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新型コロナウイルスの感染が
世界中に拡大して以来、資
本市場では財政・金融刺激

策により、最悪の事態の回避に成功し
たようです。しかし、経済活動が段階的
に再開される中、経済の持続的な回復
は、2020年後半およびそれ以降、新型コ
ロナウイルスを抑制できるかどうかに依
存する部分が大きいと考えます。

「投資家は、経済活動の再開に応じて、
感染の第 2 波が発生するか否かに細心
の注意を払わなければならない」とグ
ループ最高運用責任者 (CIO) 兼運用部
門統括責任者の Robert W. Sharps は警
告します。ワクチンが比較的早期に開
発・投与されるという期待は過度に楽観
的と思われると Sharps は付け加えます。
有効な治療薬がいつ利用できるように
なるかも明らかではなく、「治療薬等に
関する見通しはかなり不明瞭な状況だ」

（Sharps）。

不透明な状況の中で、国、セクター、
産業および企業の資産リターンがまちま

ちな状況は続くと予想されます。

この状況は、戦略的投資アプローチに
よって付加価値を獲得する可能性を生み
出すものの、投資機会を見極め、リス
クを管理するために慎重な分析が必要
になります。「投資家は各市場レベルで
復活の兆しを見出すために深く掘り下げ
た調査を行う必要がある」と債券部門
CIO の Mark Vaselkiv は指摘します。

こうした環境下、バリュエーション指標
の解釈は特に難しいと株式部門 CIO の
Justin Thomson は警告します。「変化か
ら恩恵を受ける企業と変化に取り残され
る企業の二極化が顕著で、市場全体の
バリュエーションは、かつてないほど無
意味である」（Thomson）。

「これは20年前に経験したテクノロジー・
ブームとはかなり異なる」と Thomson は
主張します。「現在の勝ち組は、優れた
キャッシュフローと豊富な手元資金に支
えられている」（Thomson）。
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市場環境見通しを左右する4つのテーマ

Robert W. Sharps
グループ最高運用責任者 
運用部門統括責任者

Justin Thomson
株式部門CIO

Mark Vaselkiv
債券部門CIO

サマリー

 ■ 株式市場とクレジット市場の上昇が持続可能か否かは、新型コロナウイルスの先
行きと景気回復の力強さに依存する。

 ■ コロナ禍は大手テクノロジープラットフォーム企業の成長とその市場支配力の増大
を少なくとも数年加速させていると見受けられる。

 ■ 債券投資家にとって社債は最も魅力的な投資機会をもたらす可能性が高いもの
の、リターンのばらつきが広がることから銘柄選択が重要になる。

 ■ コロナ禍は一部の国で政治リスクを増幅させ、企業の財務とサプライチェーンの大
幅な見直しをもたらす可能性があると考える。

機関投資家限定。再配布禁止。
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新型コロナウイルスの世界的流行は世界
経済に大打撃を与えたものの、株式市
場およびクレジット市場は、6 月半ばま
での第 2 四半期に劇的に上昇しました。
Sharps によれば、今考えるべき点は、
これが上昇の先取りか否かです。

「景気後退期にはいつも、市場が回復を
織り込み始める時点がくる」と Sharps
は指摘します。「ウイルスの感染拡大が
収まってきたと見受けられ、多くの企業
が活動を再開していることから、市場
が底入れしてもそれほど驚きではない」

（Sharps）。

経済が徐々に回復する中で米国の雇用
が予想より急速な回復を示しているとい
う最近の兆候が、米 10 年国債と 30 年
国債の利回りを緩やかに押し上げている
と Vaselkiv は指摘します。

ただし、目先の企業利益については、ま
だ暗い見通しです。Thomson によれば、
世界経済の成長率のコンセンサス予想
は、年初のプラス約 3% から現在はマ
イナス 3% に低下しています。営業レバ
レッジを考慮すると、企業利益は全体で
50%-60% の減益となる可能性がありま
す。

「我々は回復のごく初期の段階におり、
4-6月期の経済活動と収益は最も厳しい
ものになるだろう」と Sharps は警告し
ます。

Sharps によれば、重要な問題は、景気

回復が予想されるように急速または順
調に進まないリスクに見合うリターンを投
資家にもたらしつつ、企業が現在のバリュ
エーション水準を正当化できる十分な収
益力を取り戻すまでに、どれだけ時間
がかかるかです。

景気刺激策だけでは不十分 

リスク資産の上昇は、2008-2009 年の
世界金融危機時さえも大幅に上回る大
規模な財政・金融刺激策の投入による
ところが大いにあります。その結果、豊
富な流動性と収益の落込みの間でのせ
めぎ合いとなっており、市場のボラティ
リティがさらに高まる可能性があると
Thomson は警告します。

