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全体的なリスク・センチメント

リスクオフ 
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リスクオン

成長がピーク水準から鈍化したことと、
中央銀行のハト派的トーンが控え目に
なったことで、リスク資産に対する姿勢
はニュートラル/慎重に近い。

前月からの変化
 短 期的には中国株式に慎重
欧 州中核国のデュレーションを戦術
的に調整
米 国の信用の非対称リスクにより慎重
「全体的なリスク感情」は、最新の当社グ
ローバル投資委員会における、全体的なリ
スク評価の定性的な見解です。

最近、金融市場は米国経済からの整合性を欠くいくつかのシグナル（8月の雇用統計、小売売上
高、最新のCPI）を消化する必要があった。FRBはテーパリングの可能性を発表したが、全体的
なアプローチは段階的であり、
「成長が十分でない」という説明が引き続き支配的だ。その背景
には、2つのリスクが高まっていることがあると当社は考える。1つ目は中国に関するリスクだ。
夏に新型コロナウィルスのデルタ株の感染が広がったことと恒大集団の問題だ。中国の景気サ
イクルの減速は、財政および金融環境の緩和を引き起こすだろう。実際、人民銀行は最近、流
動性危機を回避するために動いたことが目撃された。２つ目は、エネルギーと食料の分野にお
けるインフレである。ガス価格が急騰し過去最高水準に達した欧州では、エネルギー価格の上
昇がホットな話題となっている。同様に、食料価格も高騰しており、新興市場にとって特に重要
な問題となっている。
この2つのトピックは、インフレの進化そして気候変動に対処するための政府の長期的な取り組
みに関して重要となる。このような背景から、当社も自らの主要確信を再評価し、それらがQ4に
移行しても有効であるかどうかを確認する必要がある。
• リスク配分を変更し、よりディフェンシブになる時が到来したのか？ インフレ・リスクが上昇
し経済のモメンタムが弱まったことを考えると、スタグフレーションのリスクは上昇している。
それでも、中央銀行（CB）が緩和的であること、そして株式に代わるものが欠如していることを
考慮すると、市場がこの状況をすぐに黙って受け入れることは難しいと見る。とは言え、年初来
の目覚ましいパフォーマンスと今後のインフレがより注目されるようになるリスクを考えると、
リスク配分に関してニュートラルな姿勢を維持し、ヘッジングを保持することをお勧めする。
当社は信用分野に建設的な姿勢を維持する。スプレッドが縮小しているため、投資家は、
今後の金利上昇局面と経済の再開、または低いデュレーション・リスクという環境で、上手く
機能する領域（劣後債、HY債）を探す必要がある。
• バリュー株式の選好はまだ有効か？ グロース株と比べてバリュー株を選好することは、ワク
チン接種の進展でリフレ取引が始まって以来の重要な傾向だ。デルタ株の感染が拡大する恐
れから、夏の間にはこの傾向が一時停止したが、歴史的に見て、グロース株 vs. バリュー株の
ギャップがまだ大きい米国と欧州の両地域で、この傾向がさらに進展する余地があると当社は
信じている。バリュー株への選好が進行すればするほど、より明確なテーマが浮かび上がる。
米国では、バリュー株の領域は、再生可能エネルギー分野のイノベーションという興味深いビ
ジネスで構成されており、バイデン政権が検討している経済政策によって後押しされる可能性
もある。欧州では、金融と産業分野が興味深く高品質な株式を提供する。ここでは、エネル
ギー価格の上昇が利益に与える影響を評価することが重要になるが、これはケースバイケースだ。
• 米国でのテーパリングが近づいており、インフレが硬直的である可能性がある。投資家は債
券配分をどうするべきか？ 確定利付き（FI）商品は、通用しなくなった資産クラスのように見
えるかもしれないが、そうではなく、ある意味再構築されている。この資産クラスは、株式に
対する分散投資という意味合いと、インカムの必要性という両面において、投資家のポート
フォリオにとって重要なコア・コンポーネントであり続ける。短いデュレーションを維持するこ
とが引き続き重要な役割を果たす。投資家は、静態的なベンチマークによるアプローチ（デュ
レーション・リスクが高い）から離れて、インカムを追及するための、より柔軟な配分を採用
する必要がある。価値ある商品の一部は、米国の証券化市場、欧州周辺国、および選別され
た新興国債券の分野で提供されている。テーパリングの時期が近づくにつれ、投資家は自ら
のコアFIの配分が、より困難な環境への抵抗力を維持できるかどうかを保証する必要がある。
• EMは崩壊したのか、それともまだ投資機会を提供しているのか？ これまでのところ、2021
年のEM(新興市場）株式は、DM（先進市場）株式のパフォーマンスを大幅に下回っている。
パフォーマンスの伸び悩みの大部分は中国に関連している。もう1つの理由は、EM地域でのワ
クチン接種が遅れている中で、EMの経済活動が枝別れしたということだ。中国の投資家心理
が短期的にはまだ非常に弱いこと、中南米とトルコが抱えるいくつかの政治問題、アジア地域
でのコロナ感染状況がまだ正常化されていないことなど、逆風は続くものの、見通しは改善し
ている。最近、EMの経済的モメンタムは改善し始めており、EMの経済的サプライズは、6月以
降DMのそれを上回っている。EMへの分配は、全体的なアンダーウェイトのポジションから増
やすこともできる。しかし、その動きは今年後半にのみ加速できる。その頃には中国の規制問
題が緩和され、EMのコロナ対策状況がより明確になる可能性があるからだ。EM債券につい
ては、特にHC建ての信用とHY債において、見通しはすでに建設的となっている。全地域で利
回りが低く、FRBのテーパリングへのアプローチが非常に緩やかであるため、この分野は投
資家によるインカムの追及にとって魅力的となる。
Q4に入れば、投資家は次の3つの主要なテーマを監視すべきだ：スタグフレーションの進展状
況、COP26会議後の環境分野での進展、そして中国における規制の波である。全体的には、年
初来のリスク資産のパフォーマンスが高く、リスクが見え始めたため、慎重な姿勢を維持するこ
とをお勧めする。強気筋を追いかけるのではなく、それほど投資されていない分野へ配分を移
行することで機会を探すべきだ。
CB =中央銀行、HC =ハード通貨、FI =確定利付き資産、EM =新興市場、DM =先進市場、YTD =年初来、
HY =ハイイールド債
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岐路に立つ中央銀行
要点：

• 西欧諸国の主要中央銀行は引き締め傾向にある。

• しかし、全地域が一致しているわけではない。今後、成長とインフレのトレードオフを和らげ
ることに焦点を当てる、更なる異時要因が現れるだろう。

「十分な成長がない」という主張が引き続き支配的であると予想
• 道筋はまだ不確実であり、
される。

Monica DEFEND

リサーチ部グローバル総括

中央銀行が、ピークに達しよ
うとしている経済成長と価
格上昇のバランスをとろうと
している間、投資家は資産
配分を決定する前に、労働
市場、消費、インフレのデー
タを考慮する必要がある
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中央銀行の会議について、9月は重要な月と
なった。ノルウェー当局は、パンデミックの緊
急事態の後に金利を引き上げた最初の主要
な先進国中央銀行となった。ノルウェー銀行
は、景気回復と財政収支の不均衡が拡大した
ことを理由に、金利を0.25％引き上げた。FRB
とBoEもまた予想以上にタカ派的になり、変化
が起ることを示唆したため、債券市場の世界的
な売り局面に拍車をかけた。しかし、株式市場
は非常に抵抗力があることが証明された。成
長が着実であるかどうかを確かめるため、次の
決算発表シーズンを待っている可能性がある。
FRBは、テーパリングを予想よりも早く、11月に
は開始するとことを示唆した。ペースとしては、
月額150億ドル（国債は100億ドル、MBSが50億
ドル）で開始し、2022年6月までにパンデミック
関連の債券購入を完了する可能性がある。FRB
のドットはより高く推移し、2022年末/2023年
初頭に利上げを開始し、年に3〜4回の利上げ
を行うことへの自信の高まりが示された。イ
ンフレが利上げへの決定要因になるだろう。
コア・インフレが、2022年の予測である2.3％を
超える上昇をみせてサプライズとなった場合、
最初の利上げは2022年末になる可能性がある。
BoEの金融政策会議は、7対2でQEのための
資産購入プログラムを年末まで続けることを
決定し、現在のQE刺激策を維持することを確
認した。しかし、同時に議事録では金利のフォ
ワード・ガイダンスに関して、タカ派的なコン
センサスを示し、早期の引き締めを示唆した
ことが市場を驚かせた。政策支援スキームを
実施するという観点からみると、労働市場の
展開が、利上げのタイミングを調整する上で
の鍵となるだろう。
今 後 の E C B の 姿 勢 は より慎 重 で、まず 柔
軟 な 緊 急プ ロ グラムを再 調 整 するだろう
（現在のPEPPの範囲は1兆8,500億ユーロ）。
当社は、ECBが2022年9月から3月末までの
間に、月平均700億ユーロを購入すると予想
する。ECBの場合、それまでには、ユーロ圏で
経済の細分化が広がっている間は、安定した
公的債務の資金調達コストを維持する必要が
あるという、解決困難な状況が明らかになるだ
ろう。実際、財政政策は、赤字が拡大したとし
ても、ソブリン債の利回りが低く安定している
場合にのみ効果的だからだ。成長期待が大幅
に上昇しない場合、ECBは財政の断片化を回
避するため単独で努力することになる。12月
の会議は、フォワード・ガイダンスを明確にす
る上で重要な会議となる。

これらはすべて、インフレ（予想よりも根強
く、市場参加者の期待を高める）と経済成長
（パンデミック後の経済再開後に正常化する
が、ウイルスの変異株、サプライチェーンによ
る支障、および政府の支援に示唆された脆弱
性）の間のトレードオフ時に起きる。
しかし、引き締め傾向は満場 一致で支持さ
れているわけではない。更なる不整合がある
と予想される。日銀は、予想通り9月の会合で
政策を変更せず、輸出と生産は供給サイドの
制約の影響を受けていると指摘した。当社は
日銀が現状を維持すると予測する。日本の景
気回復は他の先進市場と比べて遅く、インフ
レはマイナスのままであるため、日銀が政策の
正常化への議論を開始するのは時期尚早であ
ると考える。インフレは、中期的には徐々に上
昇すると予測されるが、2％の目標に到達する
にはまだ遠い道のりだ。
「先入れ先出し」は、現在別の変曲点に直面
している中国に当てはまる。
「2021年の成長
率はいずれにせよ8％を超えるだろう」という見
解は、恒大集団の問題を考慮して,金融市場の
安定性を維持するため、1回限りの翌日物の流
動性を注入したにもかかわらず、中国当局が規
制強化から後退しない理由を説明する。Q3の
成長率が、輸出を除いて、下方に向かったこと
は広範囲でサプライズとして受け止められた。
政策の強化、自主規制（新型コロナへの「ゼロ
容認」政策、脱炭素化のための生産削減/電力
配給）、および世界的なチップ不足などが、減
速の一因となった。長期的な見通しは引き続き
堅調ではあるが、6か月の見通しでは、ポジティ
ブな要因よりもネガティブな要因の方が多いよ
うだ。これは、迅速な政策緩和への要求となる
だろう。中国政府の危機における交渉スキル
には長年驚かされているが、今回に関しては、
緩和策が遅れている可能性を懸念している。
投資家にとっては、労働市場、消費、インフレ
が注目すべき重要なセンチネルであるが、現
在の異時性が、確定利付き商品およびFX領
域にチャンスをもたらすだろう。リスク資産に
ついては、当社はまだ購入したいとは思わな
い。夏の間、経済のモメンタムは弱まったが、
収益予想はわずかに低下しただけだ。10月中
旬の決算発表シーズンは、利益への警告がす
でにどのくらい割引かれているかを明らかに
する。当社はそれまでにリスク・スタンスを再
調整する可能性が高い。
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マルチアセット

