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2019年第3四半期は世界の景気と貿易をめぐる不

透明感を払拭できないまま世界各地でひとしきり値

動きの荒い相場展開となりました。中央銀行が注目

を集め、米連邦準備理事会（FRB）は10年以上ぶり

の利下げに踏み切り、欧州中央銀行（ECB）も金融

緩和に乗り出し、量的緩和を再開しました。 

こうした環境下で、フランクリン・テンプルトンの運

用責任者は目先景気後退は見込んでおらず、一方で

慎重かつ機動的な対応で臨んでおり、議論を通じて

その理由について明らかにします。 

主なテーマ:

• 景気後退:事実と不安を区別する

• 金融政策の影響

• 地政学的リスクが中心テーマに

• 潜在的ショック
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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。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。
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エド・パークス
景気後退の原因について検討する必要
があると思います。景気が過熱すると、
金融政策がそれを冷ます伝統的な役割
を担います。今回の景気サイクルは、様
相が少々異なります。典型的な景気過熱
の兆しは現われていませんが、予防措置
と思えるような動きが多く見られます。
米国の財政刺激策しかり、各国中央銀
行による政策しかりです。 

いまのところ大きな問題は貿易政策をめ
ぐる不透明感です。実体経済に及ぼす
影響という観点からだけではありませ
ん。より重要なことは、果たして解決で
きるのか、どれほどエスカレートする可
能性があるのかという問題です。貿易を
めぐる不透明感は株式市場の先行きに
少々影を落としています。そうは言いな
がら、米国の株式市場は過去最高値圏
にあります。 

スティーブン・ドーバー
世界経済がここ数十年で変わったこと
を指摘しておくことは重要だと思いま
す。国内総生産（GDP）成長率のけん引
役は製造業からサービス業にシフトし
つつあり、これは大半の先進国のみな
らず、多くの新興市場にも当てはまりま
す。世界的に見ると、製造業は足元で景
気後退局面にありますが、サービス業
はそうではないと主張することも可能
です（図表1）。 

一方、企業収益は年初に期待していたほ
ど伸びておらず、収益の伸びが近年と比
べて鈍化しつつあるという意味で企業
収益の後退を指摘する向きもあります。
2020年の収益見通しはまだ明るいよう
ですが、企業収益はやや落ち込む可能
性があります（図表2）。我々は株式市

Q: 最近、景気後退不安がメディアによる報道を賑わしました。 こうした懸念に対する皆さんのご意見はいかがでしょうか？
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製造業が落ち込む一方、サービス業は引き続き拡大 
図表1：グローバル購買担当者景気指数（PMI）  
2016年9月－2019年8月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、IHS Markit Global Services/Manufacturing PMI、Macrobond。
データ出所に関する詳しい情報については www.franklintempletondatasources.com を参照下さい。 
セクター別グローバル購買担当者景気指数（PMI）は企業の購買担当者に販売、雇用、在庫、価格など
を聞き取り、その結果を指数化したもの。通常、50を上回ると拡大局面にあり、50を下回ると下降局面
にあることを示唆。 
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米国企業の利益は大半のセクターで伸び率鈍化を見込む
図表2： 米国企業の1株当たり利益（EPS）の伸び率（前年比％）  
2019年8月31日時点

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、S&P Dow Jones Indices、FactSet。データ出所に関する詳
しい情報については www.franklintempletondatasources.com を参照下さい。上記の図表は説明を目的とし
たものであり、フランクリン・テンプルトンのファンドのパフォーマンスやポートフォリオ構成を反映し
たものではありません。  
インデックスは運用されているものではなく、また、特定のインデックスに直接投資することはでき
ません。インデックスにはいかなる運用報酬、その他諸費用等も含まれていません。いかなる推定、
予想、予測も実現する保証はありません。  
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場の先行きについて比較的前向きな見
方を変えていません。企業収益は、伸び
がやや鈍化しつつあるとはいえ、高水準
を維持しています。いまのところ潜在的
な投資機会はまだ数多く残されている
とみていますが、景気後退やマイナス材
料への不安が実現する可能性があるこ
とも認識しています。企業は不安になる
と、しり込みする傾向があります。

エド・パークス
我々は「市場のパフォーマンスを支えて
きた要因は何か？」を自問自答する必要
があると思います。景気後退のリスクと
不安の話に戻りますが、先行き不透明
感が高まり、企業が実際に設備投資を
控え始めると、それがそのまま自己実現
のメカニズムとなり、経済成長を鈍化さ
せる可能性があります。 

