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リスクについて 

すべての投資はリスクを伴い、元本を割り込む可能性もあります。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。このような投資においては、大幅な価格変動が発生する場合があります。高利回りは、
低格付け証券や、場合によっては、証券の価格低下に伴う高い信用リスクを反映します。金利変動は証券価格や利回りに影響を
及ぼす可能性があります。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。米国国債は償還日まで保有した場合、元本および利払いが保証されます。

金融市場はどこへ向かっているのか、このことは多くの投
資家にとって最も気がかりな点であると思われます。世界
経済成長の鈍化、貿易摩擦、地政学的リスクへ等への懸念
から、米国経済や世界経済が年内に景気後退に陥るリス
クは依然として存在しています。景気の先行き不透明感か
ら、米連邦準備理事会 （FRB）を含む世界各国の中央銀
行は、ややハト派的な金融政策に転じており、市場は2019

年の米国の利上げはないと見込んでいます。 

フランクリン・テンプルトンの運用責任者は、このような見
方とは異なる見解を持っています。今回のディスカッション
では、なぜ一部の市場関係者の見方は誤っていると考える
のか、現在どこに投資機会があるとみているのか、につい
て述べています。 
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ソナル・デサイ
私が最も懸念していることは、油断です。
市場には、極度の油断が広がっていると
考えます。先頃、ジェローム・パウエルFRB
議長が金融政策の転換を表明した際、市
場は、年内の米国の利上げなしを織り込
んだのみならず、次の金融政策の動きとし
て来年の利下げを視野に入れていま
す。FRBは株式市場を継続的に下支えす
るとの見方がありますが、私にはそのよう
な見方は驚きです。昨年末に市場のボラテ
ィリティは高まりました。しかし、足元の
経済情勢からすると、現実に追加利上げ
が実施される可能性はあると考えていま
す。市場がまだその可能性を織り込んでい
ないとすれば、市場のボラティリティは今
後高まる可能性があると考えています。そ
れが私にとって最大の懸念事項です。

マイケル・ハッセンスタブ
私も全く同感です。米国債の利回りは多く
の理由から上昇する見通しです。理由とし
ては、財政赤字の拡大、インフレ圧力の高
まり、米国の堅調な経済成長、海外勢の買
い手の減少等が挙げられます。実際に利
回りの上昇が起こった際には、幅広い資産
において再び利上げショックがもたらされ
る可能性が高いと考えています。投資家は
そうしたリスクに備える必要があります。
ひとつの方法として、金利の上昇と逆相関
にある資産を投資対象とすることが挙げ
られます。あるいは、他の投資対象とは異
なる固有の投資機会を提供する資産を投
資対象とすることも挙げられます。この
点、テンプルトン・グローバル・マクロ・グ
ループの場合で言えば、ファンダメンタル
ズに優れた新興国市場に選別して投資し
ています。皮肉なことに、一部の国に対し
てネガティブな見方がありますが、このよ
うな状況はアクティブ運用担当者にとって
は、格好の投資機会となります。

スティーブン・ドーバー
株式市場の投資家はFRBを少し意識し過
ぎており、FRBの金融政策をFEDプット（

相場下落時に保険のような役割を持つ金
融政策）のようなものだとみているようで
す。従来、株式市場の投資家は企業収益
とPERを重視してきましたが、この10年間
の金融政策によって多くの投資家が、個別
企業の材料といったミクロ的な視点より
も、マクロ的な視点に着目する姿勢を強め
ています。つまり、個別銘柄間の違いにあ
まり着目していないようです。 

新興国市場に関して言えば、市場ごとに特
徴が異なり、様々な投資機会が存在する
という意見に賛成です。株式市場で注目し
ている市場として中国が挙げられます。景
気や成長性といった要因だけでなく、中国
市場に対する見方が実際に変わってきて
いることから、中国には一定の投資機会
が存在すると思います。

エド・パークス
我々のマルチ・アセット・ポートフォリオ
は、これらのテーマの多くを考慮したポー
トフォリオ構成となっています。我々のポー
トフォリオに対する考え方のひとつに、次
に備えるということがあります。各国の市

