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より魅力的な投資機会 
2019年を通じてリスク資産に前向きな姿勢を維持しています。その中でも株

式、特に経済成長の減速局面が過ぎ去ったと考える新興国の株式を選好し

ます。リスク資産の価格と市場の期待値は一年前と比較し大幅に低下したた

め、より魅力的な投資機会と上振れ余地が存在すると考えます。2019年に

は景気サイクルがさらに成熟化していく兆候が現れることから、この予想に

は厳しい局面も想定されます。しかし、ファンダメンタルズが明確な悪化の兆

しを示さない限り、世界経済の大幅な減速や企業収益の落ち込みに備える

には時期尚早だと考えます。 

景気サイクルの移行 6 
ファンダメンタルズが明確な悪化の兆候を示すまで、リスク資産への強気姿勢を維持 

FRB（米連邦準備制度理事会）はどこまで行くのだろうか？ 7 
不確実性の高まるFRBの今後の金融政策は、金融環境と経済指標次第 

新興国: 一時的な調整であり転換点ではない 8 
市場の期待値が切り下がった今、経済成長改善により新興国資産は魅力的なリターンを創出 

ビッグデータが見出す市場のテーマ 9 
ビッグデータが企業・業種間の複雑なつながりや市場の変化を発見  

投資戦略 10～11 
株式：新興国株式および米国小型株式を選好 
債券：クレジット資産を選好、各国の相対的なマクロ見通しに基づく投資機会を追求 
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リスク資産にとって困難な年となった2018年が終わり、2019年は景気サイク

ルのさらなる長期化を示す材料が現れると考えます。バリュエーションは大

幅に切り下がり、投資家心理は行き過ぎとみられる水準まで悪化したため、

上振れの余地が生まれています。  

より魅力的な投資機会：市場は過度に悲観的 

2018年と比較して、2019年はいくつかの重要な強気材料があると考えます。まず、
リスク資産にとって困難な年となった2018年を経て、バリュエーションは魅力的な水
準まで切り下がりました（図表1）。そして足元とは異なり、昨年は上振れ余地が乏し
い状況にありました。世界経済は同時的に拡大する一方、市場のボラティリティと長
期国債利回りは低水準にありました。こうした状況に反し、2018年の市場を動かした
材料の多くは、好材料ではなく悪材料でした。世界経済は緩やかに成長を続けるに
もかかわらず、現在の市場は過度な下振れリスクを織り込んでいると考えます。 

米国以外の地域では、経済成長減速の局面は過ぎ去ったと考えます。一方、次は米
国が2019年を通じて経済成長の減速を経験する番となり、金利への上昇圧力も継
続するとみています。これらの要因が景気拡大の終焉と企業収益の悪化懸念を抱
かせますが、そうした懸念を持つには時期尚早と考えます（6ページ）。景気サイクル
を経るにつれ、リスクを削減したいという欲求は高まりますが、今それをすべき明確
な根拠は存在しません。企業収益は、2019年も拡大する見込みです。また、2019年
に中央銀行による過度な金融引き締めや金融システム全体を脅かすような金融不
均衡が生じ、景気サイクルを終焉させるような事態は想定していません。また、世界
的な量的緩和がタームプレミアムを押し下げているため、イールドカーブのフラット化
や逆イールドが景気後退の兆候として発するシグナルも、過去の局面と比べて弱い
と考えます。 

経済成長見通し：潜在成長率への収斂 

潜在成長率に向けた経済成長の収斂は、2019年の重要テーマだと考えています。
米国の経済成長率は、財政刺激策の影響が徐々に剥落するなかで、特に2019年後
半に緩やかなものになると予想します（図表2）。米国以外では、すでに大幅な成長
減速を経験しました。欧州では、経済成長率は持続可能な水準にまで減速しており、
今後は安定化が期待されます。金融・財政政策が引き続き景気を下支えし、失業率
の低下により堅調な個人消費が見込まれるためです。新興国では、中国の経済成

長は減速しており、本格的な貿易戦争への突入がリスクとなりますが、それは弊社
の基本シナリオではありません。市場はこれらの懸念を過度に織り込んでいるため、
中国政府による一連の景気支援策が上振れをもたらす可能性があると考えていま
す。中国以外では、ブラジル、南アフリカ、ロシアなど多くの新興国が景気拡大の初
期段階にとどまっているとみています。 

