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主な論点
• 世界的な成長鈍化懸念の高まり
 経済成長は減速しつつあり、製造業の不振が粘り強さを見せ

てきたサービス業を脅かしてます。貿易紛争は米中の広範な

緊張関係のひとつの表れにすぎません。企業の利益率はピー

クを打っており、米中の貿易紛争は今後も企業の投資マインド

に逆風となる可能性が高まっています。

• 各国に広がるインフレの沈静化 

 インフレ期待は依然として歴史的な低水準にあり、各国中央

銀行は景気回復に苦戦しています。世界経済の成長鈍化にも

かかわらず、企業のファンダメンタルズは概ね好調を維持して

います。同時に、企業がコストを消費者に転嫁する余地は限定

的であるため、企業の利益率の下押し圧力は強まっています。

• 限界に近づく金融政策の効果
 世界経済は減速しており、伝統的な金融政策も限界に達しつ

つある可能性があります。程度の差こそあれ、様々な市場で中

央銀行による支援が織り込まれているようですが、一部の中央

銀行では断固とした行動を起こしたくてもその余地は限られ

ています。市場の期待をコントロールできなければ、投資家の

信頼を損なう可能性があります。

実際のポジショニング
• 機敏な対応が必要
 過去10年間、市場のボラティリティは概ね低く抑えられてきまし

たが、我々は何四半期も前から市場のボラティリティが再び高

まる時期がしばらく続くと指摘してきました。これは新たなボラ

ティリティの局面に入ったことを示唆しています。我々はリスク資

産については慎重な見方を強めており、市場が現在、直面する

課題に対して迅速な対応が必要になると考えています。

• 実物資産は代替手段になりうる
 債券の名目利回りと実質利回りの差で見た市場のインフレ期

待は急低下しています。先行きが不透明な環境では米国物価

連動国債（TIPS）などの分散投資資産を保有することにより潜

在的リターンを高め、ポートフォリオのボラティリティを抑える

ことが可能となります。

• 十分な代替手段とはなりえないオルタナティブ資産
 不動産など他のオルタナティブ資産も低相関の潜在的リターン

をもたらす可能性があります。しかし、不動産投資信託（REIT）

などの上場オルタナティブは株式に似た特性から修正局面に

弱い傾向があります。我々はコモディティについては、潜在的

な分散投資効果は認めつつも、これまで通りそれほど楽観的

な見方はしていません。

本稿に寄せて

大局的に見ると、世界経済は減速し、貿易摩擦をめぐる緊張が投資マインドを左右し、インフレ
は沈静化しています。年初から一斉に反騰してきた世界の株式市場も楽観論が後退しつつある
国債市場や中央銀行とのすれ違いが目立ち始めています。中央銀行は予定していた金融政策の
正常化を転換し、追加的な金融緩和にかじを切っています。

利下げへの失望感から株式市場への売り圧力が再燃する可能性があります。経済成長が引き続
き期待外れに終わる代替シナリオが追加利下げにつながる可能性もありますが、株式市場にと
って望ましい結果にはなりにくい状況です。
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主な論点
世界的な成長鈍化懸念の高
まり
世界景気は下振れの勢いが続いており、