スティーブン・ドーバー
市場の下支え要因の１つが自社株買いで
す。自社株買いは米国で2018年に8,000

億米ドルを超え、過去最高を記録しま
した1。全企業の利益と、企業の利益を
発行済み株式数で除した1株当たり利益
（EPS）の差を見ると、興味深いことが
わかります。特に米国では自社株買いに
より企業の利益はEPSほど伸びていませ
ん。自社株買いは株式市場において、特
にバリュエーションの面で歪みをもたら
す可能性があります。自社株買いが行わ
れると、自社株買いがなかった場合に比
べ株価は上昇する傾向があり、自社株買
いは少なくとも米国では実際に相場を押
し上げてきました。株式の取得を伴う自
社株買いは一種の需要とみなされます。
最後に、株主に還元される自社株買いの
資金は企業に再投資されることはなく、
成長に寄与することはありません。

ソナル・デサイ
自社株買いによるEPSの伸びを見ると、
流動性が異様な水準に達しているとい
う議論になります。これは本質的には
金融工学の話です。しかし、興味深いの
は、実体経済の後退ではなく、企業収益
の後退の可能性について議論している
ことです。先行きに対する企業の自信が
大きく揺らぎ始め、投資に影響を及ぼす
可能性があることについては全く同じ意
見です。

一方、賃金は引き続き堅調な伸びを示し
ています（図表3）。したがって、企業収
益の後退にまだ陥っていないならば、い
ずれそうなる可能性があるという意見に
私も賛成ですが、それが短期的に米国の
実体経済の後退につながることを意味
するかどうかはわかりません。

デフレが起きず、米国の貯蓄率と賃金の伸びは堅調
図表3：米国商務省経済分析局（BEA）  
1990年1月－2019年4月

出所：FTI Fixed Income Research、米国商務省経済分析局（BEA）、Macrobond。 
コア個人消費支出価格指数（PCE）は生鮮食品及びエネルギーを除く。
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景気後退期

1. 出所：S&P グローバル プレスリリース、2019年3月25日、“S&P 500 Q4 2018 Buybacks Set 4th Consecutive Quarterly Record at $223 Billion; 2018 Sets Record $806 Billion.”



5先行き不透明な環境下における機動的な対応

マイケル・ハッセンスタブ
10年前からすると、賃金は上昇し、失
業率は過去最低水準にあり、景気拡大
も順調で、大幅な財政赤字を抱えてい
るにもかかわらず、中央銀行が利下げを
行うなどというのは伝統的な金融政策
の範囲を逸脱しているように思えます。
2008－2009年の世界金融危機後の量
的緩和も非伝統的ですが、量的緩和は
実際に効果を発揮してきました。した
がって、ファンダメンタルズがそれぞれ異
なる中で世界各国中央銀行はいまや非
伝統的な政策への依存度を高めていま
す。ファンダメンタルズが堅調に推移す
る中、こうした政策的な実験の結果がど
うなるのかはわかりません。マイナス金
利の考えはもはや当たり前になっていま
すが（図表4）、そうした考え方には疑問
を持たざるを得ません。マイナス金利は
逆効果になる可能性があります。 

銀行預金や貯蓄の利回りがマイナスにな
ると、貯蓄をさらに増やし、支出をさら
に減らす傾向があり、逆効果になります。
超低金利により、高い利回りを求める投
資家をバリュエーションが高く流動性が
低いと思われるリスク資産に意図的に向
かわせている可能性があり、その点を考
慮する必要があります。したがって、政策
決定が最大のリスク要因であると考えて
います。というのも、政策決定が歪みを
もたらしており、それが景気後退の引き
金になる可能性があるからです。

ソナル・デサイ
中央銀行、特に米連邦準備理事会
（FRB）はデフレの脅威を警戒している
ようですが、それがどのように問題なく
終わりを迎えることができるのかわかり
ません。米国にはデフレの兆しはどこに
も見当たりません。したがって、これほど
までにデフレの脅威にこだわるのは奇
妙に思えます。米国の失業率は歴史的

な低水準にあり、FRBは存在していない
ように見えるデフレ環境を織り込んでい
るように思え、実質的に投資家をリスク
が高く、流動性が低い資産に向かわせ
続けています。賃金の伸びと米中両国に
よる関税発動の影響を見れば、インフレ
率がいずれ上昇することを検討しなけ
ればなりません。

スティーブン・ドーバー
株式投資の観点からすると、世界的に投
資機会は数多く存在すると思いますが、
我々は同時に慎重な見方をしています。
株式は現時点では利回りへの投資とい
う側面が強くなるとみています。株式益
回りは債券利回りを引き続き大きく上
回っています（図表5）。

Q: 世界の金融政策に関する見方、投資家にとって意味するところをお聞かせください。 
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株式益回りが債券利回りを上回る  
図表5：グローバル株式益回りと国債利回り  
2001年8月－2019年8月