金利上昇 

米国の労働市場が引き締まり、インフレ圧力が徐々に高まりつつあることから、FRB
は2018年12月および2019年に3回の利上げを実施すると想定しています。2019年
の利上げ回数については不確実性が高まっています（7ページ）。しかし、現在の市
場は継続的な利上げの可能性が低いと考えており、2019年には1回の利上げしか
織り込まれていません。弊社では今年見られたような、急上昇と安定局面を繰り返す
ような金利の動きを想定しています。また、長期国債に対する投資家需要は旺盛だ
と考えていることから、短期金利の上昇圧力がより高まるとみています。 

投資戦略：株式、クレジット、国債の順に強気。先進国に対し新興国を選好 

世界的な景気拡大の継続が株式市場を押し上げると考えます。株式の中では、価格
決定力が銘柄選定の重要な要素になると考えます（10ページ）。また、経済成長格
差の収斂は、2018年の金融市場でみられた特徴的な動きの一部を反転させる可能
性があります。特に、米国経済の減速は、利上げ継続の影響を上回り、米ドルを押し
下げると想定しています。2018年10月に弊社が発行した見通しで示された「新興国
市場の復活」というテーマは、新興国の経済成長見通しの改善や魅力的な通貨のバ
リュエーションによって（図表3）、2019年によりはっきりと顕在化すると考えています
（8ページ）。このような環境下、債券では、国債に対しクレジット資産を強気にみてお
り、特に高格付けおよびデュレーションの短い社債を選好しています（11ページ）。 

弊社の2019年の見通しは総じて楽観的ですが、潜在的なリスクも相応に大きく、特
に2019年末にかけて増大する可能性があります。これらには、地政学、イタリアの財
政予算交渉、貿易問題の激化、賃金インフレに起因する金利の急上昇（図表4）、景
気サイクルの終焉に対する懸念などが含まれます。しかし、マクロ環境悪化の兆しが
明確に示されない限り、一時的な市場の下落は良好な投資機会を提供するものとと
らえています。 



  
 

図表 
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図表3：新興国通貨はファンダメンタルズに対して割安  

2018年9月時点 出所：ブルームバーグ、GSAM 

図表2：財政効果が剥落する米国、財政拡大の恩恵が見込まれる中国とユーロ圏 

図表4：賃金上昇の加速が金融政策見通しのリスク要因 

2018年11月時点 出所：ハーバー・アナリティクス、データストリーム、GSAM 

図表1：2018年のリスク資産の下落を受けバリュエーションは魅力的な水準に 

2018年11月時点 
出所：ハーバー・アナリティクス、データストリーム、ブルームバーグ、I/B/E/S、GSAM 

景気循環調整済み財政赤字：実質GDPと潜在GDPが等しいと仮定した場合の財政赤字（景気循
環の影響を除いた構造的財政赤字）を示します。2018年10月時点 出所：IMF（国際通貨基金） 

上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供
を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。新興国市場の有価証券は、流動性が低く、変動性が高い場合があり、為替の変動や政治的な不安定さなどを始めとする追加的な
リスクがあります。 
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2018年12月時点 出所：GSAM 

市場見通し 
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株式、クレジット、国債の順で強気にみています。地域別では、先進国に対

して新興国が魅力的と考えます。この見通しは、マクロおよび企業のファン

ダメンタルズの見通しにバリュエーション評価を反映させたものです。 

株式：引き続き有望視する資産クラス 
世界経済の持続的な拡大が企業収益を下支えし、それに伴い株式市場も上昇す
るとみています。2018年のバリュエーション低下を経て、2019年の株式の魅力度
は高まっていると考えます。地域別には、先進国に対して新興国を選好しています
（8ページ）。先進国のうち、米国および日本株式は、政治的な不確実性やユーロの
上昇が逆風となる欧州株式に比べて、優位な立場にあると考えられます。 

クレジット：短期的には強気見通し、中長期的には慎重な姿勢 
持続的なマクロ経済の成長は、企業収益の拡大を下支えし、格下げやデフォルト
のリスクを抑制させるため、クレジット・スプレッドの大幅な拡大を想定するには時
期尚早と考えます。足元の市場の下落は、健全なファンダメンタルズに照らし合わ
せると、短期的な投資機会を提供するものととらえています。一方で、景気サイクル
は歴史的にクレジット・スプレッドが底打ちする時期に近づいており、2019年中にそ
の転換点に到達する可能性があります。 

