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ベアリングスのマクロ経済・地政学リスク・リサーチチームが時宜を得た独自の見解をご紹介します。

For investment professionals only

今後の欧州で期待される明るい材料

長期に及ぶブレグジット問題が緊張かつ複雑化する中、欧州自体の状況はどうなのでしょうか？
欧州連合（EU）加盟国の首脳陣は各々自国市場を強化し、中国と米国が主役となった世界に
おいて欧州の影響力を盛り返そうと悪戦苦闘しています。ポピュリズムが台頭し経済成長が鈍化
する中、欧州は現状、不幸な1年、もしくは不幸な10年に向かっているとみられています。

しかしながら、完全な解決が不可能であろう欧州の構造上の問題と、少し良くなったり悪くなったり
する課題を分けて考えることは重要です。賢明な投資家は、2019年第1四半期にやや悪化して
いる現在の逆風のほとんどが一時的なものだと認識することになるでしょう。夏頃までにイタリアのポ
ピュリズムや予算交渉が終了することはないと思われますが、経済成長は直近の見通しを上回っ
てくる可能性があります。

悪いニュースもまた全て明白です。グローバルの経済サイクルは欧州に次第に打撃を与え始めてい
るとみられ、欧州経済は減速傾向にあります。欧州委員会は、数か月前に1.9％と発表した加盟
国全体の2019年の経済成長見通しを、先日1.5％に下方修正しました。

この暗い見通しの発端は主に中国とイタリアです。与信拡大を抑制する昨年の中国の取り組みに
より、欧州、特にドイツの輸出は急激に減速しました。米中貿易問題を巡る緊張の影響もありま
す。また、イタリアの政策に対する不透明感から、同国の経済は限りなく景気後退に迫っています。
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“足元の状況は、投資家にとって懸念材料となるも

のの、その多くは夏前には改善されるでしょう”

欧州の政局関係者は、ブレグジット問題
による影響は受けないとしても、膨大な移
民の受け入れや財政支出不足を容認し
ているとみられるEUの規定に不満を抱く
ポピュリストの増大に依然として直面して
います。

最も興味深く予想外のドラマは、昨今の
イタリアとフランスのやりとりかもしれません。
イタリアのポピュリストは、自国の財政赤字
論争からは手を引き、その指導者達はフ
ランスの財政問題を巡る抗議活動に拍
手喝采を送っています。マクロン仏大統領
は、「黄色いベスト」と呼ばれる暴力的な
抗議活動の収束後、予算目標について
妥協せざるを得ませんでした。しかし、フラ
ンスの会計検査官が同国の財政状況を
「脆弱」と宣言する状況にあるとしても、イ
タリアのポピュリストのリーダーで副首相の
ルイジ・ディマイオ氏が「黄色いベスト」抗
議活動の参加者の一部と面会し、彼らを
煽動したことから、フランスは駐イタリア大
使の召還を発表しました。

（これらの背景には、マクロン仏大統領
が台頭するポピュリズムを「（道徳的）腐
敗」に例えたこと、イタリア政府が報復とし
てレオナルド・ダ・ヴィンチ絵画のルーブル美
術館への貸出を妨害しようとしたことなど
があります。まさに欧州発祥のグランド・オ
ペラです。）

しかしながら、この劇的なやりとりは、有権
者のほとんどが重要視もせず関心も示さ
ない欧州議会選挙に先立って彼らの支
持を集めることを目的としています。
 

一方で、EU自体は、政治的勢力を強め
る様相を呈しています。ブレグジット問題
に対応するため、英国を除く27加盟国
は結束して各加盟国からの干渉や批判
の余地のない単一の交渉戦略を打ち出
しました。

グローバルな戦略的問題を含め米国との
議論の多い関係性もまた、欧州統一を
下支えする一因となっています。EU加盟
国は鉄鋼に対する米国の関税を一丸と
なって非難し、団結して広汎な大西洋圏
の貿易関係に関する予備的な議論を展
開してきました。

北大西洋条約機構（NATO）に対する
米国のコミットメントが疑問視される中、
欧州軍の創設に関する議論が前に進む
とは思えませんが、英国やフランス、ドイツ
は、米国と明らかに距離を置き、対イラン
制裁による影響を避けるメカニズムを構
築しました。EUの全28加盟国は対ロシ
ア制裁の延長を決定し、欧州議会は中
国からの直接投資の審査厳格化に関す
る法案を承認しました。

このような足元の状況は、投資家にとって
懸念材料となるものの、その多くは夏前
には改善されるでしょう。中国の財政・金
融面の取り組みが経済成長を下支えし
ていることから、最近弱含んでいる欧州の
輸出は好転するとみられます。現在続い
ている米中間の貿易摩擦は欧州に大き
な影響を与えることはないでしょう。また、
トランプ政権による欧州自動車に対する
追加関税は、今のところ想定しにくいと考
えます。

ドイツの景気後退懸念もまた一過性の
ものとなるでしょう。ライン川の水位低下に
よる水上商業輸送の低迷や排ガス規制
問題などドイツの産業界が抱える昨今の
困難な状況は、長くは続かないとみてい
ます。

ブレグジットに関するコストも、その時まで
に明らかになるはずです。おそらく、突発的
な混乱を避けるために長期的な移行メカ
ニズムが導入されることになるでしょう。欧
州の失業率は過去最低水準にまで低
下しており、賃金は上昇傾向にあります。
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EUの規定により、過度の財政サポートによる弱点強化を期待するのは難しい状況です。しかし、
欧州中央銀行（ECB）は経済成長の新たな兆しが見えるまで利上げを見送ると思われます。ユ
ーロ安や原油安も下支え要因となるでしょう。

特に世界第3位の経済圏の立場をまさに失おうとしている現状において、欧州に対し悲観的にな
る理由は多く存在します。また、首尾一貫した経済戦略構築に急いで取り組んでいることから、今
後追加的なリスクが発生してくる可能性もあります。しかしながら、このような暗い状況下でも目を
凝らし、市場が過度の悲観に陥っている局面を特定することもまた重要です。

もしかすると、現在もその局面に該当するのかもしれません。
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マクロ経済・地政学リサーチ責任者
ベアリングスの投資チームによる様々な視点を分析し、金融市場における経済
及び政治的進展に関する影響の調査を行う責任者。1995年金融業界に入
る。2018年ベアリングス入社以前は、カーネギー国際平和基金の地理経済学
及び戦略プログラムのシニア・フェロー、ハーバード・ケネディスクールのモサヴァー-ラー
マニ・センター・フォー・ビジネス・アンド・ガバメントのシニア・フェローを務める。2013年
から2015年は、米国家経済会議及び米国家安全保障会議のスペシャル・アシ
スタントとして、貿易や投資、広義でのグローバル経済問題のプリンシパル・アドバイ
ザーを務めた。また、4年間副財務次官補として、欧州金融危機対応や欧州、ロ
シア、中央アジアにおける米国の金融政策交渉を担った。米国政府に勤める以
前は、パイオニア・インベストメンツにおいて国際投資部門のディレクターとしてエマー
ジング市場や国際ポートフォリオを管理。イェール大学にて歴史学士号、コロンビア
大学にて国際関係学博士号を取得。外交問題評議会メンバー。CFA協会認
定証券アナリスト。

Dr. クリストファー・スマート（Dr. Christopher Smart）
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