ここ1年ほどAllocation Viewsで取り上げ

てきた多くのテーマとも関連しています。

財の貿易はマインドの悪化を伝える波及

経路になってきました。製造業の不振が

粘り強さを見せるサービス業を脅かすの

かどうかが引き続き大きな問題となって

います。

米国による追加関税や中国が実施する制

裁措置は財の貿易の流れに直接、影響を

もたらしていますが、財の貿易が行われる

セクターに対してかかる負荷は財の貿易の

流れ以上に広範囲に及んでいます。実際

に貿易紛争の拡大懸念は引き続き欧州の

自動車メーカーにとって直接的な脅威と

なっています。こうした心理面への打撃は

すでに製造業の雇用に影を落とし始めて

おり、ドイツの製造業新規受注は立ち直り

の兆しがほとんど見られず（図表1）、景気

は下押しリスクを抱えたままです。

しかし、それ以上に大きな懸念材料となっ

ているのが米中の貿易紛争の深刻さで

す。我々は既存の世界の大国と覇権を狙う

チャレンジャーの間に広範な緊張関係が

生じており、貿易紛争はそのひとつの表れ

にすぎないとみています。

今後数カ月間で、ドナルド・トランプ米大

統領に合意を求める政治的圧力がある程

度高まる可能性はあります。トランプ大統

領は次期大統領選を多少なりとも念頭に

置いていると思われます。しかし、中国の

政府関係者は最近になって強硬発言が目

立っており、習近平国家主席が長期戦の

構えであることを示唆しています。いまの

ところトランプ大統領より中国の交渉相

手のほうが打ち手を多く持っているよう

です。

主要国の経済を大局的に見ると、米国は

一部の欧州の国より引き続き恵まれた状

況にあります。しかし、両地域ともに雇用

は高水準にあり、消費者マインドにも変化

はありません。これが楽観ムードを生む要

因になっています。

景気後退の前兆となる景気サイクル末期

の不均衡はほとんど見られず、景気後退

入りの可能性は低いままですが、そのリス

クは高まっています。貿易の低迷が深刻化

し、長引くほど世界経済が波及効果から

脱却するのは難しくなります。「世界的な成
長鈍化懸念の高まり」は我々にとって引き
続き大きなテーマです。

各国に広がるインフレの沈
静化
インフレ期待の低迷は主要各国中央銀行

にとって引き続き主な懸念材料となって

います。労働需給のひっ迫が賃金の上昇

やひいてはインフレ指標に波及する動き

は限定的であり、これは現在のような景

気サイクル末期では異例なことです（図

表2）。世界経済への逆風に加え、インフ

レ目標を達成できない状況が続いている

ことから、インフレ期待は「アンカーを失

う」可能性があるとの懸念が浮上し始め

ています。

インフレ期待は賃金交渉や企業の価格支

配力を通じて実際のインフレ率を大きく

左右する要因になっていることが観察さ

れています。米国の長期インフレ期待を示

す調査指標は歴史的な低水準にとどまっ

ており、2016年後半以来の低さにあります

（図表3）。それだけに、米連邦準備理事会

（FRB）がこの問題に引き続き注視するの

も無理はありません。

世界的な経済成長の鈍化にもかかわら

ず、企業のファンダメンタルズは比較的好

調を維持しています。多くの国で労働需給

はひっ迫しており、賃金インフレはある程

度、加速しています。しかし、コストを消費

者に転嫁する余地は限られているようで

す。景気拡大の長期化で企業の利益率は

ピークを打っており、利益成長のペースは

鈍化する可能性が高くなっています。
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ドイツでは受注低迷が続く
図表1：ドイツ製造業新規受注（前年同月比）
2010年8月-2019年7月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、ドイツ連邦統計局、Macrobond
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インフレ率を左右する景気サイクル要因

が低迷していることに加え、2018年半ば

からコモディティ価格が下落していること

もインフレ指標に下押し圧力をかけてい

ます。人口動態、テクロノジー、グローバリ

ゼーションに起因するインフレ抑制効果は

まだ剥落していません。保護主義の高まり

やポピュリズムの影響によってインフレ抑

制効果の一部は打ち消される可能性があ

りますが、結局のところ、「各国に広がるイ
ンフレの沈静化」もこれまで通り我々の分
析テーマのひとつとなっています。

限界に近づく金融政策の
効果
政策当局はここ数カ月、課題に直面してい

ます。大局的に見ると、投資家はFRBによ

る利下げの継続を織り込んでいるとみら

れ、FRBの利下げに追随する動きが幅広

く先進国や新興国で見受けられます。しか

し、政策金利はすでに低く、多くの中央銀

行は手持ちのカードを使い果たしてしまっ

ている可能性があります。伝統的な金融手

段の効果が限界に近づいているとの懸念

の高まりから金融政策の代替手段への要

求が増しており、中央銀行の政策運営の

無能ぶりに投資家は不安を抱いています。

「限界に近づく金融政策の効果」も我々の
テーマのひとつとなっています。

欧州では景気後退不安の高まりから金融

政策を補完する財政政策の発動を求める

声が強まっています。クリスティーヌ・ラガ

ルド欧州中央銀行（ECB）次期総裁は金融

政策と財政施策の政策協調を支持してい

ますが、政策協調の難しさは過小評価で

きません。景気減速が深刻化し、ユーロ圏

が再び危機に見舞われる懸念が浮上する

までECBは早期の政策協調に必要な政治

的コンセンサスを得るのに苦戦する可能

性があります。

また、世界的な成長鈍化を尻目に株式市

場は粘り強さを見せていますが、これは企

業収益への期待というより豊富な流動性

が背景にあると考えられます。我々は中央

銀行が市場の期待に完全には応えられな

いことを懸念しています。FRBへの政治的

圧力や、貿易紛争をめぐる発言、市場のセ

ンチメント、金融政策の間で織り成す複雑

な相互作用を考えると、資産価格は激し

い値動きが続いたとしても驚くには当たり

ません。
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出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、米労働統計局、米議会予算局

