2022 年の市場見通し

金利上昇が
経済回復の
道のりのカギ

2022 年に入ると、労働市場とインフレ動
向が、FED（連邦準備制度）による金融政

策の緩 和 縮 小を進 める下 地を作るとみ

られます。その一方、新型コロナウイルス

（COVID-19）に関連した供給サイドに起

因する価格上昇圧力が根強く残っており、

これがインフレの状況を複雑にしている
ため、FED の引き締めは慎重なペースで
行 わ れると予 想しています。サイクル中
期の成長率と相まって、これらの要因は

2022 年の株式リターンを、緩やかながら

もプラスに導くと考えています。資産として

は、優良株およびエマージング市場よりも
先進国の株式を選好しています。

（注：当レポートの作成は、2021 年 12 月
時点です）
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2022 年の市場見通し

インフレ動向は、
FED の金融政策に対して、
慎重な利上げペースを示唆

利上げによる FED のジレンマ

食料品の価格に影響を及ぼしています。

住宅価格を押し上げており、消費者物価

化し、サプライチェーンの制約が緩和さ

賃金の上昇と超低金利の住宅ローンが

米国の労働市場は FED が定義する
「健全」に近い状態

指数（CPI）では住宅関連の構成要素が

平均を上回って上昇に寄与しています。

2022 年に入ってエネルギー価格が正常

れてくれ ば、こうした供給サイドによる

価格圧力 は後退し始 めるものと思われ

労 働 参 加 率 の低 下：2021 年 の労 働 参

この観点からすると、FED はより迅速に

ます。とは いえ、食 品 会 社 からは食 品

響が残り、完全な回復には至りませんで

ことで、住宅ローンの借り入れコストを

しが聞かれている他、マンハイム米中古

かうと予想されるものの、ライフスタイル

べきと考えられます。

徐々に上昇しており、こうした CPI の構

加率 は COVID-19 や失業者支援の影

テーパリングを進め、利上げを開始する

した。こうした影響 は徐々に解消 に向

引き上げ、住宅市場の需要緩和を図る

の変化や早期退職により、一部の労働力

しかし、足元の高インフレは需要サイド

減少は恒常化する可能性があります。

だけの問題ではありません。供給サイド

FED にとって労働参加率の低下は、世界
金融危機（GFC）後と比較すると、それ

の問題も依然として続いており、商品や

とは異 なり、足元の労働参加率の低下

図表 1
名目賃金の急速な増加

ほど問題ではありません。なぜなら当時

は、経済活動の落ち込みに起因するもの

蓄を活用し、労働力人口として労働市場

に戻ることに時間をかけています。また

離職率が高い傾向に見られるように、就

労者も労働需給の逼迫に乗じて、賃金の

していな いことを示しています。オミク

ロン変異株に起因する混乱が長引けば、
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パーセンテージの変化

る年齢層は、これまで積み上げてきた貯

成要素への上昇圧力は依然ピークに達
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以前より容易に職を見つけることが出来

54 歳までの「プライム・エイジ」と呼ばれ

車価格指数 1 などの業界の価格データも

下位と上位の四分位対比

ではないからです。

るた め、多くの 労 働 者、特 に 25 歳 から

価格が 2022 年も高止まりするとの見通

上昇を求めて転職する動きも見られます。
労働参加率 は いずれ回復するものと思

われますが、こうした労働市場の現状が
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注：図表は前年同期比の賃金上昇率中央値の12ヵ月移動平均を表示。第 1 四分位は賃金分布の下位 25％、
第 4 四分位は上位 25％。

労働者の交渉力を支え、賃金に上昇圧

出所：米国アトランタ連邦準備銀行（ 2021年 11 月末現在）

労 働 市 場 の 堅 調 な 回 復： 賃 金 の 伸 び

図表 2
利上げシナリオによるインプライド金利水準

力をもたらしています。

は、COVID-19 のパンデミック後に金融

支 援 の 恩 恵も受 け た 低 所 得 者 層 ほど
高くなっています。この構図は、物価上

昇 の 逆 進 性を相 殺する役 割を果 たし、

FED の健全な労働市場に関する新しい
広範 な定義 にも合致するものです。低

賃金労働者が過去 10 年間に経験した移

動性の低下と負債の増加を踏まえると、
貯蓄の急増に伴い購買意欲に積極性が
出現したことに意外感はありません。

マンハイム中古車価格指数（2021 年 11 月 30 日
現在）

シナリオ

力強いインフレ／成長

3月22日から3ヵ月に1 回
減速するインフレ／成長
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3月22日から3ヵ月に1 回

2022 ／ 2023 年に 3 回、
2024／ 2025 年に 1 回
6月22日から6ヵ月に1 回
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予測・見積りは、現時点の市場環境に基づいており、変更される場合があり、必ずしも実現しない可能性
があります。
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金利上昇が経済回復の道のりのカギ