場が移行期に差しかかっており、ボラティ
リティの高まりとともに、市場における投
資機会を捉えることが、運用担当者として
の責務であると考えています。

マイケル・ハッセンスタブ
最近の兆候を見ると、米国景気は底入れ
しつつあり、正常化が始まっている可能性
があります。これまでは、景気に対する弱
気な見方が強すぎたと思っています。米国
がまもなく景気後退に陥るとの見方も、行
き過ぎた見方だと考えています。しかし、
根本的な問題として、長期的な持続可能
性に対する懸念、特に巨額かつ無謀な財
政支出と政治のポピュリズムに対する懸
念が高まっていると思います。政治のポピ
ュリズムは、まとまりがなく、経済課題へ
の場当たり的な対応につながる可能性が
あります。しかし、短期的には、雇用の堅
調な伸びと消費による下支えが米国経済
をけん引しており、市場に一定の安心感を
もたらしています。 

Q: 市場リスクは多くの投資家にとって最も気がかりな点です。足元で
最も懸念される事項は何でしょうか？ 
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個人消費の増加が米国内総生産（GDP)成長をけん引
GDP成長率と個人消費成長率
2008年12月末－2018年12月末

出所:Franklin Templeton Capital Market Insights Group、 FactSet、米商務省経済分析局
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ソナル・デサイ
米国は年内または18カ月以内に景気後退
入りするとの見方が、ほぼコンセンサスに
なっているようです。しかし、この期間に何
がきっかけとなって景気後退が引き起こさ
れるのか見極めにくい状況です。労働市場
は堅調で、FRBも金融政策についてタカ派
的な姿勢をとっていません。実際にはかな
りのハト派的な姿勢をとっています。我々

のチームでは、エネルギー価格や財務の
安定性、資産価格のバブルにも着目してい
ますが、短期的に景気後退入りする条件
が整っているとはみていません。

スティーブン・ドーバー
私は、株式市場は年内の今年の景気後退
ではなく、2年後の景気後退を織り込んで
いると考えています。

エド・パークス
半年前や2018年第4四半期を振り返る
と、株式市場と債券市場双方において大
きな変動がみられました。昨年の時点で、
リスク資産は目先の景気後退を織り込ん
でいた可能性があったと思いますが、現在
も同じ状況にあるのかどうかはっきりしま
せん。その後の景気回復については、FRB
が今年ハト派に転じたことが大きいと思い
ます。FRBの方針転換により景気後退につ
いての見方が変わり、市場はこれまでのと
ころ上昇しています。

スティーブン・ドーバー
昨年末は「景気後退の可能性が高い、FRB
は利上げに踏み切る、中国や貿易摩擦が
懸念材料となる」との見方がありました。
ヘッジファンドの動きと連動してアルゴリ
ズム取引による売りが見られた後、2019
年初めに相場は急反発しています。株式
市場は、四半期ほど前は少々弱気過ぎだ
ったと思いますが、おそらく今は少々強気
過ぎだと思います。 

Q: 世界各国の中央銀行の金融政策の方向性と影響についてお聞か
せください。
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非常に健全な労働市場－賃金上昇の先行指数となる採用数、離職者数、求人数
民間部門の求人数、採用数、離職者数
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出所:Franklin Templeton Capital Market Insights Group、 米労働省 
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マイケル・ハッセンスタブ 
懸念事項のひとつとして、FRBがハト派転
換への圧力に屈したことによって、年初か
らのリスク資産の価格の回復がもたらさ
れたということが挙げられます。FRBは、
一見突如として政策路線を転換しました。
このような急な政策変更は、数回は可能
かもしれませんが、将来的にみてFRBへの
信認が揺らぎかねません。米国では労働
市場が逼迫しており、賃金インフレが浸透

しつつあります。FRBが、インフレ圧力の
高まりの中でハト派路線に傾いているので
あれば、FRBへの信認が疑われます。 

スティーブン・ドーバー 
株式の運用担当者からすると、FRBには3
つの目標があるように思えます。それはイ
ンフレの抑制、賃金の成長、株式市場の
大幅下落の回避です。これが問題です。 