 平均時給（前年比%）

-2 4 5
短期NAIRU（インフレ非加速的失業率）（９カ月先）を用いた失業率「ギャップ」

フィリップス曲線の変化
図表2：失業率ギャップと平均時給の変化 
1990年1月-2019年8月
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インフレ期待は低迷が続く
図表3：市場と家計のインフレ期待
2004年1月-2019年8月

Franklin Templeton Capital Market Insights Group、ブルームバーグ、ファクトセット、Macrobond、
ミシガン大学、セントルイス連邦準備銀行 
重要なデータ提供元についてはhttps://www.franklintempletondatasources.comを参照
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全項目 生鮮食品とエネルギーを除く
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機敏な対応が必要
我々は何四半期も前から様々な金融市場

と世界経済の間で乖離が続いていること

に着目してきました。株式の長期的な潜

在リターンについては認識していますが、

以前から市場の過熱ぶりを覚ますような

短期的な懸念について指摘してきまし

た。過去10年間、市場のボラティリティは

概ね低く抑えられてきましたが、2018年

初めから市場のボラティリティが再び高

まる時期が長らく続いており、新たなボ

ラティリティの局面に入ったことを示唆し

ています。

関税引き上げと併行して債券利回りは低下

しており、こうした状況がFRBの次の一手

を一段と難しいものにしています。貿易摩

擦をめぐる懸念の影響や市場心理への打

撃を和らげる必要性もあるため、利下げ

局面は年末まで続くと市場は見込んでい

るようです。FRBは物価の安定と雇用の最

大化という2つの使命では説明できないよ

うな動きを強いられているように思えま

す。その結果、米国債では10年債の利回り

がTビルの利回りを下回る逆イールドが発
生しています（図表4）。逆イールドは景気
後退入りが差し迫っているシグナルとみら
れることが多くなっていますが、我々は米
景気についてはこれまで通りもう少し前向
きな見方をしています。

我々の分析では成長鈍化を背景に世界の
株式市場は全体的に割安感が後退してい
ます。FRBによる利下げの可能性をめぐっ
て市場が失望するようなことがあれば、市
場の安定性は損なわれる可能性がありま
す。上半期はリスク資産について慎重なス
タンスを強めてきましたが、これまで通り
2019年の難局を乗り越えるには機敏な対
応が必要になると考えています。

