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What to talk this week： 金融市場は、“サプライズ”で動く?
参考図表：Guide to the Markets 2019年4-6月期版17ページ

【今週のトーキングポイント】
 今年は「中央銀行のハト派姿勢」から「中国経済の持ち直し」へと、ポジティブ・サプライズの“バトンパス”が上手
くいっています。しかし、次のバトンが上手く繋がる前に、相場の過熱感が懸念される可能性に注意が必要です。

【今週のテーマ】 金融市場では“サプライズ”が大事? 中央銀行、中国に続く、次のサプライズを待つ。
 金融市場は“サプライズ”で動く?： 年初来は、金融政策や実体経済に関わる明るい材料が出てきたことから、
リスクオンの基調が続いています。但し、ここで重要なのは、「単に、良い材料が確認された」のではなく、
「想定よりも、良い材料が確認された」ことを、株式市場が好感しているという点です。金融市場参加者は、
常に“先読み”をしており、金融資産の価格は、それを織り込んだ水準になっていると考えられます。そのた
め、各材料が「事前の織り込み（想定）よりも、ポジティブかネガティブか」というサプライズが重要になります。
 今年は、ポジティブ・サプライズの“リレー”が上手くいっている： では、今年はこれまで、どのようなポジティ
ブ・サプライズが金融市場のリスクオンムードを作り上げてきたのかを確認してみましょう。
 ①想定以上の中銀のハト派姿勢： 代表例として、米連邦準備制度理事会（FRB）の今年の利上げ回数見通
しや、保有資産の縮小を終了する時期を巡って、想定以上のハト派姿勢が確認されたことが挙げられます。
 ②想定以上の中国景気の持ち直し： 3月に入ると、ハト派姿勢が“織り込み済み”となり、株の上値も重くな
りましたが、そこでポジティブ・サプライズの“バトン”が、中銀から中国へと上手く繋がりました。3月下旬以
降の中国の景況感やGDPなどは想定以上に強く、これが投資家の更なるリスクテイクを後押ししました。
 今後の注意点と注目点： 投資家の目線が相場の過熱感に向く前に、次のサプライズが出るかに注目です。
 （注意点）相場の過熱感： 相場の低変動率の継続に賭ける投資家が増加している点などには注意が必要
でしょう。これは、将来ネガティブ・サプライズが生じた際に、変動性を増幅させる可能性を高めています。
 （注目点）次のポジティブ・サプライズの“バトンパス”： 足元で、中国経済の悲観論が減り、V字回復を期待
する投資家が増える中、中国関連で「更なるポジティブ・サプライズ」が生じるハードルは徐々に高くなって
いると考えます*。今後は、相場の過熱感に対する投資家の懸念が高まる前に、まだ期待値が低い欧州や
日本の経済指標、日米企業の業績見通しなどで、ポジティブ・サプライズが出るかに注目したいところです**。
*中国のエコノミック・サプライズ指数（→経済指標が市場予想をどれだけ上回ったり、下回ったりしたかを示す）を見ると、今月の月初にプラス圏に転じた後、
先週はプラス73～74まで上昇しています。これは過去5年間で、2015年3月や2018年3～4月頃にしか見られなかった高水準であるほか、両局面とも、プラ
ス73を超えてから1～3ヵ月後には、マイナス圏に転じています。これは、想定を大幅に上回る中国経済の指標が続いたことで、投資家の中国経済に対する
楽観姿勢が強まり、そこで事前予想のハードルが高くなった結果、数ヵ月後には経済指標が投資家の期待を下回るものになってしまったことを示しています。
**先週時点で、欧州や日本のエコノミック・サプライズ指数や、S&P 500とTOPIXのリビジョン・インデックスは、マイナス圏で推移しています。リビジョン・イン
デックスは、全銘柄に占める業績上方修正銘柄の割合から、同下方修正銘柄の割合を引いたもの。当期予想利益、暦年ベース、アナリスト集計。
エコノミック・サプライズ指数の出所は、シティグループ、Bloomberg Finance L.P.、J.P. Morgan Asset Management。
リビジョン・インデックスの出所は、S&P Dow Jones Indices LLC、東京証券取引所、FactSet、J.P. Morgan Asset Management。
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Q. 先週の金融市場をまとめると?
 先週は、米国株式は小幅に下落したものの、日本や欧州、新興国の株式は上昇。中でも、景気敏感セクターが堅調。
 日本、中国、米国と、好材料が続いた。①日米貿易交渉では、投資家が懸念している為替条項や自動車の輸出数量
規制などの面で、（ひとまず）米国の強硬姿勢が確認されなかった、②17日に発表された中国の1-3月期のGDP成長
率や工業生産高が市場予想を上回った、③18日に発表された米国の3月の小売売上高が市場予想を上回った。
【先週の株式市場の動き】 ※騰落率、価格リターン、現地通貨ベース。
（国・地域別）
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【先週の債券市場（金利）の動き】 ※変化幅。
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【先週の為替市場の動き（対米ドル）】 ※変化率。
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出所：（株式市場）東京証券取引所、MSCI、S&P Dow Jones Indices、Bloomberg Finance L.P.、J.P. Morgan Asset Management （債券市場）Barclays、
Bloomberg Finance L.P.、J.P. Morgan Asset Management （為替市場）Bloomberg Finance L.P.、J.P. Morgan Asset Management
注：（株式市場）使用した指数は次のとおり；「日本株式」：TOPIX、「米国株式」：S&P 500 Index、「欧州株式」：MSCI Europe Index、「新興国株式」：MSCI
Emerging Markets、「世界株式・セクター別」：MSCI All Country World Indexの各セクターの指数を使用。セクターは、MSCIの11業種分類を使用。 （債券
市場）使用した指数は次のとおり；「米国投資適格社債」：Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index、「米国ハイ・イールド債券」：Bloomberg
Barclays US Corporate High Yield Index、「新興国債券（米ドル建）」：Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index、「欧州投資適格
社債」：Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index、「欧州ハイ・イールド債券」：Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Index。
これらの指数については、オプション調整後の対国債スプレッドを使用。 （為替市場）「メキシコ」はメキシコ・ペソ、「NZドル」はニュージーランド・ドル、「ロシ
ア」はロシア・ルーブル、「インドネシア」はインドネシア・ルピア、「ブラジル」はブラジル・レアル、「南アフリカ」は南アフリカ・ランドをそれぞれ指す。
過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。
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Closing：景気後退というリスクの中で、どう守り、どう増やすか?
参考図表：Guide to the Markets 2019年4-6月期版19ページ

