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大しており、財政赤字は今後10年間で年
間平均1兆2,000億米ドル（対国内総生産
（GDP）比4.7%）1に達し、米国債を通じ
て巨額の財政赤字を補填する必要に迫ら
れる可能性があります。この財政赤字の数
値にはグリーンニューディールや学生ロー
ンの免除、抜本的な医療保険制度改革な
どの支出拡大につながる政策提案は織り
込まれていません。同様に、欧州ではナシ
ョナリズム政党がユーロ圏の枠組みを揺
るがしており、今日の財政規律を維持し、
将来の有事に協調するために必要な政治
的結束が試されています。イタリアの債務
の持続可能性や銀行の経営難など重大な
構造問題もいまだ解決されていません。

同時に、投資家は米国ではインフレはリス
クにはならないと確信しているようです
が、景気循環要因や構造要因には大きな
変化がみられており、インフレの上昇を招
く恐れがあります。特に内向きの政策によ
って資本や財の自由な移動が妨げられ、
物価は上昇する可能性があります。長引く
景気拡大や合法移民、不法移民の大規模

資本主義から社会主義、民主主義から独
裁主義に至るまで、どの経済的政治的パ
ラダイムが次世代の主流になるのかをめ
ぐって激しい対立が起き、議論を巻き起こ
しています。世界の超大国間の力関係の
変化が貿易から軍事に至る様々な局面で
地政学的リスクを高めており、それが金融
市場を揺るがす可能性があります。このと
ころの中東情勢の緊迫化と米中摩擦の2

つがその好例です。歴史を通じて覇権の
シフトは金融市場の不安定化をもたらす
ことが多く、注意が必要です。

また、ポピュリスト政府が増えており、世界
的な二極化傾向とともに経済政策のボラ
ティリティを高め、規律のない経済政策を
可能にしています。こうしたポピュリストの
台頭により先進国では債務が増大し、それ
に伴う財政リスクが高まっています。まだ
その正しさが実証されていない経済理論
によって経済政策が正当化されるケース
が増えています。前世紀半ば前後に誕生し
たケインズ経済学や新古典派経済学に対
し、紙幣を印刷すれば返済できるので財
政赤字は問題ないというMMT（現代貨幣
理論）が登場し、厳密な理論的実証的根
拠を欠いたまま、信じられないほど政治的
人気を集めています。 

米国では国民の分断がかつてないほど深
刻化しており、政党間の二極化が強まって
います。一方、米国の財政支出は大幅に拡

な制限によって労働市場はひっ迫してお
り、様々な分野で人手不足が起き、賃金の
上昇をもたらしています。こうした人手不
足に労働組合の交渉力の向上が相まって
ストライキの件数はここ1年間で1980年
代以来の高水準に達しており2、この傾 
向は今後も強まる可能性が高くなってい 
ます。

中央銀行は米連邦準備理事会（FRB）も
欧州中央銀行（ECB）も1年前まで金融政
策の正常化を探る方法を議論していまし
た。しかし、いまやFRB、ECBともに金融
緩和スタンスを再び強めています。危機が
実際に訪れる前から予防的な金融緩和ア
プローチを続けることで、投資家はリスク
が高く、流動性が低い投資対象に資金を
振り向け続けています。世界はいまや何も
リターンをもたらさない14兆米ドルを超
える3マイナス利回りの債券で溢れ返って
います。米国では年限が長めの米国債の
実質利回りはマイナス圏にあり、経済が潜
在成長率と完全雇用を達成する中でバ
リュエーションが大きく歪められていま
す。 

世界の投資家は政治経済の場や金融市場で異様な事態に直面しており、世界が危険な
局面に追い込まれるリスクを抱えています。特に注視したいリスク要因がいくつかありま
す。(1)地政学的リスクと貿易をめぐる緊張の高まり、(2)ポピュリズムの台頭と政治的二
極化の進行、(3)先進国の放漫財政、(4)米国のインフレ圧力の過小評価、(5)投資家をリ
スクの高い資産に向かわせ、多くの資産に過大評価をもたらしている低金利政策、など
です。しかし、これは好機だと考えています。これらのリスクをヘッジするとともに、市場
リスクと相関関係のないアンコンストレインド・ポートフォリオを構築する好機になると
考えます。

市場は異様な事態にありますが、グローバ
ルリスクをヘッジするとともに、市場リスク
と相関関係のないポートフォリオを構築す
る好機と考えています。”
－マイケル・ハッセンスタブ Ph.D.
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来るべき危機から脱出する手立ても社会
的結束の低下によって阻まれる可能性が
あります。失業率が歴史的な低水準にあ
り、賃金の伸びが加速する現在の局面で
も、経済不均衡の高まりに対する国民の
不満から政治的分断が大きく広がってい
ます。経済状況が厳しくなれば、国民の心

