
   
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

説得力に欠ける上昇相場 

強 

■グローバル資産クラス 

新型コロナウイルスの新規感染者数が恐らく

ピークを打ち、一部の国で都市封鎖が解除さ

れつつあることから、景況感には僅かながら

安定化の兆しが見られます。また、各国の大規

模かつ迅速な景気対策が、株式市場の回復に

大きな役割を果たしています。一方、ウイルス

感染第2波到来の可能性は否めず、市場の先行

きには一段の動揺が見込まれることから、株

式、債券、キャッシュは、いずれも、ニュート

ラルを維持します。 

■株式：地域別・スタイル別 

地域別では、世界の市場の中で最も割高な市

場の一つである米国はニュートラルを維持し

ます。新興国株式については中国および近隣

諸国の経済活動は緩やかながら正常化に向

かっている一方、発生前から厳しい経済試練

に直面していたラテンアメリカなどがウイル

ス危機の最中にあることから、慎重な見方に

転じ、ニュートラルに引き下げます。 

■株式：セクター別 

セクター別では、一般消費財サービス・セク

ターをフルアンダーウェイトからニュートラ

ルに引き上げました。アジアやその他主要経

済圏の消費者が何週間もの都市封鎖が解除さ

れた後、徐々に支出を増やしていくと思われ

るからです。 

■債券 

世界の中央銀行が行っている巨額の資産購入

は、先進国ソブリン債および社債市場の強い

下支えとなっています。従って、ユーロ圏、ス

イス、日本の国債をアンダーウェイトから

ニュートラルに、米国投資適格債をニュート

ラルからオーバーウェイトに、ユーロ・ハイ 

イールド債をアンダーウェイトからニュートラルに、 

いずれも引き上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期的な投資環境見通し 

（6ヵ月程度）を毎月お届けします 
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資産配分

 
新型コロナウイルスの新規感染者数が恐らくピークを

打ち、アジアやユーロ圏の一部の国で都市封鎖（ロックダ

ウン）が解除（緩和）されつつあることから、景況感には

僅かながら安定化の兆しが見られます。また、各国の大規

模かつ迅速な景気対策が、株式市場の回復に大きな役割

を果たしています。 

もっとも、市場の先行きには、一段の動揺が見込まれ、

とりわけ、ウイルス感染第2波到来の可能性が否めません。

こうした状況を踏まえ、株式、債券、キャッシュは、いず

れも、ニュートラル（ベンチマークと同じ投資比率）を維

持することとし、今後数ヵ月間に想定されるリスクと投

資の機会を反映するよう、地域別株式市場および債券市

場の組入れを調整しました。 

ピクテの景気循環分析は、世界経済が2020年には3.3%

のマイナス成長に陥る一方で、翌2021年には約6%のプラ

ス成長に回復することを示唆しています。各国政府は、経

済の縮小を抑えるため、前例のない大規模な景気対策を

打ち出しており、世界全体の財政出動は、GDP比3.9%前後

と、2009年（グローバル金融危機時）の2倍以上に達する

ことが予想されます。 

こうした景気対策の効果を示唆する兆しが現れ始めて

いることから、ピクテでは、米国、オーストラリア、スイ

スならびに中国およびその他新興アジア各国の短期経済

見通しを、従来よりもやや積極的な（少なくとも悲観的で

はない）見方に修正しています。 

一方、上記以外の地域については、十分な景気対策が講

じられていないと考えます。ラテンアメリカの一部等で

は、貿易収支やその他の既存の課題が景気回復を妨げて

います。また、ユーロ圏を含むその他の地域には、景気対

策を拡充する余地が十分に残されていると考えます。 

これまで明らかに他国に遅れを取ってきた中国が追加

の景気対策を講じ始めたことは朗報です。実体経済に供

給される信用と流動性を測る「クレジット・インパルス」

（GDP比の与信の伸び率）は、3月には9%強と、過去10年で

最高の水準まで増加しています。 

ピクテの流動性指標は、米国の強力な金融緩和により、

上昇基調を示しています。米連邦準備制度理事会（FRB）

は、利下げと資産購入を併せて、既に、500ベーシス・ポ

イント（5%）相当の金融緩和を行っていますが、年末まで

に大規模な追加緩和が予想されます。これが実現すれば、

（2008～2009年の）グローバル金融危機時を含む前回の7

年の景気サイクル中に実施された金融緩和の累計を上回

ることとなります。 

主要資産クラスのバリュエーションは、3月末時点と比

較すると総じて魅力が薄れており、先進国国債は特に割

高です。ピクテのバリュエーション・モデルは、今後1年

の株価のリターンが債券のリターンを、10%～15%上回る

ことを示唆しています。リスク性資産を選好するピクテ

のセンチメント指標もこうした見方を支持しています。

投資家の株式のポジションは買われ過ぎの状況には程遠

く、また、マネーマーケット・ファンドへの資金流入額が

過去最高を更新していることからも、待機資金が潤沢で

あることが示唆されます。世界のマネーマーケット・ファ

ンドの純資産は、過去1ヵ月で1兆ドル増加しています。 

地域別・セクター別の株式市場

 
株式市場の動揺は、数週間続きました。 

S&P500種株価指数は、1ヵ月強のうちに30%以上の下げ

に見舞われたものの、3月23日の底値から30%以上の反発

投資家の慢心 

最良の選択肢はディフェンシブ・セクター 
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を見せており、アジアや欧州の多くの株価指数と同様、少

