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今週の要点

今週の動き

1. 米ドル高は続く見通し
FRBの利上げは小休止か？米連邦準備理事会
主要通貨に対する米ドルの値動きを示すDXY指数は先週、14カ月ぶりの高水準 （FRB）は引き続き米国経済の強さを強調して
を記録し、2月につけた今年の最低から9%近く上昇した。昨年の急落から一転
いる。直近の金融政策決定会合に関する議事
しての今回の米ドル高は、米国の経常赤字と財政赤字の拡大とは矛盾するよう 録が発表されれば、FRBが貿易摩擦による今年
に見える。
だが、双子の赤字が最終的には米ドルの押し下げ要因となり、欧州の
後半の景気鈍化を見込んで、第4四半期の利上
金融政策の正常化がユーロを下支えするとの我々の見方は変わらないが、
短期的
げを見送るかどうかの政策指針がより明確にな
には今後3カ月でユーロ／米ドルが1.10までさらに(ユーロ安方向に)下落すると我
るだろう。
々は予想している。今年前半は世界経済が足並みを揃えて成長すると予想してい
た。
ところが、
景気の面で米国のリードは拡大し、
第2四半期のS&P500種株価指数
韓国の経済統計は世界の貿易の減速を示唆
構成銘柄の増益率は25%に達し、
欧州の7%を大きく引き離した。
少なくとも11月に するか？世界第5位の輸出大国である韓国が
行われる米国の中間選挙までは世界の貿易摩擦が続き、
安全資産としての米ドルに
22日に輸出入統計を発表する。
この統計は貿易
資金流入が続くと思われる。
摩擦の影響が顕在化し始めたかどうかを知る
手がかりになるだろう。
要点:来年の米ドルの予想値を引き上げる。我々は、ユーロ／米ドルは今後3カ月
で1.10に下落し、6カ月後については、現在の1.14から1.15(従来予想は1.25)へと
欧州は経済成長の勢いを取り戻せるか？期待さ
小幅の上昇にとどまるとみている。
れた欧州の景気回復は、
予想以上に時間がかか
っている。
8月の欧州購買担当者景気指数の速報
2. トルコ以外の新興国市場にも不安定な動きが波及
値が発表されれば、足踏み状態が終わるかどう
トルコ市場の混乱は、
トルコが抱える巨額の経常赤字(対GDP比6.3%)と中央銀
かが確認できるだろう。
行の独立性の懸念を反映した、
トルコ固有のものである。
ところが、米ドル高と米
国金利の上昇に伴い、
アルゼンチン、南アフリカ、
インドネシアなど巨額の対外赤
字を抱える国を筆頭に、他の新興国市場でも混乱が生じている。新興国株は弱
投資家の注目点
気相場の領域に近づき、新興国通貨と現地通貨建ての国債の年初来下落率も
10%を超えている。
世界の貿易摩擦と経済成長をめぐるリスクが他の新興国資産
さらばハイテク株：先週は米国の
の見通しにも影を落としているが、我々は米ドル建ての新興国国債を推奨する。 さらば米国、
株式ファンドから26億米ドルが流出した。
これ
この資産クラスの利回りは6.5%と、過去10年間のレンジの上限に近いうえ、発行
には、1週間当たりの流出額としては2月以降で
体数も67を数え、分散投資の面でも優れている。
最大となる、
テクノロジー株からの5億米ドルの
要点 : 我々は米ドル建て新興国国債をオーバーウェイトとする。魅力的な利回 流出も含まれている。
りに加え、新興国の政府債務は平均で対GDP比49%と、先進国の82%に比べて
相対的に低水準である。
低迷する欧州：EPFRデータによると、欧州の
株式ファンドから23週連続で資金が流出した。
3. 人民元安がリスクだが、悪化することはないだろう
8月15日までの1週間での流出額は29億米ドル
人民元は先週、対米ドルで7.0に下落した後、反発した。4月中旬以降の9%の下
にのぼった。
落は、主に米ドルの上昇モメンタムによるものだ。中国の経済成長の鈍化も人民
元に影響し、固定資産投資の伸び率は1992年の統計開始以来最低を記録した。
中国の対外収支の悪化も人民元の支援材料を1つ減らす結果となった。米国が
関税拡大による報復措置に乗り出すリスクがある以上、投資家は人民元安を注
視する必要がある。我々は、今後も元安基調が続き、12カ月後の対米ドルレート
は7.0になると予想している。
しかし、米中の通商関係が悪化した場合を中心に、
人民元の下振れリスクを想定している。

