
          

  
 

 

  

  

 
  

          

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 8 月 10 日（執筆時点） 
Chief Investment Office GWM 

Investment Research

米ドルは一時下げ止まる見通し
Weekly Global 
Mark Haefele, Chief Investment Officer Global Wealth Management, UBS AG

今週の要点

引き続き株式に上昇余地

先週は、ダウ平均と日経平均を筆頭に、グローバル株式が 2.1%上昇した。 4-6 月期(第 2
四半期)の米企業決算が予想を上回ったことやワクチン開発の進展、実質利回りの低下等

が株価の上昇を下支えした。これらのプラス要因が米中の対立激化の影響を相殺する形

となった。トランプ米大統領は、中国の対話アプリ「 WeChat」を運営するテンセントと動画

投稿「TikTok」を運営するバイトダンスとの取引を禁止すると発表した。米国はさらに香港

の林鄭月娥行政長官を含む 11 人の中国高官を制裁対象に指定し、これに対抗して中国

も報復措置を決定した。また、 S&P500 種株価指数を構成する企業の 90%が第 2 四半期

の決算発表を終えたが、うち 83%の企業が予想を上回る内容となった。さらに、ジョンソン

・エンド・ジョンソンは開発中の新型コロナウイルス 1 億回分を 10 億米ドルで米国に提供

すると発表したほか、世界では 6 つのワクチンが、規制当局への承認申請前の最終段階

となる大規模な臨床試験に入った。一方、米国 10 年国債の利回りは過去最低の 0.51%

に落ち込み、（インフレ調整後の）実質利回りは‐1%に低下した。グローバル株式の足元

の株価水準は景気回復を織り込んでいるが、経済の完全な正常化は織り込んでいない。 
1997 年以降で株式のリスクプレミアムが現在の水準を上回った局面は全体の 10%に留

まっており、株式には引き続き投資妙味がある。一方、グロース株などのセクターでは割

高感が強まっている反面、景気が回復し企業利益が底入れすれば出遅れ株にも上昇が

広がると予想される。よって、一部のバリュー株やシクリカル株へのエクスポージャーを追

加するとともに、グロース株では厳選投資が重要となる。また、 5G など新型コロナウイル

スの感染拡大によって加速している分野にも注目したい。

要点：グローバル株式には一段の上昇余地があり、一部のバリュー株とシクリカル（景気

に敏感な）銘柄が次の上昇をけん引すると考える。

金は上昇、米ドルは下落

金は先週、 1 オンス＝ 2,000 米ドル台に突入して史上最高値を更新した。金は年初来 
34%上昇している。しかし、上昇後もファンダメンタルズからの下支えがあるため、短期的

