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経済活動再開の先を⾒据えて
当レポートの記載内容は、ブラックロック・グループ（以下、ブラックロック）が作成した英語版レポートを、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、弊社）が翻訳・編集したものです。また当資料でご紹
介する各資産の⾒通し（⽶ドル建て）は、⽶国⼈投資家などおもに⽶ドル建てで投資を⾏う投資家のための⾒通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投資家など⽇本円建てで
投資を⾏う投資家の皆様を対象とした⾒通しではありません。
記載内容は、⽶ドル建て投資家を対象とした市場⾒通しの⼀例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを⽬的とするものであり、特定の⾦融商品取引の勧誘を⽬的とするものではなく、また本邦投資家の皆様の
知識、経験、リスク許容度、財産の状況及び⾦融商品取引契約を締結する⽬的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確
性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のもの⼜は⾒通しであり、今後の運⽤成果を保証するものではなく、本情報を利⽤したことによって⽣じた損失等についてブラックロック及び弊社はその
責任を負うものではありません。記載内容の市況や⾒通しは作成⽇現在のブラックロックの⾒解であり、今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは⾦融取引⼿法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能
性があります。また、ブラックロックの⾒解、あるいはブラックロックが設定・運⽤するファンドにおける投資判断と必ずしも⼀致するものではありません。
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経済活動の再開が現実のものになり、その範囲が拡⼤していることから、ブラックロックはリスク選好
姿勢を維持します。より重要な問題は今後どうなるかです。現在は、1980年代の新⾃由主義的な政
策への移⾏に匹敵するほど重要な局⾯にあると思われます。世界⾦融危機（GFC）以降に実施され
た対策は今後は⼗分な効果が⾒込めないとブラックロックはみています。パンデミックの混乱を乗り切
るために講じられた歴史的な⾦融政策と財政政策の連携が、インフレ率の上昇を招く可能性があるた
めです。つまり、過去10年の株式と債券市場がともに上昇するような強気相場の再来は⾒込めない
ということです。

新型コロナウイルス感染拡⼤のショックを経て、⼒強い
経済活動再開の動きが拡⼤しています。経済「再開」
は従来の景気「回復」とは異なります。いわば、スイッチ
は⼀度しか⼊れることができません。パンデミックを乗り
越えるために財政刺激策と⾦融緩和策が講じられまし
た。ブラックロックの推計によると、⽶国では新型コロナウ
イルスによるショックはGFCの4分の1以下の規模でした
が、講じられた財政刺激策はGFCの4倍以上の規模
に達しています。その結果、マクロ経済に様々な影響が
予想されます。

公的債務と財政⾚字に対する従来よりも寛容な姿勢
は、40年にも及ぶインフレ率と⾦利の低下を招いた、
新⾃由主義的な政策からの⼤きな転換となります。新
たな政策のパラダイムでは、多くの国・地域の中央銀⾏
が過去の失敗を埋め合わせるため、インフレ⽬標を上
回る⽔準までインフレ率を上昇させようとしています。し
かし、市場は中央銀⾏のこうした意図をまだ信じておら
ず、⽶連邦準備理事会（FRB）の新しい政策の枠
組みが⽰唆する以上に急速な⾦利の上昇を織り込ん
でいます。こうしたミスマッチやその結果⽣じる不透明感
はボラティリティ上昇の要因となる可能性があります。

⾦融政策はこれまでと⽐較し控えめとなるため、中期
的にインフレ率は上昇すると予想します。政策による利
上げではなく、インフレが債券利回りの上昇を牽引する
要因となる特異な環境が⽣じるとみています。株式に
とって強気の⾒通しとなるこうした環境を、ブラックロック
はニューノミナルと呼んでいます。

ブラックロックはややリスク選好のスタンスを維持し、市場
に混乱が⽣じた際には、リスクを引き上げる投資機会
を追求します。インフレ調整後の債券の実質利回りが
マイナスであることは株式にとってプラス材料と考えます。
経済活動再開の広がりから恩恵を受ける景気敏感銘
柄や地域に投資機会があるとみています。欧州株式を
強気、⽇本株式の⾒通しを中⽴にそれぞれ引き上げ
る⼀⽅で、⽶国株式を中⽴に引き下げます。⾦利は
低⽔準にとどまったとしても、上昇傾向にあり、先進国
国債を引き続きアンダーウェイトとします。

2番⽬のテーマとして⼀線を画す中国を取り上げます。
⽶中の分断が進む世界で、中国の資産はブラックロッ
クの戦略的ポートフォリオで重要な役割を果たしていま
す。ブラックロックは今回初めて中国資産を新興国と分
離して、戦術的な配分を⾏いました。中国政府の成
⻑の質を重視する姿勢は成果を上げると思われます。
戦術的に中国株式の⾒通しは中⽴を維持しますが、
戦略的には⼤幅なオーバーウェイトとします。

3番⽬のテーマはネットゼロへの道のりです。炭素排出
ネットゼロへの⾏程には出発点があり、⽬指す⽬的地
がありますが、そこに到達するまでの明確なロードマップ
はまだ描かれていません。近々予想される変化の中に
は急激な変化もあり、コモディティの需給の混乱を悪化
させる可能性があります。その過程で投資機会が⽣じ、
プライベート市場でのファイナンスが重要な役割を果た
すとみています。
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ニューノミナル
⼒強い経済活動の再開が広がり、欧州をはじめとする主要国は⽶国
に追いつきつつあります。中期的にインフレ率は上昇するものの、それに
対する⾦融政策はこれまでに⽐べて控えめになると予想します。