なくともテクニカル面では、強気相場圏に復帰していま

す。 

とはいえ、目のくらむような上げ相場が展開されても

株式に強気になれるわけではありません。短期的に株式

に慎重な姿勢を維持するのは、市場が景気回復のスピー

ドを過大評価しているように思われるためです。 

市場のコンセンサス予想は、企業の業績予想が今年

（2020年）は10%以下の減益に留まり、来年（2021年）は

強い景気回復が見込まれるとしていますが、こうした見

方は楽観的過ぎると考えます。 

ピクテのモデルは、今年の一株当たりの利益（EPS）と

配当が40%前後落ち込むことを予測しています。2008～

2009年のグローバル金融危機時のEPSはピクテの今年の

予想と同程度の落ち込みとなりましたが、（世界が対応に

苦慮する）足元のリセッションは、当時のリセッションの

3倍～4倍に達するのではないかと懸念されます。 

株式については、ディフェンシブ（景気変動に左右され

にくい）な特性を備えた市場とディフェンシブ・セクター

を選好します。 

地域別では、スイスをオーバーウェイトに引き上げま

す。スイスは、ディフェンシブ・セクターの組入れが主要

な株式市場の中で最も高い市場です。スイス株式のベン

チマーク指数では、時価総額全体の60%以上を医薬品や生

活必需品等のディフェンシブ銘柄が占め、その大多数が、

コロナ危機下、市場全体を上回るリターンを上げていま

す。 

英国も、引き続き選好します。多数の大型ディフェンシ

ブ銘柄が魅力的なバリュエーション水準で取引されてい

るからです。 

米国はニュートラルを維持します。12ヵ月先の利益予

想を用いて算出した株価収益率（PER）は、3月下旬の13倍

倍台から4月末には19倍台と18年ぶりの水準に上昇して

おり、世界の市場の中で最も割高な市場の一つとなって

います。投資家は、米国企業の迅速な回復を見込んでいま

すが、今後数ヵ月については、株式アナリストの利益予想

の下方修正が相次ぐと思われます。 

（オーバーウェイトとしていた）新興国株式について

も慎重な見方に転じ、ニュートラルに引き下げます。 

中国および近隣諸国の経済活動は緩やかながら正常化

に向かっていますが、ラテンアメリカはウイルス危機の

最中にあります。また、資源輸出に過度に依存し、新型コ

ロナウイルス発生前から厳しい経済試練に直面していた

ことが懸念されます。 

ブラジル等の一部の国は、巨額の対外債務と慢性的な

インフレのため、経済危機対策が限られます。 

業種別では、一般消費財サービス・セクターをアンダー

ウェイトからニュートラルに引き上げました。アジアや

その他主要経済圏の消費者が何週間もの都市封鎖が解除

された後、徐々に支出を増やしていくと思われるからで

す。 

債券・為替

 
新型コロナウイルスの世界的流行（パンデミック）が経

済に及ぼす影響を抑えるために世界の中央銀行が行って

いる巨額の資産購入は、先進国ソブリン債および社債市

場の強い下支えとなっています。 

従って、ユーロ圏、スイス、英国、日本の国債をアンダー

ウェイトからニュートラルに、米国投資適格債をニュー

トラルからオーバーウェイトに、ユーロ・ハイイールド債

をアンダーウェイトからニュートラルに、いずれも引き

上げました。 

世界の中央銀行は、前例のない巨額の資金を金融シス

中央銀行による市場の下支え善 



 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 

3 | ピクテの資産運用戦略マンスリーレポート | 2020年 5月 

社内限資料 ご参考資料 

Barometer 

ピクテ投信投資顧問株式会社 

テムに注入しています。2019年末以降、FRBだけでGDP比

500ベーシス・ポイント（5%）相当の金融緩和を行ってお

り、半分弱が利下げを通じて、残りの半分強が資産購入の

形で行われています。FRBは、必要ならば、追加緩和を行

う態勢を整えています。ピクテのモデルは、同900ベーシ

ス・ポイント（9%）の利下げ相当の金融緩和が行われる可

能性を示唆していますが、これは、（グローバル金融危機