慎重さを維持するべきだが、過度に悲観的になるべ
きではない.
パターンが不均一で成長モメンタムが和らい
でいるとは言え、我々は今力強い回復を目の
当たりにしている。欧州のインフレ・リスクの
上昇（エネルギー価格）と米国の消費者物価
の上昇が持続していることは、スタグフレー
ション環境になるという主張を裏付けている。
興味深いことに、これはまだ緩和的な金融
環境とバランスがとれている。したがって、
バリュエーションについてのいくつかのリスク
と企業利益への圧力の可能性を認識しながら
も、今は構造的なリスクを軽減する時期ではな
いと当社は主張する。収益不況になっていると
いう証拠はないからだ。代わりに、投資家はリ
スク資産に対してニュートラルで積極的な姿
勢を維持し、魅力的なエントリーポイントを
探すと共に、ヘッジを維持すべきだ。

Matteo GERMANO
マルチアセット部総括

当社が強く確信しているアイデア

流動性が豊富で中央銀行か
らのサポートがあるため、投
資家は株式に対してニュート
ラルな姿勢を維持し、魅力
的なエントリー・ポイントを
探すことをお勧めする。しか
し、十分なヘッジも維持する
べきだ

アムンディ

株式
信用
デュレーション
源油
金

当社は先 進 市 場および 新興市 場 の株 式へ
のニュートラルな姿勢を変更していないが、
より良い購入機会を待っている。バリュエー
ションが過去の投資倍率をはるかに超えてい
ることは、選択と警戒を継続することへのより
確かな論拠となる。このような環境では、投資
家は相対的価値を優先し、ファンダメンタルズ
を見失わないようにすることだ。新興市場にお
いては、投資家は中国の株式を評価する際、中
国の規制措置と恒大集団問題の進展について
の可視性が低いことを考慮する必要がある。
全体的には、当社は今のところ、インフレ、刺
激策の撤回、および変異ウイルスの経済への
影響がより明確になるまで傍観を続けること
を選択する。
当社は米国債10年物へのディフェンシブな姿
勢を維持する。イールドカーブがスティープ化
する期待が高まっており、金利上昇への確信
がやや低くなってきているからだが、これは最
近のマクロ経済の動向が予測を下回ったこと、
ウィルスの変異株による感染拡大、そしてテー
パリングなどが理由だ。しかし、利回りに関し
て、当社は現在の水準は低く、堅調な中期的
経済成長の傾向と債務（インフラ法案）の状
況との整合性を欠いていると考えている。英
国については、当社はイールドカーブのスティー
プ化戦略を維持している。欧州周辺国の債務
が提供するレラティブバリー戦略は魅力的で
あるため、当社は(30年物）ドイツ国債と比較
してイタリア国債を選好する。イタリアの成長

クロス・アセットの確信
1ヶ月の変化
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見通しが改善していること、ECBが超緩和的
な姿勢を再確認したこと、テクニカル要因が
好ましくなったことなどが理由だ。
EM債券については、インカムを探求する上
で選別された機会を提供すると考えるため、
当社はニュートラルな姿勢を維持している。
中国の地方政府債務のポジションは維持して
いる。バリュエーションが高くなっていることと
債務の供給が豊富であるにもかかわらず、短
期的な逆風、資金流入が継続していること、
および市場心理がリスクオフであることなど
が中国を支持すると見る。
キャリーは、当社の信用に関する見解の主要
な柱の1つだ.経済情勢と世界的な経済再開の
動向が、ECBによる資産購入とともにファンダ
メンタルズとリスク・センチメントを支えてい
る。しかし、当社はコア金利の上昇がIG市場
に与える影響を監視している。さらに、劣後債
など資本構造でも下位に商品に移行すると、
より高いキャリーにアクセスすることが で
きる。しかし、品質と利回りのバランスをとるこ
とが必要だ。ハイイールド債については、デフォ
ルト率が低下傾向にあること、金融環境が良
好であること、魅力的なキャリーを考慮して、
前向きな姿勢を維持する。しかし、バリュエー
ションが高くなっていることと、債務の水準に
は配慮している。
FXは、当社の国や地域に関する見解を実行
に移すことを可能にする。今のところ、短期
的な政治的逆風、2桁のインフレ、財政問題
が、BRL/EURに影響を与える可能性があると
考えている。しかし、RUB、KRW（グリーン政
策による推進力）、EURと比較したCNH（アジ
ア地域内貿易からの支え）については、前向き
な見解を維持する。先進市場のFXでは、GBP
に対するCHFおよびJPYのFXキャリー・トレー
ドに建設的だ。しかし、英国のEU離脱からの
地政学的な影響により、GBPはEURに対して
弱くなるはずだ。
リスクとヘッジング

バリュエーションが高くなっていることと、ウイ
ルスの第4波が発生し新たなロックダウンが起
きることのリスクがやや上昇したと当社は見て
いる。その結果、当社は、日本、米国および欧
州市場におけるDM株式へのエクスポージャー
を保護するためにヘッジを維持している。

+

++

+++

出典：当社予想。上記の表は、3～6ヶ月間のクロス・アセット資産評価を示している。これらは当社における直近のグローバル投資委員会で表明された見解に基づいて
いる。資産クラスの評価に関する見通し、見通しの変化、意見は、予想される方向（+/-）と確信の強さ（+ / ++ / +++）を反映している。この評価は変更されることがあります。
UST =米国債、DM =先進市場、EM/GEM =新興市場/世界新興市場、FX =外国為替、FI =確定利付き資産、債券、IG =投資適格債、HY =ハイイールド債、CB =中央銀行、
BTP =イタリア国債、EMBI = EM債券指標。
本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです
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キャリーの機会を探求し、選別を更に強化する
マクロ経済環境は、力強い成長と緩和的な金
融環境の中で引き続きポジティブであるが、
米国と中国では勢いが弱まっている。一方、中
央銀行（CB）の目標インフレ、輸送コストの上
昇、流通での支障、サプライチェーンの「脱グ
ローバル化」への圧力の中で、不確実性は高
いままだ。当社は、近い将来FRBとECBがテー
パリングを始めると信じているが、欧州当局に
よるサプライズがある可能性がある。来年、成
長が期待外れとなった場合、更なる金融緩和
政策についての議論が見られる可能性はある
が、これは当社の基本ケースではない。その結
果、 当社はデュレーションについては慎重だ
が、改善されたデフォルト環境の中での「注目
すべき銘柄」を特定するために、選択的なア
プローチでインフレと信用に投資するには建
設的な環境であると考える。

Amaury D’ORSAY,
確定利付資産部総括

グローバルおよび欧州の確定利付き資産

新興市場部グローバル総括

Kenneth J. TAUBES
米国投資運用ＣＩＯ

信用分野におけるデフォル
トの見通しは良好だが、レ
バレッジの水準は視野に入
れておくべきだ。全体的に
質を重視する領域に移行し
ているため、投資家はリス
クが不均整で、リターンが減
少傾向にある領域を避ける
べきだ

消費者の貯蓄は増加しているが、インフラ法案
と債務の上限に関する不確実性は残っている。
さらに、サプライチェーンの混乱が続いている
ことと、賃金上昇の可能性がインフレに上向
きの圧力（コスト・プッシュ）をかけている。
これが、労働市場の進展と共に、FRBがテーパ
リングの計画を継続する原因となっている。した
がって、当社は米国債には慎重だが積極的に
なっている。TIPS(米国物価連動国債）は、魅力
的なインフレ調整後の利回りを提供するが、過
剰なバリュエーションが見られる。企業信用に
ついては、当社は建設的であるが短期の商品
を選好する。投資家は特にHY債のベータを制
限し選別に焦点を当てることを推奨する。消費
者信用市場と住宅ローン市場は、投資家がバ
リュエーションへの意識を高く維持すれば、超
過利回りをもたらす可能性がある。住宅市場は
強力なファンダメンタルズを示しているが、当社
はCRE（商業用不動産）の選別を強化しており、
FRBのテーパリング議論への警戒を続けている。
EM（新興市場）の債券

EM-DMの成長プレミアムは、Q4にはEMに有利
となる方向で拡大すると予想する。これは、DM
の中央銀行による緩和的なトーンと共に、この
資産クラスにとってプラスとなる。当社は、ハー
ド通貨建てとEM企業（収益の回復）への確信
を維持するが、IG債よりもHY債へのバイアスを
維持し、EM債務全体でデュレーションには弱
気なスタンスをとっている。現地通貨建てにつ
いては、引続き慎重で選別を重視し、中国での
状況を注視している。また、ロシアなど、引き締
めサイクルが終わりに近づいている国にも焦点
を当てている。
FX

短期的には、成長が期待外れで回復が健全な
場合であっても、米ドル高は続くだろう。当社
はコモディティにリンクしているEMのFXには
前向きだが、投資家は中国の減速によるリス
クを注視することをお勧めする。
quality
and yield through したがって、
BBBs
当社はTRYおよびINRとともに、RUBと今では
CLPにも前向きだ。

BBB格付けを通じて品質とイールドのバランスをとる

Ratio

Yarlan SYZDYKOV

当社は米国債と、欧州の中核国およびセミ中
核国の債務にはディフェンシブになっている。
CBが最近「あまりハト派的ではない」スタン
スをとっていることが当社の見解を再確認し
た。米国と欧州中核国のイールドカーブには
積極的であるが、当社は成長がピークに達す
るのを待つ間、後者がスティープ化するという
見解を維持する。イタリアのような欧州周辺
国の債務は、改善された経済見通しによって
支えられているが、当社は短い満期を好み、
政治的リスクを監視する必要があると考えて
いる。当然のことながら、米国でピークの兆候
があったとしても、米国と欧州のインフレは上
昇している。当社は信用（例えば、金融分野）
に建設的だが、選別に重点を置きながら、
A格付けの債務よりも優れたリスク/リターン・
プロファイルを提供するBBB格付けを検討し
ている。加えて、ボトムアップ分析（信用指標
の改善）、短期/中期の満期を持つ債務、およ
びESGに焦点を当て、
「コンプレッション」を
行っている。このアプローチでは、HY銘柄の中
でもIGに移行する可能性のある「注目銘柄」を
特定できる。
一方で、レバレッジが増えている
Striking
a balance between
企業やM＆Aで価値が破壊されている可能性
のある企業は避けている。