戦術へのインプリケーション︓欧州株式と物価連動国債をオーバー
ウェイトとし、⽶国株式の⾒通しを中⽴に引き下げます。

戦略へのインプリケーション︓先進国国債のアンダーウェイトを維持し、
クレジットよりも株式を選好します。

23 2021 midyear outlook

経済活動再開の先を⾒据えて
ブラックロックの運⽤者が集結した6⽉の
Midyear Outlook Investment Forum
は今回もほぼバーチャルで実施され、経済
再開後のマクロ経済と市場の⾒通しについ
て話し合いました。まず第⼀に、現在は重要
な岐路にあることを認識しました。ワクチン接
種が進み、各国・地域で次第に活動が正
常化する中で様々な⾏く末が予想されます。

パンデミック後の世界は、レバレッジ解消、経
済成⻑の低迷、低インフレ、そして継続的な
政策による下⽀えといったGFC後にみられた
状況とは⼤きく異なる状況になることが予想
されます。その政策の下⽀えが10年以上に
及ぶリスク資産と債券の両⽅の強気市場の
到来に寄与しました。対照的に、現在は財
政と⾦融⽀援が潤沢にあり、⽶国の経済成
⻑率は年末までに新型コロナウイルス感染
拡⼤前の⽔準を上回ると思われます。FRB
は現在、新しい政策の枠組みを実施してい
ますが、それが市場の不透明感を⾼めてい
ます。中期的にインフレ率が緩やかに上昇す
ればリスク資産のプラス要因になると思われ
ますが、様々な帰結が予想される中で、特
にインフレが⼀段と⾼進する可能性が⾼いと
考えます（4ページと11ページ参照）。

気候変動と⼆酸化炭素排出ネットゼロの世
界の実現に⾄る⾏程は、話し合いの⼤きな
テーマでした（7〜8ページ参照）。安価で
豊富なエネルギーが1世紀以上にわたる世
界の成⻑を⽀えてきました。経済が化⽯燃
料から脱却することは容易ではなく、そのプロ
セスは始まったばかりです。

ネットゼロ達成に必要な投資は⼀部のコモ
ディティに重⼤な影響を与えています。経済
活動の再開など、コモディティ価格を左右す
る短期的要因と、特定のコモディティの需要
を増⼤させるものの、必ずしも⻑期に及ぶ広
範なコモディティ価格の上昇、いわゆる「スー
パーサイクル」に⾄る可能性の低いグリーンへ
の移⾏の⻑期的要因とを区別することが重
要だと考えています。

ブラックロックは今年初め、ネットゼロへの移⾏
に合わせた機関投資家のお客様のポート
フォリオ構築に役⽴てるため、 気候変動を考
慮した資本市場の⾒通しと戦略的アセットア
ロケーションを設定しました（12ページ参
照）。より持続可能な世界に⾄る道のりに
は紆余曲折が予想されます。それを実現し
た場合、炭素排出量の削減策を⼀切講じ
ない場合に⽐べて、経済成⻑とリスク資産の
⾒通しは明るくなると予想します。この移⾏
はすべての資産のリスク・プレミアムに影響す
ると思われます。

⼀線を画す中国
中国は経済成⻑率が鈍化し始める中で、⽐較的引き締めの政策スタ
ンスを取っています。⽀配的企業に対する規制当局の監視が続いてい
ます。これは成⻑の質の改善を⽬指す中国の取り組みの重要な側⾯
とみられます。

戦術へのインプリケーション︓中国を新興国から切り離し、中国株式
の⾒通しを中⽴とし、中国債券をオーバーウェイトとします。

戦略へのインプリケーション︓中国の資産への中⽴的な配分は⼀般
的なベンチマークのウェイトを数倍上回ります。

ネットゼロへの道のり
炭素排出ネットゼロ（気候変動への対応として、経済活動から⽣まれ
る炭素の排出量に相当する量を除去し実質ゼロとすること）に⾄るた
めのロードマップは描かれておらず、市場はやがて到来する⼤きな変化
を過⼩評価しているとみられます。その⾏程が平坦な道のりとなる可能
性は低く、それが幅広い分野に投資機会を創出するとみています。

戦術へのインプリケーション︓グリーン経済への移⾏を活かす有利な
位置づけにあると考え、テクノロジー・セクターをオーバーウェイトとします。

戦略へのインプリケーション︓ネットゼロへの移⾏のテーマに投資する
⼿段として先進国株式とテクノロジー・セクターを選好します。
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マクロ環境

新型コロナウイルス
感染拡⼤

2008年以降

出所︓BlackRock Investment Institute、2021年7⽉。注記︓グラフは、現在の仮想のマクロ経済および政策の結果をGFC後の低迷する結果と⽐較したものです。上記は2021年7⽉時点における株式と国債への影響
に関するブラックロックの⾒通しを⽰しています。上記は例⽰のみを⽬的としています。上記の予想が実現することを保証するものではありません。

現在地

最初の
ショック

想定される様々な帰結
世界⾦融危機（GFC）後の回復と⽐較すると、現在は⼤きく異な
る状況にあると考えます。前例のない⼤規模な財政刺激策と⾰新的
な⾦融政策という政策の変⾰により、GFC後のような10年にわたる
株式と債券の強気市場が再来する可能性は⼩さいでしょう。ブラック
ロックはニューノミナルを基本シナリオとみています。