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、MSCI、Bloomberg、 Macrobond。データ出所に関する詳
しい情報については www.franklintempletondatasources.com を参照下さい。上記の図表はもっぱら説明を
目的としたものであり、フランクリン・テンプルトンのファンドのパフォーマンスやポートフォリオの
構成を反映したものではありません。

MSCI欧州、豪州、極東（EAFE）指数は先進国市場21ヵ国の大・中型株を対象としています。インデックス
は運用されているものではなく、また、特定のインデックスに直接投資することはできません。インデ
ックスにはいかなる運用報酬、その他諸費用等も含まれていません。いかなる推定、予想、予測も実
現する保証はありません。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありま
せん。   

2001年8月 2003年 2007年 2011年 2015年 2019年8月

益回り、MSCI EAFE　 最終利回り―Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Index

マイナス利回り債が多くの国に影響  
図表4：国別マイナス利回り債残高上位10ヵ国 
2019年8月30日時点

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、 Bloomberg Barclays Negative Yielding Debt Index。
データ出所に関する詳しい情報については www.franklintempletondatasources.com を参照下さい。   

Bloomberg Barclays Negative Yielding Debt Indexは国債、政府系機関債、社債及び証券化商品を含む。
インデックスは運用されているものではなく、また、特定のインデックスに直接投資することは
できません。インデックスにはいかなる運用報酬、その他諸費用等も含まれていません。
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マイケル・ハッセンスタブ
足元の米中貿易摩擦、国民の分裂、増大
する社会の分断、ポピュリスト的な経済
政策の台頭などの地政学的リスクに直
面している結果、財政支出は拡大してい
ます。 

実際に国際通貨基金（IMF）などの多
くの国際機関が、これまで財政が健全
であった主要国でさえもはや財政面
で余裕はなくなりつつあると警告して
います。 

したがって、いずれ景気後退局面が訪れ
た場合、景気拡大を再始動させる政策
手段は残されているのかという問題が
あります。政府支出はすでに行われてお
り、中央銀行はまだ表面化していない潜
在的ショックを回避する予防措置として
金利を引き下げてきました。政策当局は
政策手段を使い果たしつつあります。

我々は過去10年間とは違う見方で世界
を見ています。今は、日本やスカンジナ
ビア諸国など「セーフヘイブン（安全資
産）」とされる資産を選好しています。こ
れらの国々は経常収支が黒字で、市場が
パニックに陥った場合、これらの国々に
資金が流入します。一方、一部の新興国

の組み入れを引き下げました。他にも有
望な投資機会はありますが、慎重なスタ
ンスを強めており、ポジションを少し圧
縮しています。 

結論として投資家は過去10年間で何が
機能してきたかを考え、今後はそれがこ
れまでのようには機能しない可能性が
高いことを認識する時期に来ていると
思います。投資家は機動的に行動するこ
とが重要で、増大するリスクに積極的に
備える必要があると考えます。

ソナル・デサイ
マイケルのコメントに付け加えるとする
と、債券利回りが信じられないくらい
低い水準にある中、投資家側にもう少
し期待をマネジメントする仕組みが必
要です。これまでに慣れ親しんできたリ
ターンをリスクやボラティリティなしに
期待するのは難しく、現実的ではありま
せん。それはちょっとした時代の変化で
す。投資家は何年もの間、利回りはただ
低下するばかりで、それ以外に道はな
く、バリュエーションは高まる一方との

Q: 地政学的リスクが中心テーマになっています。 その結果、投資環境はどのように変わりましたか？ 

エド・パークス
中央銀行の政策運営が引き続き投資
家をリスクが高い資産に向かわせる中、
世界的な金利の低下傾向は企業の借
入コストにも影響を及ぼしています。ク
レジット市場が拡大し始めており、企業
は信じられないほど低い金利で長期資
金を調達できるようになりました。これ

は、株式市場の大きな下支え要因、すな
わち、自社株買いの話につながります。
企業収益の伸びは先行き、鈍化する可
能性がありますが、企業は資金調達手
段に事欠かず、自社株買いを続けること
ができます。 

マルチアセットの投資家として、世界中
で国債利回りがマイナス圏に沈み、米国
では幅広いセクターで債券利回りが超
低水準にとどまる中、代替手段はどこに
あるのかをいずれは自問しなければな
りません。投資家にとっては厳しい時期
です。     
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韓国株は比較的低水準にあり、格好の投資機会を提供している可能性あり  
図表6：韓国株価指数、実績株価収益率（PER）
1994年－2019年

出所：Franklin Templeton Capital Market Insights Group、MSCI Korea Large Cap Value Index、Macrobond。
データ出所に関する詳しい情報については www.franklintempletondatasources.com を参照下さい。