ここで重要 なの は、FED のテーパリン
グと利上げは「過熱する」需要サイドか

らのインフレ圧力と比較して、供給サイ

ドからのインフレ圧力を緩和する効果が
低いという点です。利上げは米ドル高に
拍車をかけ、輸入品価格の下落につ な
がり、サプライチェーンのインフレ圧力の

一部を相殺するものの、米ドル高はサー

ビス部 門 に 悪 影 響 を 及 ぼす 可 能 性も
あります。さらに輸 入 需 要を押し上 げ

ることで、海運 などの業界で、サプライ
チェーンの ボトルネック（制 約）が悪 化

する可能性もあります。

このような供給サイドの動向は懸念され

るもの の、2022 年 および 2023 年 の マ

クロ経 済データは 堅 調 な状 態 が続き、

FED が非 常 に安 定したペ ースで利 上

げを進めるのに十分な「援護射撃」にな

ると予想されます。FF 金利が非常に低
い水準 から引き上げられることを考慮

図表 3
景気サイクルが成熟するにつれてグロース・優良株はアウトパフォームする傾向
対ベンチマークの超過リターン（％）

一層の供給制約につ ながる可能性もあ

ると我々は予想しています。
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この図表は ISM（米供給管理協会）製造業指数の二種類のシナリオに対するMSCI USA バリュー、グロー
ス、クオリティの各インデックスのMSCI USAインデックスに対する月次超過リターンを示したものです。
分析期間は 2000 年～2021年。

インデックスのパフォーマンスは、説明のためにのみ提供されており、特定の投資のパフォーマンスを示す
ものではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。インデックス
の定義については、重要な情報の項目をご参照ください。
出所：ブルームバーグ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（ 2021年 11 月末現在）

のの、株式がプラスのトータルリターンを

他の先進国と同程度の水準になると予想

達成するには十分であると思われます。

されます。

に転じることを考慮すると、利上げ開始

2022 年は、資金流入が株式市場の追い

すると、利上げ は景気過熱の懸念を軽

しかし、その一方で金融政策が引き締め

困難な）将来の金融政策における機動

時の高い株式バリュエーションは（特に

風 に なる可 能 性 は 低 いと思 わ れます。

ます。FED のターミナルレート（最終利

の試算では、株価収益率（PER）が 10％

ションは比較的 に軽かったものの、ファ

減する一方で、（0 ％の金利では実施が
性の余地をもたらすことになると思われ

上げ到達点）につ いては、現在の市場

が示唆している水準よりも引き続きやや

楽観的な水準を見込んでおり、これは経
済成長が引き続き下支えされるとの予想

を反映したものです。

2022 年の株式は、

景気サイクル中期の環境により
緩やかなプラスのリターンに

トータルリターンの感応度

2022 年 は大半 の地域で経済 が潜在成

長 率 を 上 回って推 移 すると予 想され、

グローバル株式は、この世界経済の健全

な成長から恩恵を受けるとみています。

1 株当たり利益（EPS）は 1 桁台後半 の

増加が予想されます。これは、過去の不

況でない期間の伸びを下回ってはいるも

米国）依然として重要なリスクです。当社

低下すると、ほとんどの国の 1 桁台後半の

EPS 成長率は相殺されることになります
（EPS 成長率の市場予想 が高 めの中国
は除く）。

米国のインフレ調整後の利回りと、S&P

500 指数の12 ヵ月先予想 PER との間で

投資家のポジショニング

2021 年の年初は、投資家の株式のポジ

ンダメンタル ズの改善を受けて株式エ

クスポージャを増加させた結果、株式は
年間を通じて上昇しました。

最近は投機的な投資家が、S&P 500 指

数のネット・ロング・エクスポージャーを
増やしており、直近の過去データと比較

最近見られる相関関係 が維持されると

した場合、ポジショニングはやや拡大し

10 ベーシスポイント（bp）上昇するごとに、
PER は 0.4 倍低下することになります。
これを踏まえると、10 年債の実質利回り
が 50bp 上 昇した 場 合、PER は 現 在 の
水準から約 10％低下することになります。

の株式配分比率が 40％を超えています。

す れ ば、米 国 10 年 債 の 実 質 利 回りが

米 国 10 年 債 利 回りが実 質 金 利 に牽 引

され 1.80 ％まで上昇するという現在の
ベース・シナリオに基づくと、2022 年の

米国株式のリターンは 1 桁台半ばとなり、

ソリューション＆マルチ・アセット

ている模様です。 同時 に、米国の家計

これは、株式に代わる高リターンの投資

対象が少ないことが、株式への傾斜に拍
車をかけたものと思われます。

このような要因のみに限らず、予想され

る緩やかな金融の引き締めの結果、金利

は歴史的に引き続き低い水準で推移し、

株式への配分は 2022 年も増加するとみ

ています。
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高水準にある株式バリュエーション

現在 の バリュエ ーション水 準 の株 式 益

図表 4
インフレの急上昇はラテン・アメリカで最も顕著

な水準にあります。しかし、金利が上昇

14%

回りは、債券に対して依然として魅力的
して債券が再びより現実的な選択肢とな

れ ば、相対的な株式の魅力度が低下す

る状況も考えられます。

エマージング市場のインフレ率
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2022 年は成長の鈍化が予測されている

8%

準では、株式はマルチプルの縮小（中央

4%

ため、現在の株式バリュエーションの水

銀行による市場への流動性供給減少も
一因）や収益ショックによる影響を受や

けやすくなっています。

エマージング市場：
回復への困難な道のり

インフレ率と COVID-19 の感染率が逆風に

コンセンサス予測は中国やコモディティ

輸 出 国 の 成 長 鈍 化 を 示 唆 して お り、

2022 年 にエマージング市 場 は 困 難 な

課題に直面すると考えています。コモディ

ティ価格が下落に転じた場合、中南米や

EMEA2 は MSCI の各地域別指数の中
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出所：ブルームバーグ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（2021年11月末現在）