財政・金融刺激策はグローバル市場を押
し上げていますが、政府が景気回復を
持続させるためにできることには限度が
あります。

 � Vaselkiv によれば、米国で 4 月に中低
所得層に直接支払われた給付金の大
部分は、貯蓄に回されたようです。こ
れは、概して米 GDP の約 70% を占め
る個人消費の回復を阻害する可能性
があります。

 � フランスのマクロン大統領とドイツの
メルケル首相は、EU 全域の財政支出
を賄う欧州復興基金を提案しました
が、基金設立には EU 加盟国すべての
合意が必要となると Thomson は指摘
します。

新型コロナウイルスの影響に対する世界各国の景気対策
(図表1) 対GDP比率
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 出所：コーナーストーン・マクロの許可を得て使用しています。さらにファクトセットのデータをもとにティー・ロ
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回復への道

4-6月期の経済活動
と収益は最も厳しい
ものになるだろう。
— Robert W. Sharps 
グループ最高運用責任者
運用部門統括責任者
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コロナ禍が経済と社会に及ぼす影響が、
小売り、ソーシャル・メディア、コンテン
ツのストリーミングおよびリモート会議
の分野における大手テクノロジープラット
フォーム企業の台頭を加速させているよ
うです。このトレンドは、創造的破壊の
恩恵を受ける業種や企業と、創造的破
壊の犠牲となる業種や企業の格差を拡
大させるでしょう。

ティー・ロウ・プライスのアナリストは、
企業を慎重に評価し、コロナ禍を乗り
切ることができるだけの財務の健全性
を有すると考えられる企業を見極めると
ともに、それが株式市場とクレジット市
場の回復にどのような影響を与えるかを
検討しています。

「過去数ヶ月にわたって生じた働き方や
人との付き合い方、楽しみ方の変化が、
大手テクノロジープラットフォーム企業の

ファンダメンタルズを数年進歩させた」
（Sharps）。

2020 年最初の 5 ヶ月において、S&P500 
指数のなかで情報技術セクターが最も堅
調に推移した一方、エネルギーセクター
は需要の落込みとロシアとサウジアラビア
の価格戦争による打撃を受けて、最も
軟調に推移したと Sharps は指摘します。

Sharps によれば、大手テクノロジー企業
は、創造的破壊の加速から恩恵を受け
る優位な立場にあります。

 � 米国のテクノロジー企業の時価総額上
位 5 銘柄（Microsoft、Apple、 Amazon、
Facebook、Google）を合わせると、5,000
億ドル以上の手元資金を保有してお
り、資金難の環境にあるスタートアッ
プ企業や新興企業を買収することが
可能です。

 � 多くの新興国には大規模な財政刺激

策を講じる経済力・財政力がないと

Thomson は付け加えます。

Sharps によれば、景気刺激策がもたら

すと想定される効果の多くはリスク資
産の価格に既に織り込まれているため、
広範な市場がさらに上昇するには、経
済ファンダメンタルズの改善が必要です。

「今後の先行きは厳しいと考える」（Sharps）。

情報技術セクターが嵐を乗り切る一方、エネルギーセクターは低迷
(図表2) S&P500指数の情報技術セクターとエネルギーセクターの累積リターン
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過去の実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 
2019年12月31日－2020年5月31日。
出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが算出。全ての権利はファクトセットに帰属し
ます。
JPモルガン・チェース、ブルームバーグ・ファイナンスL.P.、スタンダード・アンド・プアーズ（追加ディスクロー
ジャー参照）

創造的破壊が加速

最大のテクノロジー
企業は、創造的破
壊の加速から恩恵
を受ける優位な立
場にある...
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 � 大手テクノロジープラットフォーム企
業は、厳しい経済環境下で引き続き
収益とキャッシュフローを増大させる
ことができるばかりでなく、小売店舗
など脆弱な競合他社から市場シェア
を獲得する機会を有していると考えま
す。

 � テクノロジー大手は、最も優れたソフ
トウェア開発者やエンジニア、経営陣
を惹きつけることができると Sharps
は主張します。

市場をリードする企業は引き続き限定的

今後、創造的破壊とコロナ禍はともに
米国のテクノロジープラットフォーム上位
5 社に引き続き有利に働くと Sharps は
指摘しています。6 月初めにおける当該

企業群の時価総額は既に S&P500 指数
全体の 20% 以上を占め、下位 340 社
の合計を上回っています。

一方、エネルギー、輸送、金融などバ
リュー株ユニバースに占める割合の大き
いセクターの多くは、危機により深刻な
ダメージを受けています。「市場の大部
分はまだ回復していない」（Thomson）。