要点:今後3、6、12カ月の米ドル／人民元は7.0を予想する。

本レポートはUBS AG, UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc.により作成されました。
本レポートの末尾に掲載されている
「お客様へのお知らせ」
は大
変重要なので是非ご覧ください。投資には一般に損失のリスクが伴い、
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。本レポートには様々な資
産クラスに関する記述がありますが、
それらは情報提供のみを目的としたものであり、
お客様に特有の投資目的、
財務状況、
等を考慮したものではありません。
よ
って、
お客様に適合しない投資商品が含まれている可能性があります。
また、本レポートに記載されている資産クラスや商品群には、UBSが日本で取り扱ってい
ないものも含まれます。
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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深読み

トルコ危機の新興国市場への影響
Mark Haefele

グローバル・チーフ・インベストメント・オフィサー

トルコ資産に下方圧力がかかり世界の金融市場に悪影響を
及ぼしたほか、米国株の上昇に歯止めがかかり、他の新興国
市場も低迷している。
ただし、
MSCI新興国指数に占めるトルコ
の割合は1%未満、新興国国債の指数であるEMBIディバーシ
ファイド指数に占める割合も3.2%に過ぎない。
それなのに、
なぜトルコは世界の市場にこれ程の影響を与えているのだろ
うか？

JPモルガン新興国通貨指数は年初来11%低下、新興国の
現地通貨建て国債は7%下落している。

しかし、問題は米ドルだけではない。米ドルは2016年も上昇
していたが、新興国資産に悪影響は及ばなかった。世界の資
金調達環境が緩和されていたからである。
米連邦準備理事会
(FRB)は2016年に金融引き締めに乗り出したが、2008年の世
界金融危機後の低水準から25ベーシスポイント
（bp）
の利上
バランスシートの縮小には着手していなかった。
今年に入ってトルコ・リラが34%下落し、MSCIトルコ指数の げにとどまり、
年初来のリターンが–23%に落ち込んだ理由はトルコ固有の 全体としては、主要各国の中央銀行は量的緩和(QE)プログラ
事情にあると思われる。最近の市場の混乱を招いた理由はト ムを通じて依然として金融システムに流動性を追加していた。
世界の流動性は世界金融危機以降初めて純額でマイナ
ルコによる米国人牧師の拘束に端を発した政治的対立だが、 現在、
FRBの利上げサイクルも着実に進んでいる。
中長期的な経済の脆弱性とあいまって急激に深刻化した。 スに近づいており、
トルコの経常赤字はGDPの6.3%に拡大し、外貨建て債務も
他の懸念も影
GDPの53%に膨れ上がった一方、
中央銀行は政治的な足かせ 高リスクの新興国資産に対するセンチメントに、
を落としている。
期待された世界同時経済成長は、
2018年に入
を理由に、
問題解決に向けた利上げを実施できないでいる。
ってまだ実現していない。米国の成長率4.1%に対し、
中国は
新興国では成長のモメンタムが薄れ、
欧州
一方、米ドル高が新興国資産全般に下方圧力をかけると、 減速の兆しが表れ、
貿易摩擦
経常赤字が拡大して外貨建て債務の返済に多額の資金が必 の景気回復もこれまでのところ力強さに欠けている。
成長見通しをめぐる不確実性は高まっている。
要になり、新興国のもろさが露呈しやすい。米ドル指数は2月 を受けて、
上旬以降9%近く上昇し、
トルコ危機が注目を集める前から
新興国資産を圧迫していた。MSCI新興国指数は1月下旬の 近年、多くの新興国は財政強化に取り組んでいる。例えば、
ピークから20%近く低下し、弱気相場突入の瀬戸際にある。 新興国の政府債務は対GDP比で平均49%と先進国の82%
に比べて低水準である。
しかし、米ドル高、米国金利の上昇、
世界の貿易と中国の成長率をめぐり懸念が存在する環境下、
一部の新興国市場は下落しやすくなり、少しの衝撃でもそれ
が深刻化するおそれがある。
市場動向
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こうした中、多額の経常赤字を抱えて海外からの資金調達を
必要とする国ほど、
資金の流入が枯渇し圧迫される可能性が
高い。
例えば、
アルゼンチンの経常赤字はGDPの5.3%に達し、
今年に入ってからのペソの下落率は37%と、
新興国通貨の中
で最悪を記録している。
アルゼンチン中央銀行は先週、
通貨へ
の下落圧力を食い止める目的で政策金利を45%に引き上げ、
銀行の預金準備率も引き上げた。南アフリカの赤字は対GDP
比3.7%であり、
通貨ランドも売り圧力にさらされている。
こうした環境では、分散投資を行いリスク中立のアプローチ
を維持する一方、特定の投資機会を狙うことが重要である。
例えば、
米ドル建ての新興国国債への戦術的オーバーウェイト
を推奨する。
他の新興国資産と比べて健闘し、
年初来の下落率
が3.3%にとどまっているからだ。発行体の総数は67と非常に
分散されている同資産クラスの利回りは6.5%と、
過去10年間
の最高に迫る勢いである。
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地域的な見解