米国の確定利付き資産
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Source: Amundi, Bloomberg, as of 20 September 2021. Ratio of credit spreads.
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GFI =グローバル債券、GEM/EM FX =グローバル新興市場外国為替、HY =ハイイールド債、IG =投資適格
債、EUR =ユーロ、UST =米国債、RMBS =住宅ローン担保証券、ABS =アッセット・バック証券、HC =ハー
ド通貨、LC =現地通貨、CRE =商業用不動産、CEE =中央および東ヨーロッパ、JBG =日本国債、EZ =ユー
ロ圏。BoP = 国際収支
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株式

バリュー株と配当に配慮したバランスの取れた
スタンス
全体的な評価

株式部総括

Yarlan SYZDYKOV

当社は良いバランスを保ち、経済の正常化と
再開を信じている。
銀行など、バリュー株の分
1.9
野にはまだ価値があると考えている。
これらの
1.8
分野でのインプライド予測がまだ魅力的であ
1.7
250
るためだ。
しかし ボトムアップ方式の選別に
新興市場の株式
1.6
200
より重点が置かれている。
この方法は、ESG
関連のパフォーマンスを改善し、
株式の買戻
魅力的なバリュエーション、
利益の改善、
1.5
150 FRB
し/配当を通じて株主に報いる可能性を持つ
のテーパリングによる逆風が緩和されたこと
1.4
100
企業を明らかにする。
当社はまた産業株や金
は、この資産に支持的となる。当社は選別を
1.3
50
融株を選好するが、全体的なバリュエーショ
強化し、予防接種プログラムと自然免疫のお
ンには注意を払っている。
一方で、
医療分野で
かげで、
正常化に向かっている国を選好して
1.2
0
の質の高いディ
フェンシブ株も選好している。
いる。
中国については、
当局が波及を回避す
2017
2018
2019
2020
2021
しかし、IT分野と一般消費材の分野には注意
EUR BBB/A
EUR A, RHS ると信じているが、
EUR BBB,規制の不確実性と経済の
RHS
を払っている。
全体的には、
投資家は短期的
減速から、
Source:
Amundi, Bloomberg,
as of 20 September
2021. Ratio of credit
spreads. 当社の中国への見解を戦術的に引
な騒音に邪魔されることなく、持続可能な収
下げ、インド、ロシア、ギリシャなどの他の国を
益をもたらすことができる中断のない事業に
選好する。長期的には、
「共同富裕」のテーマ
焦点を当てるべきだ。
には前向きな姿勢を保つ。

Ratio

新興市場部グローバル総括

欧州の株式

米国のインフラ法案や増税は、その時期や金
額についてまだ明らかではない。一方で、企
業の利益と価格への圧力は残っている。しか
し、経済の再開は続いており、実質金利はま
だマイナスのままだ。したがって、今年のよう
な並外れたパフォーマンスが繰り返されるこ
とは難しいという意味で警戒はしてはいるが、
今は株式に対してネガティブになる時期では
ないと考えている。その代わりに、投資家は、
以前強調したように、国内（銀行など）に焦点
を当て、企業固有の要因とバリュー銘柄（それ
ほど循環的でないバリュー株）を探求するべ
きだ。加えて、持続可能な利益の可能性を秘
めた企業を探し、買い戻し/配当のチャンスに
焦点を当てている。しかし、当社はボンド・プ
ロキシには注意しており、高額なグロース株や
債務不履行に陥ったバリュー株を避けている。
セクターのレベルでは、
金融、自動車、
航空宇
quality
and yield through
BBBs
宙、エネルギー企業の中で、気候変動に敏感
な企業を選好する。ディフェンシブなセクター
では、イノベーションと研究開発への可能性
から、医療分野を選好しているが、バリュエー
ションには注意を払っている。一方で、
消費者
350
セクターについては、評価は既に妥当な水準に
300
あると考える。
Spread, bps

Kasper ELMGREEN

市場は、8月に記録的な高値に達した後、整合
性を欠くグローバルなデータとデルタ変異株の
拡大から影響を受けた。しかし、先月指摘した
ように、バリュエーションはすでに高くなって
おり、中国の脆弱性や不動産セクターのレバ
レッジの高さへの懸念がきっかけとなったよ
うだ。経済の回復は好調であるものの、投資
家はインフレ圧力が世界的に高まっているこ
とに注意する必要がある。欧州では、光熱費
の上昇は政治的に容認できないことを考える
と、エネルギー価格の高騰は不平等の拡大と
いう視点から考慮されるべきだ。したがって、
我々が低炭素集約型技術に移行するにつれ、
気候変動がインフレに及ぼす短期的および長
期的な影響をモニターする必要がある。当社
は依然として、積極性を維持し、慎重だが楽
観的でもある。投資家はファンダメンタルズ
を見失うことなく収益のモメンタムに乗るこ
Striking a balance between
とをお勧めする。

米国の株式

Kenneth J. TAUBES
米国投資運用ＣＩＯ

Dividends complement investors' income when rates are low

実質金利は低いままである
が、エネルギーとコモディ
ティの価格が上昇しているこ
とが、インフレ圧力を高めて
いる。この環境では、配当株
が投資家の全体的なリターン
を高める可能性がある

金利が低い時には、配当が投資家のインカムを補完する
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

8.9%

5.8%

2.7%
0.4%
Europe
Dividend yield

4.3%

3.3%
1.9%

1.2%

0.3%
Japan
Govt. bond yield

2.9%
1.6%
1.3%

UK

High dividend yield

US

Source: Amundi, Bloomberg, as of 23 September 2021.
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欧州：自治から戦略的統治へ

新
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見 通年の
し

By Monica DEFEND、リサーチ部グローバル総括- Pierre BLANCHET、投資インテリジェンス総括

型コロナのパンデミックは、医薬品や医療機器を含むいくつかの重要な商品への欧州の依存
度を浮き彫りにした。欧州連合は、これら重要な商品の生産を外部に委託したため、一時的に
地域住民の安全を確保することができないことに気づいた。世界的にサプライチェーンが混乱
したこと、そして地域の製造能力が欠如していたことが、サプライ・ショックを引き起こし、半導体や自動車
セクターを含む多くの産業に悪影響を及ぼした。圏外からの供給に関する欧州の脆弱性は今や明らかだ。
欧州委員会は、これらの重要な分野における欧州連合の自給自足を強化し、最終的には欧州を自立した
形態にすることを目的とした政策を設計し実施を開始した。
「次世代EU」復興基金の一部は、包括的な「
グリーン」枠組みを通じて、これらのセクターに配分される。このイニシアチブは個人投資家にとっての
チャンスとなる。目的を達成するために必要な投資は重要であり、公的資金だけで資金を調達することは
出来ないからだ。この金額の中には、3,000億ユーロ以上の半導体セクターへの配分が含まれ、1防衛と
安全保障には2,000億ユーロ以上、2030年までのクリーン・エネルギーのセクターに約3,500億ユーロ
（過去10年間に部分的に資金提供された融資および株式発行に加えて）が配分される。さらに欧州人は、
電気自動車、再生可能エネルギー、そして/またはAIやサイバーセキュリティの分野で協働する必要がある
ことを今では理解している。今のことろ「単一市場」の可能性が十分に発揮されているとは当社には思え
ない。特に、サービス部門に関しては、十分な協力と成長がまだ未開拓のままだ。

このような背景を考慮すると、投資家は欧州資産の相対的価値とECBの金融政策だけに注目すべきでは
ない。ここで重要なのは、これらは経済の再生に対して第二大戦以降で比類のないくらい大きな貢献であ
るということだ。だから、欧州の戦略的自治は投資のチャンスでもある。
欧州の自治は必ずしも保護貿易主義を意味しない。それはむしろ、EUが多極的な世界から発せられる新し
いニーズに対応するために、米国と中国に対する自らの位置を定義する必要があるということだ。戦略的
自立は、それ自体が目的ではない。これは、フランスを含む多くのEU諸国が求める欧州統治権の前提とな
るものであり、それに一歩近づいたと見るべきだ。2欧州の軍隊とデジタルの独立は、しばしば欠落してい
る部品に例えられる。欧州の共通市場、中央銀行、単一通貨、および資本市場同盟は、欧州司法裁判所と
共にすでに統治（または対内主権）の手段となっている3。しかし、欧州企業の戦略的独立性を確保するた
めには、これらの手段は株式投資家の地域ベースを伴う必要がある。
統治権は、市民と機関の間、および企業とその株主の間の利害関係の一致を意味する。米国の投資家は、
ユーロ圏資産の時価総額の約3分の1（20年前の2.3倍）を所有しており、非居住者による投資の3分の2を
占めている。4反対に、欧州投資家による米国資産のシェアは比較的限られている4 。また、米国の年金基
金は、自国市場の時価総額の68％以上を保有し遍在している。アメリカの家計は経済的富の37％を株式
（主に米国の株式）で保有しているが、フランスではその割合は20％、ドイツでは10％である。この相違
は、欧州の機関投資家の株式配分に対する規制上の制約と政府による資金調達が多いことが一部の原
因となっている可能性がある。だから、欧州の大企業のガバナンスが欧州連合の優先事項と完全に一致
していないことは驚くには当たらない。そのため、欧州の戦略的統治には、新しい投資規則と広範で長期
的な欧州の株主ベース、そして可能であれば、欧州ソブリン基金が求められている。欧州の株式が米国の
株式よりも安いのは好材料だ。

1

「自給自足の代償」、Pierre Blanchet、アムンディ・リサーチ、Cross Asset 2021年7月。
「マクロン大統領のソルボンヌでの演説」、2017年9月26日。
3
『欧州の統治、戦略、独立』、Chailot Paper 169、2021年7月。
4
ユーロ圏の時価総額の45％は非居住者が所有しているが、米国の証券は15％未満が非居住者の所有である。2021年のOECDコーポレート・
ガバナンス
2
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ユーロ圏の難題：財政規律を放棄せずに財政枠組
みを改革する方法は？

