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2019年市場見通し

各国政府による政策は昨今、グローバル経済
に対するリスクを招きつつあります。政策の
多くは、当初は正当な理由に基づいていた
ものの、各国が個別に採用した政策のなか
には、米国政府の貿易に対する機能不全な
アプローチと重なったことで、逆効果を引き
起こし始めているものがあります。関税をめぐ
る米政府の動きを受けて、市場へのストレス
は世界的に激しさを増し、政策に起因する
様 な々問題が絡み合った相乗効果で悪影響
が拡大するなか、本来ならば強い成長を
遂げているはずのグローバル経済は失速に
向かっています。

米国による関税：他のあらゆる機能不全
な政策が勢いを得る元凶となった　　　
機能不全な政策

国内政策がじわじわと強さを増す逆風を
招いている市場は多数見られますが、それ
でもグローバル経済には各国政策に起因
する低迷を乗り越える力があったかもしれま
せん。しかし、それは最近の貿易摩擦がなけ
れば、の話です。米政府の貿易政策に対する
アプローチは、市場センチメントに冷や水を
浴びせかけ、米国での設備投資を落ち込
ませ、そしてグローバルの成長見通しに
ブレーキをかけています。この結果、主要
数カ国での状況は悪化しています。

グローバルのサプライチェーンが不安定に
なったいま、陳腐化資本財を入れ替える
必要がある企業は大規模な設備投資にため
らいを見せています。先行きが不透明な
ため、企業は投資を先延ばしにしており、
これはグローバル経済全体にとって悪影響
を及ぼすものです。

図表1に見られるように、世界貿易とMSCI 
ACワールド・インデックス構成銘柄のEPS
（一株当たり利益）の伸びには強い相関が
あります。世界貿易が前年比でマイナスで
あると企業収益は悪影響を受け、成長は減速
しますが、米国の設備投資減少はその大きな
要因です。

しかし、関税だけが米国の機能不全政策で
はありません。超低金利と銀行貸出に対す
る厳しい規制が組み合わさった結果、米社債

バブルが生じています。低金利を継続すれば
設備投資のインセンティブになると考えられ
ていましたが、過剰な低金利があまりにも
長く続いたため、過剰な借入が通用するように
なったのです。企業はそうやって安く借入れ
た資本を自社株買いや合併・吸収（M&A）
など、設備投資ほどは生産的でない用途に
充てました。

同時に、2008年のリーマン・ショック以来、
米国の銀行システムには高い準備金が課さ
れているため、銀行貸出は困難になりました。
この結果、他に借入先がない家計等の負債
は減少しましたが、企業はあっさりと資本
市場に向かったのです。非金融企業の債務
残高合計が米GDPに占める割合は、現在、
リーマン・ショックのピーク時を上回る水準に
あります（図表2参照）。

図表1
世界貿易とEPS成長に強い相関
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出所：オランダ経済分析局（CPB）、ブルームバーグ。2018年11月27日現在。インデックスのパフォーマンスは説明のみ
を目的としており、特定投資のパフォーマンスを示すものではありません。過去の実績は将来の運用結果を保証する
ものではありません。

図表2
米国非金融企業の債務残高は2008年を上回る水準
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出所：セントルイス連銀経済統計データ（FRED）。2018年11月27日現在。過去の実績は将来の運用結果を保証する
ものではありません。
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機能不全の分岐点？

金利がまだ低く、これから利上げが見込ま
れるため、債務返済コストは上昇すると思わ
れます。規模では下位25％の小企業を除
いて、債務返済比率はこれまで割合と安定
しています。しかし、小企業の利子返済リスク
は大中企業に比べるとずっと高く、そして
通常、これら小企業こそ最も多くの従業員数
を雇用するものです｡1

中国：リバランス（債務削減政策の実施）
と景気悪化

中国経済は長きにわたり、債務に大きく依存
してきました。債務の削減は扱いの難しい
政策であり、また政府の主たる懸念事項で
もありますが、最近明らかなように、レバレッジ
を引き下げようとしていることが中国の景
気鈍化の根本にあります。外部資金調達の
増加率は2017年12月末の13.4%から
2018年10月時点で10.2%に低下し、M2
の増加率 2は過去最低の8%となってい
ます。ただし、消費者信頼感は低下し、負債
の増加が消費者によるものへと変化した
ため、家計の負債は過去2年間でGDPの
10%以上に増加しています。3

図表3から、中国の固定資産投資が、国の
投資とインフラ投資が大幅に減少したことで
最近減少していることが窺えます。また、中国
が、国の投資を大幅に増やし、その後多額
のインフラ投資を行うことで内需主導の経済
へと移行することを目的に、国営企業の借り
換えを支援するため株を買うよう投資家に
促したことで、中国が2015年に同様の景気
落ち込みに対処したことも示されています。
ただし、この投資主導での成長という政策
は、中国政府が脱却しようとしている政策
そのものでもあります。