弱い対応︓広範囲にわたるレバレッジ解消、経済成⻑の低迷、低⽔
準で低下傾向にあるインフレ率、⾦融政策への過度の依存

活況を呈する2020年代
⽣産性と潜在成⻑率が向上し、インフレが抑制される
⼀⽅で、成⻑率は恒久的に上昇。
株式に強気、債券に中⽴

トレンド成⻑率に回復
経済活動再開に伴い、成⻑率は新型コロ
ナウイルス感染拡⼤前の⽔準を回復。

ニューノミナル
FRBは新しい枠組みに沿って政策を調整し、
ビハインド・ザ・カーブのスタンスを維持。インフレ率
は中期的に上昇。
株式に強気、債券に中⽴

引き締めに転じる時期が遅すぎる
インフレ期待を制御することができず、⾦利が急上昇。
株式と債券に弱気

1929年の再来
新しい枠組みは資産バブルの膨張と崩壊を容認。
重⼤なアンバランスが懸念を⽣むまでには⾄っていない。
株式に弱気、債券に中⽴

過去の政策対応
インフレ率がインフレ⽬標を超えて持続的に上昇する前に
引き締め策を講じる。政策や政治的な反応を考えると不
可能だと考えられる。

第⼆次世界⼤戦後で最も緩慢なペース
の景気回復
10年に及ぶ株式と債券の強気市場

政策の変⾰
歴史的な財政および⾦融政策が
経済活動の再開を下⽀え。

4 2021 midyear outlook4 2021 midyear outlook
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テーマ1 インフレゾーン到達のためだけに

ニューノミナル
今年に⼊り、ワクチン接種の拡⼤に伴う経
済活動の再開が全世界に広がる中、
ニューノミナルのテーマが顕著になっていま
す。

ニューノミナルとは、国債の利回りが期待イ
ンフレ率や実際のインフレ率の上昇に以前
ほど敏感に反応せず、⻑期の名⽬利回り
は低⽔準にとどまり、実質利回りはマイナ
スになる状態をいいます。疑問は残るもの
の、こうした状況は主に2021年に顕著に
なりました。⻑期利回りは主に市場がイン
フレ率上昇を織り込んだことから上昇しま
したが、実質利回りはマイナス圏にとどまっ
ています。

その主な理由はFRBの新しい政策の枠
組みにあります。右図の「インフレゾーン到
達のためだけに」は、FRBがインフレ率⽬
標の過去の未達分を埋め合わせるために、
⽬標を超えるインフレ率をどの程度許容す
る必要があるかを表しています。灰⾊に⾊
塗りされた部分はFRBが過去の未達分を
補うために、今後2年間でどの程度の平
均インフレ率上昇を許容する必要がある
かを⽰しています。このインフレ⽔準は市
場が織り込んだ最近10年間で最も⾼い
⽔準をも上回っています。

リスク資産にとって重要なことは、予想され
る政策⾦利の動向です。市場はFRBが
声明の中で意図していないタカ派的な意
図を読み取ろうと深読みし過ぎているとブ
ラックロックは考えています。FRBは2023
年に政策⾦利の正常化を開始すると予
想しており、市場は2022年の利上げを織
り込んでいるとみられますが、これよりもずっ
と緩やかなペースで⾏われるでしょう。市場
はFRBの新しい枠組みへのコミットメントに
確信を抱いていないため、⾜元で⾦融逼
迫が⽣じる恐れがあります。中央銀⾏の
政策に対する信認を再び確保できれば、
こうした不透明性がやがて後退し、戦術
的にリスク選好度を⾼めることが可能にな
ると予想します。

今年の⻑期⾦利の上昇は政策⾦利の引
き上げ予想に影響されたものではない点
がブラックロックは重要と考えてます。その
背景の⼀部には、期間プレミアムと呼ばれ
る、⻑期国債を保有するリスクに⾒合う上
乗せ⾦利を投資家が再び要求するように
なっていることがあります（11ページ参
照）。
政策の変⾰のための⽀出によって公的債
務の⽔準は上昇し、均衡は脆弱となって
いると思われます。ニューノミナルがこのまま
⻑期にわたって続く可能性は低く、GFC
後のような10年に及ぶ強気市場が再来
することはないとみています。

出所︓BlackRock Investment Institute。⽶商務省経済分析局および⽶連邦準備理事会の
データを使⽤。 2021年6⽉時点。
注記︓グラフは、FRBの2%のインフレ⽬標の過去の未達量を補うために2年間と設定したFRBの政策
ホライズン中に平均的に必要と思われる将来のPCEインフレ率の範囲を⽰すものです。未達成分は、
過去2年と5年の間の実際の平均コアPCEインフレ率から算出されています。⾚⾊と⻩⾊の線は、FRB
の四半期ごとの経済⾒通しで⽰された、年間コア個⼈消費⽀出インフレ率の予想（2021年10-12
⽉期、2022年10-12⽉期、2023年10-12⽉期）の平均を表しています。

今年に⼊ってニューノミナルが顕著になっていますが、イン
フレを促進する⾦融政策の枠組みに移⾏したことを考え
ると、これは始まったばかりに過ぎないと思われます。

FRBの平均予想インフレ率とインフレ率の平均補⾜分、2015〜2023年

年
間
コア

P
C

E
（

%
）

補填戦略に必要な平均インフレ率の範囲
FRBの平均予想インフレ率、6⽉
FRBの平均予想インフレ率、3⽉

過去の未達分を埋め合わせるために
FRBの政策ホライズン中に必要とされ
る将来の平均インフレ率

5 2021 midyear outlook
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テーマ2

⼀線を画す中国
中国はすでに世界の成⻑の⼀極を明確
に担っています。また中国を新興国と先進
国のいずれとも区別された、1つの投資先
として考える時期に来ていると考えます。
中国経済はGFC後と同様、新型コロナウ
イルス感染拡⼤による衝撃を世界のどの
国よりも⼒強く乗り越えました。中国はパ
ンデミック以前の成⻑トレンドを即座に回
復したのち、政策当局は⾦融引き締めに
転じ、レバレッジの安定化に重点を移⾏し
て現在は成⻑が鈍化しています。