欧州の財政枠組みを改革することで、ユーロ圏の回復 力は改善するだろう....
しかし、財政規律が放棄されないことが前提だ。
欧州の「安定成長協定」は、ユーロ圏の各国
が安定した政 策を実 施できるようにするた
め、2020年3月に一時的に停止されたが、2023
年に復活する予定だ。
大多数のエコノミストにとって、
「安定成長
協定」の枠組みは陳腐化している。債務と赤
字に関して、各国で同一のしきい値（それぞ
れ、GDPの60％とGDPの3％）を維持するとい
う規則には、理論的根拠がないことを思い出
してもらいたい。債務をしきい値で固定するこ
とは、多くの国にとって現実からかけ離れた目
標となった。
さらに、現行の規則は景気促進的であり、し
たがって逆効果であることが証明されている
（特にソブリン債務危機の後には）。最後に、
赤字規則は構造的な（つまり景気循環要因で

調整された）推定赤字に基づいているため、
実際に観察できるものではない。それらを推
定するために様々な方法が使われるが、いず
れも満場一致で受け入れられたものではない
ため、際限のない議論を引き起こす。そして、
この方法論についての問題は、大きな不況の
たびに悪化する。
新型コロナ危機の前でさえ、財政規則の有効
性はすでに疑問視されており、多くのエコノミ
ストが改革を求めていた1。
現行規則が予定通り2023年に復活すれば、危
機によってまだ弱体化している経済に対して引
締め政策を実施することになり、最終的には債
務の持続可能性に関して逆効果となる（結果、
債務対GDP率が更に上昇する）。

通貨同盟においては、過剰に緩やかな財政政
策を採用する加盟国が引き起こす悪影響を回
避するため、財政政策をコーディネートするこ
とは必要である。一つの規則を全体に適用す
ることが適切でない場合には、信頼でき理解
しやすい新しい財政枠組みが必要だ。マース
トリヒト条約以来、欧州の財政規則は、条約自
体を大幅に変更することなく、何度か修正され
てきた。したがって、制度上の障害はない2 。
• 新型コロナ危機で、各加盟国が安定化 政
策を実施したため、公的債務は上昇した。
皮肉なことに、危機以前に債務が最高水準
でであった国の公的債務の上昇が最も高
かった。

• 全加盟国が同じマクロ経済的制約に直面し
ているわけではない。だから、単一の規則
を維持することに信頼性はなく、それは望ま
しくもない。
• 問題の核心は、公的債務の持続可能性で
ある。債務の持続可能性は、基本的に、債
券利回りとGDP成長率の間のギャップ、そし
政府が基礎収支の黒字を維持する能力に依
存する。このタイプの分析は、本質的に国に
よって異なる。この分析の枠組みは、一連の
指標を考慮に入れて強化する必要がある。
それらは、基礎収支の赤字、債務対GDP比
率の水準、債務の満期、金利/債務負担、
潜在的な成長率などだ。

• 型破りな金融政 策は、暗黙のうちに型破
りな財政政策を要求する。現在の低金利
（GDP成長率よりはるかに低い）は、当然
のことながら、政府に安定化政策や公共投
資プログラムを実施するための余裕を与え
ているが、金利がゼロに近づくと、金融政
策の効果が低下するため、より必要とされ
る政策だ。
• しかし、低金利だからといって、欧州が財
政規律を放棄することはできない。最終的
に、金利は上昇し、最も負債の多い国々を
深刻で困難な状況に陥れる可能性がある。

ユーロ圏加盟国はこのリスクを冒すことは
できない。公的債務の貨幣化は、欧州の通
貨同盟の機能と両立することできないこと
を忘れてはならない。中期的には（金融およ
び実物資産価格への影響を通じて）金融不
安のリスクを高めることになる。

通貨同盟において、財政調整は必要である...

財政政策だけに割り当てら
れている目標が多すぎる

...しかし、これ以上金利を引き下げることができない場合、金融政策と財政政策の
連携を再考する必要がある。

B énassy-Quéré et al. 2018年、Darvas et al. 2018年、Feld et al. 2018年、Thygesen et al. 2018年 最近
では、Martin, Pisani-Ferry, Ragot （2021年）。
2
実際には、各加盟国はEU機能条約（TFEU）の核となる条項を書き直す必要がある。特に第126条（「加盟
国は過度の政府赤字を回避するものとする」）。
1
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欧州の財政枠組みを再考する：
財政規律を放棄せずに、同一の数値目標を放棄する

テーマ別グローバル
な見解

改革には全会一致が必要で
あるが、それは短期的には
手が届かないものだ

• 新型コロナ危機は、財政の枠組みが不適切
であることを明確に示した。新しい枠組み
は、例外的な状況で困難に直面している加
盟国への援助を提供する必要がある（モラ
ルハザード（倫理の欠如）ではない外的要
因によるショックに対して）。
• 次世代EU（NGEU）基金の設立で、ユーロ
圏は債務の相互化に向けて大きな一歩を踏
み出した。NGEUが発行した証券への需要を
見れば、投資家がこの動きを歓迎しているこ
とを示している。しかし、このメカニズムは一
時的なものであることを忘れてはならない。
将来、例外的な状況が起きれば、共通の債
務が再び動員されることは確実だ。しかし、
これは各加盟国が構造改革を継続し、財政
規律を放棄しないことを前提としている。
• しかし、現在のところ、財政政策だけに割り
当てられている目標が多すぎる。エネルギー
転換政策、インフラと教育への資金提供、
景気の安定化など。
• さらに、運営上の支出と設備投資を区別す
る必要性が頻繁に強調されている。政府は
支出の「質」の問題を回避することはできな
い。財政規律は、何よりもまず「非生産的な
支出」に焦点を当てる必要がある。投資支出
は保護されなければならない。
• 新しい財政枠組みの確立には、全会一致の
合意が必要だ。最も道徳的な国を説得する
ためには、債務の多い国（イタリア、スペ
イン、フランス）は、運営支出の削減に取り
組む必要がある（例えば、運営費の上昇率
をGDPの成長率よりも低く保つことを約束
するなど）。
• 財政の枠組みは十分に信頼できるものでな
ければならない。 これは債務の持続可能
性をECBに依存しないようにするためだ。

• 実践では、各加盟国の国家財政についての
分析を、政府に対して「勧告」できる独立機
関に委任する必要がある。制裁措置は課さ
れたことがないため、これらの勧告が確実
に実 行されるためには、適 切なインセン
ティブのシステムを見つける必要がある（例
えば、一部の連帯メカニズムは条件付きと
なるなど）。
これらは、その性質上、政治的にデリケートな
問題だ。これらについての議論はまだ始まった
ばかりであり、迅速に合意される可能性はほ
とんどない。現在の規則は非常に象徴的だ。
特に、負債が最も少ない国々は、NGEU復興基
金が設立された時点で、すでに十分譲歩をし
たと信じている。したがって、安定協定と古い
規則から完全に離脱することは現実的ではな
い。しかし、各加盟国の政府は、新しい枠組み
が交渉されている間、現行の規則を脇に置くこ
とに同意する可能性はある。
ドイツの次期政権は、おそらくSPDと緑の党が
中心となると思われるが、彼らはこの方向に進
むことに同意する可能性がある。しかし、自由
主義を掲げるFDPは、新しい財政枠組みが特
定の規律を保証する場合にのみ、現行の枠組
みを放棄することに同意するだろう。2022年
上半期に欧州理事会の議長国となるフランス
は、この機会を利用して、おそらくこの問題を
取り上げるだろう。
新しい財政枠組みが採用されれば、非対称的
な外部ショックが発生した場合のユーロ圏の
抵抗力が改善され、ユーロ圏の信頼性、さらに
は魅力を高めるだろう。投資家は、実際には達
成されたことのない数値目標が維持されるこ
とよりも、分かり易い財政枠組みの定義の方
に反応する。このことは、政府が合意に達す
ることを奨励するはずだ。欧州連合の信頼性
は、すべての加盟国の共通目的である、ユーロ
の国際化の前提条件だからだ。
202１年10月１日作成
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中心的および代替シナリオ
（12ヶ月から18ヶ月間）

月次アップデート

当社は、各シナリオにナラティブと確率を維持している。中心的シナリオは、政策ミックスと改善されたファンダメンタルズが、
回復と市場を支えることを前提としている。18ヶ月後には、米国の成長率は高インフレ体制の中で潜在レベルに戻るが、特に
欧州全体で、
スタグフレーションの圧力がかかると当社は予測する。
バリュエーションが過剰となり、経済の勢いが弱まるにつ
れて、
リスク調整後の株式リターンの予測は低下している。当社は今では、
ワクチン耐性がある変異株またはワクチン関連の
問題が、中心的シナリオへのリスクになることを考慮している。

下振れシナリオ
25%

スランプフレーション
分析

 回
 復が損なわれる。これはワクチン接
種キャンペーンが成功したにも関わら
ず、パンデミック関連の制約による

 長。これは財政支援にも関わらず、
成
AE（先進経済）が潜在能力（またはそれ
以下）に戻ったということだ
 ンフレ圧力が持続。サプライチェーン
イ
の混乱が長引いているため

 国の減速と規制による取り締まりは
中
先進国経済（AE）に影響を与える

 済的および財政の脆弱性が金融環境
経
が引締められたことで悪化

 期的な成長期待が低下したこと、また
中
高金利によって公的債務の持続可能性
が損なわれ財政支援を制限する

保護貿易主義と脱グローバリゼーション,
が、貿易とバリュー・チェーンに影響を
与える
 タグフレーションの圧力が、レバレッ
ス
ジ解消とボトルネックによって悪化する

市場への影響

— 現金、米ドル、米国債を選好

— 最小ボラティリティ戦略をとる
— 金

中心的シナリオ
60%

マルチ・スピードの回復
分析

 力だが不均一なマルチ・スピードの
強
2022年の経済回復の後、2023年は減
速する

 持的な政策ミックスが対GDP債務比
支
率を安定させる

 E（先進国経済）の金融政策は、
A
FRBを皮切りに徐々に正常化

米 国の政策による後押しで、新興国と
先進国間の成長プレミアムのギャップ
が縮小（米国の政策ブースターと中国
の減速）

 国の成長とインフレはQ2にピークに
米
達し、徐々に正常化する。 EZの成長と
インフレはH2にピークに達する。中国
はQ3にマイナス成長、Q4では弱く、
2022年Q1に回復

NGEU復興基金の実施は、政治側のコ
ミットメントにも関わらず希薄化している

上振れシナリオ
15%

持続可能で包括的な回復
分析

 団的予防接種は 完全なグローバル回
集
復を可能にする
 造業とサービス業の間のギャップが
製
埋まる

貯蓄と可処分所得の上昇による消費の力

米国の労働市場の回復と賃金への圧力に
も関わらずFRBの正常化非常にゆっくり
 GEU（欧州復興基金）の実施が成功
N
だった

 界的な過熱なしの、成長とインフレの
世
好循環
包 括的で持続可能な経済回復

 ジタルとグリーン開発による生産性の
デ
向上に起因する、より高い潜在成長率

支 払能力へのリスクは減少するが、
これは企業収益のモメンタムがポジ
ティブであること、レバレッジが積極的
に解消されていたこと、資金調達コス
トが低かったことが要因
所 得と富の不平等が、社会的および政
治的緊張を高める
市場への影響