こうした景気刺激を目的とした投資は通常、
中国政府が発行した債券、または政府の
要請による企業の支出に対する銀行融資に
より資金調達が行われます。いずれにせよ、
投資は負債に依存しています。投資を減らす
ことで、政府は債務を削減できますが、残念

なことにそれにより景気も減速し、債務の
スプレッドが拡大し、民間企業の借り換えも
困難になります。

長期的には、中国は債務を削減する必要が
あり、世界経済の堅調な成長を背景に、債務
削減することに伴う問題は少なかったはずで
した。しかし、残念ながら、その政策を進め
たとき、同時に貿易摩擦問題が激化し、全
世界の景気見通しが引き下げられたため、
同政策により中国の景気減速が予想以上に
悪化してしまいました。

欧州：一連の失敗

欧州の4つの主要国の経済は規制や政策
の逆風にさらされ、さらに全世界の貿易問題
によりそれが悪化していることで、政策が
機能不全に陥っています。

• 英国 － EU離脱の国民投票により、英国
の将来と貿易相手国との関係が極めて
不確実なものとなり、企業投資は第3四半期
に1.2%減4となっています。銀行など、その
他の欧州諸国との取引関係を保つこと
が必要なグローバル企業は、英国にとど
まったほうがよいかどうかの再評価を行っ
ています。

• イタリア － 現在のポピュリスト的な政府
は、前政権が苦労してやっと減らした財政
的に長期的に持続が不可能な政策の
多くを見直そうとしています。これにより
欧州とイタリアの債券のスプレッドが拡大
し、資金調達コストが増大し、景気の先行
きに対する不透明感が増し景気が悪化
しています。

• フランス － 生活費を巡る社会不安は
1968年以降最悪の騒乱を引き起こし、
マクロン大統領が行っている成長志向の
構造改革の政策推進を損ねています。

• ドイツ － 貿易関連の逆風に対処する
ため、もっとも安定性を必要としている
ときに、政治状況がドイツを混乱させて
います。ドイツは、右派のポピュリスト勢力
の増大と有権者の左右の両極化に直面
しており、その上、メルケル首相は2021年
には辞任する予定です。メルケル首相は、
長期間にわたって、これまでドイツ国内に
おける安定化勢力であっただけでなく、
より広く、ヨーロッパ全体にとっても安定
化勢力でした。

ドイツの景気減速の多くは、自動車販売の
落ち込みによりもたらされているものですが、

1  TS Lombard. �マクロの状況 : 企業業績の悪化。
2018年 11月 15日。
2  流動性の尺度。

3  中国人民銀行、ブルームバーグ。 4  ONS（国家統計局）。

図表3
中国経済は投資による景気刺激に大きく依存
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出所：国家統計局、ブルームバーグ、2018年11月27日時点。過去の実績は将来の運用結果を保証するものではありません。
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欧州の自動車セクターは、中国の売上の鈍化
と欧州の新しい排気ガスの試験ルールから
打撃を受けています。前年度比で、中国の
自動車販売は12％減少しており、ドイツの
交易条件は6．2％下落していますが、これは
2000年代初期依頼の最も鋭い下落です。
他方で、欧州の国内新車登録数は10月には
7．3％下落してしますが、これは9月の23．5％
の下落に引き続いておこっているものです。

日本：政策変更時の対処が困難

日本におけるディスファンクショナル（機能
不全）な政策も、また、当初は正当化された
ものでした。日本の量的緩和政策は経済を
再活性化させることを意図していましたが、
その規模の大きさと固定化された金利の
影響から、終了時に大きなボラティリティを
起こすのを回避するのは困難になっています。
2019年10月に予定されている税率引き上
げは、2014年に行われた税率引き上げの
再現を見るとしたら、景気阻害的な影響を
及ぼす可能性があますが、前回は引上の
予告があまりに早すぎたため、不必要な
不確実性を生じさせたものでした。今回は、
政策立案者たちは過去の誤りから学ぶとこ
ろがあったようであるとともに、政府は、基本
的な食品に軽減税率を適用し、携帯電話
業者に通信料の引き下げを求めるような、
税率引き上げの影響を抑える計画を立案
しています。さらに、予想利益率の改善の
期待が顕著であることから、―日本の中央
銀行が量的緩和政策を継続していく限り
は、少なくとも―日本の株式市場はこれ
まで以上に魅力的となることが示唆され
ています。