には 1 オンス＝ 2,300 米ドルまで跳ね上がる可能性がある。実質利回りの低下を受け

て、金を保有する機会コストは低下した。また、金は米ドル建てのため、米ドルの下落も

追い風となっている。米ドル指数は 7 月に、月次ベースではこの 10 年で最大の下落を記

録し、 3 月の高値から 9%低下した。欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大懸

念、米国で追加の財政刺激策が可決されるめどが見えてきたこと、米ドルのショートポジ

ションが積み上がり利食いの可能性があることなどから、ここからさらに大幅に下げること

は想定しにくい。とはいえ、中長期的には米ドルの下落基調に変わりはなく、また、米中

対立が激化したり、新型コロナウイルスに関するネガティブな情報が出た場合の安全資

産として金に資金が集まる可能性がある。よって、金に対しては強気の見方を維持し、金

保有の継続、あるいは価格が一時的に下落した局面でのポジション構築を勧める。

要点：利回りの低下、米ドル安、ボラティリティ上昇の可能性等が金の強気見通しを下支

えしている。

今週の動き 

1. ウイルスのホットスポットはどこか？

欧州の一部では、新規感染者の増

加ペースが上昇している。ドイツでは 
1 週間の新規感染者数が 7 月中旬

の 2,100 人から 5,000 人超に増加

し、フランスでも同期間の新規感染

者数が 1,700 人から 7,500 人に増

加している。新規感染者数の増加に

よる消費者信頼感への影響を探る

ため、市場では人の移動に関するデ

ータに注目が集まるだろう。 

2. 米国は財政刺激法案を可決できる

か？ 議会の合意が待たれるが、大

統領選挙を前に両党とも合意にこぎ

つけたい思惑があり、少なくとも 1 兆

米ドルの追加の新型コロナウイルス

対策が合意されると予想している。

これが米ドルの支援材料になるだろ

う。 

3. 世界経済は回復途上にあるか？

米企業の第 2 四半期決算は予想を上

回り、Citi エコノミックサプライズ指数も

経済統計が事前予想を上回るプラス

の指数を示している。今週は中国（ 7
月の固定資産投資、小売売上高、鉱

工業生産）、ユーロ圏（ 6 月の鉱工業

生産と第 2 四半期の GDP)、米国（ 7
月の小売売上高と鉱工業生産）の各

統計が発表され、景気回復の規模を

占う鍵になるだろう。予想以上に好調

となれば、リスク資産が一段と上昇す

る可能性がある。

本稿は、UBS AG/ UBS Securities Japan Co., Ltd.が作成した UBS House View-Weekly Global/Weekly -Regional View（2020 年 8 月 10 日付）を翻訳・編集した日本語版として 2020 年 8 月 

14 日付でリリースしたものです。本稿の末尾に掲載されている「免責事項と開示事項」は大変重要です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。本稿
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。これは本稿中の全ての図表にも適用されます。
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サステナビリティに新たな支援材料

先週、米グーグルの親会社アルファベットはエネルギー効率、クリーンエネルギー、環境

にやさしいビルなどのプロジェクトを使途とする 57.5 億米ドル相当の「サステナビリティ

債」を発行した。この種の社債の起債額としては過去最大規模となる。また、英石油大手 
BP は 2030 年までに低炭素エネルギー分野への投資を年 50 億米ドルに引き上げ、投資

総額を石油・ガスと環境にやさしい分野に二分すると発表した。これらの取り組みは、政

府や消費者と並んで企業も今後サステナビリティ問題への対応を加速するという我々の

見方を裏付けている。こうしたトレンドにおける投資については、大きく 3 つの勝ち組が考

えられる。第 1 に、クリーンな大気と二酸化炭素排出削減、エネルギー効率、スマートモ

ビリティなど国連持続可能な開発目標 (SDGs)の達成に関連したテーマに投資することを

推奨する。第 2 に、サステナビリティ関連のプロジェクトに使途を限定したグリーンボンド

をポートフォリオに追加することを提案する。第 3 に、投資家自身にとって重要な問題に

資金を配分する。例えば、公害や廃棄物問題への対応に関心があるならば、有害大気

物質の排出削減や廃棄物と土地の適切な管理に取り組んでいる企業への投資が検討で

きる。

要点：伝統的な投資に匹敵する投資リターン、 3 月の下落時に底堅さが確認されたパフォ

ーマンス、投資を通じて世界の変革に寄与できる点などから、よりサステナブルなポート

フォリオへのシフトを勧める。
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深読み

米ドルは一時下げ止まる見通し 
Mark Haefele
グローバル・チーフ・インベストメント・オフィサー

新型コロナウイルスの感染拡大当初、流動性需要の急増により米ドルは急上昇したが、その後続落している。米ドル指数 (DXY)は 7

月に 4.1%下落し、月次ベースでは過去 10 年で最大の下げ幅を記録し、 3 月のピークからの下落率は 9%に達した。

しかし、先週 DXY は若干上昇して 1 週間の取引を終え、週次ベースでは 6 月中旬以来初の上昇を記録した。我々は米ドルはこのま

ま下げ止まりに向かうと考えている。米ドル安基調に歯止めがかかり、短期的に上昇する理由としては 3 つが考えられる。 

 欧州の一部で新型コロナウイルスの感染再拡大懸念：最近の米ドル安は、米国の一部の州における感染拡大が一因だった。しか

し、米国では新型コロナ感染者数の増加ペースが鈍化しており、8 月 8‐9 日の週末の新規感染者数は平均 1%の増加にとどまっ

た。それまでの 5 週間平均は 1.6%だった。一方、欧州の一部では新規感染者数の増加に拍車がかかっている。ドイツでは 8 月 
7 日の実行再生産数（Rt、１人の感染者が平均何人に感染させるかを示す）が 10 日間の最高となる 1.16 に上昇し、イタリアで