ロン変異株が依然として重要なリスクと

中で良好なパフォーマンスが期待できる

の主要な課題とみられます。

いては回避するようにしています。

なっており、公衆衛生の状況はもう一つ

適度に力強 い成長、継続的な物価上昇

と交易条件が大きく回復しました。しか

で、2022 年も慎重かつ選別的なアプロー

すると、この追い風は弱まる可能性があ

思われる環境下、債券デュレーションを依

数が厳しい下げに見舞われる可能性が

し、2022 年 に入って外需 が徐々に軟化

サプライチェーンの混乱 やペントアップ

（潜在的 に蓄積した）需要 により、コモ
ディティ価格の劇的な急騰が起こり、特に

食品価格の上昇が強いラテン・アメリカ

で高インフレが根強く継続することが予

想されています。
（図表 4）。インフレの

見通しが芳しくないことから、ラテン・ア

メリカ、中国を除くアジア諸国ともに今

後 1 年間で中央銀行は利上げに動くこと
が予想されます。

エマージング市場では、大半の国でまだ

ワクチン接種が不十分で、新たなオミク

2

4

ります。また、パンデミック期間を通じ
て財政運営は比較的慎重な姿勢が継続

したものの、財政赤字は拡大し、債務負

担は引き続き増大しました。その結果、

エマージング市場各国 はこれまで以上

に金利上昇リスクにさらされる状態 が

続いています。

投資のインプリケーション

市場を深く掘り下げて調査することによ

り、私たちはより良い投資成果をもたらす
ことができると考えています。そのため
には、リサーチの結果、現在のサイクルの

欧州・中東・アフリカ
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |

投資機会を模索し、そうでないものにつ

最後に、2021 年の好調な外需が原動力

となり、エマージング市場では経常収支

あります。

日本以外のアジア

2021年から2023年のインフレ率の予測。予測は、現時点の市場環境に基づいており、変更される場合が
あり、必ずしも実現しない可能性があります。

でコモディティ関連セクターのウェイトが
高 いため、エマージング市場の株価指

欧州・中東・アフリカ

ソリューション＆マルチ・アセット

圧力、金融引締 めといった見通しの下

チを維持しています。金利が上昇すると

然としてアンダーウェイトとしています。

株式市場では、上述したように、景気サ

イクル中盤の環境に向かうに当たり、市

場の選好は、バリュー・セクターから優良

株へのシフトが、また、エマージング市場

よりも先進国が選好されると予想してい
ます。バリュエーションは依然として高

水準にありますが、投資価値を獲得する
ためには、魅力的なエントリーポイントを

模索することがカギと考えます。

金利上昇が経済回復の道のりのカギ

図表 5
最新のタクティカルな見通し
資産クラス
株式
米国

米国金融

米国エネルギー
米国グロース
米国バリュー
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インフラストラクチャー
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債券

投資適格クレジット

米国ハイ・イールド債
欧州ハイ・イールド債

米ドル建て新興国ソブリン債

現地通貨建て新興国ソブリン債
米国国債

米国インフレ連動債

ドイツ国債

欧州周辺国債
日本国債

コモディティ
金

工業用金属

グローバル不動産

このセクションは、投資戦略を実行する際に使用される運用チームの見解や分析の種類を示す目的のみに限定して提供されています。投資やリサーチの推奨する
ものではありません。

注：アンダーウェイト、オーバーウェイト、ニュートラルの評価は、グローバルに分散された株式、債券の地域やサブ・アセットクラスに対する当社の戦術的な見解を
示したものです。これらの見解は、当社が「アンカー・ポートフォリオ」と呼ぶニュートラルな配分に対してのものです。このアンカー・ポートフォリオは、MSCI ACWI
のような時価総額加重型のベンチマークのみに基づくものではなく、GDP 加重型、キャップ加重型、リスク・パリティ型、イコール・ウェイト型など、いくつかの手法
を組み合わせたものです。

出所： MSIM GBaR team、2021年12 月22日現在。情報提供のみを目的としています。特定の証券の売買や特定の投資戦略の採用をオファーまたは推奨するも
のではありません。上記で示されたタクティカルな見解は、クライアントとのコミュニケーションのみを目的として、当社チームの見解や実施状況を広く反映したも
のです。ここでの情報は、いかなる個々の投資家の財務目標、状況、特定のニーズにも対応することを意図するものではありません。これらの評価は、各資産クラス
に対するGBaRチームの見解を表しています。マイナスのシグナルは、相対的に見てネガティブまたはアンダーウェイトであることを示し、正のシグナルは、相対的に
見てポジティブまたはオーバーウェイトであることを示しています。
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| モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

