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ポピュリズムと⾦融市場

メキシコの⼤統領選で新興ポピュリズム政党のロペスオブラドール⽒が勝利しました。トランプ⽶⼤統領
の誕⽣以降、世界各国でポピュリズム政権の誕⽣が相次いでいます。この流れが短期間に収束するとは考
えにくいため、ここで今⼀度、ポピュリズムが経済や⾦融市場にどのような影響を与えるかを再点検して
みたいと思います。
勢いづくポピュリズム

図表1 昨年以降に誕⽣した主なポピュリズム政権
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した（図表1）。ポピュリズム政権が誕⽣しないまで
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（図表2-3の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

た後は安定的に推移しています（図表3）。
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3ヵ⽉間の政治空⽩の後に極右の「同盟」とポピュ
リストの「五つ星運動」が連⽴政権を樹⽴したイタリ

図表4 ポピュリズム政権誕⽣前後の⾦融市場：イタリア
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経済学的には、資本・労働⼒・モノの⾃由な移動や「⽐較優位」の原則に基づいて最適な国で最適なコストで
モノを作る動き（グローバル化）に⻭⽌めをかけようとするのがポピュリストの主張です。最悪の場合、モノの
値段が上がれば需要が減退し、⽣産そのものが縮⼩し、世界全体の経済成⻑率が減速することにもつながります。
このような状況は「スタグフレーション」（景気停滞と物価⾼の同時進⾏）と呼ばれ、⾦融市場が最も恐れる経
済現象の1つでもあります。
今後も、ポピュリズム政権の誕⽣が続くことが想定されます。その場合もこのような原則を認識したうえで、
冷静に投資戦略を練っていくことが⼤切だと考えています。
図表5 ポピュリズムが経済・⾦融市場に与える影響
項⽬
財政政策

通商政策
移⺠政策
国⺠との距離感

世界経済への
影響
⾦融市場への
影響

プラス⾯

マイナス⾯

減税、補助⾦、公共事業などのばらま
き・リフレ政策によって個⼈の消費意
欲・企業の投資意欲が⾼まる。

ばらまき、放漫財政で財政⾚字が拡⼤するとともに、需要拡⼤でインフレ
が加速。その結果⾦利が上がれば、企業の資⾦調達コストが上昇し、経済
活動を抑制。

輸⼊関税の引上げにより国内産業の競争
⼒が⼀時的に上昇し、雇⽤機会も拡⼤。

関税引上げで輸⼊価格が上昇し、輸⼊産業に打撃。相⼿国が報復関税をか
ければ、輸出産業にも打撃。⻑期的には国際競争を通して国内企業が効率
を⾼める動きがストップし、ゾンビ企業を存続させる。

移⺠排斥で⾃国⺠の雇⽤機会が拡⼤。

移⺠排斥で労働⼒⼈⼝が減少し、賃⾦上昇からインフレが加速。⽣産・経
済成⻑のボトルネックになる可能性も。国⺠感情の分断を招くことも。

⼤衆迎合・ばらまきの結果、国⺠と政府
の⼀体感は⾼まる。過去の悪弊（エリー
ト主義、汚職、縁故主義）と決別。

権威主義、強権政治に陥る可能性が⾼まることも。

関税を中⼼とする保護主義的な通商政策や移⺠排斥を通して世界中でモ
ノ・労働⼒・資本の移動が滞れば、モノの値段が上昇し、貿易量の伸びや
世界の経済活動そのものが減速。

－
株式市場が通貨安やリフレ政策を好感す
る可能性も（⽶国の例）。

財政⾚字の拡⼤、インフレ懸念から債券、通貨は下落。政策の不透明感が
企業収益を下押しすれば株式市場も下落。⻑期的にも、経済効率や統治体
制の劣化が意識されれば、株式市場の評価は低下へ。

以上
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皆様の投資判断に関する留意事項
【投資信託のリスク】
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資し
ますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】
• 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はあり
ません。
• 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
• 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配
金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資
産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計
算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの 収 益率 を示すも のでは ありま せん。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全
部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【お客様にご負担いただく費用】
 お客様が購入時に直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料 ：購入価額×購入口数×上限3.78％（税抜3.5％）
 お客様が換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内
 お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担
：純資産総額×実質上限年率1.991088％（税抜1.8436％）程度
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のこと
をいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動し
ます。
その他費用・手数料
監 査 費 用：純資産総額×上限年率0.01296％（税抜0.012％）
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務
の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。
（監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示す
ことはできません。）
●お客様にご負担いただく費用につき ましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計
金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。
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より異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の【投資リスク、⼿
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