市場への影響

— 高いバリュエーションと成長の減速によ
る、リスク調整後の期待収益率の低下

— 米国債のイールドカーブはスティープ化
している

— 株式のモメンタムと質を選好

— インフレ・ヘッジとしてインフレ連動債
を選好する

— 米国債のイールドカーブのスティープ化
が抑制された、それはEZ（ユーロ圏）
とEM（新興市場）も同様

— 金、インフレ連動債、および株式を介し
たインフレ・ヘッジ

— 景気循環とバリュー株へのエクスポー
ジャーがある高リスク資産を選好する

— 通貨を介したバーベル・ポジショニン
グを選好

 型コロナに関するトピック
新
成長とインフレ期待
金融政策と財政政策

— 新興市場：短期的には慎重だが、長期
的なインカムおよび成長のナラティブ
はそのまま
 旧計画または金融環境
復
民間および公的発行者の支払能力

経済または金融体制
社会または気候関連のトピック
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上位のリスク

月次アップデート

中心的なシナリオにへのリスク確率に変更はない。当社はコロナ関連のリスクは経済的リスクの一部として考慮している、
ヘッジ戦略の検出を容易にするために、
リスクはクラスター化されているが、
それらは明らかにリンクしている。

経済的リスク
20%

金融・財政リスク
20%

— パンデミック2.0

• 集団予防接種の進行にもかかわらず、
コロナ感染の第４波が始まった。新し
い変異株はワクチンの有効性が限ら
れているため、経済回復を損なう
（新しいロックダウンや移動制限が
課される）
• サプライチェーンの混乱が続き、原料
コストによる圧力が企業の不況につ
ながる
— グローバルな金融引締め
• インフレ期待が高まる中、FRBや他の
DM中央銀行が金融引締めを急ぎす
ぎ回復を損なう可能性がある
• 中央銀行の誤ったコミュニケーション
が不確実性の原因になる可能性がある
— 長期にわたる回復と複数回の逆戻りが
あったことは、企業や消費者の信頼感
に打撃を与え、金融などパンデミックか
ら直接影響を受けていないセクターに
まで波及する可能性がある

+
-

現金、インフレ連動債、JPY、
金、USD、ディフェンシブ株 vs
循環株

石油、高リスク資産、AUD CAD
またはNZD、EM現地通貨建ての
輸出業者

コロナ感染状況のアップデート

— インフレ期待を解放することは、債券
市場の混乱につながるが、これは先制
的な金融引き締めや大規模な財政支
出などの政策ミスの結果としてという
意味だ

— 企業の支払能力リスク：ファンダメンタ
ルズは改善したものの、中央銀行による
流動性と政府の保証制度が撤回されれ
ば、景気後退の規模が支払能力リスクを
増大させる

— ソブリン債務危機
• GDPに占める公的債務の割合は、
平時としては歴史的に高い水準に達
している。ほとんどの国は、格下げ
や金利上昇という影響を受けやすく
なっている
• 新興市場の脆弱性（単一コモディティ
の輸出業者、観光業）も、国際収支危
機に直面し、債務不履行リスクを増大
させる可能性がある

— 米ドルが不安定となることは、どちらの
方向であっても影響を与える：
• (1)米ドルの下落は、FRBに資産購入
プログラムを停止させ、米国債市場に
悪影響をおよぼすと共に、ユーロ圏と
日本にデフレをもたらし、EMの回復
を損なう可能性がある
• (2)米ドルの上昇は、新興市場に打撃
を与え、米国債の高利回りがユーロ圏
の債券市場に波及する可能性がある

+
-

CHF、JPY、金、CDS、選択的
に、Min Vol
原油、高リスク資産、フロンティ
ア市場、および新興市場

（地政学的な）政治リスク
20%

— 米国＆欧州 vs. 中国の冷たい平和
• 米国は中国に対して強硬姿勢をとる
• いくつかの制裁、開示要件、中国企業
の上場廃止は、それがエスカレートす
る兆候である
• 欧州諸国は、経済的利益にもかかわ
らず、米国に従う可能性がある
• アフガニスタン撤退後の米国の影響
力の喪失
• 南シナ海または台湾海峡で偶発的な
紛争が起こる可能性
— 欧州のポピュリスト票、フランスやイタ
リアでは、コロナ危機と労働市場への
ヒステリシス効果が過小評価されたこ
とで、EUのさらなる断片化につながる
可能性がある
— 新興市場における政治的な不安定、
次のような原因で引き起こされる：
• 混沌としたウイルス危機管理と公的
債務レベル
• 食糧価格の高騰は、新興市場にアラ
ブの春のような社会騒動の波を引き
起こす

— サイバー攻撃やデータ流出IT システ
ムの破壊 (セキュリティ、エネルギー、
医療サービス)

+
-

DMの国債、キャッシュ、金、
インフレ連動債、USD、ボラ
ティリティ 優良銘柄
石油、高リスク資産、EMBI

Pierre BLANCHET、投資インテリジェンス総括

北半球で恐れられていた夏の後の第4波は、高い感染度を持つデルタ変異株の出現にもかかわらず、広がっていないようだ。最新
のWHOデータによると、週ごとの新規感染者数は減少している。欧州と米国では、8月下旬から9月にかけて感染者数が増加した
が、以前の波にほどではない。死亡率も低下している（WHOによると、世界平均で1.6％程度まで低下）。2回のワクチン接種を受
け、2回目のワクチン接種の少なくとも14日後のPCR検査で陽性となった人の死亡数は、世界全体で非常に少なくなっている。新し
く危険な変異株が出現するリスクを排除することはできないが、現在の主な懸念は、多くの新興国でワクチン接種レベルが低いこ
とと、人口の56％しかワクチン接種を受けていない米国など一部の先進国での進歩が遅れていることだ。ロジスティクスと貿易協
定の問題が、低所得国の遅れを説明している。科学と医療制度への信頼がかけていることが、米国の遅れを説明している。結果
的に、集団免疫がすぐに達成される可能性は低く、パンデミックはさらに数四半期続くだろう。
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クロス・アセット報告：

＃10

市場のターニング・ポイントを検知する

月次アップデート 経済環境の信号が緑からオレンジに変わった
すでに反転した

反転に近づいている

経済の背景

— 夏の間のコロナ関連の規制が緩和されたことを
受けて、ユーロ圏のQ3の経済活動は堅調なペー
スで拡大した。高頻度のソフト・データは徐々に
フラット化を示しているが、成長は引き続き堅調
であると予想される。コンセンサスは引き続き下
方修正されているが、経済的なサプライズにはま
だネガティブだ。
— 米国の経済活動は持続的な速度で成長を続けて
いるが、高頻度指標とソフトデータが徐々にフ
ラット化していることから、成長率は徐々に緩や
かになると予想される。
ソフトとハード両方のデータがポジティブなサプ
ライズもたらさなかったため、CESI指標はネガ
ティブな領域にとどまっている。コンセンサス
は引き続き緩和的になっているが、まだポジ
ティブな領域にとどまっている。

テクニカル要因

— 先月、当社のテクニカル・ツールボックスから幾
つかの変化が現れた。
— RSIは買われ過ぎの領域にあったが、最近の反落ご、
あまり過剰でない領域に移動した。
— 本稿執筆時点では、テクニカル要因は混沌としてお
り、方向性に欠けている。

まだ、そこまで行っていない、そう言うには早過ぎる

ファンダメンタルズ＆
バリュエーション

— 利益の回復が安定し始め、バリュエーションは高額
に見えるため、収益は下方修正に対して脆弱である
が、ほとんどの株式は史上最高値で安定した。
— CB（中央銀行）による資金注入が市場の高水準に
ついての唯一の議論の根拠であるが、テーパリング
が開始されれば投資家の自己満足は損なわれる
だろう。
— 絶対PE率の水準は過去のトレンドを上回っている。

ニュートラル＋
資産配分

市場心理

— FRBが引き締め政策に移行するであろうこと、恒大
集団の債務不履行への懸念、成長のモメンタムの
鈍化から、高リスク資産のボラティリティは9月に
上昇し、リスク選好は先月に比べて緩和された。
— しかし、当社が追跡するリスク・センチメント指標
はリスクオフ水準にはほど遠く、市場ではやや前
向きなリスク・センチメントが表れている。金融環
境はほとんどの地域で緩和的に維持されている
が、EPSの改訂は、米ドルと経済的サプライズの低
下の両方を補う以上のものである（リスク変動の
初期の兆候を明確に示している）。
— 機関投資家は先月のジャクソン・ホールでの会議
に先立ってリスク・エクスポージャーを減らし、今で
は、リスクにはニュートラルからロングよりの姿勢
を維持している。

クロス・アッセット・センチネル基準値（CAST）は引き続き支持的
100%

80%

EPS REVIS.

60%
40%
20%

USTW$
BAA-AAA

0%

FCFY ADJ

EY ADJ

Today
Last Month
Peak of the Pandemic
Threshold levels
Source: Amundi Research, Data as of 23 September 2021

CASTのリスク認識は高まっているが、構造的なリスクオフのシグナルに
はほど遠い。中央銀行は信用リスクプレミアムを低く維持しており、収益
の修正が米ドルからのリスクオフ・シグナルのバランスを取っている。
しか
し、次の段階への見通しは悪化している。

方法当社は「センチネル」と呼ばれる5つのインプットを考慮しています：
それらは、USTW$、Moody's Baa-Aaa、EPS修正、
リスク調整後の収益利
回り、
リスク調整後のキャッシュフロー利回りです センチネルは、戦術的
な資産配分を再ポジションするために使用されます。適切な基準値が検
出されると、5つの変数は一定レべルの確信をもって、市場のストレス状
態を予測する一つの指標として合計されます。
この五角形は5つのセンチ
ネルを表しています。
赤い線は警告レベルの基準値を示しています。
赤い
線の上の距離が大きければ大きいほど、
リスク認識は高く、最終的には
ディフェンシブな資産配分配分に近づく必要があります。

本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです
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＃10