5

2022 年の市場見通し

補足：各資産クラス見通しの詳細

株式

水準を保つと見込んでいます。一方、
イタリアやフランスで予定さ

ファンダメンタル ズ － ニュートラル： 米 国 は 欧 州と比 べ て

となる可能性があります。

しの支援材料となっており、下振れリスクは低減しています。米国

のの、現時点では長期的な中央値を上回っています。米国との相

米国株式： ニュートラル

COVID -19 関連の制限を再び導入するリスクは低く、こうした
状況は経済、売上高、EPS の成長に対する相対的に強気な見通

では、2022年のEPS成長率は先進国市場の他の地域をわずかに

れる選挙などの主な政治リスクは、2022年のボラティリティ要因

バリュエ ーション － ニュートラル： 絶対的なバリュエーション

は低下し、最近ではパンデミック前のレンジ上限に向かっているも

対ベースでは、ユーロ圏株式は過去最低水準で取引されており、

上回る見通しですが、利益率は既に過去最高水準近辺に達してお

この 2 地域のバリュー／グロースのバイアスの差を反映してい

踏まえると、拡大の余地は小さいと思われます。
債券利回りが大幅

ユーロ圏を上回ると予想されるため、欧州株式と米国株式との

り、特に賃金、エネルギー、輸送コスト等に起因するコスト上昇を
に上昇すれば、
「デュレーションへの感応度が高い」グロース株へ

の集中度が高い米国はより深刻な打撃を受ける可能があり、
ファ

ンダメンタルズの状況は強弱交錯しています。米国の金融株は、

こうしたリスク・シナリオ下では良好なヘッジになるとみています。

ます。世界的に金利が徐々に上昇し、成長率については米国が
間でバリュエーションのディスカウントが短期間で劇的に縮小

するとは見込んでいません。

テクニカル＆センチメント－サポーティブ *： 2019年から2020年

にかけて大量の資金流出が起きた後、
フローは安定化しました。

バリュエーション － ネガティブ： 米国株式は 2021 年にバリュ

しかし過去 1 年間において、欧州資産への資金フローは世界の

して割高な状態にあります。他の地域はバリュエーション調整が

水準にとどまっています。

エーションが大幅に下落することはなく、歴史的に見ても依然と

より大きかったことから、先進国の他の株式市場に比べて米国
は、一段と割高な水準になっています。米国債の割高感を考慮

すると、債券と比べた米国株式のリスク・プレミアムは、前回の

資金フローよりも出遅 れていたことから、ポジショニングは低

英国株式： ニュートラル

サイクルまたは世界金融危機（GFC）以前の期間における低水

ファンダメンタルズ－ ニュートラル： 製造業およびサービス業セク

見通しのもとで、
この要因はバリュエーションの低下を緩和する

示唆しています。絶対ベースでの収益は2021年に回復しており、

準にまだ達していません。緩やかな利回り上昇という基本的な

クッションとして寄与する可能性が高く、そのためダウンサイドリ
スクは限定的であると考えています。

テクニカル＆センチメント－ ニュートラル： 米国株式への資金

フローは 2021 年を通して好調で、ボラティリティが急伸した局
面でも依然としてほぼ流入超でした。センチメントに関する調査

では、最近 COVID-19 の変異株に対する不安とFED のタカ派

への傾斜を背景に、弱気に転じました。他の景況感関連の指標も

また、2021年の9月から11月初旬に見られた過度に強気な水準
から低下し、現在は中立の領域で推移しています。

ターのソフト・データは、2022年も旺盛な需要が継続することを
今ではパンデミック前の水準をやや上回る状態にあるとみられ

ます。
しかし英国以外で収益の70％を上げている、
よりグローバル

経済に傾斜したFTSE100 指数については、依然として慎重な

姿勢を維持しています。グローバルな成長の同期化が強まり、

世界中でCOVID-19の感染が減少すれば、
より前向きな見通し

を持って再評価する余地もあります。

バリュエーション－ ニュートラル： 英国の大型株は、他の先進国

の株価指数に比べ引き続き割安と評価しています。一例を挙げる
ならば、FTSE 100指数は、過去の平均値や英国を除く欧州株価

指数に対して、PER が大幅なディスカウントで取引されています。

しかしながら、英国株式の割安感は今に始まったわけではなく、

ユーロ圏株式： ニュートラル

ファンダメンタルズ－ ニュートラル： 2021年の大半は力強い成長

を示しましたが、エネルギー価格の上昇や世界の成長鈍化など、
域内では新たな逆風が生じています。
さらに欧州はCOVID-19

の第4波に見舞われ、変異型のオミクロン株が猛威を振るい、
その

結果としてユーロ圏全域で社会移動の制限が再び導入されまし
た。ユーロ圏の成長については、持続的な財政・金融政策に支え

られ、穏やかな成長、あるいは成長が鈍化した場合でもプラスの

同指数のセクター構成、ESG（環境・社会・ガバナンス）要因、為

替の影響を考慮してみると、バリュエーションはさほど魅力的で

はないと思われます。国内志向が強いFTSE 250指数について

は、最近の再評価や収益モメンタムの鈍化を受けて、バリュエー

ションは高水準にあるようにみえます。

テクニカル＆センチメント－サポーティブ *：資金フローを見ると、
英国株式はブレグジットの是非を問う国民投票を実施した2016年

センチメントに目を向けると、価格がファンダメンタルズを大幅に上振れする可能性が高まっているため、資産クラスに対する大幅な資金流出やセンチメントの
悪化を、逆にポジティブなシグナルとして解釈することがあります（ポジティブなセンチメントのトレンドの場合はその逆です）。