国債：米国短期金利の上昇見通し 
市場はFRBの利上げペースを過小評価していると考えます。したがって、米国短期
金利の上昇を予想し、市場がそれを織り込みに行く過程においてはボラティリティ
の高まりが想定されます。リスク要因として、米国の財政赤字拡大、FRBがより高
いインフレ率を容認すること、世界的な量的緩和の巻き戻しなどにより、タームプレ
ミアムが上昇することが挙げられます。 

原油：OPEC（石油輸出国機構）の供給削減と消費国の政治圧力からボックス圏内 
WTI原油価格は50～70米ドル/バレルで推移すると予想します。堅調な需要と
OPECの供給削減が原油価格を下支えする一方、消費国からの政治的圧力が上
値を抑えると考えます。 

為替：米ドルに対して弱気、新興国通貨に強気 
経済成長格差が収斂し米国独り勝ちの局面が終わるに伴い、米ドルは下落し一部
の新興国通貨は再評価されると考えます。FRBの利上げ継続は米ドルの上昇要
因となりますが、このような経済成長の勢いの変化から生じる影響を相殺するには
十分ではないと考えます。 
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経済成長予測（%） 

インフレ予測（%） 

2018年12月4日時点 出所：GSAM、ブルームバーグ 
米国はPCE（個人消費支出指標）、その他の国は全てCPI（消費者物価指数） 
上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

Source: GSAM, Bloomberg. As of December 2018. 
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経済成長 
世界的な景気拡大が継続すると想定しています。しかし、米国の財政刺激策の効
果が剥落し、経済成長が鈍化するにつれて、米国の経済成長率が他地域を大幅に
上回る状況から、収斂へ向かうと考えます。米国以外では、先進国の経済成長率
は安定し、新興国の成長は上振れています。新興国では、中国以外の経済成長率
は弊社が推定する潜在成長率を下回っていますが、中国では継続的な景気支援
策により、上振れる期間が続く可能性があります。 

インフレ 
米国では、労働市場の引き締まりが賃金の伸びを下支えすることで、コア・インフレ
は堅調に推移すると考えます。米国のコア・インフレ率は2019年を通じて2%弱もし
くは2%をわずかに上回ると想定し、関税や景気サイクル後期の賃金動向からはさ
らなる上振れの可能性もあると考えます。ユーロ圏では、インフレは引き続き抑制さ
れると予想します。賃金上昇の加速にもかかわらず、ユーロ圏のインフレ期待は非
常に低いままとなっており、これが上振れた際は市場に大きな影響を与えると考え
ています。英国では、「合意なき離脱」が回避され通貨が安定することを前提に、イ
ンフレ率は目標値に向かい緩やかに減速すると予想しています。  

金融政策 
FRBは2019年に3回の利上げを実施すると予想していますが、市場予想はこの水
準を大幅に下回っています。しかし、弊社の見通しには2018年と比べて不確実性
が高まっています。FRBは経済成長の進展を見極めるために利上げを中断する可
能性がある一方、賃金上昇が想定以上に加速した場合には四半期ごとの利上げ
を実施することも考えられます（7ページ）。米国以外では、英国と欧州の中央銀行
は2019年に利上げを実施する一方、日本銀行は主要国の中で最もハト派的な姿
勢を維持すると予想しています。世界的に量的緩和の巻き戻しは継続し、政策金
利の変更はこれまでと比較し経済指標により大きく左右されると考えます。 

政治 
政治リスクの高まりが、短期的な市場の下落の根源となっています。弊社では、
2019年も政治リスクは高止まると予想します。貿易問題に対する市場の懸念は行
き過ぎだと考えますが、さらなる激化のリスクがあることも認識しています。イタリア
の予算交渉も、ボラティリティを高める要因となります。ブレグジットについては、英
国以外に与える影響は限定的だと考えています。予想外の結果となった場合でも、
英ポンドがショックを吸収する緩衝材としての機能を果たすと想定しているためです。 
 
 

市場予想 

米国 英国 ユーロ圏 日本 中国 

2018年12月時点 出所：GSAM、ブルームバーグ 

米国 英国 ユーロ圏 日本 中国 

市場予想 

（年） 

（年） 



  
 