エマージング市場：
影響を一方的に受ける側

エマージング市場は、これまで、世界の先
進国で実施された政策の影響を受動的に
被る側にあると、一般的には思われてきました
が、いくつかの例外もあります。大規模空
港の建設プロジェクトの中止にともない、投
資家は、新しいメキシコの政権は実業界
にとって比較的に言って好意的ではないの
ではないかと懸念し始めていますが、どの
ような政策が展開されていくのかを判断す

るのは、依然としてまだ尚早に過ぎます。
ベネズエラとアルゼンチンは、継続的な国の
政策に起因する困難を抱えています。しかし
ながら、政策に起因するディスファンクション
の大多数の影響は、中国と先進国の市場
に向けられています。

2019年のトレンド：解決策は？

2019年度に持ち越される政策起因の弱気
要因の主たるものは、米国の貿易問題へ
の対応です。アルゼンチンで開催された最近
の主要20カ国・地域首脳会議（G20サミット）
の後、トランプ大統領と周国家主席は、90日間
の交渉期間中は、関税の引き上げを延期
することで合意しました。この期待のもてる
ニュースにかかわらず、今回の合意は実質
をともなわない宣伝のようなものだと思われ
ており、その証拠に実際には緊張は高止
まりしたままです。

ある程度の範囲で、中国政府は、関税が
中国経済に与えている影響を、現実にそれ
が中国経済に与えているものより大きく印象
付けようと望んでいるようです。中国政府
の推進している積極的な債務削減では
なく、経済減速の原因を関税に求めることに
よって、中国政府は自らの政策による景気
減速への国民の懸念の目を、トランプ大統領

のあからさまな関税圧力の方にそらさせ
ています。

政治的な要因のうち起こりそうな順で、世界
経済を再活性化できる可能性のある三つ
の積極的な促進要素があります。

1.  連邦準備銀行のよりハト派的な政策
運営および／または大規模な財政的な
刺激策
 米国における大規模なインフラ整備投資
政策は、民主党と共和党が共に指示して
いる、数少ない新規政策の一つです。こ
れは、中国の推し進めている債務削減策
の穴埋めとなる、世界的に有効な政策を
提供するとともに、米国にとっても重要な、
積極的影響を及ぼすものです。

2.  対象を絞った中国の景気刺激策
 中国は、中国政府の推し進めている債務
削減という目標に逆行することとなるた
め、いまだに景気刺激策を実施していませ
んが、対象を絞った政策を考慮している
可能性はあります―つまり、債務削減に
よる経済の減速を相殺するには十分
だが、非生産的な債務水準を積みます
ほど強力でない施策です。このような施策
が実施されるか否か、そしてその規模と
いう問題は、一定の程度で、関税問題の
解決状況に依存するものと考えています。

図表4
欧州、中国及び米国の新車販売は減少している

中国乗用車販売（対前年比）
EU27ヵ国乗用車新車登録（対前年比）
米国自動車販売（季節調整値年率換算）（対前年比）
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出所：ACEA, China Automotive Information Net, WARD's Automotive Group, Bloomberg （2018年11月27現在）。
過去の実績は将来の運用結果を保証するものではありません。
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何れの場合にも、経済成長が鈍化した
局面では、当分の間、債務削減策はより
穏やかなものになると予想しています。

3.  貿易摩擦の軽減
 米国と中国との間の関税交渉において、
真に生産的な進展があった場合には、産
業界はその投資計画を再スタートさせる
ことができるとともに、世界経済における
主たる阻害要因を取り除くことができる
でしょう。

この種の積極的な刺激策がとられなかった場
合には、2019年は、株価が、需要を喚起す
るほど評価が魅力的となるポイントに至る
まで、政策要因により引き続き弱含んでいく可
能性があります。ほとんどの地域で、株価
評価は公正価格に近づいていると考えて
いますが、米国では、中立水準に到達するま
で、4％から5％ほどさらに下落するでしょう。
金融危機以来始めて、予想株価収益率の
乖離が97百分位の位置にあるところから、
ヨーロッパおよび世界のその他の地域より
米国における方が、今後のダウンサイドリスク
がより大きいのではないかと考えています。

展望：株式

2018年を振り返ってみると最も有利な投資
対象は米国資産であったことになりますが、
2019年度には、米国以外でより多くの投資
機会が見つかると予想しています。米国資
産以外の資産クラスでは、株式評価水準
及び投資家心理ともに、より魅力的であり、
投資家にとって米国ドルの動向は順風から
逆風に変わるのではないかと予想してい
ます。そして、最も重要なことは、米国は
利益率および成長率という点での優位を
失う可能性があることです。換言しますと、
2018年に見られたより、もっと相関性の
高いグローバルに同調したGDPと利益率
の成長を、2019年には見ることになる可能
性があります。

