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本稿では中長期の投資期間における日本円のオーバーウェイトと
いう新たな投資テーマを紹介する。同テーマは、米ドル／スイス・フ
ラン／人民元バスケットに対する日本円のオーバーウェイトによっ
て実行する。これは長期の投資アイデアであり、為替ポジションもし
くは短期の推奨とは異なる。
日本円の価値は急低下しているが、日銀は金融政策の正常化を
徐々に進めるとみており、長期的には上昇すると見込む。世界の
景気が鈍化しつつも拡大の続くなか、日銀の金融緩和政策の終了
が近づいていることから、リスクは長期的には円上昇に傾いていく
と考える。
12 カ月後にドル／円は足元の 111 円から 105 円に低下、スイス・
フラン／円は 110 円から 105 円に低下、人民元／円は 16.3 円か
ら 15.0 円に低下すると予想する。

長期的に日本円をオーバーウェイト
日本円は主要通貨の中で依然として価値が最も低い状態にあるが、今
後 12 カ月の間に上昇していく可能性をみている。日本円の大幅上昇の
きっかけになり得るいくつかの要因が浮上しつつあるからだ。米ドル、ス
イス・フラン、人民元で構成される通貨バスケットに対し日本円の上昇を
後押しする要因はいくつかあるとみている。世界の景気サイクルは終盤
の局面に入り、景気拡大ペースが鈍化していることから、米ドル高はい
ずれ終わりを迎えると考える。代わりに、日本円が安全通貨として上昇
するとみている。また、日銀の金融緩和政策の終了も視野に入ってくる
と考える。これらの要因がいつ日本円上昇の引き金を引くのか正確に予
想することは難しいが、今後 12 カ月の間に起きる可能性は十分あるだ
ろう。
我々は 12 月、日本株式投資について為替ヘッジの解除を勧めた。3~4
年の投資期間でみた場合、日本円が上昇する可能性は高く、為替ヘッ
ジを解除することとした。本稿で述べる新たな投資テーマは日本円のヘ
ッジ解除と密接に関連しており、そうした長期にわたる日本円の修正プ
ロセスが始まるタイミングを掴むことを目的とする。

図表 1： 2005~2007 年および 2012~2014 年のような円
の下落は予想されない
2005~2007 年には力強い世界経済成長、2012~2014 年には日
銀の積極的な金融緩和が顕著に確認されている
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出所: ブルームバーグ、UBS、2019 年 2 月 15 日現在

図表 2：米ドル、スイス・フラン、人民元の通貨バスケットに
対する円のオーバーウェイト
薄茶：通貨バスケットに対する円
濃茶：円の貿易加重指数(2000 年を基準)

出所: ブルームバーグ、UBS、2019 年 2 月 15 日現在

円安、米ドル高の賞味期限

図表 3：日銀の国債買い入れペースが鈍化するなか、
日銀が物価目標 2%の達成のために市場ならびに企業マインドを支え
日本 10 年国債の利回りは 0.2%に達する見通し
ることは依然重要である。日銀は 1 月に、主に石油価格の要因により、 日銀の年間国債買い入れペース（左軸、兆円）
2019 年度の生鮮食品を除くコア CPI(消費者物価指数)の予想を+1.4% 日本 10 年国債利回り（右軸、%）
から+0.9%へ大きく下方修正したことから、早期の金融政策正常化の
可能性は低下したと考える。しかし、昨年 10 月以降、黒田総裁は現在
の金融政策の下での金融システムの潜在的な脆弱性について繰り返し
言及し、超低金利政策による金融機関の収益性と国債市場の機能の低
下という副作用を日銀は明らかに懸念していることを示した。
日本のマクロ的経済環境は健全であり、12 カ月の間にインフレ率は
1%を超えて加速すると考える。GDP 成長率は 2018 年 7~9 月期にマイ
ナス成長に落ち込んだが、10~12 月期には反発し、プラス成長に転じ
た。2019~2020 年を通して年率 1.0~1.3%程度の健全な成長を引き続
き予想する。深刻な人手不足に伴う賃金上昇率の加速と労働効率性向 出所: ブルームバーグ、日本銀行、UBS、2019年2月15日現在
上のための設備投資の拡大は物価押し上げ要因となろう。金融機関の
Chief Investment Office WM (UBSAG)が作成した“Currency markets: Long term, long yen”（2019年2月15日付）を翻訳・編集した日本語版として2019年2月21日付でリリースしたも
のです。本レポートの末尾に掲載されている「免責事項と開示事項」は大変重要なので是非ご覧ください。過去の実績は将来の運用成果等の指標とはなりません。本レポートに記載さ
れている市場価格は、各主要取引所の終値に基づいています。これは本レポート中の全ての図表にも適用されます。
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収益性に対する副作用のリスクはインフレ圧力の下、高まる可能性があ 図表 4：日本のコア消費者物価指数（CPI）は今後 12 カ月
り、日銀は物価目標 2%を達成する前であっても、2020 年年初に金融 で 1%を超える見通し
生鮮食品を除くコア CPI：濃茶
政策の正常化をようやく開始するとみている。
生鮮食品とエネルギーを除くコアコア CPI：薄茶

米ドルの観点からは、米連邦準備理事会(FRB)の現在の利上げサイクル
が終わりに近づいていることから、同通貨がさらに上昇する余地は限定
的と考える。米実質 GDP 成長率は約 2%まで鈍化することにより、利上
げは年内残り１回のみとなるであろう。このためドル円の上昇余地は限
られるものとみている。