中国の長期ストーリーを見失うな
「中国に関しては、短期の騒音に惑わされて長期の
投資機会を逃すことがないよう注意したい。」
Thomas Deng
Regional CIO and Chief China Strategist

および「ボンドコネクト
ニュースメディアは最近の出来事を細 相互取引制度）」
かく分析し、報道する。
そのため、見出し （香港と中国本土間の債券相互取引制
プログラムの導入、中国本土市場
を飾る出来事が発生すると、
ニュースと 度）」
中国
しての価値がなくなるまで詳細に報道 上場株のMSCI指数への組み入れ、
される。世界の貿易の枠組みを再編し 債のブルームバーグ指数への組み入れ
ようとする米政権の壮大な計画がまさ (2019年4月開始)、外国人投資家に対
にそれであり、
ここ数カ月にわたり金融 する国内市場と投資チャネルの開放の
試みなどが注目を集めている。中国の
ニュースを賑わしてきた。
国内資本市場全体に占める外国人投
ソーシャルメディアとスマートフォンが 資家の割合は現時点で2%程度と非常
こうした取り組みによりこ
普及したおかげで24時間365日ニュー に小さいが、
スに触れられるようになったが、反面、 の比率は今後大幅に上昇するだろう。
最新の話題に惑わされて全体像を見失
中国の株
いがちになる。米国と中国との貿易摩擦 外国資本不在にもかかわらず、
が激化した6月中旬以降、投資家は中 式市場は世界第2位、債券市場は第3位
オンショア資産に対する
国の資産に対してリスク回避姿勢を強 を誇っている。
めたが、
これはまさにその典型であり、 海外からの投資と機関投資家による投
以来、CSI300種株価指数（上海と深セ 資を拡大する取り組みが見込まれること
ンに上場する代表銘柄で構成される指 から、今後3～5年で中国A株（中国本土
市場上場の人民元建て株式）
の時価総
数）
は10%以上も下落している。
額に占める海外資金の割合は6～7%に
同期間には外国か
中国に関しては、何と言っても全体像が 達すると予想される。
なかで
巨大である。
すでに世界第2位を誇る中 らの資金流入が株価を下支えし、
国の金融市場と経済は、世界との関係 も消費財とヘルスケア・セクターが恩恵
強化を視野に非常に大規模な体制改 を受けると思われる。
革が行われようとしている。オンショア
(中国本土)市場の段階的な開放という さらに、中国の経済改革の構造的要因
この改革が完了するには何年、あるい である家計消費の拡大、GDP成長率に
は何十年もかかるだろうが、その恩恵 占めるサービス部門の寄与度増加、技
を受けるべく早期にポジションを構築 術革新に支えられた製造業の高付加
しておくことが賢明である。構造改革に 価値化も株式市場での投資機会につ
関する我々の評価を踏まえると、今後 ながるとみている。これらを総合する
数年間は先進国を大きく上回るリター と、株主資本利益率と一株当たり利益
の伸びは世界平均を上回る見通しで
ンが見込まれる。
あることから、オンショア株のトータル
中国の資本市場改革は近年大いに勢 リターンは長期的には2桁台前半に達
また、小型株が大型株
いづいており、
なかでも
「ストックコネク すると予想する。
ト
（上海／深センと香港の株式市場の をアウトパフォームするとみている。