企業利益率の低下、中央銀行による過剰な金融引き締め、金融システム全体を脅かすような金融不均衡といった景気後退の兆候は、 

現時点で確認できません。今後リスクは上昇する可能性がありますが、そうした兆候が2019年に現れることはないと想定しています。 

景気サイクルの移行 

2019年は景気サイクル終焉に焦点が当たることで、リスクを削減したいとの

誘惑に駆られることでしょう。しかし、そのためには、マクロ経済の悪化を示す

明確な兆候が必要だと考えます。徐々にリスクは高まるものの、2019年にそ

のような兆候が現れるとは予想していません。 

景気サイクル終盤の特徴が現れ… 

2019年には米国の景気拡大局面が観測史上最長を記録すると予想します。しかし、
労働市場の引き締まりや緩やかながらも着実なインフレから、市場のボラティリティ
上昇やイールドカーブのフラット化に至るまで、景気サイクルが後期に差し掛かって
いるという兆候は増しています。さらに、景気サイクル後期での財政支援策の減退と
継続的な利上げの組み合わせは、経済成長の減速がより急激となるリスクを伴って
います。それにもかかわらず、弊社では2019年は景気拡大が続くと予想します。 

…やがてそれは市場に反映される可能性が高い 

景気サイクル終盤の特徴が市場動向を形成すると予想します。一般に、株式市場の
ボラティリティは景気サイクル終盤で高まります。株式市場のボラティリティは2017年
後半に底打ちしたと考え、それ以降に突発的な市場の急落が発生しやすくなるという
弊社の見通しは、過去の傾向から考えても整合的です。過去の傾向から推測される
次の重要な市場イベントは、クレジット・スプレッドの底打ちです。これが発生するに
はまだ期間を要するとみていますが、2019年はクレジット市場を綿密に注視する必
要があると考えています。最後に、景気サイクルの成熟化に伴い企業利益のピーク
アウト懸念も生じていますが、これを議論するにはまだ早すぎると考えます。歴史的
に、企業の利益率は景気後退の直前まで拡大し続ける傾向があるためです（図表5）。 

リスクを削減するには時期尚早だが… 

長期にわたる景気拡大局面を通じて高いリターンを享受してきたことに加え、景気サ
イクルが成熟していることから、景気サイクル終焉に備えリスクを低減させることが賢
明に思われるかもしれません。しかし、弊社の見解ではそれはまだ早すぎます。過去

を振り返ってみても、景気サイクルの回数が限られるため、景気サイクル終焉につい
ての分析には大きな不確実性が伴います。この不確実性を考慮し、長期的な視点か
ら景気サイクル終了のタイミングを判断するには、経済が悪化の一途をたどっている
という明確な兆しを確認する必要があると考えます。企業利益率の低下、中央銀行
による過剰な金融引き締め、金融システム全体を脅かすような金融不均衡といった
兆候は、今のところ明確には確認できません。年末にかけてリスクは上昇する可能
性がありますが、そうした兆候が2019年内に現れることはないと想定しています。 

…そのトレードオフ関係の改善策を探るには良い時期 

一方で、景気サイクル終焉のリスクと景気拡大が継続する可能性との間に存在する
トレードオフを改善させる方法を検討するには良い時期だと考えます。ミクロの面で
は、価格決定力の強い企業を選好することなどが該当します。マクロの面では、景気
サイクルがより早期に位置している国を選好すべきと考えます。先進国と比較して新
興国の多くの国では、景気サイクルがより早期に位置しているため、新興国資産は
その恩恵を受ける可能性があります。現地通貨建て新興国債券は、先進国のハイ・
イールド社債よりも高い利回りで取引されており、前回先進国の景気が悪化した局
面で、ハイ・イールド社債を大きく上回るパフォーマンスをあげた実績が存在します。 
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投資テーマ 

図表5：米国企業の利益率は景気後退の直前まで拡大し続ける傾向 

2018年11月時点 出所：ハーバー・アナリティクス、全米経済研究所、GSAM 
上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 
 

GSAM 2019年投資環境見通し 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

景気後退局面 S&P500企業の利益率 

（年） 

（%） 



  
 

FRBはどこまで行くのだろうか？ 

過去2年間、FRBはバランスシート縮小の開始を発表した2017年9月を除き、

四半期ごとに政策金利を引き上げてきました。 2019年の見通しにとって重要

な問題の一つは、緩やかな引き締めが今後も続くかどうかです。 

弊社は、FRBが2018年に金融引き締めを一時的に中断させることはないという強い
確信を持っていました。金融政策の変化は、長期国債の利回り、株式市場、クレジッ
ト・スプレッド、為替レートを通じた金融環境の変化という形で経済に波及してきます。
最近まで、FRBの金融引き締めが金融環境の引き締まりを招いたという証拠がほと
んど無かったため、FRBの金融引き締め中断を予想する理由はありませんでした。 