UBS 予想

我々の投資見解に対する主なリスクは、米国経済ならびに世界経済の
再加速と考える。この場合、FRB は今後 1 年の間に 2~3 回の利上げを
行うこととなり、予想外に米ドルは上昇するであろう。世界経済の再加速
は中国の景気減速の悪影響を和らげ、人民元は安定化すると予想され
る。しかし、そうしたシナリオの下でも、日本は経済成長と物価動向の改
出所: ブルームバーグ、UBS、2019 年 2 月 15 日現在
善による恩恵を受けると予想される。そうなれば、物価上昇にも関わら
ず、日銀が低金利を続ければ副作用の影響を強めることとなり、日銀は
予想よりも早く金融政策の正常化に着手することになると考える。日本 図表 5：CIO 予想とフォワード・レート
10 年国債の利回りは今後 12 カ月の内に 0.2%まで上昇すると予想し
ているが、世界経済の状況次第ではさらに上昇するリスクが高まる。

日本円の上昇に対する推奨のポジションは？
全面的な日本円の上昇に対するポジションとして我々が推奨するアプロ
ーチは、米ドル、スイス・フラン、人民元の均等ウェイト・バスケットに対
する日本円のオーバーウェイトである。尚、各 3 通貨と日本円のペア
は、それぞれ感応度が異なるものの、合理的な水準のリターンが期待さ
出所: ブルームバーグ、UBS、2019 年 2 月 15 日現在
れ、3 通貨のそれぞれと日本円との通貨ペアでの取引も可能である。
我々が推奨するアプローチ(3 通貨バスケットに対する日本円のオーバ
ーウェイト)は、主に 3 つの点で優れていると考える。まず第 1 に、通貨 図表 6：米ドル、スイス・フラン、人民元のバスケットに対す
バスケット(米ドル、スイス・フラン、人民元)が 3 つの主要地域(米国、欧 る円オーバーウェイトの期待リターン
州、アジア)の通貨に分散されていることである。ユーロ圏の景気が今後 期待スポット・リターン、金利コスト、及び期待トータル・リターン
12 カ月にわたり緩やかに回復すると予想されることから、スイス・フラン
は対ユーロで弱含む可能性が高く、スイス・フランはユーロの最適な代
替通貨とみている。同バスケットの地域分散の特性により、日本円の長
期的な全面高を捉える上で非常に適した代表的バスケットと考える。
第 2 に、同通貨バスケットにより魅力的なトータル・リターンが期待でき
るということである(図表 6 参照)。比較のため、米ドルに対する日本円の
オーバーウェイトのケースを考えると、今後 12 カ月の予想トータル・リタ
ーンは約 2%である。金利コスト（金利差に伴う収益減）が 3%となり、予
想スポット・リターン 5%を一部相殺すると見込むからだ。これにスイス・
フランを加えることにより、スイスの金利は日本の金利よりもさらに低い
ことから、金利コストの削減に寄与することとなる。さらに人民元をバス
ケットに加えることにより、金利コストを縮小させることにはならないが、
人民元は、中国の景気減速、経常黒字の消滅、さらなる金融緩和によ
り、今後 12 カ月にわたり緩やかに下落するという我々の予想に基づく
と、期待スポット・リターンの向上に貢献すると考える。

出所: ブルームバーグ、UBS、2019年2月15日現在

図表 7：単一の通貨ペアに比べて複数通貨ペアは変動率
が低下する
1 年間のヒストリカル・ボラティリティ(過去の平均的な変動)
(2010 年以降)

第 3 に、同通貨バスケットに対する日本円のオーバーウェイトのポジシ
ョンは、取引のボラティリティ（相場変動率）低下に寄与することである。
図表 8 で示されている通り、バスケットに通貨を加えていくと、日本円の
オーバーウェイトのポジションのボラティリティを引き下げることができ
る。ドル円の相対的に高いボラティリティに比べて、第 2 通貨(スイス・フ
ラン)を加えると約 1~2%ボラティリティが低下し、第 3 通貨(人民元)をバ
スケットに加えるとさらに約 0.5%低下する傾向がみられる。結論とし
て、ボラティリティの低下により、日本円のオーバーウェイトのポジション
はリスク調整後リターンの向上が期待される。
出所: ブルームバーグ、UBS、2019年2月15日現在
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お、本レポートは、UBS 証券株式会社（以下、「当社」）のほか、その業務委託先である UBS 銀行東京支店を通じて配布されることがあ
ります。本レポートは情報提供のみを目的としたものであり、投資やその他の特定商品の売買または売買に関する勧誘を意図したもの
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ります。あるいは、本レポートで言及した証券の発行体または発行体の関連企業に対し、助言または他のサービスを提供することもあ
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が困難な場合があります。先物およびオプション取引はリスクが高いと考えられ、また、過去の実績は将来の運用成果等の指標とはな
りません。一部の投資はその価値が突然大幅に減少する可能性があり、現金化した場合に損失が生じたり、追加的な支出が必要にな
ったりする場合があります。また、為替レートの変動が投資の価格、価値、収益に悪影響を及ぼす可能性があります。当社は、お客様
固有の投資目的、財務状況、ニーズを考慮に入れることはできません。金融商品・銘柄の選定、投資の最終決定は、お客様ご自身の
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