6

-7.1

-16.3

22.7

JPY

31.4

26.6

55.1

28.1

9.4

0.0

1.6

-8.4

34.2

NOK

29.3

24.6

52.7

26.0

7.7

-1.6

0.0

-9.8

32.1

SEK

43.5

38.2

69.4

39.8

19.5

9.2

10.9

0.0

46.5

USD

-2.1

-5.7

15.6

-4.6

-18.5

-25.5

-24.3

-31.7

0.0

注：プラスの数値（赤）は通貨が過大評価されていることを示し、 マイナスの数値（緑）は過小評価されていることを示して
いる。 例えば、 オーストラリアドルと比べると、 スイスフランは18.1％過大評価されており、 英ポンドは16.7％過小評価さ
れている。 従ってオーストラリアドルベースの投資家は、 スイスフランのヘッジ比率を高くして、 英ポンドのヘッジ比率を低くす
ることが望ましいだろう。
出所：ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 2018年9月30日時点。
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投資テーマ

最大の注目の的は中国

010_9836978851902.indd

39

中国には短期リスクはあるものの、 長期
的には投資機会が見込まれる

2019/02/15

20:52:36

投資テーマ

最大の
注目の的は中国
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
ジョージ ・ ビチャー
アセットクラス ・ チーフ ・ インベストメント ・
オフィサー＆ポートフォリオ ・ マネジャー
アンドリュー ・ シャオ、 PhD、 CFA
シニア ・ ポートフォリオ ・ マネージャー、 中国株式
アビシェク ・ クマー、 CFA
新興国債券責任者
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2017年の中国は著しく好調だったが、 2018年は対米貿易摩擦が
エスカレートし、 世界の二大経済大国が様々な問題で対立するとの
不安が広がり、 中国にとって厳しい1年となった。 2019年は米中関
係が構造的に変化し、 政策ミスのリスクが高まることを背景に、 銘
柄選択がカギになると当社はみている。 長期的には、 米中両国が
見解の相違を乗り越え、 状況が何年も膠着するような事態を回避
することができれば、 中国の消費主導の成長シナリオは続くとみられ
る。 関係が改善し始めれば、 投資家は中国株式に既に織り込み
済みの悪材料が剥落する過程を利用できる。 さらに、 2019年に予
定されている新興国市場の主要株式 ・ 債券指数への中国の組み
入れや市場の非効率性を踏まえると、 中国株式単独でのアクティブ
型資産配分を検討することを推奨する。 そうすれば、 特にリスクが強
まる場合、 エクスポージャーを微調整することができる。
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米中関係の変化

米中関係は報復関税の適用にとどまらず、 より構造的に変化しつつあり、 米国の中国に対す
るスタンスは 「建設的関与」（過去3代の大統領が採用した政策）から、「戦略的封じ込め」
へ転換している。 米国は、 中国が2001年にWTOに加盟したにもかかわらず開放経済のルー
ルに従っていないと考えており、 それがこうした変化の根底にある。 中国は市場開放のための
措置を講じてきたが、 国有企業を中心に、 他国の民間企業より優遇されているとの疑念を
十分に払拭できていない。
21世紀の製造業国のトップを目指す 「中国製造2025」 構想や、 南シナ海の軍事拠点化
に向けた先般の中国の動きを受け、 トランプ政権だけでなく、 安全保障の専門家らも中国へ
の警戒感を強めている。 そのため、 この戦略的シフトはトランプ政権以降も続く可能性がある。
市場は関税問題について最悪のシナリオを織り込んでいるようにみえるが、 投資家は両国の
関係変化にどのような影響があるのか、 まだ掴みかねている。