こうした動きとは対照的に、先進国は歴
史的な財政および⾦融政策による政策
の変⾰を⾏い、債務が過去最⾼⽔準に
達しています。中国はより伝統的な政策
⼿段を追求しています。その理由の1つは
⾦融システムのリスクを低減することですが、
中国をより魅⼒的な投資先とするためで
もあります。現在のところはこれで奏功して
います。中国では昨年以降、海外からの
投資の急増がみられています。その要因の
1つは、投資家が先進国では得られない、
プラスの実質利回りを求めているためです。
これは成⻑の量よりも質を優先する、いわ
ゆる中国の質の変⾰です。またこれは
2060年までに炭素排出ネットゼロの達成
を⽬指す同国の野⼼的な計画と直接結
びついています。

中国は主要な新興国とも明確に⼀線を
画しています。中国の政策当局はタカ派
的姿勢を⽰していますが、その理由は、⻑
期⽬標に焦点を当てているためです。

中国の政策が極端な引き締めに傾くこと
を市場が懸念する時期があるかもしれま
せん。それは短期的なダウンサイド・リスク
を⽰唆していると考えます。その可能性は
他の多くの新興諸国にもあります。新型コ
ロナウイルス感染拡⼤への政策対応に
よって⽣じた過剰債務が、経済成⻑の阻
害要因となる恐れがあります。⾦融環境
が引き締まれば、新興国はこうした債務の
返済が⼀層難しくなりかねません。緊縮財
政が⼀定期間続き、政治的分断がさらに
悪化して、ポピュリズムが台頭する可能性
があります。

ブラックロックは戦術的⾒通しに、中国の
株式と国債を独⽴した資産として今回か
ら切り出しています。中国は改⾰を推し進
めており、短期的には成⻑の量を圧迫す
ると思われますが、⻑期的に質が改善す
る可能性があります。これはブラックロックが
株式に対して戦術的には慎重な姿勢を
⽰す⼀⽅、戦略的観点からは強気である
理由となっています。中国国債については、
利回りが相対的に魅⼒的で、戦術的・戦
略的観点の両⽅から選好します。

出所︓BlackRock Investment Institute、中国国家統計局および中国海関総署。Haver
Analyticsのデータを使⽤。2021年7⽉時点。注記︓グラフは、2019年1⽉を100として指数
化した中国の季節調整済みの⼯業⽣産および輸出を⽰しています。

中国経済は世界⾦融危機後と同様、新型コロナウイル
ス感染拡⼤による衝撃を世界のどの国よりも⼒強く乗り
越え、成⻑の量よりも質を優先しています。

急激な回復を遂げ落ち着きを⾒せる中国
中国の⼯業⽣産および輸出、2019〜2021年
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テーマ3

Paul Bodnar
Global Head of 
Sustainable Investing, 
BlackRock

ネットゼロは表⾯的な対応で乗り切れ
る問題ではありません。これまでにない
ペースでの資本設備の更新が求められ
るでしょう。”

ネットゼロへの道のり
炭素排出ネットゼロへの道のりには明確な
出発地点と到達可能な⽬的地点があり
ます。しかし、明確なロードマップは描かれ
ておらず、その道のりでは多くの紆余曲折
に直⾯することになります。
銅（電気⾃動⾞や充電ステーション）や
リチウム（バッテリー）などの特定のコモディ
ティは、ネットゼロへの移⾏を⽬指す輸送
において需要が⾼まると予想されます。
しかし、特に経済再開といった短期的なコ
モディティ価格上昇の原動⼒と、同価格の
⼀部を押し上げる可能性がある⻑期的な
移⾏とを区別することが重要だとブラック
ロックは考えます。
この適切な例は原油価格です。需要の回
復が新たな供給への投資不⾜と組み合
わさって価格を押し上げています。この上
昇は、ネットゼロへの移⾏の結果として需
要がピークに達することから⻑続きしないと
みています。 銅などの⾦属に対するニーズ
はより⻑く続く可能性があると予想されます。
右図の「コモディティ間の乖離」は、2000
年代の密接に⾜並みをそろえた上昇とは
異なって、2つのコモディティの間に広がって
いる乖離を⽰しています。これが、考えられ
ていたようなコモディティの「スーパーサイク
ル」ではないという理由です。

グリーン経済への移⾏や今後数⼗年間に
わたる野⼼的な計画についての話し合い
はすべて始まったばかりですが、インフラスト
ラクチャーへのニーズは⼤きくなっています
（8ページ参照）。やがて到来する変化
の⼀部は突如起きる可能性があります。
また、コモディティ間の需要と供給の混乱
が⾼まることも予想されます。そのため今、
ネットゼロへの移⾏は戦略的なホライズン
だけではなく、戦術的なホライズンからも重
要であるといえます。

ブラックロックの気候変動リスクを考慮した
資本市場予測（12ページ参照）では、
ネットゼロが達成されると想定しています。
しかし、望ましい最終地点を理解している
だけでは⼗分とはいえません。ブラックロック
は、グリーン経済への移⾏が順調に進むと
は考えておらず、その道のりにおいて機会
が創出されると予想しています。