ソナル・デサイ 
その考え方の起源は、かなり昔まで遡りま
す。アラン・グリーンスパン元FRB議長の
時代、すなわち数十年前のことです。当時
の考え方は、今でも根強く生きています。
債券市場では、2018年に米国債が売られ
ましたが、FRBは米国債市場への対応策
は取りませんでしたが、株式市場への対応
は行いました。しかし、これは危険な考え
方であると言えます。FRBは、株式市場を



 堅調な米国の経済指標: 今後の市場の行方 3

目的とした政策運営を行うべきではあり
ません。かつて中央銀行が資産価格を目
標に置いた政策運営を行い、弊害をもた
らさずに成功した例はありません。

マイケル・ハッセンスタブ
景気サイクルにおいて、中央銀行のなかで
FRBは先頭を走っている一方、他の先進国
の多くの中央銀行は、後方に位置している
と思います。興味深い話ですが、米国の財
政・金融政策の一部は、新興国市場で通
常見受けられるものと変りません。

しかし、私がより注目している点は、中央
銀行に対して理不尽な期待が寄せられて
いることです。政治がポピュリズムに陥り、
世界中で国民が分断され、政府や関係機
関が適切に機能していない場合には、中
央銀行こそがあらゆる事態を解決すべき
任務を負っている、と思われがちです。し
かし、中央銀行は所得の不均衡を解決す
ることはできません。インフレを目標にす
ることも、成長率を目標にすることもでき
ません。目標が多すぎるのです。ここで景
気が良い時には、関係機関の機能不全は

問題視されにくい、という根本的な問題に
行き着きます。しかし、我々の運用チーム
では、その先の危機が訪れたときに起こ
る事態について懸念しています。10年前の
世界的な金融危機を振り返ってみると、中
国、米国、日本、欧州の間で協調的な政策
対応がありました。現在、これらの国々で
話し合いはほとんど行なわれていま 
せん。

Q: 世界経済の成長に期待することは何でしょうか？

ソナル・デサイ
米国経済が現在の成長軌道から外れるに
は、何らかのきっかけが必要だと思いま
す。GDP成長率は3.5%〜4%には届かず、
そのレンジを下回る可能性が高いと予想
していますが、バブルが弾けて景気後退
に転じるには、何らかの引き金やショック
が必要でしょう。 

スティーブン・ドーバー
単に景気拡大が長期間続いているという
理由だけでは、景気後退は起こりま 
せん。 

ソナル・デサイ
その通りです。景気後退の引き金について
は、今のところ見えていません。そのような
なかで、近い将来、米国景気が大きく落ち
込む可能性があるとのコンセンサスがみ
られることについては、理解に苦しみま
す。

マイケル・ハッセンスタブ
世界経済に関して言えば、中国の成長率
は緩やかなものになっていますが、政府は
景気や資本の流れを驚くほどコントロール
しており、国内主導の景気悪化が引き起
こされる可能性はかなり低いと思われま

す。欧州では、景気は多少減速傾向にあ
り、中国以外の新興国市場の一部ではや
や減速の可能性がありますが、米国が引
き続きけん引役を果す限り、世界経済の成
長率が大幅に下振れすることはないと考
えています。 

スティーブン・ドーバー
中国はこの20〜30年間、経済大国として
最も高い成長を遂げてきましたが、株式
市場は最も良好なパフォーマンスを示して
きたとは言えません。中国には、株式市場
をけん引する要因がその他にも存在する
ため、このことは現在にも当てはまります。
その他の要因のひとつとして、中国市場が
グローバルな株式指数に組み入れられて
いることが挙げられます。MSCI新興国株
指数1では、約半分を中国株が占めるまで
組み入れられる見通しです。株式市場の投