投資家心理は
弱い

中国は既に貿易戦争による経済成長への影響を抑える措置を講じているが、 打撃は避けら
れず、 中国および世界中に影響が広がっている。 2018年には、 成長に悪影響を及ぼすこと
なく貿易戦争とレバレッジ削減の両方に対応するのは難しいとの懸念から、 中国に対する投
資家心理は悪化した。 当社のアクティブ ・ クオンツ株式チームとファンダメンタルズ株式チーム
は現在、 新興国ポートフォリオで中国をアンダーウェイトしており、 マルチアセット ・ チームは新
興国を小幅アンダーウェイトとしている。 従って、 中国はハードランディングを回避して秩序ある
成長減速に向けて進んでいると投資家を納得させる必要があるだろう。 IMFは2019年のグ
ローバル、 米国、 中国の経済成長予想を引き下げ、 その主因として貿易摩擦に言及し、
沈静化が必要だと指摘した。
成長減速が見込まれているものの、 当社は基本シナリオにおいて中国の2018年の成長率を
6.5％、 2019年は約6％と予想している。 これは先進国の成長率予想（2018年は平均
2.4％、 2019年は2.2％）を大きく上回っている。 一方、 中国は経済改革と市場開放を
継続しており、 消費およびサービス産業に重点を置く経済へと構造転換を進めている。
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2019年は
銘柄選択がカギ

2018年の株価下落を受け、 中国株式全体のバリュエーションは非常に魅力的な水準となっ
た。 MSCI中国株指数の予想PERは11倍、 それに対して長期平均は12倍、 先進国株式
市場の予想PERは約16倍となっている。 これらの株式が安いのは理由があるとの意見も聞か
れるが、 一部のセクターに関してはアクティブ運用に際し精査する価値があると当社は考える。
当社のアクティブ ・ ファンダメンタルズ新興国市場チームは、 情報技術、 電気通信サービス、
素材、 資本財、 不動産セクターをアンダーウェイトしているが、 中国の富が増加し、 可処分
所得が増加する中、 一般消費財銘柄についてはオーバーウェイトとしている。 また同チームは
エネルギーセクターとヘルスケアセクターも小幅オーバーウェイトしている。
バリューの観点からは、 中国の銀行セクターのPBRは1倍を大幅に下回り、 利回りは約5％
と、 バリュエーションは最低水準に近く、 さらなるダウンサイドは限定されている。 さらに、 新興
国の利益成長は、 米国の財政刺激政策の効果が薄れるにつれて、 先進国を上回る水準に
戻る可能性が高い。 米中が貿易問題で合意できれば、 グローバル株式市場に影を落として
いた最大の懸念材料は消失し、 中国株式はトップクラスのパフォーマンスを上げるだろう。 中
国は過去10年間、 他の大半の新興国と先進国をアウトパフォームする傾向をみせてきた（図
表1を参照）。

図表1
中国は長期的に
アウトパフォーム
ベンチマークのリターン
（米ドル建て）、
2018年9月29日時点。
MSCI中国A株指数
MSCI中国指数
MSCI新興国市場指数
MSCIワールド指数
（除く米国）
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中国の債券は
デュレーションが
短く、 高い利回り
を提供

一方、 中国の国債は利回りが平均約3.6％で、 デュレーションは6.5年となっている。 それに
対して既発のグローバル国債は利回りが1.5％で、 デュレーションは7.9年1。 中国債券市場
は海外投資家の基盤が薄いため、 グローバル債券市場との相関性は非常に低く、 例えば、
米国の国債市場との相関係数は0.2にとどまる。 中国の国内債券を保有する海外投資家の
数が増加すれば、 相関性は今より上昇する可能性があるが、 その水準は、 グローバル投資
家に優れた分散効果を提供できる程度の低さにとどまるとみられる。
1 ブルームバーグ ・ バークレイズのPOINTによる分析

中国株式の指数
組み入れ開始で、
中国単独の資産
配分を検討

株式投資家への
インプリケーション

図表2
中国A株の組み入れが完全に
終了するとMSCI新興国市場
指数の中国の組入比率は
大幅に上昇
2020年のMSCI新興国市場
指数の中国組入比率
（プロフォーマ ・ ベース）

中国は依然として新興国投資家が特に大幅にアンダーウェイトしている地域の1つだが、
2019年以降オンショア中国証券を段階的に組み入れることに前向き、 または検討中の主要
新興国指数（株式および債券）の要件に中国は迅速に対応してきた。
この変更は指数の構成銘柄と投資家の資産配分に大きな影響を与える可能性がある。 当
社は2019年に中国が直面するリスクと投資機会を考慮し、 先進国市場を上回るリターンを
捉えるための長期戦略の一環として、 中国証券（オンショアとオフショア）を対象に単独で資
産配分を行うことを検討するべきだと考える。