も新規感染者数が 2 カ月ぶりの高水準に達した。 

 差し迫る財政の崖：失業給付への加算が期限切れとなるなか、米国の「財政の崖」をめぐる懸念も米ドルの重石となっている。超

党派の協議が難航する中、トランプ大統領は週 400 米ドルの失業保険上乗せ給付を含め、一連の財政刺激策を承認する大統

領令に署名した。議会の合意が待たれるが、大統領選挙を前に両党とも合意にこぎつけたい思惑があり、少なくとも 1 兆米ドルの

新たな対策が合意されると予想している。これが米ドルの支援材料になるだろう。 

 米ドルのショートポジションの積み上げ：米商品先物取引委員会（CFTC）のデータを基にすると、投機家筋が保有する米ドルの対

ユーロでのネットのショートポジションは 2018 年以来の高水準に達し、米ドルにとってポジティブ材料が増えた場合に利食いの買

戻しが起きる可能性が高まっている。

しかし、中長期的には、下落スピードは鈍化するとしても、米ドルの下落基調に変わりはないと考えている。 

 米国では財政と金融の異次元緩和で米ドルの金利優位性が薄れており、この状況が続くだろう。 

 米大統領選をめぐる不透明感も米ドルを下押しするだろう。選挙後も、米国の財政と負債規模の不透明感が米ドルの重石になる

おそれがある。 

 新型コロナ感染拡大に先立ち、多くの長期投資家はスイス・フランや日本円など他の資金調達通貨と米ドルとの大幅な金利差か

ら利益を得るため、米ドルへのエクスポージャーを大幅に拡大してきた。我々はこのオーバーエクスポージャーが解消されると予

想している。事実、 CFTC のデータは資産運用会社が保有するユーロのネットのロングポジションが 5 月末から 7 月末にかけて 22

万 3,000 枚から 33 万 7,000 枚に増加したことを示している。

このため、短期的には、一段の米ドル安を追いかけるタイミングではないと考えるが、中長期のトレンドを踏まえて戦略的ポジショニン

グを点検し、必要に応じて見直しをすることを勧める。ユーロ／米ドルについては、 2021年9月までに米ドルは 1.22まで下落

（1.20₋1.25のレンジの中間）すると予想し、 1.15₋1.16の水準にユーロが下がる局面があればユーロのエクスポージャーを追加する

ことを勧める。米ドル／スイス・フランについては、同期間のレートを 0.90と予想している。スイス国立銀行 (中銀）は先ごろ為替介入の

規模を縮小したが、スイス・フランの上昇を抑えるために今後も介入を続けると予想される。
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地域的な見解 

5G の恩恵を受ける企業群 
Chisa Kobayashi, Analyst, UBS Securities Japan Co., Ltd. 
Toru Ibayashi, Analyst, UBS Securities Japan Co., Ltd.

新型コロナウイルスの感染拡大で、働き方など我々の行動様式が大きく変化した。在宅勤務がかつてないほどに増えており、東京の

企業におけるリモートワーク導入率は新型コロナ危機前の 24%から 62%に急上昇している。

こうした大きな変化を受けてインターネット上のデータ量はすでに急増しており、クラウドサーバーへのアクセス数はコロナ危機以降で 
18~20%増加した（ NTT データの推計による）。 5G の最高伝送速度は 4G の約 100 倍だが、これはデータアクセスの速度が 100 倍