中国のオンショア債券市場でも構造改
革が進行している。
レバレッジ解消と政
府がデフォルトを救済しない最近の取
り組みは、国内の債券市場にとって長
期的にプラスに作用する。第一に、
レバ
レッジ解消努力と段階的な景気減速に
より、中国国債の金利は低下が予想さ
れる。他国の債券と比べてすでに魅力
的な利回りに加えキャピタルゲインも
見込まれることから、
オンショア国債か
らは比較的高いリターンが期待できる。
第二に、社債間で信用の差別化が進む
と予想されることから、事前に慎重に信
用分析を行った投資家は、高利回りと
いう正当な報酬が得られるだろう。
ポートフォリオの点で見ると、中国の
オンショア資産はグローバル資産との
相関が相対的に低く、
グローバル投資
家にとって分散投資の面でも恩恵をも
たらす。例えば、MSCI中国A株指数と
MSCIオール・カントリー・ワールド指数
との相関は0.32と、
MSCI中国オフショア
指数の0.69や米国指数の0.94を下回っ
ている。
しかも、今年に入って米10年国
債の利回りが50ベーシスポイント(bp)上
昇したのに対し、
中国の10年国債の利回
りは30bp程度低下している
（2018年6月
19日現在）
。
このように、
グローバルに分散投資され
たポートフォリオにおいて、中国資産の
規模と重要性は今後も引き続き高まる
と予想する。
よって、
中国に関しては、短
期の騒音に惑わされて長期の投資機会
を逃すことがないよう注意したい。
Thomas Deng

3

免責事項と開示事項
本レポートは、
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なお、
本レポート
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商号等：UBS証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2633号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
UBS証券株式会社における国内株式等の売買取引には、
ウェルス・マネジメント本部のお客様の場合、約定代金に対して、最大1.00%（税抜）、外国株
式等の売買取引には、約定代金に対して最大1.25%（税抜）
の手数料が必要となります。
ただし、金融商品取引所立会内取引以外の取引
（店頭取引や
トストネット取引等の立会外取引、等）
を行う場合には、個別にお客様の同意を得ることによりこれらの手数料を超える手数料を適用する場合があり
ます。
この場合の手数料は、市場状況、取引の内容等に応じて、
お客様と当社の間で決定しますので、
その金額等をあらかじめ記載することはできませ
ん。
インベストメント・バンク部門のお客様については、
お客様ごとの個別契約に基づいて手数料をお支払いいただくため、手数料の上限額や計算方
法は一律に定められておりません。国内株式等の売買取引では手数料に消費税が加算されます。外国株式の取引には国内での売買手数料の他に外
国金融商品市場での取引にかかる手数料、税金等のお支払いが必要となります。国により手数料、税金等が異なります。株式は、株価の変動により損
失が生じるおそれがあります。外国株式は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。不動産投資信託は、組み入れた不動産の価格
や収益力などの変化により価格が変動し損失が生じるおそれがあります。
当社において債券（国債、地方債、政府保証債、社債、等）
を当社が相手方となりお買い付けいただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外国債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあり
ます。
当社における投資信託のお取引には、直接的にご負担いただく手数料として申込手数料があり、
申込代金に対して上限3.00%（税抜）
です。間接的に
ご負担いただく手数料として運用報酬(信託報酬)があり、各ファンドの平均純資産額の年率2.34%(上限)(ファンドごとに異なりますので、各ファンド
の目論見書または販売用資料をご覧ください。）
およびその他費用がある場合があります。
その他の費用は、保有期間等によりご負担が異なりますの
で、表示することができません。投資信託は組み入れた有価証券の価格や為替相場などの変化により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
外貨建て有価証券を円貨で受払いされる場合にかかる為替手数料は、主要通貨の場合、
当社が定める基準為替レートの1%または1円のどちらか大
きい方を上限とします。非主要通貨の場合には、基準為替レートの2%を上限とします。
本レポートは、資産クラスや市場に関する参考情報の提供を目的としており、特定の商品の取引を想定したものではありません。本レポートに記載
されている資産クラスや商品群には、
当社または業務委託先であるUBS銀行東京支店で取り扱っていないものも含まれています。
金融商品仲介等業務を行う登録金融機関
商号等：ユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店 登録金融機関 関東財務局長(登金)第605号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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