株式に関しては、 MSCIは多くの投資家がベンチマークとするMSCI新興国市場指数と中国
指数に占める中国A株（中国国内で取引されている株式）の割合を高めることを提案してい
る。 中国A株の指数組み入れが完全に終了する2020年5月には、 新興国市場指数の中
国組入比率（A株とH株の合計）は32.16％から40.3％に上昇する（図表2を参照）。 こ
れによりMSCIオール ・ カントリー ・ ワールド指数における中国の組入比率も3％から5％に上
昇する。
MSCI新興国市場指数
その他
17.1%

MSCI中国指数

サウジアラビア
2.2%

ADR
16.0%

ブラジル
4.8%

B株
0.1%
A株
36.8%

南アフリカ
5.1%

中国
40.3%

Pチップ
17.7%

インド
7.7%
レッドチップ
9.0%

台湾
10.1%

H株
20.4%

韓国
12.3%
出所：MSCI、 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ、 2018年。
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指数組み入れに加え、 ストックコネクト ・ プログラム（中国本土と香港間での株式相互取引）
がスタートしたことで、 2種類の株式（A株とH株）を区別する意味はなくなるはずだ。 これに
より、 グローバル投資家は全ての中国株式を対象とする統合運用戦略を運用できるようにな
る。 その方がA株単独の運用戦略を別途運用するよりも望ましいと当社は考える。 クオリティ
が高く、 投資可能な中国企業は海外市場に上場するケースが多く、 2種類の株式のバリュ
エーションの差は大きくなる可能性があるからだ。
この市場は非効率的になる可能性があるため、 アルファを可能な限り最大化できるスキルのあ
るアクティブ ・ マネージャーを通じて中国に投資することを推奨する。 典型的なポートフォリオで
は、 新興国への資産配分に中国全株式に特化した戦略を追加することを推奨する。 それに
より、 株式資産配分において重要性が高まっている中国のエクスポージャー全体をポートフォリ
オ内で柔軟かつ直接トップダウンでコントロールできるようになる。

債券投資家への
インプリケーション

ストックコネクトの債券版であるボンドコネクトによって、 オンショア債券への投資が容易になっ
た。 中国がブルームバーグ ・ バークレイズ ・ グローバル ・ アグリゲート指数など、 全ての債券指
数に組み入れられるようになれば、 資金流入余地は約4,200億ドルとなる2。 しかし、 組み
入れられる債券の大半は流動性がなく、 フローの大部分は中国国債（CGB）の購入に使
用される点を考慮する必要がある。 流動性に制約があるため、 海外資金の多くがオンザラン
銘柄（直近に発行された銘柄）に向かうことで、 これらの債券の価格押し上げにつながり、
その結果、 他の債券の価格も見直される。
中国債券市場に参加するオフショア投資家が増えることで、 おそらく市場の効率性は改善し、
海外投資家の関心がさらに集まり、 グローバル ・ ポートフォリオにおける中国の配分比率は上
昇する可能性が高い。 中国債券に対しては、 IMFの特別引き出し権（SDR）における人
民元の構成比率に純粋に基づく構造的な需要がある3。 SDRバスケットにおける人民元の構
成比率は2018年8月時点で、 10.9％と3番目に高い。 しかし、 人民元が公的外貨準備
の通貨構成（COFER）に占める割合はわずか1.4％にすぎない4。 両者の差が解消すれば、
おそらく中国資産に対する構造的な需要が生まれ、 それは中国および新興国の現地通貨建
て債券へのベータ ・ アロケーションによって捉えることが可能とみられる。 中国を主要債券指数
に組み入れることで、 先進国の債券全般のエクスポージャーは減少し、 先進国市場の利回り
に上昇圧力がかかることも考えられる。
2 ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズがバークレイーズ ・ グローバル ・ アグリゲート指数、JPモルガンGBI-EM指数、
FTSEラッセル世界指数を用いて推定。 アクティブ ・ マネージャーは指数フローを予想して株式を購入するとの想定に基づく。
3 IMFのSDRは加盟国の公的資金準備を補完するための国際的準備資産。 米ドル、 ユーロ、 人民元、 日本円、 英ポンド
の５つの通貨で構成されるバスケット。 人民元は2016年に採用。
4 IMFのCOFERデータベースは公的外貨準備の通貨構成に関する四半期末のデータをトラックしている。
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グローバル市場
展望（GMO）に
ついて