歴史を踏まえれば、景気後退まで「あと1年余り」
• 資産運用は長期の視点で考えることが肝心。
• とはいえ、多くの投資家は目先が気になるもの。
• 3月に、米国3ヵ月物金利と10年物金利が逆転。
• 過去50年で8回逆転、うち7回は景気後退が、
後に続いた。
• 逆転から、景気後退入りまでは、平均404日。
• 歴史に学ぶなら、景気後退は平均11ヵ月しかな
く、長期の視点で考えるべきだが、同じく歴史に
学ぶなら、向こう1年は警戒が必要になる。

参考図表：Guide to the Markets 2019年4-6月期版29ページ

「景気後退まで1年余り」に資産分散で対応する
• 図の【真ん中の列】は、過去2回の「米国の景気
後退入り1年前」から、「景気後退入り半年後」
までの、リターンを見たもの。
• 景気後退に入ってしまっても、プラスのリターン
だったポートフォリオはどんなものだったか?
• 【青色】【水色】【灰色】は、先進国国債に50%以
上配分するポートフォリオ（→残りは先進国株
式）で、過去2回の平均で見ると、リターンがプラ
スだった。
• 仮に「景気後退まであと1年余り」ならば、国債
などの信用力の高い債券にも分散投資を。

参考図表：Guide to the Markets 2019年4-6月期版77ページ

「景気後退まで1年余り」に時間分散で対応する
• 「これから景気後退」と言われれば、多くの人は
資産運用の開始を躊躇（ちゅうちょ）する。しかし、
「景気後退が来るときは、積み立て投資の開始
を検討できるとき」。
• 例えば、世界金融危機前のS&P 500のピーク
時点から、5年5ヵ月かけて毎月積み立て投資
を行うと、2013年後半の資産価値は、積み立て
金額の2倍近くになることが示される。
• 前半の株価下落局面では株式への投資額がま
だ小さく、後半の上昇局面ほど投資額が多くな
るため、下落を抑制しつつ、後にリターンを積み
上げられている。
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