実質資産は代替手段になり
うる
近年はエネルギー価格が消費者物価を左

右する最も重要な要因となってきました。

1バレル当たりの原油価格は大きく反発し

た後、再び修正局面を迎えました。消費者

物価指数（CPI）における構成比は比較的

低いものの、CPIのインフレ率の変動の大

部分を原油価格が占めてきました。エネ

ルギー価格がCPIの他の大半の構成項目

に比べ変動が激しいことは特に目新しい

ことでも驚くことでもありません。このた

め、中央銀行やマーケットウォッチャーは

総合指数から生鮮食品とエネルギーを除

いた「コア」インフレ率に注目する傾向が

あります。

我々はマクロ経済的な観点からコアイン

フレ率に関心を持つことはありますが、特

定の実物資産のリターンに直接、影響を

及ぼすのはCPIの総合指数のインフレ率

の上昇です。インフレ連動債の元本と利

息はCPIの総合指数（もしくは特定の国の

債券が連動するその他の物価指数）の上

昇に直接、連動して増加するため、インフ

レのヘッジ手段になります。原油価格が

反発しなければ、CPIの総合指数のインフ

レ率は今後数カ月にわたり鈍化すると予

想されます。また、輸入関税の引き上げに

よって物価が上昇すれば、インフレ率にた

だちに影響を及ぼす可能性があります。

しかし、（持続可能な）長期的影響となる

と、消費者の行動が変化するかどうかに

左右されます。いまのところ長期的なイン

フレ期待は比較的しっかりとアンカーさ

れています。

これに対し、債券の名目利回りと実質利

回りの差で見た市場のインフレ期待は急

低下しています。いわゆるブレークイーブ

ンインフレ率（普通国債と物価連動国債

との利回りの差）は最近のコモディティ価

格の下落に直接、反応しています。さらに

詳しく見ると、いまから5年後の時点から

始まる5年間のブレークイーブンインフレ

率も低下しています。これは主に債券の名

目利回りの再評価とインフレの先行き不

透明感に伴うリスクプレミアムの低下を反

映しています。

実際のポジショニング
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関税をめぐる先行き不透明感から期間が長めの資産への選別投資が広がる
図表4：米10年国債の利回りから米３カ月物Tビルの利回りを差し引いた値
1999年12月-2019年8月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、米連邦準備理事会（FRB）、全米経済研究所
（NBER）、Macrobond     
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景気後退 米10年国債の利回りから米３カ月物Tビル
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市場の長期的なインフレ期待はさらにわ
ずかに低下する可能性がありますが、消費
者の期待がこれまでほどアンカーされな
くなれば、市場のインフレ期待は目に見え
て低下すると予想されます。そうなれば、
世界の主要各国中央銀行による金融緩和
ペースは加速し、市場に複数の変化が起き
る可能性があります。すなわち、株式市場
は下落し、あるいは、長期的に見ると、債
券の利回りは上昇すると考えられます。こ
のように「ショック」が重なれば、TIPSなど
の分散投資資産を保有することで潜在的
リターンを高め、ポートフォリオのボラティ
リティを抑える環境が整います。    

リスク特性の管理―デュレー
ション
どのようにインフレヘッジを行うべきで
しょうか？保有している短期債を売ってイ
ンフレ連動債を購入する場合、金利の追
加的なリスク（デュレーション1）もしくは
金利リスクと期間が長めの債券の利回り
の期間プレミアム）を負うことになります。
これは株式リスクの分散に寄与する可能
性があります。しかし、債券利回りが歴史

的な低水準にとどまる中、こうしたリスク
を上積みすることには抵抗があります。

他の債券を売ってインフレ連動債への投

資資金を確保する場合、マルチアセット

ポートフォリオのディフェンシブな部分を

減らし、全体的なデュレーションは維持す

ることになります。しかし、我々の分析で

はポートフォリオ全体が株式市場との相関

を強めるとともに景気サイクルの影響を

受けやすくなり、我々のディフェンシブな

運用姿勢とは相容れなくなります。インフ

レ連動債への投資資金をいかに確保すべ

きかを検討する場合は全体的な分散投資

効果を犠牲にすることを考慮しなければ

なりません。

代替し切れないオルタナティ
ブ資産
低相関の潜在的リターンをもたらすオルタ

ナティブ資産は他にも存在すると推測さ

れます。不動産は一般的なインフレの上昇

をヘッジする手段になるとみられていま

す。しかし、世界経済の減速に伴い引き続

き賃料を支払い、稼働率の低下リスクを

負うテナントは影響を受けると考えられま

す。同様に、債券利回りが上昇すれば、現

在、比較的低水準にとどまっている利回

りを通じて不動産のバリュエーションに影

響を与える可能性があります。不動産を直

接、保有すれば、こうした嵐を乗り越えら

れる可能性があり、インフレの緩やかな上

昇によって恩恵を受ける可能性さえありま

すが、REITなどの上場型のオルタナティブ

資産は株式に似た特性から修正局面に弱

いというのが我々の分析結果です。

コモディティ価格は通常、景気サイクルの

後半では好調に推移する傾向があります

が、ここ1年ほどは低迷しています。コモ

ディティは設備投資の回復による需要の

増加が追い風になります。コモディティは

供給制約により価格が上昇するケースが

多いものの、中国が国内消費主導型への

脱却に向けて経済改革に乗り出している

ことから、需要懸念が生じ、これが足かせ

となっています。潜在的な分散投資効果は

あるものの2、我々はコモディティなどの実

物資産についてはこれまで通りそれほど

楽観視していません。
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価格指数

コモディティのサイクルに完全な相関関係はない
図表5：工業用金属、金、コモディティの比較
2002年1月-2019年8月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、ブルームバーグ、Macrobond 
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厳密に言えば、コモディティによっては代替