緩和が始まる前と比べると17%近く増加し
ています4。また、レバレッジドローン市場
はハイイールド債市場を上回る規模となり
ましたが、80%近くの銘柄がコベナンツ条
項が緩和的で、 財務情報を公開していま
せん5。これが、今後の流動性危機を誘発
しうると考えます。長期にわたる金融緩和
により、借り手にとって有利な環境とな
り、市場の規律が緩み、結果として貸し手
が適切な財務情報の公開と十分なコベナ

経済財政政策のギャップを埋めるために
中央銀行に対する依存度が高まり、かつ
ては非伝統的とされていた政策が正常な
ものとなりつつあります。金融財政政策は
すでに緩和志向を強めており、来るべき世
界的な景気後退に対処するための手立て
は限られています。

こうした要因から、次の4つの方針を基に
ポジションを構築しています。１）流動性の
高い資産と適切なリスク調整後リターンが
獲得できるポジションを保有しつつ、キャ
ッシュ比率を高め、十分な流動性を維持、
（２）日本円、ノルウェー・クローネ、スウ
ェーデン・クローナをはじめとする安全資
産のロング・ポジション、（３）長期ゾーンの
米国債に対するマイナス・デュレーションの
維持、（４）貿易摩擦や将来的に起こりう
る金利ショックの影響を受けにくい相対的
に盤石な一部の新興国のエクスポージャー
に対するリスク管理 、といった4つの方針
を基に、様々な資産クラス間の相関が高ま
るなか、分散投資が可能なポートフォリオ
の構築を目指します。 

1. 十分な流動性の維持
中央銀行による超緩和的な金融政策と銀
行システムに対する規制強化が、シャドー
バンキング（影の銀行）システムのクレジ
ットリスクを増幅させています。過去10年
に亘り、米国クレジット市場では、財務情
報の開示が限定的で、債務のコベナンツ
条項（制限条項）が緩和された私募債の
発行など、透明性の低い市場が大幅に拡
大しています。いまや私募債が米国ハイイ
ールド社債市場の半分以上を占め、量的

理は悪化し、政治的分裂が一段と深刻化
するものと考えます。その結果、政策が行
き詰まるにせよ、一斉に極端な経済的意
思決定が行われるにせよ、景気後退や市
場の下落に効率的かつ賢明に対処する政
策運営能力が大きく阻害される可能性は
高くなっています。 

ンツ条項を要求しにくい状況となっていま
す。財務状況を公開しない取引を敬遠す
る規律ある貸し手には、より積極的に貸出
を行い、未知のリスクをやみくもに引受け
ようとする貸し手も多くいます。クレジット
市場が強気な状態である限りはこの状況
に問題はありませんが、クレジット環境が
悪化し始めたとき、流動性問題が大きなコ
ストになる可能性があります。 

ポジション構築における4つの方針
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レバレッジドローン市場では、コベナンツ・ライトが大部分を占める
図表1:レバレッジドローン市場におけるコベンナンツ・ライトの割合
1999年8月－2019年8月

10億米ドル

1999年8月 2002年2月 2004年8月 2007年2月 2009年8月 2012年2月 2014年8月 2017年2月 2019年8月

時価総額（左軸）　 コベナンツ・ライト（右軸）
出所：Credit Suisse
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かな景気後退に対処するために金融政策
手段に過度に依存することは、実際の危
機時にこうした手段が有効に機能する余
力を減退させています。つまり、先進国の
過度な財政政策・金融政策が、市場のイ
ベントに対するリスク資産の耐性を非常
に脆弱なものにしていることがリスクとし
て挙げられます。 

こうしたなか、足元の特定の国のバリュエ
ーションと金融市場のリスクに対するヘッ
ジ効果を鑑み、歴史的に「安全資産」と呼
ばれている資産への配分を増やしていま
す。FRBと日銀の金融政策の乖離が後退し
ていることと日本の対外収支の健全さも
相まって、今後数四半期において世界的に
リスク回避の動きが高まった場合の逃避
先となることで、円は対米ドルで強含むと
の見通しから、円のポジションを大幅に増
加させています。また、ノルウェー・クロー
ネとスウェーデン・クローナのロング・ポジ
ションを新たに構築しました。ノルウェー
とスウェーデンは、財政が健全で経常収支
は黒字であることから、両国の通貨は以前

足元の米国のレポ金利の高騰は、短期金
融市場における需給の不均衡によるもの
で、金融システムの流動性リスクに対する
危険信号だと思われます。また、こうした
事象は、発行が続く巨額の国債を吸収す
るキャパシティの低下の兆しのようにもみ
えます。レポ金利の急上昇は流動性へのス
トレスが表れ始めたことを示唆しており、
過去にも金融危機の前触れとなってきま
した。 