*
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金利上昇が経済回復の道のりのカギ

以来、過去 5 年間にわたり海外投資家の視点からは選好外の

2021年の環境がよりポジティブであったものの、今後もさらなる

地域とされてきました。そのため、2021 年も資金流出 が続き

潜在的な資金流入が示唆されています。

セクターに関する見方

日本株式： ニュートラル

ファンダメンタルズが変化すれば、反転の余地が残っています。
米国と英国の金融セクター：ポジティブ

ファンダメンタルズ － ポジティブ： 成長トレンドと金利上昇は

2022 年も金融セクターを支える要因となるとみられ、実際に
2021 年は収益の回復が見られました。
バリュエーション － ニュートラル： バリュエーションは2021年に

ニュートラルの水準に向かって改善しました。

テクニカル＆センチメント － ニュートラル： 金融セクター は

2021 年のインフローがプラスとなり、過去数年間にセクターに
影響したネガティブなセンチメントは一部反転しました。

米国と欧州の従来型エネルギー：ポジティブ

ファンダメンタルズ － ポジティブ： 2022 年も引き続き原油価格

は下支えされると予想しています。米国の生産者の行動様式は変

化してきており、現在は原油価格が上昇しても、生産量の拡大よ

り株主リターンを優先する傾向が強まっています。足元の原油価

格では、企業は魅力的な水準のキャッシュフロー創出が可能なた

め、
このような状況が高い配当り利回りを支えることにもなります。

バリュエーション － ポジティブ： バリュエーションは多くの場合、
パンデミック前の水準を依然として下回っており、収益性の向上は

この格差縮小に寄与すると予想しています。ただし、同セクターに

おけるエネルギー転換の動きをめぐる投資家の懸念が支配的で

あることから、バリュエーションの改善余地は限定的とみられます。

テクニカル＆センチメント－ ニュートラル：エネルギー・セクターは

2021年にはインフローがプラスとなりましたが、センチメントに関し

ては、
クリーン・エネルギー源への移行に伴う逆風に対し、
投資家は

引き続き懸念しており、
センチメントを阻害する要因となっています。
米国バリュー株の米国グロース株に対する魅力度

ファンダメンタルズ － ニュートラル： 堅調な収益を達成している
にもかかわらず、グロース株は金利上昇という逆風からより強い

ファンダメンタルズ － ニュートラル： 日 本 経 済 は 経 済 活 動 の
再開が欧米に遅れたことにより、2022年初め頃から恩恵を享受

するとみられます。日本は世界でもワクチン接種率が極めて高い

国の一つであり、
こうした状況は今後のCOVID-19 がもたらす

混乱を抑制するのに有効とみられます。
しかし日本の株価指数

内の多くの重要なセクターは、引き続きサプライチェーンのボト

ルネックによる悪影響を受けており、企業を通じて浸透すべき
円安による十分なメリットが妨げられています。サプライチェーン
問題は 2022 年に改善してくると見込まれるものの、今後数ヵ月

間のスパンで状況が大幅に改善する兆候はほとんど見当たら

ず、引き続き日本株式市場の足かせになるとみられます。結局

こうした逆風によって、特に2022 年のスタート時に他の先進国
に対しアウトパフォームすることが困難であると考えています。

バリュエーション － ポジティブ：相対ベースでは、日本株式は他

の先進諸国に対し大幅なディスカウントにて取引されています。

長期的な動向について投資家が抱く懸念がその一因と考えられ

ます。これに対応していかなけれ ば、この資産クラスに対する

永久的なディスカウントが正当化されてしまう可能性があります。

こうした理由から、日本に対して強気の見方を持つには、強力な

ファンダメンタルズの追い風が必要であるとみています。

テクニカル＆センチメント－ ニュートラル： 日本へのフローは、

多くの指標が向上の余地を示しているにも関わらず、投資家の、
他の先進国市場比での競争優位性の欠如に対する不安や懸

念が引き続き反映されています。岸田文雄首相率 いる新政権

による、自社株買 い規制への変更の可能性 に関する報道 は、

コーポレート・ガバナンスに対する投資家の懸念を軽減するもの
ではなく、当資産クラスへの外国人投資家の関心が一段と低下

する可能性があります。

日本以外のアジア株式： ニュートラル

影響を受けており、市場の投資家がグロース株に対して支払っ

ファンダメンタルズ － ニュートラル： 同地域については、2022 年

バリュー株セグメントの多くの分野では、金利上昇や平均を上回

東アジアで力強い経済を有する国・地域は、半導体需要の循環

ているプレミアムは いずれ縮小すると思わ れます。対照的 に
る成長トレンド継続の恩恵を享受すると考えられます。

バリュエーション － ポジティブ： バリュー株は、2021年の特定の

時点でやや再評価されたものの、依然グロース株に比べて割安

との判断を維持しています。

テクニカル＆センチメント－ サポーティブ： グロース株は、パン

デミックの最悪期から良好なフローに恵まれた結果、センチメ

ントの変化による影響を受けやすくなっています。バリュー株は

に 2 種類のストーリーの展開が見込まれます。台湾や韓国など

的な下降局面という逆風に直面する可能性があるものの、長期

的なメガ・トレンドとサプライチェーンの混乱 が、成長にとって

ある程度のクッションの役割を果たす可能性があります。反対に

東南アジアは、財政と経済に関する多数の逆風、ならびにワク

チン接種率の低さに起因するCOVID-19の感染拡大の高リスク

といった、継続的な課題に直面することが見込まれます。
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バリュエーション － ニュートラル： 指数全体 の PER は、過去