一方、市場のボラティリティが復活するなかで、FRBが一定のペースで利上げを行う
ようになってからはじめて、明確に金融環境が引き締まり始めています（図表6）。
FRBは2019年も金融引き締めを継続すると想定していますが、これまでと同じペー
スで利上げを続けるという確信度は低下しています。 

バランスシート縮小が優先事項 

FRBは金融環境に変化を与えるとともに、その変化にも対応しています。金融環境
が引き締まり、財政刺激策の効果が剥落することで米国の経済成長率が想定以上
に減速した場合、FRBは中長期的な経済成長見通しを再確認するために利上げを
中断する可能性があります。この場合、FRBは継続的な利上げよりもバランスシート
の縮小を優先させると考えます。FRBは現在、バランスシートの縮小規模を、月額最
大500億米ドルまで徐々に増やしてきました。景気が大幅に減速しない限り、FRBは、
バランスシート縮小のペースを調整するのではなく、より緩やかな利上げを実施する
ことで、金融引き締めのペースを調整すると思われます。 

 

 

金融環境を解剖 

FRBは全体的な金融環境を目安に金融政策の変更を行いますが、そのうちどの要
素（金利、クレジット・スプレッド、株式または為替レートの変化）が金融市場を通じて
実体経済に波及するのかについては関与できません。投資家にとっては、いくつか
の要素が他のものよりも重要となる場合があります。 

弊社では、株式市場の下落によって金融環境が引き締まった場合、それだけではリ
スクを削減する十分な理由とはならず、むしろ魅力的な投資機会をもたらす可能性も
あると考えます。一方、金利上昇やクレジット・スプレッドの拡大などによる金融環境
の引き締まりについては警戒しています。しかし、この場合は米国の経済成長率が
他国と同程度まで収斂する形で減速すると想定されるため、金融環境の引き締まり
の一部は米ドルの下落によって相殺されると予想します。また、足元の金融環境の
引き締まりには、クレジット・スプレッドの拡大も寄与していますが、企業ファンダメン
タルズは堅調な状態が継続していることから、2019年には改善が予想されます。こ
れらを総合すると、金融市場における主要なリスクは、経済成長が減速するにもか
かわらずインフレが加速し、中央銀行が利上げを続けるというシナリオになります。 
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FRBは2019年に3回の利上げを行う可能性が最も高いと考えています。 

しかし、金融環境が引き締まるなかで、2019年の利上げ回数は2017～2018年と比較して、より経済指標に左右されると予想しています。 

投資テーマ 

図表6：金融環境はFRBの利上げに反応し始めた 

2018年11月12日時点 出所：マクロボンド、GSAM 
上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 
 

GSAM 2019年投資環境見通し 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

米国政策金利（左軸） 米国金融環境指数（右軸） 
（金利、%） （指数） 

（年） 

金融環境の引き締まり 



  
 

新興国: 一時的な調整であり転換点ではない 

グローバルの経済成長格差の反転により、新興国資産は再び、先進国資産

を上回るパフォーマンスを実現すると予想しています。しかしながら、新興国

資産においては、高いボラティリティや一時的な調整は珍しくないと認識して

おく必要があります。そして、長期にわたる好調なパフォーマンスを取り逃さ

ないことが重要です。 

新興国資産の強気相場における一時的な調整は珍しいものではない 

弊社の予想に反し、 2018年に新興国資産は大幅に下落しました。この背景として、
金利上昇や経常収支の不均衡、貿易摩擦および中国経済の減速など、様々な要因
に焦点が当てられました。 

弊社では、主に想定を下回った新興国の経済成長が、昨年の新興国資産の軟調な
パフォーマンスの原因となったと考えています。しかし、成長率は依然として、前回新
興国への懸念が台頭した2016年と比べて良好な水準にあり、多くの国は引き続き景
気拡大の初期段階にあるとみています。そのため、新興国経済の拡大および新興
国資産のリターンには上振れ余地があると期待されます。また、長期的に新興国資
産が先進国資産を上回る強気相場の途中で、新興国資産が一時的に大きく調整す
るのは珍しいことではありません。図表7では、 足元の調整が、過去の強気相場に
おける一時的な調整局面と比較して、通常の範囲内であることを示しています。 