実績PERは過去1年間のEPSに対する株価の割合。PERは株価を1株当たり利益（EPS）で除して算出
（単位：倍）。

インデックスは運用されているものではなく、また、特定のインデックスに直接投資することはできま
せん。インデックスにはいかなる運用報酬、その他諸費用等も含まれていません。いかなる推定、
予想、予測も実現する保証はありません。過去の運用実績は将来の運用成果を 示唆あるいは保証
するものではありません。  

 

1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2019年



7先行き不透明な環境下における機動的な対応

エド・パークス
金融市場に実質的な影響を及ぼし、株
式市場の先行きを変える可能性がある
潜在的ショックもしくは変数として消費
者心理の悪化が挙げられます。米国経
済や世界経済の強さの拠り所である消
費者心理を支える要因はいくつもあり
ます。雇用や賃金は引き続き伸びていま
す。しかし、貿易関連の先行き不透明感
が消費者や企業のマインドに重くのしか
かり、大きな亀裂を生じさせる可能性は
ないでしょうか？それが投資環境や資産
配分のあり方、それぞれ異なる資産クラ
スの今後のパフォーマンスを揺るがしか
ねない懸念材料であると考えます。

スティーブン・ドーバー
地政学的リスクは数多く浮上しており、
先行き不透明感がさらに一段と高まる
可能性があります。控えめに見ても、現
在から来年11月の間に米大統領選など
世界各地の政治情勢をめぐってボラティ
リティが高まると予想されます。企業は
こうした先行き不透明感に対応する術
を持たないと思われます。一部の政治家

考えに慣れ親しんできました。そうした
中、バリュエーションが過度に割高にな
り、地政学的リスクが高まるような局面
において、ボラティリティが上昇する可
能性があると考えます。

スティーブン・ドーバー
企業が様々な環境に適応してきたこと
には常に驚かされますが、企業が適応
できないのは先行き不透明感です。と
はいえ、地政学的リスクや変化によって
新たな投資機会が生まれる可能性もあ

の候補者は企業収益に悪影響を及ぼす
政策を支持する考えを表明しており、株
式市場に深刻な影響を与えると予想さ
れます。ひとたびショックが起きれば、市
場の流動性不足として表面化する可能
性があります。それが懸念すべき要因で
す。我々はアクティブ運用の投資家とし
て、ポートフォリオで保有する各銘柄の
流動性をたえず注視しています。

ソナル・デサイ
我々が議論しているリスクの多くは、あ
る意味で社会ポピュリズムや政情不安
と関連しています。そのリスクの影響に
は大きな懸念を持っています。例えば、
現代貨幣理論（MMT）は基本的に通貨
発行によって財政赤字を補填すべきで
あり、また、補填し続けることができる
と主張しており、ユニバーサルベーシッ
クインカムなどを保証するものとされ
ています。これは「滑りやすい坂」論に
通じます。あらゆる国がこうした無謀と
しか言いようがない方向に向かうなら
ば、それは私にとって大きな不安要因に
なります。

ります。例えば、ブレグジットや英国市
場をめぐっては、すでに適応している企
業や適応することができる企業があり、
そうした企業は何が起きても問題はな
さそうです。世界の貿易問題をめぐる不
安も広がっていますが、一部の不安には
行き過ぎの感があります。例えば、韓国
の株式市場は貿易関連の下げに見舞わ
れ、およそ20年ぶりの安値圏にあり、選
別的な投資機会が存在するとみていま
す（図表6）。

マイケル・ハッセンスタブ
バリュエーションが割高であること、将
来のリセッションを回避する政策手段を
中央銀行も財務省も持ち合わせていな
いこと、投資家がリスク資産を購入して
いるために市場の流動性が低くなって
いることなどについて、火種がくすぶっ
ています。どのような火花が上がるのか
わかりませんが、消火器を買い増す時期
に来ていると思います。世界中で政治の
分断が広がっており、民意の一体感が
失われてます。欧州の場合、ヨーロッパ
人としてのアイデンティティが欠如して
おり、必要な時に結束することができま
せん。極左と極右が台頭し、中道がほと
んど存在しません。これまで以上に慎重
なポートフォリオを構築するべきと考え
ています。というのも、先行きを考えれ
ば、少なくとも短期的には地政学的に安
定した時期は想像しにくいからです。

エド・パークス
そうしたスタンスはボラティリティが高
まる可能性のある局面では積極的なア
プローチで臨むという投資方針とも整
合性があると思います。

中国と中国経済の成長鈍化についても
懸念が広がっています。世界の株式投資
家は中国をこれまでとは違った視点で見
る必要があることは以前から強調してき
ました。中国経済は従来とは異なるモデ
ルに転換し、サービス業の比重を高めて
いるからです。世界経済における中国の
規模と影響は巨大であり、投資家は無視
してはならないと思います。

Q: 最も懸念されるテーマや潜在的ショックは何でしょうか？
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