になるわけではない。近い将来、携帯端末で送受信できるデータ量が 100 倍になるということだ。

世界中で 5G が普及すると、多数同時接続と超高速データ転送によりスマートフォン等の携帯機器に新たな機能が登場すると期待さ

れる。このため、携帯を 5G にアップグレードすれば、日常生活はさまざまな点で変化するだろう。 5G で働き方や情報配信の方法が

変わり（テレビやラジオの依存度が低下）、人と機器がよりシームレスにつながると考えられる。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府は 5G ネットワークインフラの展開計画を前倒しすることを決めた。現在、 2023 年度

末までに、当初計画の 3 倍となる 21 万局の 5G 基地局整備を目指している。基地局建設のインセンティブとして複数の支援策が発

表されたほか、数カ月以内に、 5G ネットワークインフラの整備加速に向けた規制緩和も行われる見通しだ。

では、日本でのこうした広範な 5G 開始の恩恵を受けるのはどのような企業だろうか？我々は、 5G への移行で恩恵を受ける企業は

主に電子部品メーカー、通信事業者、オンラインサービス・プロバイダーの 3 つだと考える。

今後 1-2 年以内に世界中で 5G 技術が展開されると予想される中、いち早くその恩恵を受けるのは 5G 対応の携帯電話端末メーカ

ーだろう。この 10 年間でスマートフォンには様々な新機能が搭載され、カメラや地図の代わりを果たしてきたが、いまやビデオプレー

ヤーとしても使用されるようになっている。

また、国や地域によって仕様が異なるため、 5G 携帯の電子回路基板設計はこれまで以上に複雑化しており、 4G に比べて端末当た

り 30~50%ほど多くの電子部品が必要になる。 5G 端末への移行は多数の小型電子部品が必要となるため、特に日本の電子部品メ

ーカーには追い風になると考える。電子部品を埋め込むデバイスのスペースは限られているため、各部品には小型化、多機能化が

求められるが、この分野では、日本の電子部品メーカーが海外の競合他社に対して技術的優位性を維持していると考える。

さらに、政府は、来年開催が予定されている東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、 2021年に5G携帯通信システムの本格的な

商用化を開始したい考えだ。 5G通信システムは新型コロナウイルスの感染拡大封じ込めだけでなく、東京五輪の模様をお茶の間の

多くの視聴者に向けて放送するうえでも重要な役割を果たすだろう。こうした支援材料から、通信事業者もまた 5Gの恩恵を受けると

考える。 2021年に5Gシステムの本格運用が始まれば、通信事業者はおそらく 2023年までに 3Gのサービスを終了すると見込まれ、

維持費などの運用コストの低減につながるだろう。 

5Gネットワークにより、企業は新型コロナの感染拡大をきっかけに新たに生じた需要にも対応が可能になると考える。例えば、不動

産会社は遠隔内見の必要性が出てくるかもしれない。購入を検討している利用客が現地に足を運んで実際に確認する前に、オンラ

インで物件を内覧できるからだ。今後、オンライン接客の技術に投資する企業が増えるとみられ、こうした接客のデジタル化にも 5Gの

超高速・低遅延ネットワークが必要となるだろう。 

5G技術が普及するようになると、プライベート 5Gネットワークの提供も開始されるだろう。プライベート 5Gネットワークでは、特定企業

・自治体等が特定エリア内で 5Gネットワーク周波数を利用することが可能になる。プライベート・ネットワークを構築することで、企業

や自治体は確実に安全なネットワークを確保できる。例えば、地方自治体はプライベート 5Gを利用して無線ネットワークでのトラフィッ

ク負荷のモニタリングが可能となり、従来のモニタリング・ネットワークに比べて設備の構築・保守費用の低減化と高い柔軟性を実現

できる。また、あるエリアに製造工場を数多く所有している企業の場合、プライベート 5Gネットワークがすべての製造ラインを互いに接

続できるため、ローカル LANやWi-Fiによる接続よりも効率的に複数の製造ラインを管理することが可能になる。

このテーマの詳細については、 8月6日付の日本株式レポート「 5Gが日本のデジタル化をけん引」を参照されたい。
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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。
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「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。

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
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