資機会という視点から中国を見ると、現在
起きつつあるこの変化は、景気がやや減
速しつつあるといった経済ニュースとは区
別しなければなりません。

ソナル・デサイ
少し欧州に目を向けると、欧州の景気減
速に対してノイズが大きくなっています。ユ
ーロ圏のGDP成長率は、今年1.5%程度に
鈍化する公算が高くなっていますが、それ
でも潜在成長率は大幅に上回っています。
従って、世界経済の減速は欧州主導のも
のではありません。過去、ユーロ圏が債務
危機に見舞われた時は別として、欧州が世
界経済の動きの先頭に立ち、その方向性
を左右したケースは極めて稀です。 

米国が引き続きけん引役を果す限り、世界
経済の成長率が大幅に下振れすることはな
いと考えています。
— マイケル・ハッセンスタブ

‘‘
1. 各インデックスは運用されているものではなく、また、これらインデックスに直接投資することはできません。報酬、費用、販売手数料は反映していませ
ん。MSCI エマージング・マーケット指数は、新興国24ヵ国の大中型株式から構成されています。
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Q: 世界の貿易や政治状況についてはいかがですか。米国と中国の貿
易摩擦は、いずれかの国の経済成長にとって脅威になりうるでしょ
うか？ 

マイケル・ハッセンスタブ
可能性として発生しうる関税額を合計
し、GDPに対する影響を考えた場合、その
影響は小さくありませんが、対処すること
は可能です。私にとって、より大きな懸念
事項は、貿易摩擦をもたらした要因です。
それはグローバル化を望まず、内向き志向
を強める国民の不満です。このような動き
は、財政赤字や、場合によっては独裁的支
配に至る可能性があります。このような状
況は、各国が、10年単位の長い時間をか
けて非正統的な経済政策に転換していく
流れの序章にすぎないと考えています。 

ポピュリズムは、世界的に大きな問題で
す。そのなかで、アルゼンチンが意義のあ
る改革として、今後数年間にわたって財政
黒字を可能とする予算案を超党派で可決

したことは、驚くべきことです。また、重要
な社会保障政策である年金改革に乗り出
す国は、ブラジルだけです。

ソナル・デサイ
貿易問題に関して言えば、実際の行動より
も言葉による応酬のほうが遥かに盛んで
す。トランプ大統領が就任して以来、貿易
戦争が叫ばれていますが、実際には貿易
戦争は起きていません。新聞紙面では貿
易戦争が起きていますが、ほとんど何の影
響も生じていません。遥かに重要なこと
は、こうしたポピュリズムの別の側面につ
いて考えることです。貿易問題は、反グロ
ーバル化、全面的な移民政策のなかの小
さな一面にすぎないということです。どの
国の政策を見ても内向き志向が強まって
います。米国だけではありません。欧州で

スティーブン・ドーバー
欧州の景気減速は、ある程度ドイツと関
係があり、ドイツの景気動向は中国の経済
成長と深く結びついています。関税に関す
る見通しが高まれば、とりわけドイツ経済
が恩恵を受け、欧州全体の経済成長に寄
与する可能性があります。 

また、株式市場の投資家にとっての大きな
懸念材料として、ブレグジットや英国の状
況が挙げられます。これから何が起こるの
かわかりませんが、状況が明らかになれ
ば、市場には支援材料になると考えてい 
ます。

も起きていることです。

スティーブン・ドーバー
中国との問題は、地政学的な問題のひと
つであり、貿易摩擦はその一部だと考えて
います。私の考えでは、投資家、特に株式
市場の投資家は、かつての欧州に対する
見方と同じような見方で中国を見なけれ
ばなりません。新興国市場の一部としてで
はなく、ひとつの地域として長期間にわた
って投資すべき対象としてとらえる方が妥
当だということです。しかし、貿易交渉で
は、白か黒かの二分法がまかり通ってい 
ます。 

米国は貿易赤字を削減したいと考えてい
ますが、同時に財政赤字も拡大していま
す。一国として、米国が財政赤字をすべて
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借り入れによって賄うならば、実際に他の
国々から借り入れていますが、景気刺激策
は消費の拡大につながるため、米国は貿
易赤字を抱える公算が大きくなります。関
税を課したとしても、貿易赤字の構成が変
わる可能性はありますが、貿易赤字そのも
のを解消することにはならないと考えま
す。昨年第４四半期に、米国は過去最大の
貿易赤字を記録しました。