出所︓BlackRock Investment Institute。Refinitiv Datastreamのデータを使⽤。2021年7⽉
時点。注記︓グラフは、2000年初頭を100として指数化したロンドン⾦属取引所（LME）の銅と北
海ブレント原油のスポット価格を⽰しています。

炭素排出ネットゼロの世界への移⾏には、明確なロード
マップが描かれていません。出発地点と望ましい最終地
点は理解していますが、その道のりが順調であるとは考
えていません。

コモディティ間の乖離
北海ブレント原油および銅のスポット価格、2000〜2021年
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フォーラムの着⽬点

Anne Valentine  
Andrews
Global Head of Real 
Assets, BlackRock 
Alternative Investors

このエネルギー転換を牽引しているのは、
4つのD、すなわち脱炭素化
（decarbonization）、分散化
（decentralization）、デジタル化
（digitalization）、⼈⼝動態
（demographics）です。”

インフラストラクチャー
今後数⼗年間にネットゼロの世界を達成
するためには、世界のインフラストラクチャー
の再構築が不可⽋です。気候変動に関
するパリ協定では、こうしたインフラストラク
チャーの建設や更新に投資を振り向ける
ための（官⺠双⽅による）世界規模の
取り組みが強調されています。

バイデン政権は⼤型インフラ投資を提案し
ていますが、グリーン経済への移⾏だけで
なく、道路、橋、鉄道、港湾など従来のイ
ンフラへの⻑年の過少投資を埋め合わせ
ることも⽬的としています。

再⽣可能エネルギーへの転換には⾵⼒
タービンやソーラー・パネルの⼤規模な増
設が必要となります。電気⾃動⾞の増加
予想は、電⼒グリッドと充電ステーションへ
の投資によって決まります。スマート・メー
ターの幅広い普及には計測のためのインフ
ラが必要です。家庭およびビル⽤のセント
ラル・ヒーティング・システムには、ボイラー・
システムの刷新が必要です。2018年の
G20 Global Infrastructure Outlook
（英語）によると、公的⽀出が拡⼤し、
世界で推定15兆ドルの資⾦不⾜が⽣じ
ていることから、ブラックロックは⺠間資⾦が
重要な役割を担うことになると考えます。

ブラックロックは、今後数年間に先進国だ
けでなく、中国やアジア太平洋地域全体
で⼤きな投資機会が⽣じるとみています。
再⽣可能エネルギーでは、英国のように⽣
産能⼒拡⼤においてかなり先⾏する国の
稼働資産に資⾦が流⼊しています。それ
によって、公開市場とプライベート市場とも
に、アジアのような新たな再⽣可能エネル
ギー設備の建設が進められる成⻑分野に
投資機会が⽣じています。

インフラには投資が集中し、バリュエーション
が押し上げられました。政府の⽀援の増
加によってその圧⼒の⼀部が緩和される
可能性があります。この分野のプライベー
ト市場には価値向上や分散効果が期
待できるかもしれません。しかし、同市場
は複雑であるため、すべての投資家に適
しているわけではありません。過去のデー
タが不⾜していることからも注意が必要で
しょう。

ネットゼロを達成するには、今後数⼗年間に世界のイン
フラストラクチャーに⼤規模な投資を⾏う必要があります。

インフラストラクチャーのリターン
インフラストラクチャーのリターンとMSCIワールド、2005〜2020年

過去の運⽤実績は現在あるいは将来の成果の信頼できる指標ではありません。出所︓BlackRock
Investment Institute。ブルームバーグのデータを使⽤。2020年12⽉時点。注記︓グラフは2005年
を基準として指数化したトータル・リターンを⽰しています。プライベート・インフラストラクチャーのリターンは
Cambridge Private Market Infrastructure Indexに基づいています。上場インフラストラクチャーの
リターンは、FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Indexを基準としています。指数は運⽤
されていません。インデックスのパフォーマンスのリターンは運⽤報酬、取引コストまたは費⽤を反映していま
せん。指数に投資することはできません。

指
数
化
した
トー
タル
・リ
ター
ン

プライベート・インフラストラクチャー
上場インフラストラクチャー
MSCIワールド
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企業の利益率
経済活動再開が勢いを増すにつれて、世
界的に企業の利益率が急速に回復する
と市場は予想しています。Refinitivデータ
のコンセンサス予想は、⽶国では企業の
純利益率が20年ぶりの⾼⽔準に達し、
欧州とアジアではGFC前の⽔準に回復す
ることを⽰しています（右図「利益率の回
復」参照）。営業レバレッジによって利益
が押し上げられ、この予想を上回る可能
性すらあると考えています。しかし、今後2
〜3四半期のさらに先の⾒通しは厳しくな
る模様です。

この数年の利益率上昇の⼤きな原動⼒
であった、投⼊コストと労働コストの低位
安定、⾦利負担の減少、歴史的に低い
実効税率は反転する可能性があります。
投⼊コストと労働コストは、インフレ率の上
昇と多くのセクターにおける供給不⾜を背
景に上昇傾向にあります。資⾦調達コス
トは低⽔準からではあるものの、上昇に転
じています。⽶国では法⼈税率の引き上
げが議論されているほか、法⼈税の最低
税率に対する国際合意を受けて、多国
籍企業が利益を税率の低い国に移転さ
せることは難しくなるとみられます。

ブラックロックは、予想される今後の⾦利
動向を考慮するとバリュエーションは適正
であると考え、戦略的観点から株式の
オーバーウェイトを維持します。しかし、コス
ト圧⼒が⾼まっていることから、地域、セク
ター、企業を⾒極めることが重要であると
考えます。

