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今週の要点

1. 米国とイランの対立から学ぶ

イランは予告した通り、先週イラクにある米国の軍事基地にミサイルを発射し

て報復措置を実行した。直後に原油価格は5%急騰した一方、S&P500種株

価指数先物は1.7%下落して1日の取引を開始した。しかし、1月8日の記者

会見でトランプ大統領が自制的な態度を示したことで両国の攻撃姿勢が和

らぎ、中東での対立が市場に長期的影響を与える可能性は低いという我々

の見方を裏付けた。米国とイランとの間の緊張の高まりと沈静化に対する市

場の反応は、地政学的不確実性に対応する指針となる。第一に、慌てて売り

に走ることは禁物で投資を続けることだ。S&P500種は両国の軍事緊張の高

まりで一時1.1%下落したが、その後すぐに持ち直して最高値を更新した。第

二に、政治的リスクに対するヘッジを探しているなら、金投資を検討するとよ

いだろう。金は先週0.6%上昇し、ファンダメンタル要因の下支えもある。第三

に、下振れリスクが心配なら、現在の低いボラティリティを活かして下落リス

クへのプロテクションを講じることもできる。

要点：地政学リスクの再燃を理由に投資目標の追求を中断することは避けた

い。投資を続けることを基本としたうえで、政治的不確実性へのヘッジとしての

金投資や、現在の低ボラティリティを活かしたプロテクションを検討することが

できる。

2. 環境への配慮が優先
グリーンボンドは昨年、発行額が2,300億米ドル超と過去最高を記録し、急

速に投資の主流になりつつある。2018年の発行総額は1,710億米ドルだっ

たが、2019年は9月末の時点でこの水準を上回った。一方、企業によるグリ 

ーンイノベーションへの取り組みも進んでおり、例えばリチウムイオンよりもク

リーンでエネルギー効率も高いとされるバッテリー技術の開発を進めている

企業もある。政策当局者も持続可能性の拡大を目指す施策を推し進めてお
り、オーストリア政府は国内すべての電力を2030年までに再生可能エネル

ギー源から発電し、2040年までにカーボンニュートラルを実現することを目

標に掲げている。こうした動きは、今後10年で政府、消費者、そして民間企

業が持続可能な投資と商品にシフトするという我々の見解を裏付けている。

このトレンドに先行する投資家は恩恵を受けることができると考えている。

要点：従来の債券をグリーンボンドや国際開発金融機関(MDB)債に切り替

えるなど、伝統的な投資戦略の一部を持続可能な代替投資に切り替えること

で、サステナビリティ（持続可能性）投資への移行が可能である。

今週の動き

1. 米中の貿易合意は予想通りに進むのか？

トランプ大統領が1月15日に中国との第1段
階の貿易合意に署名すると発表すると、米国

株式は史上最高値を更新した。ファンダメン

タルズが安定し貿易をめぐる不確実性が薄

れる中で、我々は新興国株式がアウトパフォ

ームすると予想している。

2. 米国の製造業の低迷は続くか？米国の

ISM製造業景況感指数は47.2と、この10年
で最低の水準に低下した。これとは対照的

に、非製造業景況感指数は4カ月ぶりに55の
高水準を記録した。今週は米国の鉱工業生

産と小売売上高が発表され、ハードデータが

ソフトデータと一致するかが明らかになる。我

々はユーロ圏株式よりも米国株式など、設備

投資より消費支出関連の株式を引き続き推

奨する。

3. イランとの緊張は緩和されるか？先週の

イランに関する記者会見でトランプ大統領が

歩み寄りの姿勢を示したことに市場は歓迎の

意を表した。緊張が再燃する可能性は排除

できないが、直近の動きは武力衝突の回避

という我々の基本シナリオを裏付けている。

地政学的イベントに基づいてトレードする代

わりに、中長期のトレンドに沿った機会への

長期投資を検討することもできる。

2020年1月13日（執筆時点）

Chief Investment Office GWM
Investment Research
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本レポートはUBS AG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。

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/market-insights/house-view/daily/2019/latest-22102019.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE9-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/market-insights/house-view/daily/2019/latest-22102019.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE9-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/life-goals/liquidity-longevity-legacy/2019/financial-planning-framework.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE6-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/life-goals/liquidity-longevity-legacy/2019/financial-planning-framework.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE6-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/market-insights/2019/year-ahead.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE2-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/market-insights/2019/year-ahead.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE2-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/investment-opportunities/longer-term-investments.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE12-01-09012020
https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/investment-opportunities/longer-term-investments.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE12-01-09012020
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3. 英ポンド下落は中長期的な同通貨の下落を示している訳ではない