したがって、我々はグローバル債券市場に
おけるクレジットリスクと流動性リスクを
警戒したポジションを維持しています。キ
ャッシュの保有割合を高位に保ちつつ、流
動性の高い資産を保有する一方、クレジッ
トをはじめとする過大評価されているセク
ターを避け、ポートフォリオの流動性を最
適化しています。代わりに、国内市場に十
分な流動性のある一部の現地通貨建て債
券に関し、適切な範囲のリスクをとってい
ます。また、市場で調整が起きた場合の投
資機会に迅速に対応するための十分な手
元資金を保有する目的で、キャッシュ比率
を引き上げています。そして、同様のポジ
ションを持つパッシブ戦略が数多くあるこ
とを鑑み、インデックス関連のリスクを分
散させるようにしています。最も流動性が
必要なとき、同じタイミングで同じ銘柄を
売却せざるをえないETFやインデックスフ
ァンドといったパッシブ戦略は、流動性が
低下しうると考えます。 

2.  安全資産のロング・ポジシ
ョン

グローバルなリスク要因の増加から、一部
の外国為替のポジションのヘッジや、米国
の金利上昇に対するヘッジを調整する必
要が出てきました。世界的に主要国間の
緊張が高まるなか、近年まれにみるほど
に政治的なイベントが起こる可能性が高ま
っています。また、ポピュリズムの台頭や
極端な政治的な偏りは、政策判断に悪影
響を及ぼし、重大な政策判断ミスが起こ
るリスクが高まります。先進国で広くみら
れる巨額の財政支出は、将来的な財政危
機や経済危機に対応するためのリソース
の多くを使い果たしています。また、わず

の欧州債務危機の時期に見られたように、
欧州における安全通貨になると考えます。

3.  長期ゾーンの米国債に対
するマイナス・デュレーショ
ンの維持

依然として、長期ゾーンの米国債の利回り
低下は行き過ぎであると考えます。米国
債の実質利回りはマイナス圏にあり、財政
支出と債務の増加が引き起こしうる金利
ショックに対し非常に脆弱であるように思
われます。移民に対する規制とサプライチ
ェーンの崩壊を受けて労働市場が例外的
な水準でひっ迫するなか、市場は、今もな
おインフレリスクを大幅に過少評価してい
るとみています。また、米国債のイールド
カーブ全般で織り込まれているような、金
融緩和に対する市場の大きな期待に対
し、FRBが対応できるか否かもリスク要因
のひとつだと考えます。インフレが進行
し、広く期待されるほどの金融緩和が行
われないという困難な状況が起こる可能
性があります。 

2008年の金融危機の最中、多くの新興国通貨が下落する一方、日本円は上昇
図表2：日本円、新興国通貨、VIX指数
2007年7月－2009年1月

累積リターン（週次、％）

出所：Bloomberg、新興国通貨（単純平均ウェイト）に含まれる通貨：メキシコ・ペソ、
コロンビア・ペソ、ブラジル・レアル、チリ・ペソ、ハンガリー・フォリント、ポーランド・
ズロチ、ロシア・ルーブル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド、マレーシア・リンギ、タイ・
バーツ、韓国ウォン、インドネシア・ルピア、インド・ルピー　VIX指数（CBOEボラティリテ 
ィ指数）は米国株式市場のボラティリティの尺度を示す指数です。日本円、新興国通貨
（単純平均ウェイト）は2007年7月を100として指数化した累積リターンを表示しています。 
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。 
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。

2007年7月 2007年9月2007年11月2008年1月 2008年3月 2008年5月 2008年7月 2008年9月2008年11月2009年1月

 日本円（左軸）　 新興国通貨（単純平均ウェイト）（左軸） VIX指数（右軸）　
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は、先進国債券市場と比較し堅調に推移
するとの見方をしています。

結論
現在投資家は、独自のソリューションが必
要とされる前例のない難題の増加に直面
しています。過去10年に亘り成功を収めた

イールドカーブのスティープ化に備え、長期
ゾーンの米国債に対するマイナス・デュレ
ーションと、米国債に対するデュレーショ
ンの短期化を維持しています。FRBは非常
に効果的に短期金利をコントロールする
ことができますが、長期ゾーンの利回りに
影響を与える経済的要因やテクニカル要
因を常にコントロールできるわけではあり
ません。様々な資産クラスの金利リスクを
分散することが重要であると考えます。我
々は、ポートフォリオ全体に亘る金利リス
クと非相関となる戦略をとっています。