魅力的なバリュエーション 

弊社では、成長率の改善により、新興国資産の中でも特に通貨および株式は、2019
年に魅力的なリターンをもたらす可能性があるとみています。弊社の算出する適正
価格を基にすると、新興国通貨は対米ドルで、株式指数（MSCIエマージング指数）
の構成国を基準とすると12%、債券指数（JPモルガンGBI‐EM指数）の構成国を基
準とすると23%割安な水準にあります（図表3）。これは、2016年初期や、2000年代
初期と同程度割安な水準となります。両期間ともに、その後新興国通貨は良好なリ
ターンを創出しました。また、新興国株式は、先進国株式と比較し25%割安な水準で

取引されていることに加え、市場予想を上回る利益成長を達成する可能性があると
考えています。 

中国リスク 

2019年および中長期における最大のリスクは、中国だと考えています。短期的には、
政策立案者が現在の経済状況に満足していないことから、包括的な政策による支援
が想定されます。これは、成長環境が改善するまで継続されるとみられます。それで
もなお、2019年の予想成長率の6.2%は、1990年代初頭以降、最も低い成長率とな
ります。近年の巨額の信用創造は、成長がより緩やかなペースに移行し、投資から
消費主導へと変化するなかで、中長期的なリスクをもたらす可能性があります。しか
しながら、景気減速の最悪期は過ぎ去っていることから、短期的な下振れ圧力は限
定的で、その他新興国が相殺できると考えられます。 
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新興国資産の調整、特に通貨および株式は実体経済から示唆される水準以上に下落しています。2019年は、新興国（除く中国）の 

経済成長率の改善や、中国の景気支援策などが追い風となり、新興国資産は堅調なパフォーマンスを創出すると予想します。 

投資テーマ 

図表7：新興国資産の強気相場の最中でも一時的な調整は珍しいものではない 

2018年10月時点 出所：データストリーム 
上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。新
興国市場の有価証券は、流動性が低く、変動性が高い場合があり、為替の変動や政治的な不安定さなどを
始めとする追加的なリスクがあります。 

GSAM 2019年投資環境見通し 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

1988年～1994年および2001年～2010年の新興国資産の強気相場で経験した5%以上の最大累積下落率 

（最大累積下落率、%） 

19.12%（期間：2018年3月22日～10月8日） 



  
 

株価に影響を及ぼす企業間のつながりは多く存在するものの、それらの大

半はとらえがたく気づきにくいものです。非構造化「ビッグデータ」を分析する

ことで、企業間のつながりに光を当てることができます。 

技術革新により従来の業種の定義が曖昧になってきているなか、企業間の意外な
関係について着目することはより重要になってくると考えます。弊社が2019年、注目
するテーマは以下の3つです。 

スマート・ヘルスケア 

多くのヘルスケア企業にとって、提供されるヘルスケア情報の質を継続的に改善す
ることが課題となっており、業界で注目されている解決方法の一つにテクノロジーの
活用が挙げられます。今後数年で、インターネットにつながるヘルスケア機器の市場
規模は、現在の約2倍近くまで拡大すると見込まれます。こうしたなか、「プラット
フォーム」、「開発」、「予防」などのテーマを通して、ヘルスケア機器企業とアプリケー
ション・ソフトウェア企業との間につながりがみられました。現在、ヘルスケア専用ア
プリケーションは、健康管理に役立つ様々な情報を提供してくれます。具体的には、
症状の診断、迅速な臨床コミュニケーション、医師に対する患者情報の統合サービ
スなどが挙げられます。 

完全に無料なものはない 

「水」、「供給」、「規制」、「保全」などのテーマを通して、清涼飲料企業と石油・ガス装
置・サービス企業との間につながりがみられました。どちらの企業も、日々の業務で
大量の水を消費しているという共通項が存在し、水の保全と再利用を目的とした新
たな規制の影響を受け、コストの上昇が想定されます。水の使用を制限する新たな
規制は5月に米国カリフォルニアで制定され、EU（欧州連合）、英国、オーストラリア
などでも、水の保全に関する追加的法案が提出されています。 

 