6 月初め、予想より良好な経済指標の
発表を受けて、グロース株からバリュー
株へ、大型株から小型株へ、米国から
米国以外の株式へなど、一部の困難な
状況に陥ったセクターに資金が戻る動き
が見られたものの、より持続的な回帰
には、インフレ率の上昇や米ドル安が必
要になると Thomson は主張します。

信用の質を重視

新型コロナウイルスがもたらした経済的
ダメージが債券投資家による国債やそ
の他高格付資産への逃避を招き、2020
年前半には信用の質に焦点が当たりまし
た。

信用スプレッドは 3 月の市場下落で最も
拡大した水準から縮小しているものの、
まだ開いており、不安定な状態にある
とVaselkivは指摘します。しかし、グロー
バル株式市場と同様、パフォーマンスに
は大きなばらつきがあります。

ハイイールド債市場では、ディフェンシ
ブとみなされている BB 格債のイールド・
スプレッドは、危機前の水準まで縮小し
ています。ただし、一部の「フォールン・
エンジェル」（投資適格から非投資適格
に最近格下げされた企業）は、財務体
質を強化するために 9% に達する利回り
で債券の発行を余儀なくされています。
こうした環境下、投資家は個別銘柄の
相対価値を慎重に分析する必要がある
と Vaselkiv は指摘します。

潜在的なデフォルト率を予測する上で、
ティー・ロウ・プライスのアナリストは、
ハイイールド債ユニバースを 3 つの広範
なグループに分けています。

 � 航空やクルーズ船のように存続に関わ
るリスクに直面している業種。これら
の発行体の一部は、破産手続きによ
るか否かを問わず、事業再建を行うと
見込まれます。原油価格が 1 バレル
当たり 40ドル以下に留まれば、多く
のエネルギー企業もこのカテゴリーに
該当する場合があります。

 � 自動車メーカーや住宅建設などのシク
リカル業種は、売上高と利益が急落
していますが、新規債券発行が回復
までの橋渡しとして役立つ可能性があ
ります。

 � 消費態度の変化から恩恵を受ける優
位な立場にあるセクター。一部のメディ
ア企業、ファストフード、スーパーマー
ケット・チェーンなどのセクターが挙げ
られます。

多くの債券運用者は、既に優位な立場
にあるセクターに目を向けており、今や
シクリカル・セクターの保有を慎重に拡
大しています。後者のカテゴリーの回復
状況によって、ハイイールド債全体のデ
フォルト率のピークが決まります。全体
で 10% 近いデフォルト率は妥当と思わ
れると Vaselkiv は付け加えます。
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社債は引き続き主要テーマ

2020 年後半における魅力的な債券への
投資機会は比較的限られると Vaselkiv
は見ています。ディフェンシブな資産は、
米国債やその他先進国の国債、AAA 格
地方債、そして一部の高格付けの証券
化商品セクターさえも割高で、予想より
早期の景気回復が現実化し、ワクチン
が広く使用可能になった場合、金利のさ
らなる上昇に対して脆弱です。

Vaselkivによれば、新興国債券市場では、
魅力的と思われる特定の投資機会があ
るものの、セクター全体として、コロナ
禍や、ブラジルなど一部の国では拙い
政治的リーダーシップという懸念材料が
存在しており、国債のデフォルト率は上昇
しています。

「現時点では、投資適格社債とハイイー
ルド債の両方を含む社債が引き続き支
配的なテーマになる」と Vaselkiv は結論
づけています。

信用スプレッドは3月から縮小しているが、まだ開いており不安定
(図表3) 米国ハイイールド債のスプレッド推移1
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過去の実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
1997年1月1日－2020年5月31日。
出所：ブルームバーグ・インデックス・サービシーズ・リミテッド、ICE BofAML（追加ディスクロージャー参照）。ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが分析し
ています。全ての権利はファクトセットに帰属します。

1 米国ハイイールド債：ICE BofA米国ハイイールド債指数　米国ハイイールド債エネルギー：ICE BofA米国ハイイールド債エネルギー指数

政策、政治、ポピュリズム

2020 年初頭はコロナ危機が政策議題
の大部分を占めたものの、2020 年後半
においては、投資家はその他多くのリス
クを注視する必要があり、その一部は
コロナ禍により悪化した可能性がありま
す。これらのリスクとして、米中間で高
まる緊張、社会不安、経済の反グロー
バル化、11月に予定されている米国大
統領選挙が挙げられます。