グローバル・リサーチ・クリップ

1

米国の債務の上限問題と民主党の政治的課題

2

ECBはテーパリングではなく、再調整をしている

• 米国の債務上限問題とバイデンのインフラ法案は、議会での緊張の源となっており、投資家の短期的な可視性を損なっている。
• 民主党の進歩派はインフラ法案を社会保障関連の支出結び付けたい考えであるが、民主党の保守派が反対している。
• 民主党の財政についての議題は、来年の中間選挙で成功するチャンスを決める役割をする。現段階では、共和党が上院の過半
数を取り戻す可能性がある。
• したがって、民主党はできるだけ多くの財政改革法案とインフラ法案を通過させ、中間選挙前にその影響を示す必要がある。
• ECBは、その刺激策を2022年まで持続すると予測されている。これは財政面でのNGEU基金を支援し、経済がコロナ危機前の
状態に戻ることを確実にするためだ。
• 経済の細分化が続く限り、強い金融政策からの支えがあると予測する。
• インフレ予測はまだ目標を大きく下回っている。ECBのフォワード・ガイダンスを続いて、短期金利は現在の低さで安定する。
• ECBは、PEPPおよびTLTROに関する決定を12月にすると言及した。
• 当社は10年物のドイツ国債の利回り目標を、
（-0.10/ +0.10％から）-0.40/-0.20％に修正した。

投資への影響：

3

4

• ユーロ中核国のソブリン債のデュレーションはわずかに短い
• イールドカーブはわずかにスティープ化する。

ユーロ圏におけるエネルギー価格の上昇とインフレ見通し

• パンデミック後の需要の急増でエネルギーコストが上昇したことで、供給不足に直面している。企業のCO2排出コストの上昇
(欧州の一部の国ですでに起っている)は、今後数四半期にインフレを上昇させるはずだ。

• 消費者物価と家計へのエネルギー料金の最終的な影響は、政府が規制価格へのパススルー効果をどのように制限するかに
よる。現在のところ、当社はユーロ圏での影響を平均インフレ率＋0.3％と見ているが、それは2022年に集中するだろう。そ
の他のショックが無ければ、インフレはQ4にピークに達し、2022年にかけて低下すると予想されるが、ピークは以前より高く
（3％を大幅に上回る）、圧力は以前よりわずかに根強い。

株式のスタイル・ローテーション：モメンタムと品質の導入

• 債券利回りの低下と決算発表シーズンが好調であったことで、米国とEMUの株式が過去最高を記録した。
• 表面下では、成長ピークに達していること、経済のネガティブなサプライズ、コロナ感染による不確実性、および経済的な支え
が低くなっている可能性などが、疑問視されており、循環株/ディフェンシブ株、そしてバリュー株/グロース株の動きが固まる方
向に向かっている。
• このローテーションの一部は、米国の景気サイクルが成熟してきたことによるものだ。

投資への影響：

5

• 米国と欧州の株式が、モメンタムと品質を提供しているが、これは景気サイクルの第2段階では通常勝者となる、相対的価値戦
略を推進する。
• 5月に再調整した後、モメンタムの指標は循環株/ディフェンシブ株のプロキシとなった。

中国のクロスアセット：株式と信用にポジティブ

• 規制の引締めのショックから、市場心理は安定に向かっているように見える。信用市場の見通しは財政の緩和によって支えら
れている。
• 資金の流れとしては、融資の傾向（つまり、新しい融資）は安定し、底入れしている。
• 流動性の見通しはさらに改善するだろう：成長が格下げされた後、当社はQ4にRRRがさらに50bp引下げられると見ており、2022
年初頭の10bpの利上げはないと見る。
• 融資の減速は主に供給要因、つまり住宅および地方政府の債務への規制強化によって引き起こされたことから、利下げは期待
していない。

投資への影響：

6

• 株式に対して前向きな姿勢を維持。A株よりもH株を選好。HSCEIを更に追加し、HSIおよびMSCI中国はそれほど追加しない。
• 信用エクスポージャーを維持し、長デューレーションのIG債（5〜10年物）を選好。
• 金利にはニュートラルな姿勢を維持。

コモディティのスーパー・サイクルの更新：中期的には上昇の可能性

• パンデミックの後、価格は世界的な成長に追いついた。まだ低迷している在庫サイクルは、中期的には、長引く上昇傾向の原動
力であるかもしれない。

投資への影響：

• 中期的にはコモディティを買い持ち。
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アムンディの各資産クラスへの見解
資産クラス

見解 1ヶ月の変化

＃10

理由

供給不足と労働市場での圧力は、2021年後半から2022年にかけて緩和されると当社は見る。
しかし、特定のセグ
メントでは評価が過剰であるため、選別と相対価値に焦点を当てる必要性が高まっている。
投資家はまた増税の
可能性を留意し、租税回避に対処するために導入された規制により悪影響を受ける可能性のある銘柄を避ける
必要がある。

=

米国の
バリュー株

+

当社はバリュー株への選好を維持する。
バリュー株はコア利回りの穏やかな上昇、ワクチン、経済回復の進展
（成長がピークに達し安定したとはいえ)によって支えられている。
したがって、選別の必要性は高く、投資家は循
環的なバリュー株を避け、質の高いバリュー株の銘柄により焦点を当てる必要がある。

=

欧州はコロナ危機からの脱却を続けており、成長への期待は今年後半にピークに達する。
しかし、
クリーン・エネ
ルギーへの移行の中で、
インフレ
（エネルギーと食料）が上昇しているようだ。
このような環境で、当社はバリュー
株への移行を改めて表明するが、投資家はこれを質の高い銘柄、ESG（将来のESG勝者）、配当に特性を持つ銘柄
に拡大することをお勧めする。
全体的には、選別と価格決定力に焦点を当てるべきだ。

株式プラットフォーム

米国

最近の成長モメンタムの弱まりがグロース株をアウトパフォームさせたと当社は思っているが、
グロース株のバリ
エーションは長期平均を上回っている。金利が上昇し、
ワクチン接種率が向上するにつれて、
このギャップが縮小
するはずであることは、
このセグメントへの慎重なアプローチを支持する。

-

米国の
グロース株
欧州

=

日本

日本市場は、新たなコロナ感染拡大の懸念から不確実性が見られたが、魅力的な相対評価で取引されている。
日本市場は、円安やバリュー株・配当株のテーマから恩恵を受けて、
いずれ他市場に追いつくと見ている。

バリュエーションは魅力的であり、ワクチン接種プログラムが継続し経済が再開する中で、EMは収益回復のモ
メンタムがまだ強い。
当社は、
インドやロシアなど、国内消費の可能性が高い国に前向きだ。
セクターに関しては、
当社は一般消費財、不動産、通信サービスを選好し、
グロース株よりもバリュー株/循環株を増やす傾向を維持し
ている。

=

新興市場

米国債の利回りは、経済成長のダイナミクスや実際のインフレ率と比較すると低いままで維持されている。
これは
市場が一時的な説明を受け入れていることを意味する。
しかし、当社は10年物の利回りの目標を引き下げたもの
の、FRBが政策を正常化し、蓄積された貯蓄と消費が作用し始めれば、
コア利回りの今後の動向は上向き向にな
ると考える。
当社は慎重であるが、柔軟な姿勢を維持する。
TIPSは十分な実質利回りを提供するが、当社はバリュ
エーションに注意を払っている。

-

米国債

=

米国HY社債

=

債券プラットフォーム

米国IG社債

欧州の国債

当社は（市場エクスポージャーよりも）満期の短い債務と特異な銘柄を選好する。
コア利回りの上昇リスクがある
ためだ。
したがって、景気回復が継続し、高成長レベルからピークに達する兆候が見られる中、当社は選別と警戒
を続けている。当社は政府機関の住宅ローンに前向きだが、FRBでのテーパリングの議論が続いているため、投
資家は弱さの兆候に注意する必要があると考える。

今年は供給が堅調で流動性が改善したが、HY企業の借入コストがまだ低いため、
このセグメントのバリュエー
ションは高いままだ。投資家はポートフォリオのベータを制限することを目指し、その代わりに信用を選別し、
信用指標が改善している企業を特定し、追加のインカムと質のバランスをとる必要がある。

この地域は回復が進行中であり、
インフレ率、
および近い将来のECBによるテーパリングの兆候を考慮して、当社
は中核国およびセミ中核国の国債には慎重な姿勢を維持している。
この地域では、主要な政治的イベントがある
ことを念頭に、柔軟で注意深い姿勢を保っている。
一方で、当社は欧州周辺国、特にイタリアの債務について建設
的である。
成長見通しが楽観的なことと、ECBがまだ緩和的な姿勢を維持していることが理由だ。

-/=

欧州IG社債

=/+

欧州HY社債

=

EM債券HC
EM債券LC

当社は信用環境が全体的に改善している兆候があると見ている。格付けの見通しは引き続き安定してお
り、EBITDAに対する純負債は低下している。
BBB格付けと金融の劣後債は最高の領域であり、
より高い格付けの
債務より優れたリスク/リワード・プロファイルを提供すると当社は考える。
しかし、当社は選択性を維持し、景気循
環的な回復にリンクするより短い満期の債務とセクターを選好する。

HYセグメントは、
スプレッド縮小と堅牢なESGプロファイルの可能性がある銘柄を探求する際に、選択的な機会を
提供する。
当社は、格付けが格上げされる、
そしてファンダメンタルズが改善する可能性がある劣後債の注目銘柄
を探求する。
しかし、
コア利回りの変化が価格に影響を与えるかもしれない非対称のリスク・プロファイルは避け
ている。

=/+

当社はハード通貨建ての信用リスクを選好し、中期的にはIG債と比較してHY債に建設的な姿勢を維持する。
社債の中では、
スプレッドはそのままでは安くは見えないが、代替オプションと比較すると魅力的に見える。

先進国市場の金融引き締めの可能性にひょる逆風には、引き続き注意を払っている。中国では、人民銀行と政府
は流動性クランチの波及を回避することを目指していると当社は考える。
全体的には、当社は選別を重視し、
ロシ
アのように引き締めサイクルが終わりに近づいている国を探しているが、
グローバルにデューレーションについて
は弱気のままだ。

=

世界的な在庫の蓄積と供給不足の可能性は、中期的にはコモディティ
（ベースメタルなど）にはポジティブだ。
金などの貴金属は、FRBが政策を正常化すれば、実質金利の上昇につながるため、
ある程度のボラティリティを目
撃することになるだろう。
しかし、来年に成長のモメンタムが鈍化すると、金は若干好転する可能性がある。

その他

コモディティ

世界的な成長の鈍化とFRBの政策正常化は、特に低利回り
（EUR、JPY、CHF）通貨に対する、米ドル高を支えるだ
ろう。
しかし、当社は、
その国の中央銀行がFRBに先んじて動くと予想される通貨、
そしてバリュエーションが支持
的であり、成長経路が強いと思われる特定の循環通貨（NOK、GBP、CAD）については、短期的には建設的である。

通貨

説明

---

--

ネガティブ

-

=

ニュー
トラル

+

++

ポジティブ

+++

前月と比べ格下げ

前月と比べ格上げ

出典：202１年9月26日現在のユーロ・ベースの投資家に対するアムンディの見解。本資料は、特定の時点における市場環境の評価を表しており、将来起ることの予測または
将来の結果を保証する意図はありません。読者はこの情報を特定のファンドや証券に関するリサーチ、投資アドバイス、または推奨として受け取るべきではありません。この
情報は説明と教育を目的としたものであり、変更されることがあります。また、この情報はアムンディ製品の現在、過去、または将来の実際の資産配分またはポートフォリオ
を表すものではありません。
IG =投資適格社債、HY =高利回り社債。 EM債券HC/LC =新興市場債券のハード通貨建て/現地通貨建て。WTI = West Texas Intermediate. QE＝量的緩和
本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです
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CROSS ASSET
INVESTMENT STRATEGY