を含む2014年までの）7年間に行われた金融緩和の総額を

上回ります。 

その他の中央銀行には、FRB程の手立てはなかったかも

しれませんが、あらゆる面で対策が打たれています。 

欧州中央銀行（ECB）を例に取ると、ユーロ圏加盟国国

債の今年（2020年）の純新規発行額の90%以上はECBが買い

入れることになります。 

中国人民銀行は、（2008～2009年の）グローバル金融危

機時ほどの大型対策は打っていませんが、信用供与の形

の景気刺激は、グローバル金融危機以降、最大規模のGDP

比9%に相当するものです。 

世界の中央銀行は、社債市場の支援策も導入していま

す。 

FRBは、米国の投資適格企業の今年（2020年）の資金調

達ニーズの70%強に相当する社債を買い取り、更には、ECB

ともども、これまでタブー視されてきたハイイールド債

の一部の購入に踏み切っています。 

通貨では、英ポンドを、ポンド高局面がほぼ終了したと

考え、オーバーウェイトからニュートラルに引き下げま

した。新型コロナウイルスの感染者数および死者数が高

水準に留まることから経済再開に遅れが生じていること

に加え、英国経済には欧州連合（EU）離脱（ブレグジット）

が影を落としており、リスクの高い状況が続いています。 

金はオーバーウェイトを維持します。世界各国の巨額

の財政刺激により、将来、いずれかの時点でインフレ率が

上昇する状況も予想されますが、投資家は、経済の麻痺的

状況がもたらす損失の程度を見極めようとしており、目

先はデフレを懸念しているようにも思われます。このよ

うな投資環境は、貴金属等、安全資産を下支えます。 

 

グローバル市場概況

 
4月のグローバル株式市場では、主要株価指数が容赦ない

下げ相場に翻弄される展開となりましたが、月間リター

ンは10%と堅調でした。（新型コロナウイルス）パンデミッ

ク緩和の兆し、ワクチン開発の進展、景気刺激策の継続等

の好材料を受け、投資家心理が改善しました。 

先進国株式市場では、S&P500種株価指数の15%以上を占め

る大手IT企業の強い回復力を一因に、米国市場が最も高

い上昇を記録しました。 

テンセント、アリババ、サムスン等の大手IT企業が拠点を

置く新興アジア市場も、現地通貨ベースで8%の上昇とな

りました。中国が、数週間に及んだ都市封鎖を解除し、

徐々に経済を再開し始めたことから、投資家は、域内の景

気回復に一段と自信を強めたものと思われます。 

業種別では、エネルギーおよび一般消費財サービスの両

セクターが、月初の下げから強い回復を見せました。供給

過剰感が強まって原油価格が急落する中でのエネル

ギー・セクターの上昇は、特に際立ちました（WTI原油先

物5月限は、一時、史上初のマイナス価格を付けました）。 

債券市場は株式市場を下回り、総じて、前月比小幅な上昇

となりました。先進国のソブリン債では、英国国債が最も

高いリターンを上げました。 

社債市場では、欧州ハイイールド債が5%を上回り、年初来

のマイナス・リターンを10%程度に縮小しました。米国で

はFRBの債券購入プログラムの拡充を好感し、投資適格債、

市場の下落と上昇 
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ハイイールド債ともに上昇しました。 

米ドルは、前月比横ばいに終わったものの、エネルギーお

よびその他国際商品（資源）価格の下げを止めることはで

きませんでした。原油価格は月間では約8%、年初来では

60%超の下落となりました。金は安全資産としての魅力を

保ち、6%強の上昇となりました。※記載された銘柄はあく

まで参考として紹介したものであり、その銘柄・企業の売

買を推奨するものではありません。 

※将来の市場環境の変動等により、当資料に記載の内容

が変更される場合があります。 

※本文中で言及した指数・指標等は、次ページの参考デー

タに掲載した指数・指標等と異なる場合があります。
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