ラテン・アメリカ株式： ニュートラル

10 年間の中央値に対して約 13 ％のプレミアムとなっています
が、ピークの 46 ％からは大幅 に下落しています（中国の大規

ファンダメンタルズ －ネガティブ： ラテン・アメリカ地域の業績に

ベースでは、バリュエーションは、10年間の中央値ベースでS&P

です。悲観的な見方 は、世界の成長低迷、コモディティ価格の

対するコンセンサス予想は、経済活動の減速を主因に、マイナ

模な規制強化による締め付けが低下の最も大きな要因）。相対

スの領域 に達することはな いにせよ、大幅 に低下する見通し

500 指数に対してほ ぼ 12 ％のディスカウントと歴史的な割安

下落、米国の金融引き締めを反映しています。ブラジルでは特

水準で取引されています。

テクニカル＆センチメント － ニュートラル： 日本以外のアジア
地域は、世界の投資資金の流れなどに関するデータを手掛け

るEPFR によると、2018 年に匹敵する記録的な資金流入があ

に選挙結果を巡る政治情勢の不確実性 が長引けば、2022 年

10月の実際の選挙までにリスク・リターン特性にマイナスの影響
が及ぶ可能性があります。

バリュエーション － ポジティブ：エマージング市場の広範な指数

りました が、その一方、外国人投資家 の資金流出も見られま

と比較した場合、
ラテン・アメリカ株式は大半の主要バリュエー

をもたらすとみられ、外国人投資家が感じる不確実性を高めて

テン・アメリカ国株式が過去平均を大きく下回って取引されている

した。中国の景気減速は、アジア域内の貿易相手国に波及効果

いることから、センチメントは依然として弱い状態にあります。

中国株式： ニュートラル

ファンダメンタルズ － ニュートラル： 中国では、2022 年も引き続

き規制の強化と取り締まりに直面する見込みです。政府目標と
第 14 次 5ヵ年計画（ 2021 ～ 25 年）に沿って、当局がより持続可

能で安定した成長を達成させるための取り組みで、経済再編を
試行していることが背景にあります。さらに経済は、不動産市場

の停滞からは回復しつつある段階にあります。政府は流動性の

供給拡大、預金準備率の引き下げ、地方政府の特別債を通じた

信用への刺激策といった、小規模な措置を講じました。しかし
全体のクレジット・インパルス（ GDP に対する新規貸し出しの

伸び率）は、なおも冴えない状態でいまだ回復が見られず、
ファ

ンダメンタルズの状況は不透明感が漂っています。
バリュエーション － ニュートラル： 中国株式の PER

3 は現在、
過

去10年間の中央値に対して13％のプレミアムで取引されていま

すが、2021 年 2 月につけたプレミアムのピークの 65 ％から大幅

に低下しています。バリュエーションは割安になっていますが、

かなり大幅なバリュエーションの低下は、主にインターネットお

よび不動産会社への締め付けによるものとみています。相対バ

リュエーションは、S&P 500 指数に比べて16 ％のディスカウン

トと、過去最低水準近辺で取引されています。クレジット・インパ

ルスが良好になれば、2022 年にPER のトレンドがポジティブに
転換する重要なカタリストになると思われます。

テクニカル＆センチメント－ アンサポーティブ*： 政治および規

制を巡る懸念 が浮上しているため、全般的に投資家のセンチ

メントは冷え込んだ状態が続いています。中国株式が大きく売

り込まれる中で、資金フロー は引き続き流入超となっており、
投資家は状況を注視するスタンスをとりつつ様子見の姿勢に

あることが示唆されています。
3
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ション指標で割安な水準にあります。PER については、大半のラ