先進諸国

マクロ経済の見通し
9/28/2021時点のデータ

年平均
（％）

世界

インフレ率
実質GDP成長 （CPI、
前年比、
率（％）
％）

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
-3.3 6.0 4.1 3.3 2.6 3.6 3.6 3.2

先進諸国 -5.1 5.1 3.7 2.0 0.8 2.8 2.5 2.1
米国

-3.4 6.0 3.6 2.0 1.3 4.3 3.2 2.7

日本

-4.9 2.4 2.6 0.9 0.3 -0.4 0.6 0.6

英国

-9.8 6.6 4.7 2.4 0.9 2.4 3.6 2.3

ユーロ圏 -6.5 4.7 4.1 2.3 0.3 2.4 2.1 1.8
ドイツ

-4.9 2.9 3.9 2.0 0.4

3.1

2.1

1.7

フランス -8.0 6.2 3.8 1.9 0.5 2.0 2.3 1.8
イタリア -8.9 6.1 4.6 1.8 -0.1 1.7 2.2 1.7

スペイン -10.8 6.3 6.2 3.3 -0.3 2.5 2.3 1.8

出典：アムンディ・リサーチ

当社
当社 コンセ
コンセ
29-09 予想
予想 ンサス
ンサス
2021 6ヶ月
12ヶ 12ヶ月
6ヶ月先
先
月先
先

0.13 0/0.25

0.13

0/0.25

-0.51

-0.50

-0.47

-0.04 -0.1

-0.04

-0.1

-0.03

0.11

0.35

0.59

ユーロ圏 -0.50 -0.50
日本
英国

0.10

0.10

出典：アムンディ・リサーチ

0.24

金融政策会議の予定
中央銀行

次の会議

ECB理事会

10月28日

FRBのFOMC

11月3日

日銀MPM

イングランド銀行
MPC

出典：アムンディ・リサーチ
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• 米国： 経済は、潜在力をまだ上回るペースにとどまっているものの、より持続可能な成長
ペースに向けて徐々に減速している。高頻度指標は、Q3には経済活動が横ばいになってきて
いることを示している。これは、おそらく財政支援の効果が薄れてきていることと、コロナ感
染が復活したことが原因だ。それでも、労働市場が徐々に改善しているため、米国の消費者と
内需の見通しは堅調である。インフレは、当社のFRBの行動予測が外れなければ、2022年半
ばまで3％以上（ヘッドラインCPI）を維持すると予測する。債務の上限とインフラ法案の規模
については、まだ交渉段階にある。

• ユーロ圏：Q2にポジティブなサプライズがあった後、ユーロ圏経済はQ3にも堅調に推移する
と予想されるが、高頻度指標は現在、危機前の水準を下回るレベルで横ばいに向かっている
ことを示している。サービス消費など、サービス部門の回復はまだ遅れている。今後、NGEU
基金が実施されれば、潜在以上の成長を支え、
（2022年半ばまでには）パンデミック前の
レベルへの迅速な回復に導くだろう。インフレは、特に冬が近づくにつれて、ガスとエネル
ギー価格からさらに上昇するため、ユーロ圏全体で上昇を続けるだろう。当社は2022年の
インフレ予測を上方修正した。

• 日本：デルタ変異株の流行とサプライチェーンによる制限により、Q3の日本の回復は妨げら
れた。非常事態宣言が延長されたことで、移動が制限され家計の信頼感が低下した。自動
車部門では、部品供給に支障がでたため生産の削減を余儀なくされた。インフレはマイナス
となっているが、これは1回限りの基準変更と過去に実施された携帯電話料金値下げの影響
によるものだ。とはいえ、経済の再開が近づくにつれ、見通しは明るくなっている。日本では
ワクチン接種が順調にすすみ、10月には2回接種率が75％になると見込まれている。これが
ソーシャル・ディスタンス規制解除への道を開いている。
• 英国：デルタ変異株の流行にもかかわらず、英国経済は回復への道を順調に進んでいる。
活動指標はパンデミック前のレベルを下回って横ばいとなっていることを示しているが、これ
は他の欧州諸国でも起こっていることだ。労働市場は改善しているが、一時帰休制度が終了
したことによる内需への影響を完全に評価するためには、来月の動向を見ることが重要とな
る。英国経済は短期的には、目標を上回るインフレが顕著になる期間を経験すると予測され
る。これは需要が急速に回復したことで、予備のキャパシティが減少し、供給の支障に加えて、
エネルギー価格の上昇やその他のベース効果の影響が持続しているためだ。

主要金利の見通し

米国

＃10

10月28日
11月4日

• FRB：パウエル議長は、9月のFOMCで資産購入の削減が早ければ11月に始まり、2022年半
ばまでに終了する可能性があることを示唆した。FRBは、6月まで月額150億ドルのペースで
購入を減らすと予想されている。さらに、FOMC委員による金利予測の中央値は予想以上に
上昇した。FRBは、2022年末または2023年初頭にかけて、年に3〜4回のペースで利上げを
開始しすることに確信を強めている。インフレ予測は上方修正され、コアPCEは2022年には
2.3％、2023年には2.2％となっている。インフレが最初の利上げのタイミングとそれ以降の
利上げのペースを決定する要因となるだろう。コア・インフレが、2022年にサプライズとなる
上昇をみせた場合、最初の利上げは2022年末になる可能性がある。

• ECB：9月の会合で、ECBは2022年の量的緩和に関する決定を12月まで延期し、年内のPEPP
の再調整を発表した。
「適度に低い」唯一の道は、Q4の減速がQ1よりも高いレベルとなること
を意味し、それはおそらく月間700億ユーロに近くなるだろう。Q2とQ3と比べて購入額が800
億ユーロ低いことは、現在の資金調達環境と改善されたマクロ経済状況に沿ったものだ。
当社は、ECBが来年3月以降もハト派的姿勢と刺激策を維持すると予想する。それは主にAPP
の規模を拡大することでなされるだろう。
• 日銀：日銀は、予想通り9月の会合で政策を変更せず、輸出と生産が供給サイドの制約の影
響を受けていることを指摘した。他のDM中央銀行が今年中にテーパリングを進めている間
も、日銀は引き続き現状を保留すると当社は予想する。日本の景気回復は他の先進市場と
比べて遅く、インフレはマイナスのままであるため、日銀が政策の正常化への議論を開始す
るのは時期尚早であると考える。インフレは、中期的には徐々に上昇すると予測されるが、2
％の目標に到達するにはまだ遠い道のりだ。

• イングランド銀行：直近の会合で、MPCは年末まで完全なQEプログラムを変更しないことを
決議し、刺激策は現状維持とされることを確認したが、同時に、議事録では、金利のフォワー
ド・ガイダンスについて予想外にタカ派的であり、早期の引き締めを示唆していた。この変化を
考慮すると、BoEは来年のQ3に金利の正常化を開始すると当社は予想しており、タイミングは
主に今後数か月の労働市場の進展によって調整されるだろう。不確実性のほとんどは、いまだ
に失業対策としての一時帰休制度が終了に近づいていることの影響に集中しているからだ。

本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです
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新興諸国

マクロ経済の見通し
9/28/2021時点のデータ

年平均
（％）

世界

インフレ率
（CPI、前年
比、％）

実質GDP成長
率（％）

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

-3.3 6.0 4.1 3.3 2.6 3.6 3.6 3.2

新興諸国 -2.0 6.7 4.4 4.2 3.9 4.2 4.4 4.0
中国

2.3 8.3 4.9 4.8 2.5 0.9 2.1 1.7

ブラジル -4.1 5.3 1.2 1.6 3.2 8.0 6.2 3.5
メキシコ -8.3 6.3 2.7 2.0 3.4 5.4 3.9 4.1
ロシア

インド
インド
ネシア
南アフ
リカ
トルコ

-3.1 4.2 2.6 2.5 3.4 6.1 4.6 4.0
-7.1 8.6 6.5 5.9 6.6 5.1 6.1 6.4

-2.0 3.5 4.3 4.9 2.0 1.6 2.9 3.4
-6.9 4.6 2.7 2.3 3.2 4.4 4.2 3.8
1.6 7.8 4.4 4.0 12.3 17.3 13.1 10.2

出典：アムンディ・リサーチ

主要金利の見通し
当社
コンセ
28-09 予想
ンサス
2021 6ヶ月
6ヶ月先
先

インド

3.85 3.85

3.85

当社 コンセ
予想 ンサス
12ヶ 12ヶ月
月先
先

3.85

3.85

4.00 4.25

4.05

4.50

4.30

ロシア

8.35

8.75

8.35

6.75 7.00

7.00

6.75

6.45

中国

ブラジル 6.25 8.75

出典：アムンディ・リサーチ

金融政策会議の予定

中央銀行

RBI

次のコミュニケーション

10月8日

PBoC

10月20日

BCB Brazil

10月26日

CBR

出典：アムンディ・リサーチ

10月22日
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• 中国： Q3の成長率は広範に下方のサプライズとなった。輸出が唯一の例外だ。政策が引締
められたこと、自主規制（新型コロナへの「ゼロ容認」政策、脱炭素化政策）および世界的な
チップ不足が、この減速の原因となった。当社は成長予測を再び下方修正し、成長が2021年
Q4にトレンドまで回復するとは予想していない。8月のPPIは再び上方のサプライズとなり、供
給の制約があるため、この高値はより長期間維持される可能性がある。サービス消費が大き
な打撃を受けているため、CPIインフレの圧力はまだ抑制されている。

• インドネシア：新型コロナの新規感染数が8月と9月に急減したが、これは制限が徐々に解除さ
れたことと一致している。モビリティ・データは大幅に加速しているが、ワクチン接種が遅れて
いることで、経済再開が危険にさらされており、おそらく将来の成長のダイナミクスも危険にさ
らすだろう。2021年の当社予想は前年比3.5％で、これは公式予測の下限（3.5％-4.3％）に近
い。低インフレ（前年比2.0％未満）と対外収支が健全であること、そして世界的な金融環境が
非常に穏やかに正常化していることが、BIがハト派的姿勢を継続することを可能にしている。