的な分散投資効果をもたらす可能性があ

るものもあります。金などの貴金属は工業

用金属やコモディティ全般とは異なる値動

きを示す可能性があります（図表5）。 

金融市場や地政学的にたまっているストレ

スが顕在化した場合、貴金属は安全な投

資対象になる可能性があり、法定通貨3の

下落に対するヘッジ手段になるとみられ

ています。貴金属の変動要因を分析したと

ころ、米ドルが下落すると、貴金属は上昇

する傾向があります。また、インカムをも

たらさない資産として金利の低下局面で

高い競争力を発揮しています（図表6）。

現時点では金のほうがコモディティよりや

や魅力的であるとみています。

金価格と米2年国債利回り 利回り（%）

米国債利回りの低下に合わせて金価格も上昇
図表6：金価格と米2年国債利回り
2015年1月-2019年8月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、ロンドン地金市場協会（LBMA）、Macrobond
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巻末注記 
1.  デュレーションは金利の変化に対する債券の価格感応度を示す値（単位：年）
2.  分散投資は利益を保証するものではなく、損失のリスクを防ぐものでもありません。
3.  法定通貨とは実物資産によって裏付けられていない通貨を指します。ドルやユーロなど現代の通貨のほとんどが法定通貨です。政府によって発行さ
れ、経済活動に使用する通貨としてその有効性が保証されています。
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資産クラス コンビクション 見解

アロケーション設定－2019年9月

世界の株式市場は依然、企業収益に支えられていますが、企業の利益率はピークを打っています。企

業収益や設備投資計画をめぐる懸念はくすぶり続けています。我々は市場のボラティリティが再び高

まる可能性に注視しており、こうした懸念に対して慎重な見方を強め始めています。

世界経済は成長鈍化が続き、一段の金融融緩和が見込まれる一方、長期的なバリュエーションは割

高感が続いており、期間プレミアムは低水準にとどまっています。企業の成長鈍化と財務内容の悪化

により社債のスプレッドはある程度、拡大する可能性があります。債券については楽観要因とバリュ

エーションへの懸念が均衡しており、資産配分レベルでは中立的な見方に傾いています。

景気サイクルの後半に入って懸念されていたインフレは顕在化していません。分散投資資産の見通

しは改善しているとみています。楽観要因と、我々が引き続き注視している市場の懸念のバランスは

均衡しており、オルタナティブ資産については中立的な見方をしています。

米短期国債の利回りが供給増とこれまでの金融政策の正常化を織り込む中、キャッシュの利回りは魅

力的な水準を維持しています。キャッシュはもはやポートフォリオの利回りの足を大きく引っ張る存

在ではなく、全般的にポートフォリオの魅力を高めています。

世界経済はインフレの沈静化に成長鈍化のトレンドが重なっています。このため、リスクが高い資産
のコンビクションを引き下げ始めました。しかし、経済不均衡は軽微なものにとどまっており、景気後
退の可能性は高くはないとみています。金融市場で見られる期待の乖離は懸念材料ですが、過度に
弱気な見方はしていません。

株式

リスクオフ/オン

ハイレベルアロケーションティア

債券

オルタナティブ

キャッシュ

振り子グラフの説明

弱気

やや弱気

中立的懸念

強気

やや強気

中立的楽観

中立

リスクティア
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資産クラス コンビクション 見解
株式の投資地域
米国

貿易摩擦を尻目に、また、企業収益も落ち込みが見られるものの、米国経済は他の先進国を上回る成
長を維持しています。市場の関心はバリュエーション、企業の利益率の下振れ圧力、FRBの利下げが
市場の期待に沿うかどうかという点に集まる可能性が高くなっています。

カナダ カナダについては企業収益の拡大期待が予想外の好材料になる可能性がある一方、コモディティが
逆風になるなど投資機会は限定的とみています。カナダの銀行は国内の住宅部門をめぐる懸念材料
と低い利ザヤが引き続き重荷となっています。カナダについては特に弱気というわけではありません
が、慎重な見方をしています。