英国議会はジョンソン首相が提出したEUからの離脱法案を1月9日に可決

し、1月末の正式なEU離脱が整った形だ。英国政府は今年予定されているブ

レグジットの移行期間の延長を拒否しているが、欧州委員会のフォンデアラ

イエン欧州委員長は先週、延長しなければEUと英国の新たな関係のすべて

の側面について合意することは困難だと発言した。今年中に新たな通商協

定が締結されないリスクから、英ポンドは12月の英総選挙後の高値から下

落した。さらにイングランド銀行のカーニー総裁が、英ポンドが再び下落した

場合は短期の刺激策を考慮すると発言したことで、下落に拍車がかかった。

とはいえ、英ポンドは割安な状態が続いており、ブレグジットをめぐる国民投

票が実施されて以来、割安度は拡大している。英ポンドは長期的には上昇す

る余地があると我々は考える。

要点：短期的下落があっても、英ポンドは中長期で見ると割安な状態が続いて

いる。ポートフォリオに英国株式を有する投資家には為替ヘッジを勧めない。

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/chief-investment-office/our-research/article-display-adp/global/en/wealth-management/chief-investment-office/market-insights/house-view/daily/2019/latest-18122019.html?campID=NL-GLOBAL-ENG-CIOMESSAGE8-01-09012020
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地域的な見解

未来を担う 
デジタル・トランスフォーメーション

航 空 業 界 が ユ ー ザ ー 数 ( 利 用 者
数)5,000万人に到達するまでにかかっ
た年数は68年であったのに対し、メッセ
ージアプリの「WeChat」はわずか1年だ
った。2010年代は人口増、高齢化、都
市化などの長期トレンドを背景に、こう
した先端テクノロジーが多数登場し、ビ
ジネスモデルを再定義した。

その結果、ディスラプション(創造的破
壊)が加速し、業界を問わず多くの既存
企業が打撃を受けた。しかし、2020年
代はいくぶん様相が異なるだろう。技術
的なディスラプションは続くものの、これ
からの10年は、デジタル技術で既存市
場を切り開く「ディスラプター」企業と先
を見据えた既存企業の両者がテクノロ
ジーを活用して世界を変革していく「デ
ジタル・トランスフォーメーション」が脚
光を浴びる時代となるだろう。

この変革の原動力となるのは、我々の
長期投資テーマである「デジタルデー
タ」、「eコマース」、「イネーブリング・テク
ノロジー(実現技術)」、「フィンテック」、「
ヘルステック」、そして「安全性と危機管
理」になると予想する。

デジタルデータ：  今後10年にわたりデ
ータ量の増加が続くと予想する。背景に
あるのは急速に進む都市化や人口増、
そして消費者のデジタルライフスタイル
の進化とコネクテッドデバイスの普及と
いった長期トレンドである。データユニ
バース(世界で生成される総データ量)
は2020年から2030年にかけて10倍以
上の拡大が見込まれる。

eコマース：  オンライン・ショッピングの
利用が拡大している。スマートフォンの
普及によって時間と空間の境界がなく

なり、消費者がいつでも、どこでも買い
物できるようになった。メーカーと小売業
者は実店舗に投資しなくても、様々な商
品をオンラインで提供できる。スマートフ
ォンやインターネットの普及、技術の進
歩、消費者の利便性の向上により、今
後10年におけるeコマースの売上高は年
率15～20%で成長していくと予想する。

イネーブリング・テクノロジー：  テクノロ
ジーを活用したデバイスとその進歩は
我々の生活のあらゆる場面にディスラ
プションをもたらしている。先進デバイ
スの開発・生産を実現するイネーブリン
グ・テクノロジーへのディスラプター企業
と既存企業による投資は、今後10年に
わたり高水準で推移するものと見込ま
れる。主なイネーブリング・テクノロジー
には人工知能(AI)、拡張現実(AR)/仮想
現実(VR)、ビッグデータ、クラウド、5Gが
挙げられる。この5つの市場は2017年
の4,200億米ドルから2025年には1.1
兆米ドルへと、年平均成長率12.8%で
拡大すると予想される。

フィンテック：  需給要因を背景に、世界
のフィンテック産業は転換期を迎えたと
みている。急速な都市化とファイナンシ
ャル・インクルージョン(金融包摂)の必
要性がフィンテックサービスの需要を押
し上げるだろう。一方、金融業界のコス
ト削減ニーズとフィンテックサービスの
効率性向上により、既存の金融機関は
フィンテックサービスの導入を迫られて
いる。フィンテック関連の売上は2018年
の1,500億米ドルから2030年には5,000
億米ドルへと、金融セクター全体の約3
倍の年平均成長率を見込んでいる。

ヘルステック：  人口の高齢化が世界中
で医療費を圧迫している。医療費の3分

の2を消費している世界の65歳以上の
人口は、2050年までに現在の2倍以上
に膨らむと予想されている。一方で、新
興国における都市化は肥満や糖尿病と
いった「生活習慣病」の増加を加速して
いる。ヘルステック関連の市場規模は
現時点で1,000億米ドル超と試算され
るが、新たな成長機会が加われば、今
後10年のヘルステックの年平均成長率
は1桁後半またはそれ以上に高まる可
能性がある。

安全性と危機管理： 安全性と危機管理
は生活のあらゆる場面に関係する。政
府はインフラの安全性と機能性を維持
する責任があり、企業はデータを保護
する必要があり、消費者は製品を信頼
できなければならない。都市化、規制の
厳格化に加え、製品の質、データセキ
ュリティ、環境保護、社会的責任等に対
する消費者の認識の高まりといったトレ
ンドの拡大がこのテーマを支えている。
今後5～10年の伸び率は1桁半ばから
後半に達すると予想している。