テクノロジー企業、製薬会社、⾼級品メー
カーはコスト上昇を転嫁し、⽐較的⾼い
利益率の維持または向上すら実現できる
有利な⽴場にあると思われます。⼩売や
レジャーといった労働集約型の業界は⼈
件費の上昇を背景に利益率が圧迫され
る恐れがあります。

過去15年間にわたって利益率を押し上げた要因である
投⼊コスト、債務返済コスト、税率の低下は中期的に反
転する可能性があります。

利益率の回復
純利益率と12カ⽉の予想利益率、2000〜2022年

利益率を上げるには、コスト上昇圧⼒を
相殺して余りある収益の成⻑が必要で
す。”

Kate Moore
Head of Thematic Strategy,
Global Allocation

過去の運⽤実績は将来の結果を保証するものではありません。指数は運⽤されておらず、⼿数料を考
慮していません。指数に直接投資することはできません。出所︓BlackRock Investment Institute。
Refinitivのデータを使⽤。2021年6⽉時点。注記︓グラフはDatastreamのグローバル⽶国、欧州お
よびアジア（除く⽇本）株式指数の純利益率の実績を⽰しています。点線はアナリストによる12カ⽉の
予想利益率を⽰しています。将来の予想は実現しない場合があります。

純
利
益
率

⽶国
アジア（除く⽇本）
欧州
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Tom Donilon
Chairman – BlackRock 
Investment Institute

サイバー攻撃は転換期を迎えていま
す。それは今や国家安全保障上のリス
クであるだけでなく、企業や経済のリ
スクにもなりつつあります。”

地政学
地政学的リスクをめぐる市場の懸念は⽶
国の政権交代以降、⼤幅に後退しました。
ブラックロックが追跡する10⼤リスクに対す
る市場の注⽬度をモニターするブラックロッ
ク地政学リスク指標（BGRI）はそれを
反映して、4年ぶりの最低⽔準となりまし
た（詳細については右図「注⽬度の低
下」を参照）。

経済活動の再開とインフレ動向への注⽬
が⾼まる中で、地政学的リスクをめぐる市
場の懸念は後退していますが、特定の地
政学的リスクは追跡する価値があると考え
ます。特に市場の注⽬度が低いときにリス
クが再燃すると投資家は不意をつかれる
恐れがあるためです。

ブラックロックの指標は⽶中関係を特に警
戒しており、テクノロジー・セクターの世界
的な分断、⽶中の戦略的競争という⽶
中問題が10⼤リスクのうち2つを占めてい
ます。パンデミックによって、⽶中関係はほ
ぼすべての⾯で緊張が⾼まりました。特に
紛争の⽕種となる恐れがあるのは台湾問
題です。ブラックロックは、軍事衝突が差し
迫った脅威であるとはみていませんが、今
後10年の間にはそのリスクが⾼まると考え
ます。

パンデミックの発⽣で各国はサプライ・
チェーンの脆弱性に対処し、基幹テクノロ
ジーへの依存度が⾼まったことから、テクノ
ロジー・セクターの世界的な分断も加速し
ました。⽶中両国は⾦融⾯の統合が深
まっているにもかかわらず、テクノロジーの相
互依存を低下させています。世界の経済
の成⻑源である⽶国と中国のどちらにもエ
クスポージャーを取る必要があると考えるの
はそのためです。

サイバー・セキュリティーも市場が過⼩評価
していると思われるリスクの1つです。極め
て重要なインフラへの攻撃は範囲、規模、
巧妙さを増し、⽶国では「ランサムウェア」
によるサイバー攻撃が多発しています。反
復的な攻撃は深刻な被害をもたらし、混
乱を持続させ、その影響は⾦融市場や実
体経済に波及する可能性があります。

経済活動の再開とインフレ動向への注⽬が⾼まる中で、
地政学的リスクをめぐる市場の懸念は後退していますが、
特定のリスクは追跡する価値があると考えます。リスクが
再燃した場合、投資家は不意をつかれる恐れがあるため
です。

注⽬度の低下
ブラックロック地政学リスク指標、2017〜2021年

出所︓BlackRock Investment Institute。Refinitivのデータを使⽤。2021年7⽉時点。注記︓
⼿法としては、まず⼀般的な地政学的リスクとブラックロックの10⼤リスクに関連した具体的な単語を特
定します。次にテキスト解析を使って、Refinitiv Broker ReportとDow Jones Global Newswireの
データベースにその単語が使⽤されている頻度を算出します。その後、その単語がプラスまたはマイナスの
センチメントを反映しているかによって調整を加え、スコアを付与します。スコアがゼロであることは、過去の
平均BGRI⽔準であることを⽰しています。スコアが1であることは、過去5年間の平均BGRI⽔準から1
標準偏差上にあることを意味します。平均値を算出する際に、最近の数値に⼤きな⽐重を置いていま
す。

リス
ク指

標 ⽶国⼤統領
選挙

WHOが新型コロナウイ
ルス感染症のグローバ
ル・パンデミックを宣⾔

⽶国が鉄鋼へ
の関税を発表

北朝鮮によるミ
サイル発射実験
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戦略的⾒通し

Rupert Harrison 
Head of Research, 
Diversified Strategies, 
BlackRock Multi-Asset
Strategies and Solutions

最近のFRBの姿勢の変化にもかかわら
ず、政策と⾦利の状況は過去とはまだ⼤
きく異なっています。それがブラックロック
が依然として株式を選好する理由で
す。”