しかしながら、比較的に見て魅力的な株式
評価と欧州の株式市場に対する消極的な
投資家心理にかかわらず、当社は、欧州

株式のポジションをオーバーウェイトとはま
だしない意向です。主たる懸念は、ユーロ圏
内における利益予想が、依然としてあまり
に強気過ぎると当社が見ていることによ
ります。12ヶ月先の予想利益率は、現時点
で9．5％と予想されていますが、売上の成
長率は3．7％としか予想されておらず、コア
インフレーション率は、賃金の上昇によって
加速される可能性があります。5投資家心理
を改善する驚きをもたらすような出来事として
は、政治的な懸念が払拭されることですが、
当社の分析はこれを前提に行っていません。
第二に投資家心理を改善する可能性のある
のは、ヨーロッパから中国への自動車販売の
回復ですが、これは、中国政府が債務削減
策を緩和しないかぎり起こらないでしょう。

したがって、当社は、米国およびユーロ圏
の株式への投資配分の中立を維持する一方
で、米国のハイテク企業の株式をアンダー
ウェイトにします。2019年は、株式市場に
とってまた一つの困難な年にある可能性が
ありますが、当社は、国別に判断するより、
業種レベルでの投資機会や投資方法を選
別するというアプローチでポジショニングを
行うべきと考えています。当社では、売られ
すぎのエマージング市場の株式の中に、潜在
的な機会を見つけされるものと、また期待
しています。同時に、株式評価水準がより
合理的になっていること、そして前記の潜
在的な積極的要因を前提にすると、最近
これまでの予想ボラティリティの高さに比べる
と、現在はそれほど高くないことから、慎重
に株式投資比率を高めていくことが理に
適うことになります。

展望：債券

2018年、米国の高成長により、米国債の利
回りは大きく変更されました。米国10年国債
の利回りは、年初来で、約50ベーシスポイント
上昇しましたが、米国の成長率が中期的に
年2％程度に落ち着く可能性が高いため、
債券の下降および上昇リスクは、ある程度
均衡がとれているように思われます。しかし、
今般の急激な下方調整を考慮すると、我々

は、米国債に対してアンダーウェイトのスタ
ンスを維持します。6

ヨーロッパでは懸念材料が重なったため、
経済成長が予想外に下振れしました。イタリア
の予算交渉、ブレグジットなどのいくつかの
懸念材料がさらに長期化しそうな気配があ
る一方、排出ガス規制や自動車販売の急激
な削減といったその他の要因による影響は
薄れると思われます。ヨーロッパの経済活動
の回復はユーロ国債にとってマイナス要因
です。その一方で、ECBはQEプログラム
を終了し、さらなるバランスシートの拡大を
止める可能性があります。金利の上昇リスク
を考えると、超低金利のドイツ国債のような
債券は、リスク・リターンの観点から魅力に
欠けると思われます。我々は、引続きドイツ
国債についてアンダーウェイト・ポジションを
維持します。

ユーロ国債と同様に、我々は、日本国債
（JGB）に関しても否定的です。それは、日本
国債の上昇余地が限られたものであるため
で、10年物の利回りは10ベーシスポイント
未満です。日銀によりイールドカーブコン
トロールが緩和される可能性があるため、
利回りに明らかに不利な動きが誘発され、
これがもとで資本損失につながる可能性が
あります。

最近のスプレッド拡大が2019年も続くこと
を期待してはいますが、先進国市場を信頼
できるうちは、クオリティにより焦点を当てて
いく所存です。米国およびヨーロッパ諸
国における企業収益の悪化傾向が、ハイ・
イールド・クレジットの圧迫要因となる可能
性があります。さらに、上昇傾向にあるヘッジ
コストと2019年には米ドルが下落するという
予測を考慮すると、我々は米国市場よりも
ヨーロッパの市場を信頼します。

我々の予測によると、債券の絶好の投資
機会は新興国国債市場にあります。同資
産クラスについては、上で論じたトレンド、
すなわち、米国の成長の下降、さらにはハト派
的な連邦準備制度理事会、および米ドル

5  IBES業績予想。 6  ブルームバーク。
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の下落等の市場動向の恩恵を受けること
が期待されます。

株式投資への慎重な回帰

多くの市場における逆効果をまねく政府の
政策が世界経済を弱体化させています。多く
の政策は健全な意図を持って始められたの

ですが、中には時代遅れになり、貿易戦争
により事態の悪化を招いたものもあります。
機能していないこういった政策が合わさって、
多くのボラティリティや価格の行き過ぎを
もたらしていたのは、米国以外の株価が、
投資家に、市場に戻って慎重な投資を検討
してみることを促す価格に近づいたため

です。将来のボラティリティは、足元までの
水準と比較するとそれほど高いとは思わ
れません。