ため、再評価による潜在的な上昇余地が大きいと考えられます。

テクニカル＆センチメント － ニュートラル： エマージング市場

株式全体の資金フローは、過去 1 年間で資金流入が続いていま

したが、ラテン・アメリカにつ いては、域内の見通しに対する不

透明感が現在も根強く、9ヵ月連続で資金流出となっています。

債券

米国国債：ネガティブ

ファンダメンタルズ － ネガティブ： 最近、FEDのタカ派的な発言

を受けて、市場では2022年からの積極的な利上げペースが織り
込まれています。我々は2022年半ばのFEDの利上げ開始を予想

していますが、
そのペースについては市場よりもさほど積極的で

ないと想定しています。
より重要なのは、FEDのターミナルレート

に関する市場の織り込み状況に改善の余地があると考える点です。

この市場の織り込みの状況が改善すれば米国の長期金利に対し
ては上昇圧力がかかることになるため、
デュレーションのアンダー
ウェイトを維持しています。

バリュエーション－ネガティブ： 米国の長期金利は、依然として長

期間にわたる成長に対する過度な悲観論が織り込まれていると思

われ、他のマクロ指標や過去の水準との比較で割高と判断してい

ます。金利が緩やかに上昇し、
この資産クラスの割高感が弱まる

ことで、2022年はこのギャップの一部が縮小すると考えます。

テクニカル＆センチメント－ ニュートラル： 2022年は、日本の投
資家のような、長期金利が2％に向かって上昇するとの予想をもつ

海外投資家からの需要は弱まることが見込まれます。
一方、市場に

よるFEDの利上げの織り込み具合はかなりタカ派的で、
短期ゾーン
には大きなサプライズの余地がほとんどなく、
その結果、
センチメン

トとテクニカルの状況はかなりバランスが取れていると考えます。

金利上昇が経済回復の道のりのカギ

欧州国債：ドイツ国債に対しネガティブ

ファンダメンタルズ－ネガティブ：欧州の成長率は減速するものの、

トレンドを上回って推移すると予想しています。
これに伴い金利上

昇の余地が生じ、欧州中央銀行（ECB）は安心感を持って2022年
の金融緩和縮小に向かう可能があります。

バリュエーション－ ネガティブ：ドイツ経済の長期的な成長軌道

に対する不確実性が現在も根強く、
これを反映してドイツ国債は

化する公算は小さい中で、主要インデックスベースではデュレー

ションが短い特性を有し、投資適格クレジットよりもスプレッドの

クッション性が高いことから、ハイ・イールドは金利上昇の影響を
受けにくいと考えられます。

バリュエーション－ネガティブ： 投資適格クレジットと同様に、米国

および欧州のハイ・イールドのクレジットスプレッドも世界金融危機

以前の最低水準近辺にあります。2022年上半期に予想される低

大半の尺度から割高と判断されています。
2022年の成長率がトレン

利回り環境と穏やかなマクロの背景を考慮した場合、
スプレッドの

つながると考えられます。

トータルリターンでは、キャリーが圧倒的な原動力になり、スプ

ドを上回ればこの不確実性が低下し、バリュエーションの正常化に
テクニカル＆センチメント－ ニュートラル： EU（欧州連合）が発行

体となるAAA格の国際機関債が増加する場合、
その利回りの高さ
からドイツ国債の需要減退を引き起こす可能性があります。

投資適格（IG）クレジット：ネガティブ

ファンダメンタルズ － ニュートラル： 2022 年の米国 および欧
州の経済は、潜在成長率を上回った状態が継続し、発行体の売上

高、利益成長に加え資産クラス全体の信用リスクプレミアムを支え

ると考えられます。中央銀行は 2022 年以降、金融緩和を縮小ま

縮小余地はまだ残されているものの、2022年のハイ・イールドの

レッドの縮小は寄与度が低めになると予想されます。

テクニカル＆センチメント－ ニュートラル： 2021 年はファンダ

メンタルズが大きく改善し、スプレッドが継続的に縮小したため、
ハイ・イールド・クレジットへの資金流入は良好な状態が継続しま

した。ハイ・イールド債の発行は2022年にはさらに減速する可能

性が高く、米国ではユーロ圏よりもネットの供給量が大きく減少

すると予想されます。

新興国（EM）債券：ニュートラル

たは完全に撤廃する予定であり、投資適格クレジットにとっては

ファンダメンタルズ－ニュートラル：2022年は新興国経済にとって

クレジットインデックスの高い金利感応度を考慮すると、金利が

利を大幅に引き上げており、
（強い）
インフレ圧力の大幅な低下を

2022年下半期に向けて逆風となる可能性があります。投資適格

上昇した場合は2022年のトータルリターンが小幅なマイナスと
なるリスクがあります。

バリュエーション － ネガティブ： 投資適格クレジットのスプレッド
は2021年を通してタイト化した状態が続き、年内の大半は狭い

レンジで推移しました。
現在、
スプレッドは世界金融危機以前の最も
縮小した水準近辺にあり、ファンダメンタルズやマクロ環境が

依然として良好であるにもかかわらず、
スプレッドがさらに縮小する
余地は限定的と考えられます。

テクニ カ ル ＆セン チメント － ニュートラル： 2 0 2 1 年 は

COVID-19懸念が再燃し、FED がインフレに対するスタンスを
変更した年末まで、引き続き投資適格クレジットへの強い資金流入

が見られました。金利が歴史的な低水準に近い状態が続く限り、

資金フローはこの資産クラスの支援要因になると考えられます。
米ドルとユーロの投資適格クレジット債発行による
（純）供給量は

2021年の水準からわずかに減少し、センチメントとテクニカルの
バランスは維持されるとみられます。

ハイ・イールド債（HY）クレジット：ニュートラル

ファンダメンタルズ － ポジティブ： ハイ・イールド企業のバランス
シート修復期間は終了し、発行体は 2021 年および2022 年に向

けた世界的に良好な総需要を考慮して将来の成長を視野に入
れた投資を開始しています。
ファンダメンタルズが短期的に悪

厳しい年になると予想しています。
ラテン・アメリカの中央銀行は金

伴わずに債務返済コストが増加する状況となっています。EMEA

では、コモディティによる経済の追い風が徐々に弱まる可能性が

あります。
アジアでは、
中国の成長減速が地域の貿易相手国に影響

を与え、
その一方でアジアの中央銀行は利上げに踏み切る公算が
大きいと考えられます。2021年、新興国は堅調な外需に牽引され

て経常収支と交易条件が大きく回復しました。
しかし、2022年に

