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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。

グローバル経済は本当に転換点を迎えている
のか？ 
経済活動が減速しつつも依然高成長を維持する中、適切な視点から現在の市場リ

スクを考慮することが重要です。

“今後注目すべきトレ

ンドは、企業の設備

投資が増加し、生産

性向上がもたらされ

るかどうかという点

です。”

このところ、誰の口からも弱気論が聞かれるようになりつつあります。
彼らは、１つの経済サイクルがこれほど長く続くとは考えておらず、米
連邦準備制度理事会（FRB）に逆らおうとはせず、狂信的な政治
劇が世界的に展開される中で市場が急落することを恐れています。

しかしこれらは本当に正しい仮定なのでしょうか？ドイツと日本で直近
の経済指標がわずかな景気減速の可能性を示唆する内容となったこ
とからも、リスクが高まっていることは明らかです。しかし、足元を見る限
り、金融面、財政面および政治面の逆風が、私達をグローバル・リセ
ッションに誘導するほど強いとは考えられません。

ＦＲＢ要因

市場の最大の懸念要因がFRBであるならば、その懸念は来年の
早い段階で薄れ始めるでしょう。金利と負債コストは明らかに上昇基
調にあります。しかし、米国の金融政策はどの程度”後手に回っている"
と言えるでしょうか。賃金や関税は物価の押し上げ要因となるものの、
エネルギーやテクノロジーの価格は下落しています。

大方の予想によれば、2019年の米国のコアインフレ率は2％をわず
かに上回る水準とみられており、現在の金融引き締めサイクルの終
了が間近に迫っていることを示唆しています。連邦公開市場委員会
（FOMC）は、ドットチャート（FOMCメンバーが予想するFFレートの
水準を点分布で示したグラフ）に大きな変更がない限り、来年末に向
けてFFレートを3％まで緩やかに引き上げることを意図しているようです
が、先物市場は金利低下を織り込んでいます。

一方、欧州、日本、中国およびその他の地域は金融緩和基調に支配
されています。これらの地域では、人口動態の長期的な変化や新しい
テクノロジーがインフレ台頭の芽を摘むことになるものと思われます。
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財政政策は悪影響を及ぼしていない 

2つめの循環的な懸念要因としては、かつてないほど今後を見通しづらくなりつつある米国の財政収支が挙
げられます。新たな議会が形を成すにつれ、来年1兆米ドルに達するとみられる米国の財政赤字に関する議論
が高まっています。しかし、2年後の大統領選を控え、いずれの党からも増税や歳出削減の方向性はほとんど示
されていません。

財政赤字の拡大は、米国企業の利益急増につながる新たな減税が期待できないことを示唆しています。ただ
し、2017年の減税分はおそらくまだ全てが利益に反映されておらず、来年の業績をサポートするリザーブが存在
しているものとみられます。さらに重要な点として、低失業率の持続や家計部門の頑強なバランスシートを背景
に内需の緩やかな拡大が期待される点にも留意すべきです。 

今後注目すべきトレンドは、（2017年の減税の結果）企業の設備投資が増加し、生産性向上がもたらされる
かどうかという点です。2018年第3四半期の設備投資伸び率は低調となっており、今後一段と弱含むことがあ
れば来年以降の企業利益に悪影響が出る可能性があります。しかし、これもおそらく長期的な懸念と言うべき
でしょう。

一方、中国や日本、ドイツなど主要国を中心に世界各国の財政政策は全般に景気支援的な内容となってい
ます。これらの政策は、今後グローバル成長を加速させるには十分ではないとしても、減速要因とはならないでし
ょう。

“現在のサイクルにおいて、見逃してはならない最も重要

な政治劇は、債務上限問題と政府の資金調達を巡って

　起こり得る行き詰まりです”

政治劇

仮に景気見通しやインフレ見通しに問題がなくとも、来年には政治的なリスクが多々私達を待ち受けていま
す。 現在のような偏極した局面においては、経済分析から政治的選好を切り離して考えることが重要です。民
主党の政策は経済のリスクを増大させる傾向があり、再選を目指すトランプ大統領の足場を蝕むことになるでし
ょう。一方の共和党は、減税や規制緩和に過度な望みを託す傾向があります。

現在のサイクルにおいて、見逃してはならない最も重要な政治劇は、債務上限問題と政府の資金調達を巡って
起こり得る行き詰まりです。こうした事態は市場の方向性を転換させるかも知れませんが、米国をリセッションに
陥れるに十分ではありません。

欧州では、欧州連合（EU）と英国の新しい関係性が、英国の正式なEU離脱日である3月29日に十分先立
って、より明確なものとなってくるでしょう。欧州の最大の問題点はイタリアであり、国債市場において政府の信認
が失墜すれば同国規模の経済を救済するための十分な資金はありません。しかし、同国の国債は長期債であ
り、主に国内で消化されています。財政面の行き詰まりは事実ですが、政治家の関心が来年5月に予定されて
いる、（欧州地域の財政・金融政策に）実質的な影響を及ぼさない欧州議会の選挙に向かうにつれ、この問
題を巡る懸念は次第に後退するでしょう。
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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）

グローバル経済にとって最大の潜在的リスクは米中貿易摩擦の激化です。11月の終わりにブエノスアイレスで開
催されるG20サミットでは、トランプ大統領と習近平国家主席が恐らく、当面摩擦の加速を遅らせる選択肢を
選ぶとみられ、市場は一時的な停戦に驚かされるかも知れません。しかし、貿易摩擦の争点となっている政府の
補助金や知的財産権の保護を巡る厄介な問題は早急には解決されないでしょう。 

しかし、関税戦争による最も大きなダメージは非常に長いスパンで示現してくる可能性が高いとみています。企業
は今後、貿易障壁が高まった世界において投資先の優先順位付けを再評価する必要があるためです。中国、
米国とも経済の太宗を内需に依存していることから、関税戦争による短期的なグローバル成長への影響は限
定的とみています。

結論 

地平線上に雲が立ち込めていることは事実であり、特に負債コストの上昇や新興国市場に対する下値圧力の
持続など、歓迎されないサプライズが市場にもたらされる余地は依然大きいと言えるでしょう。しかし、グローバル
経済が減速しながらも依然高成長を維持していることや、政治的な緊張が市場を混乱させつつもリセッション
の引き金になるとは考えにくいことなどを考慮し、これらのリスクを適切な視点から捉えることが肝要と考えます。
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