この 「グローバル市場展望（GMO:Global Market Outlook）」 の目的は、 投資環境が
一段と複雑になる中、 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から市場の問題を短期的、 長期的な観点から、 分析 ・ リサーチ
を行っている。 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。
「2019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、 2019年、 そして今後の投資戦略の参考になれば幸いである。
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Glossary

5y5y
The five-year forward expected inflation rate. It
reflects the market’s inflation expectations of average
inflation over 5 years, 5 years from now.
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Is a flagship measure of global investment grade debt
from 24 local currency markets. This multi-currency
benchmark includes treasury, government-related,
corporate and securitized fixed-rate bonds from both
developed and emerging markets issuers.
Emerging Market Debt (EMD)
Bonds Issued by governments of developing
countries.
Fed Long Run Rate
The Fed’s expectation of where long-run real interest
rates should be, absent economic shocks.
GBI-EM Real Yield Estimate
An estimate of real (inflation-adjusted) yield based on
the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
weightings (excluding Argentina, Uruguay and
Dominican Republic which account for 0.9% of the
index) and on an estimate of real yield using
approximations of the average maturity for each
country.
Gilt
A UK government bond.
Global Treasury Real Yield
A measure of cash flow an investor receives for
investing in government bonds, expressed as a
percentage and adjusted for inflation. Global Treasury
Real Yield uses Bloomberg Barclays index weightings
as of August 31, 2018 excluding emerging economies
and also uses approximations of the average maturity
for each country.
Hike
An increase in interest rates by a central bank.

MSCI Europe
Represents the performance of large and mid-cap
equities across 15 developed countries in Europe.
MSCI Japan
Is designed to measure the performance of the large
and mid-cap segments of the Japanese market. With
322 constituents, the index covers approximately
85% of the free float-adjusted market capitalization in
Japan.
MSCI World
Is a market cap weighted stock market index of 1,649
stocks from countries throughout the world.
MSCI World Ex USA
Captures large and mid-cap representation across 22
of 23 Developed Markets (DM) countries—excluding
the United States. With 1,015 constituents, the index
covers approximately 85% of the free float-adjusted
market capitalization in each country.
MSCI USA
Is a market capitalization weighted index designed to
measure the performance of equity securities in the
top 85% by market capitalization of equity securities
listed on stock exchanges in the United States.

Implied Neutral Nominal Rate
State Street Global Advisors’ estimate of the neutral
real interest rate.
MCSCI China A Share
Captures large and mid-cap Chinese stocks listed on
the Shanghai and Shenzhen exchanges.

Tightening cycle
An environment in which a central bank is raising
interest rates.

Mean
The simple mathematical average of a set of two or
more numbers.

VIX Index
Is a trademarked ticker symbol for the CBOE Volatility
Index, a popular measure of the implied volatility of
S&P 500 index options; the VIX is calculated by the
Chicago Board Options Exchange (CBOE).
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MSCI EM Index
Includes large and midcap stocks across 24
Emerging Markets (EM) countries. With 1,151
constituents, the index covers approximately 85% of
the free float-adjusted market capitalization in each
country.

SKEW Index
Is a measure of potential risk in financial markets.
Much like the VIX index, the SKEW index can be a
proxy for investor sentiment and volatility. The SKEW
Index measures perceived tail-risk in the S&P 500.