欧州（英国を除く） 世界的な貿易摩擦への懸念と製造業の低迷から景況感は悪化しており、経済活動は減速していま
す。欧州中央銀行（ECB）は金融緩和を再開する見通しで、銀行が足かせになるとみています。しかし、
市場はこれらの要因を織り込んでいるとみられ、現時点では弱気ではないものの、慎重な見方をして
います。

英国 英国経済の先行き不透明感は国内の政治的緊張とブレグジットをめぐる先行き不透明感によるもの
です。しかし、英国の株式市場は歴史的な安値圏にあり、企業収益も高水準を維持しており、英国につ
いては中立的な見方を維持しています。

日本 日本の株式市場のバリュエーションはPBRを中心に他の市場に比べ依然として魅力的な水準にあり
ます。しかし、世界的な成長鈍化に加え、景気サイクルの後期に差し掛かっていることで負債が増えて
いる企業や日本の株式市場にとっては不利な状況にあります。日本についてはこれまで通りやや弱
気な見方をしています。

アジア太平洋
（日本を除く）

この地域は銀行や銀行関連の金融会社の割合が高く、オーストラリアや香港をめぐる懸念もくすぶり
続けています。この地域は中国経済との結びつきから需要の減少に左右されやすい傾向があります。
しかし、バリュエーションは魅力的な水準にあり、弱気な見方は取らず、中立的懸念のスタンスを取っ
ています。

新興国市場 

（中国を除く）
成長鈍化という環境下で新興市場特有のリスクや景気サイクルが浮き彫りになっています。しかし、
バリュエーションは引き続き先進国市場に比べ魅力的な水準にあります。FRBの金融緩和が現地通
貨の下支え要因になる可能性があります。新興国市場については成長懸念と、新興国市場が持つ長
期的な魅力という楽観要因が均衡しており、中立的な見方をしています。

中国 中国の株式市場は景気刺激策を受けて反発しており、経済は安定しています。しかし、貿易戦争が激
化するリスクは高まっており、強硬な発言が繰り返されています。追加的な財政出動や金融緩和措置
が必要になる可能性があります。バリュエーションは引き続き魅力的な水準にありますが、一方で懸
念材料もあることから、中国については中立的な見方をしています。

債券セクター
米国債 

FRBは引き続き経済指標重視の様子見姿勢を転換し、高まる先行き不透明感への保険として利下げ
にかじを切りました。追加利下げが行われる可能性は高いものの、市場の期待に沿わない可能性も
あり、バリュエーションの割高感と需給悪化を引き続き懸念しています。米国債については懸念要因
と楽観要因が均衡しているとみています。

ユーロ圏国債 FRBは引き続き経済指標重視の様子見姿勢を転換し、高まる先行き不透明感への保険として利下げ
にかじを切りました。追加利下げが行われる可能性は高いものの、市場の期待に沿わない可能性も
あり、バリュエーションの割高感と需給悪化を引き続き懸念しています。米国債については懸念要因
と楽観要因が均衡しているとみています。

カナダ国債 カナダは世界的な貿易摩擦をめぐる懸念や原油価格の乱高下が企業マインドに影を落とすなど危う
さを抱えています。カナダ銀行（中央銀行）への利下げ期待はFRBより遅れがちですが、様々なリスク
から利下げが見込まれています。カナダについては他の先進国と同様、慎重な見方を変え、楽観要因
を考慮し、前向きなスタンスを強めています。

日本国債 日銀は10年国債の利回りをターゲットにするなど金融政策のスタンスを変えていません。また、日銀
は公表しているフォワードガイダンス（先行き見通し）で長期間にわたって金融緩和は続くとしてお
り、必要に応じて躊躇なく追加的な緩和措置を講じるとの考えを示しています。

