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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。

この冬の５つの勝者と敗者を考える

“情報技術セクターが直近の高値に戻ることは当分

ないと思われますが、株式が今後数ヶ月でプラスのリ

ターンを実現する可能性は十分に考えられます”

予想は愚か者がするゲームですが、その背後にある理由を考慮することで投資リターンを左右する主要因の
特定が可能となります。2019年がどのような年になるかを推測するために、私達は極めて重要な10の軌跡（
ベアリングスが考える5つの勝者と5つの敗者）の当面の動きに注目しています。

 

勝者

1. トランプ米大統領：　民主党に下院を奪還され、ロバート・モラー氏によるロシア疑惑捜査が立ちはだかり、
金融市場は暴落していますが、トランプ大統領には秘策があるのかもしれません。中国との一時的な合意
は、トランプ大統領がどのような条件を受け入れるかに大きく左右されます。中国は、米国産大豆をより多く
買い、知的財産の保護を強化し、驚いた事に「メイド・イン・チャイナ2025」計画の署名を通じた主要産業
の技術推進計画を調整する準備が整っているようです。こうした道筋が世界の2大経済大国間の深く体
系的な相違を解決することは困難とみられるものの（強制力の緩さは不満の高まりにつながる）、トランプ
大統領が暫定的な勝利を宣言するには十分でしょう。12月の米政府機関閉鎖が長期に及ばなければ、
トランプ大統領は、揺らぎつつある景気信頼感を上向かせるためのインフラ投資法案を可決させることで新
下院議長の力を弱めることも可能でしょう。

2. 米国株式：　米国株式は歴史的に見て割安なわけでもなく、経験豊富な市場参加者が完全にお手上
げと称する状況にも陥っていません。しかし、低下基調にある米国債利回り対比で収益利回りは魅力的に
映り始めています。情報技術セクターが直近の高値に戻ることは当分ないと思われますが、株式が今後数
ヶ月でプラスのリターンを実現する可能性は十分に考えられます。
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3. テリーザ・メイ（および英ポンド）：　臆病者から愚か者まであらゆる批判に晒されているメイ首相ですが、
手腕という点でも脆さを発揮しています。2016年の国民投票では大多数の国民が現状からの脱却を選
択しましたが、何が現状にとって替わるかについてはコンセンサスがありませんでした。これによりメイ首相は多
くの批判に晒されることになりましたが、その批判には今後の計画に関する明案はおろか、代替案すら含ま
れていませんでした。「計画は無計画に勝る」との識者の言葉に倣い、メイ首相は現在、ユーロ圏からの無
秩序な離脱よりは良いとみられる妥協的な離脱案を欧州連合（EU）との間で合意しようとしています。事
実、英国は今後数年間に不連続性よりも連続性へ舵を切る姿勢を見せており、こうした姿勢は通貨にも
すぐに反映されるものとみられます。

4. 日本円：　日本では、労働市場の逼迫や堅調な消費者支出、インフラ投資計画に関する安倍首相の新
公約により、経済成長が加速し、コアインフレ率は2019年後半に2％に到達する可能性もあると考えま
す。これらは、長きにわたるデフレの終焉が眼前に迫っていると宣言する材料としては未だ不十分であるもの
の、為替市場では2018年に引き続き、円高基調の継続が見込まれます。

5. 新興国市場：　米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げ停止を示唆し始めたことから新興国市場
からの資金流出は徐々に止まると考えられ、苦難の時期はそろそろ終わりに近付いているものとみられま
す。2019年第1四半期の政治イベントも、ナイジェリア（1月）およびウクライナ（3月）における大統領選挙
のみときわめて限定的です。もし、市場の中心的な想定が大幅な景気減速から緩やかな成長鈍化に回帰
すれば、新興国市場の投資家は今後数ヶ月、健全なリターンを獲得できる可能性があります。

敗者

1. ナンシー・ペロシ：　ペロシ氏は、党内反対派からの挑戦を克服し、米下院議長に復活しました。しかしな
がら、トランプ大統領が国境警備に焦点を当てた発言を続ける場合、米政府機関閉鎖の長期化が再度
彼女を悩ませるかもしれません。さらに重要なことは、ペロシ氏が、他の何よりも（ロシア疑惑の）捜査や弾
劾に興味を抱いていると思われる幹部会をコントロールできない場合、国のために実行可能な民主党案を
まとめる上で苦戦が予想される点です。

出所: BLOOMBERG　2018年12月13日現在

図1: S&P 500益利回り VS 米国10年国債利回り
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2. 欧州：　欧州は見た目ほどには分裂していません。英国の将来はどちらに向かうにせよ数週間内に明らか
になるでしょう。ドイツのメルケル首相は自身の後継者候補として味方を見つけ、フランスのマクロン大統領
は、イタリアの財政赤字拡大に政治的な口実を与える新たな歳出策を発表しました（いずれにせよ、欧州
ではより規律ある支出が求められる）。しかし、これらはいずれも力強い景気回復を下支えするに至らないと
思われます。失業率は低下し続けており、企業収益は健全ですが、先行指数は下落基調にあり、金融環
境は引締め気味となっています。欧州中央銀行（ECB）の利上げ計画は先送りされることになるでしょう。

3. 米ドル：　米ドル建て安全資産への逃避のトリガーとなるような他市場の下落が見られないため、米ドルは
軟調地合いとなっています。いずれにせよ、2018年のような堅調なパフォーマンスが再現する可能性は低い
と考えます。景気減速および金利低下見通しに対抗し得る要因も見当たりません。  

4. ロシア：　昨今の原油価格急落にもかかわらず、ロシア株式は2018年にほぼ変わらずの水準で取引を終
えた数少ないエマージング株式の１つとなりました。しかし、経済制裁により経済のデレバレッジが継続する
傾向にあるため、今後数年間の経済成長率は1.5％近辺にとどまるものとみられます1。懸案の西側諸国
との政治的摩擦はロシアの孤立を深める一方で、改革の失敗は同国がダイナミックなアジアに押され続ける
ことを意味します。

5. 原油：　原油価格は、逼迫気味の供給と比較的健全な水準にある世界需要を背景に、2019年を通じて上
昇すると考えます。ただし今後数ヶ月間は、米国が引き続きイランからの石油輸入国を制裁除外としていること
や、ロシアとサウジアラビアによる減産幅が想定よりも小幅となる見通しなどから、かなりの供給増加が見込まれま
す。

出所: BLOOMBERG　2018年12月13日現在

図2: 主要通貨の年初来リターン（対米ドル、2017年12月29日～2018年12月13日)
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1. 世界銀行　2018年12月4日現在

“米ドル建て安全資産への逃避のトリガーとなるような他市場の

下落が見られないため、米ドルは軟調地合いとなっています”
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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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