太陽に近づくほど飛ぶ 

太陽光発電のコストが低下するなか、「インフラ」、「プロジェクト」、「ソーラー」、「キャ
パシティ」などのテーマで再生エネルギー系電力会社と空港サービス企業との間に
つながりを発見しました。過去5年間、世界中の空港で利用者の増加がみられ、多く
の空港は24時間年中無休で稼動しています。この先も、空港利用者の増加が予想
されるなか、米国やオランダ、英国を含む世界150以上の主要空港では、保有するイ
ンフラを最大限活用するため、太陽光などの再生可能エネルギーの導入することで、
輸送能力およびサービスの効率化と費用対効果の向上を目指しています。 

ビッグデータが見出す市場のテーマ 
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ビッグデータを用いることで、異業種の企業とつながる可能性のある市場テーマや構造的変化を発見することができると考えます。 

投資戦略 

図表8 ：非構造化「ビッグデータ」の分析により市場のトレンドを発見 

出所：GSAM 上記は例示を目的とするものです。 

GSAM 2019年投資環境見通し 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

水 

プラットフォーム 

再生可能 



  
 

株式に対する強気姿勢を維持します。しかし、ボラティリティの高まり、政治お

よび貿易に関する不確実性、企業の売上高成長の鈍化と利益率に対する低

下圧力を踏まえると、銘柄や業種の選択がより重要な局面になると考えます。 

ファンダメンタルズは良好。ボラティリティの高まりから銘柄選択がより重要な局面に 

2019年、株式はプラスのリターンを創出すると予想しています。経済や企業利益の
成長率は減速するものの、プラス成長が続くとみていることに加え、足元の下落を受
け、良好なマクロ環境に反して株価が割安な水準まで切り下がったことなどがその
理由として挙げられます（図表9）。ただし、様々な不透明要素が存在するなかで、株
式市場のボラティリティは高まると想定していることから、銘柄や業種の選別がより
重要な局面になると考えます。 

地域別では、引き続き先進国に対し新興国を強気にみています。2019年、新興国の
経済成長は2018年の予期せぬ減速から回復すると予想していることや、先進国対
比で魅力的なバリュエーションが同見通しの背景となっています（8ページ）。短期的
に中国経済は減速するものの、中期的には、消費や技術革新主導の成長へと構造
的な変化を遂げることや、構造改革の進展、景気支援策などが、中国株式を下支え
するとみています。また、堅調な経済成長、構造改革の進展、良好な人口動態など
を背景に、引き続きインド株式を強気にみています。 

先進国のなかでは、構造改革が進んでいることなどを背景に引き続き日本株式に対
して強気の見方をしています。また、足元の調整によりバリュエーションが低下したこ
とを受け、米国株式の魅力度が高まっていると考えています。米国では、特に小型
株式を選好しています。小型株式は大型株式と比較して米国内での売上比率が高く、
貿易摩擦の影響を受けにくいと考えられます（S&P500指数構成企業の米国内での
売上比率が63%であるのに対し、ラッセル2000指数は79%）。2019年の小型株式の
利益成長率は大型株式をわずかに上回る見込みである一方、小型株式は足元の大
幅な下落を受け特に割安な水準となっています。S&P500指数に対するラッセル
2000指数のバリュエーションのプレミアム（割高度合い）は、過去10年間の平均と比
較して3分の1程度低い水準まで低下しています。 

売上高成長が減速し、利益率に低下圧力がかかる環境では価格決定力が鍵に 

米国企業の利益や利益率はまだピークに達していないと想定していますが（6ペー
ジ）、売上高成長が減速し、利益率への低下圧力が見込まれるなか、今後その成長
ペースは減速すると考えます。2018年7-9月期の企業決算では、売上高はまちまち
な結果となりました。売上高の成長は特に経済成長に左右されやすいため、今後財
政刺激策の効果が剥落するにつれ、減速すると考えます。関税に加え、賃金上昇や
輸送費および原材料費の上昇などによる利益率の低下圧力も懸念しています。関
税に関してはサプライチェーン全体に大きな悪影響を及ぼすリスクがあるため、特に
警戒しています。また、賃金上昇によるインフレは消費を拡大させるのに対し、関税
によるインフレは消費者に利点がないことも懸念の背景となっています。このように、
売上高成長が減速し、利益率に低下圧力が生じる環境では価格決定力が重要な要
素になるため、銘柄や業種の選別により注力するべきだと考えます。価格決定力は
その時々の需要動向や業種によって変化します。消費関連、エネルギー、素材など
の業種は価格決定力が低い傾向にある一方、公益、ヘルスケア、情報技術、不動産
などは過去、コスト上昇を価格に転嫁させてきた実績があります。 