ニューノミナルへの対応
株式市場は2020年3⽉の安値から⼒強
い戻りを⾒せていますが、ブラックロックは、
戦略的観点からクレジットや国債より株式
を選好します。戦略的な資産の⾒通しに
おいて株式の選好を維持する主な理由は、
ブラックロックの投資テーマである「ニューノミ
ナル」です。このニューノミナルでは、インフレ
率の上昇局⾯でこれまでのように⾦利が
上昇しないと考えられます。

ニューノミナルはブラックロックの戦術的なリ
スク選好スタンスにとって重要ですが、コロ
ナ危機対応として積極的に⾦融・財政政
策の協調を図っていることから、ブラックロッ
クの戦略的⾒通しにとっても重⼤な意味
を持っています。

ブラックロックが選好する株式のバリュエー
ションの判断基準であり、⾦利の変化を
説明する株式リスクプレミアムは、過去の
平均的な⽔準にあります。このことは株式
が割⾼ではないことを⽰唆していると考え
ます。⼀⽅、クレジット・スプレッドは、右図
「クレジットより株式を選好」が⽰すように
過去最低に近い⽔準にあります。

⻑期債利回りの上昇は株式にとって悪い
ニュースを意味するのでしょうか。ブラック
ロックは、そうではないと考えます。利回りの
上昇は、利上げ予想ではなく、期間プレミ
アム（リスクの⾼い⻑期債券を保有するこ
とに対して投資家が要求する対価）の回
復が理由であれば、株式のバリュエーショ
ンにとって重要ではないはずです。経済の
本格的な再開を背景に期間プレミアムが
上昇している場合には、株式のバリュエー
ションにとって問題にならないと考えていま
す。

ニューノミナルはプライベート資産にも影響
を与えます。過去との⽐較では⻑期にわた
る低⾦利が考慮されません。そのような低
⾦利環境ではバリュエーションは下⽀えさ
れるでしょう。

過去のパフォーマンスは現在または将来の成果を⽰唆する信頼できる指標ではありません。指数は運⽤
されておらず、運⽤⼿数料を考慮していません。指数に直接投資することはできません。出所︓
BlackRock Investment Institute。Refinitiv Datastreamのデータを使⽤。2021年5⽉時点。
グラフは、世界の主要地域の株式に関する1995年以降の株式リスクプレミアムとその四分位範囲
（MSCI指数を利⽤）、⽶国の投資適格債とハイイールド債のクレジット・スプレッド（ブルームバーグ・
バークレイズ指数を利⽤）を表しています。株式リスクプレミアムは、ブラックロックの推計する名⽬⾦利と
各株式市場のインプライド資本コストを基に計算しています。クレジット・スプレッドはクレジット市場の利
回りと同年限の国債利回りとの差です。

⾦融政策と財政政策の協調は極めて重要です。新型コ
ロナウイルス・ショックの影響を緩和するために債務が急
増しており、政府には⾦利負担を抑えることへの強い意
欲があると考えます。

クレジットより株式を選好
株式リスクプレミアムとクレジット・スプレッド（過去と⽐べた現在の⽔準）
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⽇本 ユーロ圏 新興国 ⽶国投資
適格債

⽶国ハイ
イールド債

株式 クレジット

2021年5⽉
2020年3⽉
平均
四分位範囲
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グリーン経済への移⾏は業界および
セクター・レベルで起きるため、よりき
め細かい資産配分が必要となりま
す。”

グリーン経済移⾏への準備
気候変動リスクは投資リスクであると同時
に、歴史的な投資機会であるとブラックロッ
クは捉えています。ブラックロックの資本市
場予測（CMA）（ポートフォリオ構築に
とって重要な情報となる⻑期リターン予
想）には、投資環境への気候変動の影
響が反映されています。これは、2050年
までのネットゼロ経済への移⾏に投資家が
対応できるようブラックロックが取り組んでい
る⼀連の対策の⼀環です。

ブラックロックは、気候変動への対応が世
界の経済活動に最終的にマイナスの影響
を与えるとは考えていません。逆に、気候
変動対策を全く⾏わない場合に⽣じるで
あろう物理的な被害は世界経済に悪影
響を及ぼすでしょう。低炭素経済へのグ
リーン移⾏を反映した経済成⻑とリスク資
産の⾒通しは、気候変動対策を⾏わない
場合に⽐べ改善しています。

戦略的ポートフォリオに対する影響を理解
するには、これまで以上に緻密な分析を
⾏う必要があります。現在、ブラックロック
は投資分析の単位としてセクターを使って
います。

ブラックロックは市場の価格に今後の変化
がまだ織り込まれていないと考えています。
このことは、グリーン経済への移⾏から恩
恵を受ける位置にある資産のリターンが移
⾏期間に⾼くなる可能性を⽰唆している
と考えます。ブラックロックはまた、気候変
動問題が企業のビジネスモデルを変えるこ
とで、企業のファンダメンタルズに影響を与
えると考えています。
気候変動対策への移⾏に対する判断を
誤った場合の影響として、グリーン経済移
⾏による影響が最も⼤きいと考えられるテ
クノロジー・セクターとエネルギー・セクターの
間で5年間の期待リターンの差が年率で
7%になる可能性があるとブラックロックは
みています（右図「グリーンに注⽬」参
照）。この差は、期待リターンの⽔準が低
い状況では⾮常に⼤きなものでしょう。