アロケーションティア
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リスクについて 

すべての投資には、元本の割り込みの可能性を含むリスクが伴います。特定ポートフォリオのポジショニングは、コアポー
トフォリオからの配分、特定投資目標、ガイドライン、戦略およびポートフォリオの制限が含まれていますが、これに限らず
様々な要因により本レポートに記載されている情報と異なる場合があります。試算や予想が実現するという保証はありませ
ん。株価は、個別企業、特定の産業、業種、市場環境全体などの影響により急速かつ大幅に変動する場合があります。債券価
格は通常金利と逆方向に変動します。そのため、ポートフォリオで保有する債券の価格が金利上昇の影響を受け変動した
場合、ポートフォリオの価値は低下する可能性があります。外国証券への投資には為替変動、経済および政局の不透明感
など特別なリスクを伴います。新興国市場とりわけフロンティア市場の投資では、同じ要因に関連してのリスクが増大する
一方で、市場規模や低流動性に関連したリスクや証券市場を支える法制度、政治・経済構造、社会基盤の未整備といったリ
スクも伴います。そのような枠組みは通常フロンティア市場では特に未整備であり、極端な価格変動や低い流動性、貿易障
壁、為替管理の悪化の可能性といった様々な要因があることから、新興国市場に関連するリスクがフロンティア市場では拡
大します。通貨管理戦略を含むデリバティブはコストを伴い、ポートフォリオに経済的レバレッジを創出します。その結果、
著しい変動が生じた場合、ポートフォリオの当初投資額を超える損失（および利益）を与える場合があります。戦略は、カウ
ンターパーティのパフォーマンス次第では、想定パフォーマンスを達成できず損失が発生する場合があります。通貨レート
は短期間で大幅に変動する場合があり、リターンに影響を与えることがあります。天然資源セクターへの投資は経済情勢の
悪化や規制上の変更など、特有のリスクを伴う場合があります。こうした証券の価格は特に短期的に変動します。不動産証
券には不動産価格の下落や経済情勢の悪化および規制上の変更など、特定のリスクが伴います。REITへの投資には追加
的なリスクが伴います。通常、REITは限られた数のプロジェクトまたは特定市場セグメントに投資するため、より広範に分
散された投資よりも単一プロジェクトまたは市場セグメントに影響を与える可能性があります。

資産クラス コンビクション 見解
債券セクター（続き）
ハイイールド債

景気サイクルは後期に差し掛かっており、ハイイールド債など格付けが低い債券セクターの先行きに
ついては慎重な見方を強めています。デフォルト率は過去の平均水準に向けて上昇しているようで
す。FRBが利下げに踏み切ったため、銀行融資からの乗り換えが続いており、財務制限条項の緩和な
どに起因する危うさを抱えています。ハイイールド債については慎重な見方を強めていますが、まだ
弱気な見方はしていません。

投資適格 投資適格債のセクターは引き続き企業の好調なファンダメンタルズに支えられています。しかし、負
債は高水準にあり、需給などの内部要因が重荷となる可能性があります。企業成長の鈍化と財務内容
の悪化でイールドスプレッドがある程度、拡大する可能性は高いものの、世界的に見れば、利回りは
なお魅力的な水準にあります。  

新興国市場債券 新興国市場債券については現地通貨建て、ハードカレンシー建てともにバリュエーションは適正水準
にあるとみています。現地通貨建て債の為替リスクは世界各国中央銀行のハト派寄りの政策によって
軽減されており、今後も投資家による利回り追求を後押しする可能性があります。このため、新興国市
場債券については楽観的な見方を強めています。しかし、保護主義と地政学的リスクが不安要因とし
てくすぶり続けており、選別投資が重要になるとみています。 

オルタナティブ資産
インフレ連動債

景気サイクルの後期に差し掛かっているにもかかわらず、期待され、また懸念されたインフレは顕在
化しておらず、インフレ連動債に織り込まれているインフレ率も低下しています。しかし、物価の上昇
により直接、恩恵を受けるインフレ連動債などの資産については中立的な見方を維持しています。

コモディティ 経済成長の減速によりコモディティへの追い風は弱まっています。コモディティ価格が下落する中、
中国の景気対策は大型のインフラ投資より国内消費の下支えに重点が置かれる可能性が高まって
います。インフレ圧力は低迷を続けており、コモディティについては引き続き慎重な見方を強めて
います。

アロケーションティア
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• 当資料は、情報提供を目的として、フランクリン・テンプルトン（フランクリン・テンプルトン・リソーシズ・インクとその傘下の関連会社を含みま
す。）の資料をフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が翻訳したものであり、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするもので
はありません。

• 投資信託は値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保
証されているものではありません。

• 投資信託は預貯金ではありません。したがって、元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上、お申込
み下さい。

• 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じて
ご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

• 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源を元に作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

• 当資料中、記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するもの
ではなく、また今後予告なく変更されることがあります。

• 当資料にかかわる著作権その他の一切の権利は引用部分を除き当社に帰属します。当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断
りします。
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