 

株式 
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投資戦略 

図表9：利益成長の継続が株式市場を下支える 

2018年11月24日時点 出所：ファクトセット 
米国株式：S&P500指数、新興国：MSCIエマージング指数、欧州：MSCIヨーロッパ指数、 
日本：TOPIX、利益成長率はEPS（1株当たり利益）成長率 
上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証
するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とす
るものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。 

株式のバリュエーションは大幅に切り下がり、米国株式の予想PER（株価収益率）は2016年2月の水準まで低下しました。 
引き続き株式に対する強気姿勢を維持しますが、短期的な不確実性には警戒しつつ、機動性を重視し、銘柄や業種の選択に注力します。 

GSAM 2019年投資環境見通し 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

2018年利益成長率 2019年利益成長率 

米国 

新興国 

欧州 

日本 



  
 

債券 

2019年はG10諸国全体で、市場が織り込むよりも早いペースで金融引き締

めが実施されると予想します。国によって利上げのペースや時期が異なるた

め、その違いを金利や通貨の見通しに反映させています。クレジット市場で

は、大規模な格下げやクレジット・スプレッドの反転に備えるには時期尚早だ

と考えます。しかし、高格付けでデュレーションが短く、魅力的な利回りを有す

る資産を選好すべき時期には差し掛かってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利および通貨の相対的価値に着目、クレジットに対してやや強気の見通し 

債券および通貨： 
市場は2019年の米国の利上げペースを過小評価していると考えています。したがっ
て、絶対的な方向感と他地域との相対的な方向感の両方の観点から、米国短期金
利が上昇すると予想しています。一方、欧州では経済成長が減速し、インフレが低位
にとどまるなか、金融緩和が長期化すると考えます。したがって、同域では金利が低
下すると予想しています。他の先進国では、金利上昇が家計に与える影響が比較的
大きいカナダやオーストラリアの金利や通貨に対して、ノルウェーやスウェーデンな
ど金融正常化が近づいている国の金利が上昇し、通貨も上昇するとみています。 

社債:  
景気サイクル終盤において、社債スプレッドの拡大やBBB格社債の非投資適格への
格下げに対する懸念が高まることは理解しています。しかし、どちらに関しても現時
点から備えるには時期尚早だとみています。経済や企業利益の成長が継続すること
から、企業のデフォルト率は低位にとどまり、債務比率の高い企業も財務状況を改
善する時間的猶予が存在すると考えます。ただし、経済や企業利益の成長率は減速
へ向かうことから、強靭なバランスシートを有し、債務を返済する十分な収益を生み、
物価や賃金上昇によるコスト増加に耐えうる価格決定力を持つ企業を選好します。 

証券化商品:  
今回の景気サイクルの特徴の一つとして、家計のバランスシートが大きく改善してい
ることが挙げられます。したがって、消費者ローン担保証券を強気にみています。ま
た、住宅ローン担保証券を選好しています。米国住宅市場には減速の兆しがみられ
るものの、経済成長の継続、健全な信用供与、低位にとどまる空き家率、ミレニアル
ズによる需要などによって下支えされるとみているためです。2019年、ミレニアルズ
の人口はベビーブーマーを超え、米国で最大の世代になると予想されます。そしてそ
のミレニアルズたちは、住宅を購入するピークの年齢に近づきつつあります。  

新興国債券:  
多くの新興国が景気拡大の初期段階に位置することや、2018年に下落したことを受
け、新興国債券に投資妙味を見出しています。外貨建て債券に対しては中立からや
や強気の見通し、現地通貨建て債券に関しては個別銘柄選択が重要になると考え
ます。 
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図表10：2019年は米国以外の幅広い地域でも利上げが進行する見込み 

2018年11月23日時点 出所：ブルームバーグ、GSAM 
2018年は12月にFRBによる0.25%の利上げが実施されるものとして計算 
上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆ある
いは保証するものではありません。経済、市場等に関する予測は資料作成時点のものであり、情
報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。追記をご覧下さい。 
 

米国短期金利の上昇と欧州主要国金利の低下を予想します。スプレッド資産では、デュレーションの短い証券化商品を選好しています。 
また、金利上昇を想定していることから、バンクローンも選好しています。加えて、バリュエーションが割安かつファンダメンタルズが良好であること

から短期的に社債を強気にみています。新興国債券については、引き続き中長期的に投資妙味があるとみています。 
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