MSCI China Index
Captures large and mid-cap representation across
China H shares, B shares, Red chips, P chips and
foreign listings (e.g. ADRs). With 461 constituents,
the index covers about 85% of this China equity
universe. Currently, the index also includes Large Cap
A shares represented at 5% of their free float
adjusted market capitalization.
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MSCI Emerging Markets
Captures large and mid-cap representation across 24
Emerging Markets (EM) countries. With 1,151
constituents, the index covers approximately 85% of
the free float-adjusted market capitalization in each
country.
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ステート ・ ストリー
ト ・ グローバル ・
アドバイザーズに
ついて

弊社のお客様は世界中の公的機関や機関投資家、 アドバイザーの皆様です。 私どもはいつ
いかなる時でも、 投資家の皆様のお役に立てるよう以下4つの指針を遵守しています。
厳格さが礎
新たな投資機会を見出すため、 そして潜在的なリスクを管理するために、 徹底的な調査と慎
重な分析、 そしてマーケットでの経験に裏づけされた厳格で規律ある、 リスクを認識したアプ
ローチを採用しています。 厳格さは私たちが行う全ての判断の礎です。
幅広い選択肢からの構築
投資家の皆様の期待に応えるためには、 洗練されたポートフォリオの構築と幅広く多様な運用
能力が必要です。 コスト効率に優れたソリューションをご提供するため、 多様なユニバースの中
からアクティブ型やインデックス型の幅広い戦略をご提供しています。
スチュワード（受託者）として
弊社はお客様に代わって投資先企業の将来のリスクと機会を注視し、 長期的な成果のため
には人類と地球にとって何が正しいことなのか、 理解を深める手助けをしています。 問題が気
候変動や株主権、 取締役会におけるダイバーシティ（弊社は昨年ウォール街の一角に 「恐
れを知らぬ少女」 の銅像を設置しました）であれ、 受託者として、 優れたスチュワードシップ
は優れた投資に繋がると確信しています。
将来への投資
投資における課題を克服する為には、 時に全く違う視点から物事を考えることも大切です。
弊社は米国で初めてETFを発売し、 インデックス運用とアクティブ運用、 そしてESG投資の先
駆者であります。 私どもにとってイノベーションとは、 データや洞察力、 投資技術を用いて投資
における新しい方法を見つけることです。
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ssga.com

State Street
Global
Advisors
Worldwide
Entities

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

Abu Dhabi
State Street Global Advisors
Limited, Middle East Branch,
42801, 28, Al Khatem Tower, Abu
Dhabi Global Market Square, Al
Mayah Island, Abu Dhabi, United
Arab Emirates.
T: +971 2 245 9000
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

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.

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 Global Advisors
Limited, DIFC Branch, Central
Park Towers, Suite 15 -38 (15th
floor), P.O Box 26838, Dubai
International Financial Centre
(DIFC), Dubai, United Arab
Emirates. Regulated by the Dubai
Financial Services Authority
(DFSA). 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
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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
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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 CHE105.078.458.
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,
1 Iron Street, Boston, MA 02210
T: +617 786 3000
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留意事項:

Disclosure

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
りますが、 情報の正確性に関しいかなる保証もしておらず、 ス
テート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは係る情報に
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。
本資料に示されている内容は将来の見通しが含まれており、
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
開は市場及び他の条件によって見通しとは大きく異なる可能
性があります。

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。
中小型株への投資には、 知名度の高い大型株への投資より
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。

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
る訳ではありません。
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ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズについて

ステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズは、 過去40年にわ
たり、 各国政府や機関投資家、 金融プロフェッショナルの皆様に資産
運用サービスをご提供しています。 厳密なリサーチや分析、 厳しいマー
ケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、 ア
クティブからインデックス戦略まで幅広く、 コスト効率に優れたソリュー
ションを提案いたします。 そしてスチュワード（受託者）として、 社会、
環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、 お客様に理解
を深めていただくよう努めています。 インデックス運用とETF、 ESG投資
の先駆者として、 投資における新しい世界を常に切り拓き、 約2.51
兆ドルを運用する世界第3位の資産運用会社へと成長しました。
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。
*1）運 用資産残高には、 約324億ドル（2018年12月末時点）
のステート ・ ストリート ・ グローバル ・ アドバイザーズ ・ ファンズ ・
ディストリビューターズ ・ エルエルシー（以下 「SSGA FD」）が
営 業 を 行 な っ て い るSPDRの 残 高 を 含 み ま す。 SSGA FDは
SSGAの関連会社です。
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。

ssga.com
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

著作権© 2019年 State Street Corporation.不許複製
2398018.1.1.APAC.RTL 失効日： 2019年11月30日
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