Q: 景気は減速しつつありますが、依然として比較的底堅く、市場には
まだ上値余地の可能性があります。運用担当者としての見方をお聞
かせください。

エド・パークス
世界経済が持続的成長を続ける限り、ファ
ンダメンタルズ面では良好な環境が続くと
考えています。更なる利上げや金利の上昇
といった状況を、市場は好ましく思わない
でしょう。FRBの利上げに伴い、短期金利
の上昇に合わせて長期金利が上昇した18
〜24ヵ月前を振り返ると、当時株式市場
は大きく変動しました。市場が金融政策の
正常化を受け入れることができるか否か
については依然不透明です。

マイケル・ハッセンスタブ
昨年10月の市場の動きから学んだこと
は、投資家は市場の動き（ベータ）と、市
場が変動したときにリターンをもたらす可
能性のある個別証券独自の動き（アルフ
ァ）を分ける必要があるということです。
昨年10月に経験した金利ショックは再び
起きないと考えることは、希望的観測であ
るばかりでなく、油断でもあります。我々

運用チームでは、堅調な経済活動とインフ
レの緩やかな上昇を背景に金利が上昇
し、市場が下落する時期が再び訪れると
考えています。そのときに、個別企業であ
れ国であれ、投資対象に市場リスクとは異
なる独自性や特殊性を見い出すことがで
きるアクティブ運用者は、他の投資家とは
一線を画すことになるでしょう。すべての
市場が急速に回復すると、昨年10月に起
きたような出来事を忘れがちです。我々が
懸念しているのは、市場の変動は一時的
なもので、おそらく二度と起こらないだろ
うと投資家が考えていることです。

ソナル・デサイ
全く同感です。市場のボラティリティは、世
界の中央銀行によってこの10年間人為的
に抑えられてきたと考えています。FRBは、
今後更なる利上げの動きに出るとの見方
に賛成します。FRBは、景気後退の際の対
応策として利下げできるよう、金利を引き
上げておかなければならないからです。今
後、市場のボラティリティが高まる時期が
来るのは間違いないと考えています。そし
てその時期を上手く切り抜けることは、運
用担当者としての責務だと考えています。

市場のボラティリティは、世界の中央銀行に
よってこの10年間人為的に抑えられてきた
と考えています。
— ソナル・デサイ
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エド・パークス
アクティブ・マネージャーにとって、ある程
度ボラティリティがある市場環境が望まし
いと考えています。市場の変動が高い時期
において、投資機会を分析し良好なパフォ 
ーマンスが期待できる投資対象を選び出
す能力が、我々にはあると考えるからで
す。ボラティリティ・マネジメントに対する
お客様からのニーズは増えています。市場
の変動をどのようにコントロールしていく
かが、投資プロセスにおいて重要であると
考えます。 

我々の運用チームでは、昨年後半、市場で
見られたボラティリティの上昇は、通常市
場でみられるボラティリティへの回帰に過
ぎないと考えています。金融政策やその他
の要因によって、非常に長い期間に亘りボ
ラティリティが低く抑えられた時期が続い
た後に、足元のボラティリティの上昇がみ
られました。また、米国については、中間
選挙が昨年終了したばかりにも関わらず、
来年に向けたいわゆる「大統領サイクル」
が早くも始まったことに驚いています。今
後大統領選はメディアにおいて大きなテー
マになり、先行き不透明感、引いてはボラ
ティリティの上昇につながると思われま
す。

スティーブン・ドーバー
この10年間の金融政策を通じて、資産ク
ラス間の相関は強まっています。金融政策
が正常化するのに伴い、資産クラスの動き
と企業の株価の動きの違いを見極めるこ
とが一段と重要になると考えています。こ
れは投資プロセスにおける銘柄選別の意
義が高まることを意味します。市場がバリ
ュー株投資にとって有利な状況になれば、
今までとは異なる株式が物色の対象とな
り、市場をけん引することになるでしょ
う。
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