新型コロナウイルスにより事業が混乱す
る前から、保護貿易主義者の圧力によ
り、多国籍企業がグローバルな規模の
経済を活用することが難しくなっていた
と Sharps は指摘します。コロナ禍によ
るサプライチェーンの大規模な混乱を経
験し、企業経営者は、利益率を犠牲にし

ても、効率性より耐久性を重視すると予
想されます。

 � 企業のバランスシートに関して言え
ば、この変化は、レバレッジの削減、
流動性の上昇、より保守的な財務活
動を意味すると予想されます。

 � 近年、株価の主な下支えとなってきた
自社株買戻しは、削減される可能性
があります。

 � 事業面では、労働コストの最も低い
市場を探すのではなく、生産拠点をエ
ンド・ユーザー市場またはその近くに
置く「ニア・ソーシング」が優先事項
になる可能性があります。

現時点では、投資
適格社債とハイイー
ルド債の両方を含
む社債が引き続き
支配的なテーマに
なる。
— Mark Vaselkiv 
債券部門CIO
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グローバル化が生み出す経済的利益に
鑑みると、グローバル化の動きが逆行
することはないと Sharps は主張します。

「しかし、継続する米中貿易摩擦を考慮
すると、グローバルなサプライチェーン
を見直す動きは避けられないと思われ
る」（Sharps）。

Thomson は、米中が貿易戦争の激化を
回避することで、世界経済の回復に対
する潜在的脅威の一つは緩和されるとい
う楽観的な見方を堅持しています。しかし、
主要テクノロジーセクターにおける支配
的地位を巡る争いが長期化し、両経済
大国間の摩擦が継続する可能性が高い
と予測しています。

中国の特別行政区である香港は米中関
係悪化の影響を受けています。西側諸
国は香港への新国家安全法の導入を強
行する中国政府を批判していますが、
香港の金融センターとしての存続が脅
かされることから、中国がその法制度
を香港に直接押し付けることはないと
Thomson は予測します。

経済的不平等が社会不安を増幅

高い失業率、社会的距離政策、そして
在宅勤務により職を維持する人々 と新型
コロナウイルスにより収入を失った人々
との間の格差は、いずれも米国やその
他の先進国において長く続く所得格差
の拡大を増幅する可能性があります。

コロナ禍は、女性や有色人種等が多い

サービス部門の低所得労働者に特にダ
メージを与えていると Vaselkiv は指摘し
ます。これが人種差別に対する怒りや、
警察による暴力の蔓延に関する訴えと
重なり、米国の多くの都市において大規
模な抗議行動を引き起こしています。

米国大統領選挙も、市場にリスクをもた
らすと Sharps は警告します。Sharps に
よれば、民主党候補のバイデン氏が大
統領選に勝利すると、特に民主党が上
院においても過半数の議席を確保する
場合、法人と個人の両方に対する増税
に繋がる可能性があります。バイデン政
権の下での規制強化は、エネルギーや
金融、一部の製造業にとって重い規制
遵守コストの負担を意味する可能性があ
ると Sharps は付け加えます。

戦略的投資アプローチの維持

2020 年後半の見通しについては、投資
家は市場を3月の底値から押し上げたリ
スク資産の強力な上昇の継続ではなく、
より段階的な回復を想定するべきである
とティー・ロウ・プライスの 3 名の責任
者は指摘します。

「まだ潜在的な投資機会はあるものの、
4 月より明らかに魅力が低下している」

（Sharps）。

Thomson は、2020 年後半の見通しにつ
いて、市場は折に触れて「乱高下」する
可能性があるものの、比較的楽観視し
ています。「経済活動の再開に加えて、

コロナ禍はウォールストリートとメインストリートの間の格差を拡大
(図表4) 米国のGDPに対する賃金の比率と米国株式・債券のリターン
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過去の実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
1950年1月1日－2019年12月31日
出所：ファクトセット、スタンダード・アンド・プアーズ、米商務省経済分析局、FRB、タックス・ポリシー・センター、
シチズンズ・フォー・タックス・ジャスティス/ヘイバー・アナリティクス（追加ディスクロージャー参照）

1 米国株式（S&P500指数）と米10年国債の均等加重トータル・リターン
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強力な上昇の継続
ではなく、より段階
的な回復を想定す
るべきである...
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景気刺激策の規模と医学的進歩の可能
性が、今から年末までの間に株価を押
し上げると予想される」（Thomson）。

しかし、状況が急速に変化する環境下、
投資家が成功するには、根本的な見通
しを策定し、セクター・産業内のすべて
の投資機会に注目し、最も魅力的な投
資機会を優先する必要があると Sharps
は見ています。