• ブラジル：主に新型コロナ感染状況が改善したため、人の移動と経済は正常化し同期してい
る。当社は今年のGDPは5％を超える上昇を見込んでいるが、2022年の見通しはそれほど良
好ではないと見ている。一方、インフレ圧力は、力強い成長の副作用であるだけでなく、一時
的な供給ショックや変動しやすい構成要素や波及効果でもある、しかし金融政策による積
極的な対策にも関わらず、インフレはまだ弱まっていない（現在は前年比で2桁台となってい
る）。政府は財政上のトリレンマ（予算の上限がある中で低所得層向けの給付金「ボルサ・
ファミリア」を拡大すべきかどうか、それは上限のもと「プレカトリオス」を伴う可能性が高い）
の解決に焦点を当てている。これは実施される可能性が高いが支障がないわけではない。

• トルコ： 昨年8月のインフレ率は前年比19.25％であったが、CBRTは金利を100bp引き下げ
て18％とし、プレスリリースからタカ派的な言語を削除した。CBRTは、インフレ圧力が一時
的なものであり、単に経済の再開によるものであることを理由に、利下げ決定を正当化して
いる。さらに、コア・インフレは、実際に前年比18.45％とやや低く、インフレ総合指数よりも
関連性が高いと述べた。次のCBRTの決定は、トルコ・リラに対する市場の圧力に大きく依存
すると当社は考える。圧力が強くない場合は、更なる引下げも予想される。

• PBoC（中国）： PBoCは9月にMLF(中期貸出ファシリティ）の全額の借換えを実施し。中秋節
の前にOMOの規模を8か月間で最高値まで拡大した。当社はPBoCが銀行間市場の流動性を
緩め、10月に再びRRRを引き下げると予想する。しかし、セクターへの融資配分には広範な制
約があり、年末までにエネルギー集約を低下させる必要性から、RRRの引き下げだけでは成長
を押し上げるには十分ではないが、当局はこれ以上の緩和を躊躇している。中小企業向けの
ターゲットを絞った緩和プログラムがあるため、当局は政策金利を保留すると当社は予測する

• RBI（インド）：9月中旬に、RBI副総裁のM. パトラが興味深いスピーチを行い、
「柔軟（Flexible）
なインフレ目標」の枠組みにおける文字「F」の重要性を強調した。彼は、緩和的な姿勢を維
持することの重要性を説いて、
「柔軟性…月1回の測定値ではなく四半期平均で目標（インフ
レ）を測定するという形がうまくいった」と述べた。想定された経路が発表されたが、それに
よれば、インフレ率は24年度になって4％（目標ピボット）に達する（22年度は5.7％、23年度
は5％未満）。発表された道筋は、当社の内部予測よりも穏やかな水準だ。

• BCB（ブラジル）：BCBは、9月に金利を100bps引上げ（6.25％へ）、次の10月の会合でさら
に100bpsの利上げを行うことを事前に発表した。さらに、中央銀行は、政策金利を収縮レ
ベル（以前は中立以上と呼んでいた）に引き上げる必要があることを認めた。これはインフレ
圧力が弱まる兆候を示していないことが、最新のインフレ発表（9月半ば）で明確に確認され
ているためだ。当社はインフレの（上向き）リスクには同意する。2月には金利が9％（前期：
8.5％）に上昇することを確認している。インフレが2桁台に達するのを妨げるものは何か？ 端
的に言えば、経済見通しがより軟調になることと、インフレ（年率）がピークに達することだ。
• CBR（ロシア）：CBRは、9月10日に再び政策金利を25bps引き上げて6.75％とした。インフレ
圧力が持続し、インフレ期待が数年ぶりの高水準にとどまっているためだ。実質GDPは、2021
年Q2に危機前の水準に戻ったが、内需の伸びは供給の伸びを上回り続けている。8月の前年
同月比インフレ率は6.7％に達し、７月の6.5％から加速した。これは4％という目標範囲をは
るかに上回っている。CBRは、年間インフレ率は2022年には4〜4.5％まで減速し、2023年
以降は4％程度に留まると予想している。CBRは、将来のさらなる利上げにはオープンだ。
当面は、年末までにさらに25bpsの引上げを見込んでいる。今では当社は、CBRのタカ派的
姿勢は、双子の黒字とともに、RUBを支持すると期待している。

本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです
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マクロ経済および市場予測

マクロ経済予測

主要金利の見通し

（2021年9月28）

実質GDP成長率
（％）

年平均（％）

日本

ユーロ圏

ドイツ

フランス
イタリア

スペイン

英国
中国

ブラジル

メキシコ
ロシア
インド

インドネシア
南アフリカ
トルコ

先進諸国
新興諸国
世界

-3.4

6.0

3.6

2.0

1.3

4.3

3.2

2.7

-4.9

2.4

2.6

0.9

0.3

-0.4

0.6

0.6

-6.5

4.7

4.1

2.3

0.3

2.4

2.1

1.8

-4.9

2.9

3.9

2.0

0.4

3.1

2.1

1.7

-8.0

6.2

3.8

1.9
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当社の予測についての免責事項
マクロ予測の不確実性は非常に高く、新しい高頻度データが可能になるたびに頻繁に再評価をする必要があります。当社の
現時点でのマクロ経済予測には、
より高い定性的要素が含まれており、統計的精度を低下させ、周囲のより広い範囲での不確
実性を増加させます。

方法
— シナリオ

確率は、当社のマクロ財務予測で条件として定義した金融制度（中心的、下振れ、および上振れのシナリオ）の可能性を反映しています。

— リスク

リスクの確率は、内部調査の結果です。監視するリスクは、次の3つのカテゴリーに分類されます。経済、金融、および（地政学）政治。
3つのカテゴリーは相互に連係していますが、3つの要因に関連する特定の中心があります。加重（パーセンテージ）は、当社の投資部
門で実施される四半期毎の調査によって導き出される、最も影響力が高いシナリオを構成するものです。
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PUBLICATIONS HIGHLIGHTS
INVESTMENT OUTLOOK
H2 2021 - Inflation blows on markets, and investors need to act (28-06-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Chief Investment Officer DEFEND Monica, Global Head of Research

ASSET CLASS VIEWS
Asset Class Return Forecasts – Q3 - 2021 (05-08-2021)

DEFEND Monica, Global Head of Research - GISIMUNDO Viviana, Head of Quant Solutions - KIM Jung,
Senior Quantitative Analyst - PORTELLI Lorenzo, Head of Cross Asset Research

SHIFTS & NARRATIVES
Shifts & Narratives #8 - Post-summer check-up on the regime shift (16-09-2021)
BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer

Shifts & Narratives #7 - Opening the Pandora’s box of social risks:
Consequences for investors (14-06-2021)

LE MEAUX Caroline, Global Head of ESG Research, Engagement, and Voting - SANTARSIERO Sofia, Business
Solutions and Innovation Analyst

INSIGHTS PAPERS
Real assets favoured in a post-Covid-19 world, but higher fragmentation requires scrutiny
(06-09-2021)
BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer
- CARREL-BILLIARD Dominique, Global Head of Real & Alternative Assets - BERTRAND Marc, CEO, Amundi
Real Estate - CUNY Stanislas, Head of Direct Private Equity - GISIMUNDO Viviana, Head of Quant Solutions
- LODEWYCKX Guy, Head of Private Markets Multimanagement - POISSON Matthieu, CIO – Infrastructure VALLIERE Thierry, Head of Private Debt

European commercial real estate: play the re-opening with quality assets (23-08-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer BERTRAND Marc, CEO, Amundi Real Estate - CARREL-BILLIARD Dominique, Global Head of Real & Alternative
Assets - ANTONINI Patrizia, Amundi Strategy – Business Intelligence - BARON Thomas, Research and Strategy
Analyst – Amundi Immobilier - BERTINO Claudia, Head of Amundi Investment Insights Unit - KIM Jung, Senior
Quantitative Analyst - PANELLI Francesca, Investment Insights Unit Specialist

WORKING PAPERS
Revisiting Quality Investing (30-06-2021)
Frédéric LEPETIT, Amina CHERIEF, Yannick LY, Takaya SEKINE - Quantitative Research

Robo-Advising for Small Investors: Evidence from Employee Savings Plans (07-06-2021)
BIANCHI Milo, Toulouse School of Economics, TSM, and IUF, University of Toulouse Capitole - BRIÈRE Marie,
Amundi Research

20 -

本書は投資の専門家である顧客、投資サービス提供者、およびその他の金融業界のプロフェッショナルのみを対象としたものです

CROSS ASSET
INVESTMENT STRATEGY

＃10

PUBLICATIONS HIGHLIGHTS
INVESTMENT TALKS
China in the spotlight: what markets (24-09-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - Vincent MORTIER, Deputy Group Chief Investment
Officer

German election remains open, with an eye on the green transition (22-09-2021)
KRUSE Thomas, CIO Germany - PERRIER Tristan,Global Views Analyst

Main themes for investing in Chinese equity over the summer and beyond (10-08-2021)

MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer, HUANG Claire, Senior EM Macro Strategist McCONWAY Nicholas, Head of Asia ex-Japan Equity with the contribution of LEMONNIER Patrice, Head of
EM Equity and DELBO’ Debora, Senior EM Macro Strategist

European equities: look for the winners to play the reflation trade, value revenge,
and ESG disruption (07-07-2021)
ELMGREEN Kasper, Head of Equities - WOSOL Andreas, Head of Value

DISCUSSION PAPERS
Inequality - what is at stake (2-4) - Pro-Piketty and Anti-Piketty - A review of the literature
in 20 topics (07-06-2021)
ITHURBIDE Philippe, Senior Economic Advisor

Inequality: what is at stake (1/4) - Globalisation, growth, financial liberalisation and
inequality (07-06-2021)
ITHURBIDE Philippe, Senior Economic Advisor

THEMATIC PAPERS
ESG Thema #3 - How can investors contribute to Net Zero efforts? (22-09-2021)

LE MEAUX Caroline, Global Head of ESG Research, Engagement, and Voting - LE BERTHE Tegwen, Head
of ESG Scoring & Methodology - JAULIN Timothée, Head of ESG Development & Advocacy, Special
Operations - CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change - Mathieu JOUANNEAU, ESG Solutions and
Data Specialist - POUGET-ABADIE Théophile, Business Solutions and Innovation - ELBAZ Joan, Business
Solutions and Innovation

Stakeholders in the Just Transition - N°3 Territories and local communities (10-09-2021)

BARBERIS Jean-Jacques, Head of Institutional and Corporate Division and ESG, Executive Committee
Member - BECQUEY Pauline, Managing Director of Finance for Tomorrow - ELBAZ Joan, Business Solutions
and Innovation - POUGET-ABADIE Théophile, Business Solutions and Innovation - BREEN Nathan,
Investment Solutions Associates - BINET Pierre-Alix, Head of Programs and Strategic Development at
Finance for Tomorrow

ESG Thema #2 - EU Fit for 55 package (09-08-2021)

CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change - JANIN Simon, Head of Public Affairs - ELBAZ Joan,
Business Solutions and Innovation

ESG Thema #1 - Introduction to Net Zero (29-07-2021)
CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change
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