4.  新興国のエクスポージャー
に対するリスク管理

一部の新興国債券市場は、引き続き投資
妙味が高いとみていますが、個別リスクの
ポジションのサイズとヘッジに留意してい
ます。様々なヘッジ手法を用いることで、
一部のアルファの源泉を確保しながらも、
新興国ポジションに関するリスクを全般に
低減させています。例えば、インドの現地
通貨建て債券を保有する一方、インド・ル
ピーのポジションはフルヘッジとするとと
もに、デュレーションを短期化していま
す。また、他の国の例では、ブラジルの現
地通貨建て債券のリスクをヘッジするた
め、プロキシーヘッジとしてオーストラリ
ア・ドルのネット・ショート・ポジションを
拡大し、ブラジルのポジションは概ね維持
しています。オーストラリア・ドルのネッ
ト・ショート・ポジションは、ポートフォリ
オにおけるエマージング債券市場全般の
ベータリスクをヘッジするためのもので
す。オーストラリア・ドルは、中国経済やコ
モディティ市場との関連性などの面から、
新興国通貨との相関が高くなっています。 

新興国市場全般に対する見通しはより慎
重なものになっていますが、一部の国つい
てはアルファの源泉として、より投資妙味
が高まっているとの見方を維持します。国
やリスクエクスポージャーにより、投資機
会は非常にまちまちです。今後数四半期、
一部の高利回りの現地通貨建て債券市場

ように思われる運用戦略が、今後同じよう
にリターンを挙げられるとは思えません。
様々な資産クラスの相関が高まるなかで、
真の分散となるようなポートフォリオを保
有し、差し迫った困難に備える必要がある
と考えます。
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米国債の利回りは過度に抑制された水準にあり、名目GDP成長率を大きく下回っている
図表３：米国10年国債利回りと名目GDP成長率
1981年6月－2019年6月
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新興国市場において相対的に高い利回りは存在
図表4：現地通貨建て10年国債利回り 
2019年9月末時点

出所：Bloomberg
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グローバル・マクロ・ビューは、リサーチ活動に基づきグローバル経済の状況を分析した定期的
なリサーチレポートであるグローバル・マクロ・シフトの内容を更新および詳述した補完的なレ
ポートです。Dr. Michael Hasenstabとテンプルトン・グローバル・マクロ・グループのシニア・メン
バーによる分析と見解を掲載しています。マクロ経済分析の専門性を有する当チームメンバー
によるグローバルマクロ分析により、長期的な市場の不均衡を見出し、投資機会の発掘に結び
つけています。
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リスクについて

当資料は2019年10月14日時点の著者の分析および意見を反映したもので、フランクリン・テンプルトンの他のポートフォ
リオ・マネージャー、運用チームあるいは運用プラットフォームの意見とは異なる可能性があります。当資料は一般的な情
報提供のみを目的としたものであり、個別の投資助言または証券の売買、保有、または投資戦略の採用に関する推奨や勧
誘を行うものではありません。また法律上、税務上の助言を行うものではありません。

当資料のなかで運用担当者が示した見解ならびにコメント、意見、分析は、当資料作成時点のものであり、事前通知なしに
変更される可能性があります。当資料で提供された情報は、すべての国、地域、市場に関するすべての重大な事実に関する
完全な分析を目的とするものではありません。

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。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。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。

債券発行体の財務内容や債券格付けに変動があった場合、その債券の価値に影響を及ぼす可能性があります。利回りが高
水準の場合、ポートフォリオで保有する特定の低格付け証券に付随する高い信用リスクが織り込まれている場合がありま
す。変動金利ローンおよび高利回り社債の格付けは非投資適格であることから、デフォルトリスクが高まる可能性がありま
す。そのため、景気減速局面等ではリスクが高まり、元本を割り込む可能性があります。

巻末注記
1.  出所:議会予算局、予算および経済見通し年次報告改訂版（Update to the Budget and Economic Outlook, 2019 to 2029）、2019年8月
2.  出所:米労働省米労働統計局、The Economics Daily:20 major work stoppages in 2018 involving 485,000 workers、2019年2月12日。 2018年において48万5千人の労働者を

含む大規模なストライキが20件発生しました。2018年にストライキに参加した労働者数は、53万3千人の労働者が参加した1986年以来の高水準となりま
した。2018年に始まった大規模なストライキの件数は、21件のストライキが発生した2007年以来の高水準となりました。 

3.  出所:Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative Yielding Debt Market Values (USD)、2019年9月30日時点 
4.  出所:Bloomberg Barclays、2008年8月31日時点では、米国ハイイールド社債市場の時価総額は約6,770億米ドル、米国ハイイールド社債(144a)市場の時価総

額は約1,140億米ドルでした。2019年8月31日時点では、米国ハイイールド社債市場の時価総額は約1兆2,270億米ドル、米国ハイイールド社債(144a)市場
の時価総額は約6,590億米ドルでした。規則144aは、米国の私募証券市場で適格機関投資家間での私募証券の取引を可能とする米国証券取引委員会

（SEC）規則です。
5.  出所:Credit Suisse、2019年8月31日時点
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