長期投資の視点および潜在的なリスク
への細心の注意も重要と言えます。「経
済が世界金融危機から完全に回復する
までに 10 年を要しており、現在はそれ
より大きな課題に直面している。そのた
め、投資家はポートフォリオのリスク・エ
クスポージャーを慎重に注視するべきで
ある」（Vaselkiv）。

追加ディスクロージャー

情報は信頼できると考える情報源から取得していますが、JP モルガンはその完全性または正確性を保証しません。指数は許可を得て使用しています。JP モルガン
の事前の書面による承認を得ることなく、指数の複製、使用または配布を禁じます。 Copyright © 2020, J.P. Morgan Chase & Co. 全ての権利は JP モルガンに帰属
します。

ブルームバーグ・インデックス・サービシーズ・リミテッド。BLOOMBERG®はブルームバーグ・ファイナンスL.P.およびその関連会社（総称してブルームバーグ）の商標です。  
BARCLAYS® はバークレイズ・バンクPlc（その関連会社と総称してバークレイズ）の商標であり、ライセンス契約に基づき使用しています。ブルームバーグまたはバー
クレイズを含むブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ指数の全ての所有権を保有しています。ブルームバーグおよびバークレイズのいずれ
も当資料を承認または推奨するものではなく、当資料に含まれる情報の正確性または完全性を保証するものではなく、当資料から得られる結果に関して、明示的ま
たは暗黙的に関わらず、いかなる保証も行うものではなく、法律により認められる最大限において、いずれも当資料に関連して生じる被害または損害に対して責任を
負うものではありません。

ICE データ・インディシーズ LLC（ICE データ）は許可を得て使用しています。ICE データ、その関連会社およびそれぞれの外部サプライヤーは、指数、指数データ
およびそれらに含まれる、関連する、もしくはそれらから生じるデータを含む、商品性または特定の目的もしくは利用との適合性の保証を含む、一切の明示的または
暗黙の保証および表明を行いません。ICE データ、その関連会社およびそれぞれの外部サプライヤーのいずれも、指数もしくは指数データまたはそれらの構成要素
の適切性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとし、指数および指数データならびにそれらの全ての構成要素は、「現
状のまま」で提供され、その利用は自己責任です。ICE データ、その関連会社およびそれぞれの外部サプライヤーは、ティー・ロウ・プライスまたはその商品もしく
はサービスを保証、奨励または推奨するものではありません。

Copyright © 2020, S&P Global Market Intelligence（該当する場合、関連会社を含みます）。格付けを含む、いかなる情報、データまたは資料（コンテンツ）の複製も、
いかなる形態であれ、関連当事者の事前の書面による許可を得ない限り、禁じられます。当該当事者、その関連会社およびサプライヤー（コンテンツ・プロバイダー）は、
いかなるコンテンツの正確性、適切性、完全性、適時性または入手可能性についても保証せず、原因を問わず、いかなる過誤もしくは不備（過失その他）または
当該コンテンツの利用から得られた結果についても責任を負いません。いかなる場合も、コンテンツ・プロバイダーは、コンテンツの利用に関連して、いかなる損害、費用、
経費、弁護士費用または損失（逸失所得もしくは逸失利益および機会費用を含みます。）についても責任を負わないものとします。参照される特定の投資先もしく
は証券、コンテンツを構成する投資先に関する格付けまたはいかなる観察事象も、当該投資先もしくは証券の売買または保有を推奨するものではなく、投資先もし
くは証券の適切性を示唆するものではなく、投資助言として依拠するべきではありません。信用格付けは意見表明であり、事実表明ではありません。

S&P500 指数は S&Pグローバルの一部門であるS&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズ LLC またはその関連会社（SPDJI）の商品であり、ティー・ロウ・プライスはインデッ
クスの使用に係るライセンスを取得しています。Standard & Poor's® および S&P® は、S&Pグローバル（S&P）の一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ・ファ
イナンシャル・サービス LLC の登録商標です。Dow Jones® はダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス LLC（ダウ・ジョーンズ）の登録商標です。SPDJI
はこれらの商標の使用に係るライセンスを取得し、ティー・ロウ・プライスは特定の目的のためにサブライセンスを取得しています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、
その関連会社は、ティー・ロウ・プライスの年央市場環境見通しを保証、推奨、販売、奨励するものではなく、当該当事者のいずれもティー・ロウ・プライスの商
品への投資の適切性に関し何ら表明するものではなく、S&P500 指数の誤り、遺漏、中断に係る責任を負いません。

記載された特定の証券は情報提供のみを目的として示しており、これらを推奨するものではありません。
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