外需が徐々に軟化すると、
この追い風は弱まる可能性があります。
パンデミック時には比較的慎重な財政管理が行われたものの、

新興国各国 は財政赤字の拡大と債務負担の増加 に直面して

います。さらに、COVID-19 は 2022 年も新興国諸国にとって

大きな障害となり続ける可能性が考えられます。

バリュエーション － ニュートラル： 世界の成長、VIX 指数、経済

のファンダメンタルズに基づ いた将来を予測するマルチファク

ター・モデルは、現在ハードカレンシーのスプレッドは適切に評価

されていると示しています。ただし、原油モデルでは、J.P.モルガン

新興国債券インデックスの36％が石油純輸出国であることから、
現在の価格には若干のディスカウントが生じていると示してい

ます。一方、コモディティ価格と対外貿易は、新興国通貨がディス
カウントで取引されていることを示唆していますが、これらの

要因はゴルディロックス（適温相場）ではない経済環境下での

パフォーマンスにはさほど重要な役割を果たさないと考えて
います。

ソリューション＆マルチ・アセット

| モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

9

2022 年の市場見通し

センチメント－ ネガティブ： ハードカレンシー債への投資意欲

は、2021年末に向けペースが鈍化したものの、累積フローは過

去最高額を更新し増加トレンドが再開しています。現地通貨建

ての債券については累積フローが一時的に2019年の最高値に

達しましたが、2021年の年末に向けて若干の減少が見られまし
た。全般的には、COVID-19 危機の影響でファンダメンタルズ
は依然として脆弱なため、新興国経済に対するセンチメントは

軟調が見込まれます。
米ドル

市場のボラティリティの上昇、米国の利上げペースの加速、米国

の相対的な成長の優位性などが、2022年も引き続き米ドルの追

い風として機能すると予想しています。
とはいえ、高水準にある

バリュエーションや、米国の経常収支の赤字が圧迫要因となる

ため、
アップサイドの余地が限定される可能性があります。
原油

2022年に入っても、引き続き供給の抑制が原油価格を下支えす

る主な要因であると考えています。OPEC（石油輸出国機構）が
増産に踏み切っても、一部の加盟国の生産能力は逼迫する可能

性が高く、
また、米国の生産者は価格が上昇しているにもかかわ

らず、生産増よりも株主リターンを優先しています。
どちらの要因

も存在しなければ、逆の展開も想定されますが、
これらは現実と
して起きており、供給量の減少に寄与すると考えられます。需要

サイドでは、COVID-19 に関連した継続的な混乱が依然として
大きな逆風となっていますが、
活動が正常化するにつれて、
2022年

は非常に逼迫した市場が形成され、パンデミック前よりも原油

価格が押し上げられる可能性が高いと思われます。

10

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |

ソリューション＆マルチ・アセット

重要事項

当資料の複製、公衆への提示 ･ 引用および販売用資料への利用はご遠慮くださ

い。当資料はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが海外で発

行したレポート（以下、原書）を邦訳したものです。邦訳に際してその解釈や表
現に細心の注意を払っておりますが、邦訳による解釈や表現の違いが生じる場
合は英文が優先し、当社は一切の責任を負いません。当資料に含まれる情報

等の著作権その他のあらゆる知的財産権は当社に帰属します。当社からの事

前の書面による承諾なしに、当該情報を商業目的に利用することを禁止します。
当資料の予想や見解は、必ずしもモルガン・スタンレー・インベストメント・

マネジメントの会社としての予想や見解ではありません。また予想や見解が

実際に実現するとは限らず、将来のパフォーマンスを示唆するものではないこ

のではありません。当資料で表示している過去の実績は、必ずしも将来の結果

を保証するものではありません。当資料に掲載されている数値、図表等は、特

に断りのない限り原書執筆時点現在のものです。また、当資料に示す意見は、
特に断りのない限り原書執筆時点の見解を示すものです。当資料で表示した

分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するもので
はありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分
析の結果と重要な差異が生じる可能性があります。

当社およびモルガン・スタンレーは、当資料に含まれる情報を利用し、信頼し

または利用できなかったことに起因する一切の直接および間接の損害に対する
責任を負いません。

とにご留意ください。当資料の情報はモルガン・スタンレーの金融商品にかか

わるものではなく、また商品を推奨するものでもありません。当資料で表明さ
れた見解は原書執筆時点の筆者の見解であり、市場や経済、その他の状況に

よる変化を免れません。

お問い合わせ先

モルガン・スタンレ－・インベストメント・マネジメント株式会社

これらの見解は推奨意見ではなく、広範な経済テーマの説明としてご理 解

〒 100–8109

当資料は情報提供のみを目的としたものであり、金融商品取引法、投資信託

大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

ください。

及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。また、商品の

売買の助言もしくは勧誘または当社が提供するサービスに関する勧誘を意図す

るものではありません。当資料に含まれる情報は信頼できる公開情報に基づ

いて作成されたものですが、その情報の正確性あるいは完全性を保証するも

東京都千代田区大手町 1-9-7

tel: 03-6836-5100

金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第４１０号

加入協会名：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイトでは様々なレポートを掲載しています

www.morganstanley.com/im/jp
© 2022 Morgan Stanley

CRC 4298703 Exp.02/28/2023