年間2桁の伸び率が予想されるデジタ
ル・トランスフォーメーションは、従来の
ビジネスモデルを根底から覆し、投資
家と企業の双方に何千億米ドルもの新
たな機会をもたらすと期待される。とは
いえ、景気サイクルのリスクにも留意す
る必要がある。テクノロジー企業は通常
の景気サイクルリスクの影響を受けや
すいため、幅広いデジタル・トランスフォ
ーメーション企業に分散投資し、景気の
変動に応じて機動的に資産配分を調節
することを勧める。

Sundeep Gantori

年間2桁の伸び率が予想されるデジタル・トランスフォー

メーションは、従来のビジネスモデルを根底から覆し、

投資家と企業の双方に何千億米ドルもの新たな機会を

もたらすと期待される。

Sundeep Gantori
CFA, CAIA, Analyst
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免責事項と開示事項

本レポートは、UBS チーフ・インベストメント・オフィス・グローバル・ウェルス・マネジメント(UBS Switzerland AG またはその関連会社)が作成したリサー

チレポートをもとに、UBS 証券株式会社（以下、「当社」）が翻訳・編集等を行い、作成したものです。英文の原文と翻訳内容に齟齬がある場合には原

文が優先します。本レポートが英文で作成されている場合は、英語での内容をお客様ご自身が十分理解した上でご投資についてはご判断していただ

きますようお願いいたします。なお、本レポートは、当社のほか、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ではなく、金融商品取引法に基づいた開示資料で

はありません。また、お客様に特有の投資目的、財務状況等を考慮したものでもありません。本レポートに掲載された情報や意見はすべて当社が信

頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性または完全性については、明示･黙示を問わずいかなる表明もしくは保証もいたしま

せん。本レポートに掲載されたすべての情報、意見、価格は、予告なく変更される場合があります。本レポートに記載されている資産クラスや商品に

は、当社で取り扱っていないものも含まれることがあります。

UBS 各社（またはその従業員）は随時、本レポートで言及した証券に関してロングまたはショート･ポジションを保有したり、本人または代理人等として

取引したりすることがあります。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

こともあります。一部の投資は、その証券の流動性が低いためにすぐには現金化できない可能性があり、そのため投資の価値やリスクの測定が困難

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。金融商品・銘柄の選定、投資の最終決定は、お客様ご自身のご

判断により、もしくは、自ら必要と考える範囲で法律･税務・投資等に関する専門家にご相談の上でのお客様のご判断により、行っていただきますよう

お願いいたします。

金融商品取引法による業者概要及び手数料・リスク表示

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

当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  1.10%（税込）、外国株式等の売買

取引には、約定代金に対して最大 1.375%（税込）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、お申込み金額に対して最大3.3%（税込）の購入時手数料がかかります。また、換金時に直接ご負担いただく

費用として、国内投資信託の場合、換金時の基準価額に対して最大 0.3%の信託財産留保額を、外国投資信託の場合、換金時の一口当たり純資産

価格に対して最大 5.0%の買戻手数料をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の

純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（最大  2.34%（税込・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。

また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示す

ことができません。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。上記記載の手数料等

の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。投資信託は、主

に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額

が変動し、損失が生じるおそれがあります。

「UBS 投資一任運用サービス（以下、当サービス）」のお取引には、投資一任契約の運用報酬として、お客様の契約期間中の時価評価額に応じて年

率最大 1.76%（税込）の運用報酬をご負担いただきます。その他、投資対象となる投資信託に係る運用管理費用（信託報酬）や諸費用等を間接的に

ご負担いただきます。また、外国株式の売買その他の取引については、取引毎に現地取引（委託）手数料、外国現地取引所取引手数料および外国

現地取引所取引税などの現地手数料等が発生し、これらの金額は個別の取引の決済金額に含まれます。運用報酬以外のこれらの費用等の合計額

は運用状況により異なるため、事前にその料率・上限等を示すことができません。当サービスによる運用は投資一任契約に基づく運用を行いますの

で、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。これらの運用の損益はすべてお客様に帰属します。
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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。

UBS 銀行東京支店が提供する金融商品等に関する留意事項

外貨預金契約に手数料はありません。預入時に他通貨から預け入れる場合、あるいはお受取時に他通貨に交換する場合には、本契約とは別に為

替取引を行って頂く必要があり、その際には為替手数料を含んだレートが適用されます。外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変

動により、お受取時の外貨金額を円換算すると、当初払い込み外貨金額の円換算額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。

© UBS 2020 無断転載を禁じます。UBS はすべての知的財産権を留保します。UBS による事前の許可なく、本レポートを転載･複製することはできま

せん。また、いかなる理由であれ、本レポートを第三者に配布･譲渡することを禁止します。UBS は、本レポートの使用または配布により生じた第三者

からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関および銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者

商号等： 三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第649号
加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

金融商品仲介業務を行う金融商品仲介業者

商号等： UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザリー株式会社 関東財務局長（金仲）第 898 号