当資料中の情報は、特定の資産クラスまたは戦略への投資の推奨を⽬的とするものではなく、将来のパ
フォーマンスを約束または予測するものでもありません。出所︓BlackRock Investment Institute。
Refinitiv Datastreamおよびブルームバーグのデータを使⽤。2021年7⽉時点。注記︓グラフは、
MSCI⽶国指数の4つのセクターに関し、「グリーン」経済移⾏の基本シナリオと気候変動対策を取らな
いシナリオにおける2021年4⽉から5年間の期待リターン（⽶ドルベース）の推定差を表しています
（「グリーン」経済移⾏︓気候変動を緩和し、気候変動による被害を減らすとともに、2100年までの気
温の上昇を摂⽒2度以下に抑えるための政策および⾏動）。各セクターへの影響は、2つのシナリオにお
いて想定される経済成⻑、企業収益および資産のバリュエーションの差に基づいて推計されています。

サステナブル投資をめぐる議論の輪が広がっています。マ
イナス⾯が話題になるよりもむしろ、リターンの可能性や
アルファが注⽬されています。

グリーンに注⽬
グリーン経済移⾏シナリオと無対策シナリオにおける5年間の期待リターンの差

リタ
ー
ンへ
の
影
響
（
年
率
）

総合的な影響
企業価値の再評価による影響
ファンダメンタルズの変化による影響
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リスク選好を
継続
各国で経済再開が進み、世界の中央銀⾏が⾦融政策の緩
和的スタンスを維持すると決定したことで、ブラックロックは緩や
かなリスク選好姿勢を継続します。ブラックロックは戦略的にも
戦術的にもクレジットや国債より株式を選好します。戦術的な
観点では、欧州株と⽇本株の⾒通しをそれぞれオーバーウェイ
トと中⽴に引き上げ、景気敏感資産の選好度を⾼めます。⽶
国株は投資対象を厳選します。全体的なスタンスは中⽴に引
き下げ、持続的な利益成⻑が⾒込まれるセクターを選好しま
す。債券では、⽶国債は主にバリュエーションの観点からアン
ダーウェイトを⼀段階引き下げ、その代わりに直近の価格の低
下がエクスポージャーを追加する好機となっている物価連動債
を選好します。先進国と⽐べて利回りが⾼い中国国債が魅⼒
的であると考えます。ハイイールド債は、同市場が⼤きく上昇し
たことを受けて中⽴に引き下げました。

戦略的には、クレジットや国債よりも株式を選好します。株式
では、リターン予測に気候変動を組み込んだ影響もあり、先進
国と中国に好機があるとみています。ポートフォリオの安定化⼿
段としては、先進国の国債より物価連動債を選好します。低
⾦利が⻑く続く環境では、投資家にとってはプライベート市場の
魅⼒が⾼まると考えます。株式へのアロケーションは通常のイン
フレ率上昇時よりも⾼めに維持します。政策の変⾰は、資産ク
ラス全体のバリュエーションに打撃を与える割引率の急上昇のリ
スクを軽減していると考えるからです。

市場⾒通し

注記︓上記の⾒通しは⽶ドルベースです。2021年7⽉時点。当資料は特定の時点における市場環境の評価を⽰すものであり、
将来の出来事の予想または将来の成果の保証を意図したものではありません。読者は当資料中の情報を、特定のファンド、戦略
あるいは証券に関するリサーチまたは投資アドバイスとして依拠すべきではありません。

市場⾒通し
幅広い資産クラスに関する戦略的（⻑期）ならびに戦術的（6〜12カ⽉）⾒通し︓2021年7⽉

株式

戦略的⾒地からは株式のオーバーウェイトを維持します。バリュ
エーションが落ち着く中、利益⾒通しの改善が⾒込まれます。ベ
ンチマーク指数におけるテクノロジーやヘルスケア企業などのセク
ターのウェイトが⼤きいことから、リターン予測に気候変動を組み
込むことで先進国市場の株式の魅⼒が⾼まります。戦術的にも
株式の⾒通しをオーバーウェイトに維持します。経済活動再開の
動きにはずみがつく⼀⽅、低⾦利が続くとみられるためです。景気
敏感株を選好し、クオリティ重視の姿勢を維持します。

クレジット

バリュエーションが⾼⽔準にあり、また株式の選好を維持するため、
戦略的観点からクレジットのアンダーウェイトを維持します。戦術
的ホライズンでは、投資適格債とハイイールド債のスプレッドの縮
⼩を受けて、クレジットの⾒通しを中⽴とします。

国債

戦略的には国債の⾒通しをアンダーウェイトにします。国債の利
回りが下限に近づいており、ポートフォリオの安定化⼿段としての
機能が低下しているからです。債務の増⼤は、低⾦利環境では
リスクとなる恐れがあります。こうしたリスクも戦略的に国債の⾒通
しをアンダーウェイトにする理由の1つです。
物価連動債を選好しており、特に、バリュエーションの観点から
ユーロ圏より⽶国の物価連動債を選好します。⽶国債の⾒通
しは、利回りが徐々に上昇すると思われることからアンダーウェイ
トを⼀段階引き下げます。

キャッシュ
適度なリスク選好を維持し、市場の混乱時にリスク資産をさらに
積み増す可能性に備えて⼀定のキャッシュを保有します。

プライベート
市場

プライベート・クレジットを含む⾮伝統的な資産のリターンの源泉
には価値を向上させる可能性や分散効果が⾒込まれます。中
⽴の⾒通しは、⼤半の投資家が保有しているよりも⼤幅に⾼い
配分をベースとしています。機関投資家の多くは流動性リスクを
過⼤視し、プライベート市場への投資を過度に抑えているとみら
れます。プライベート市場は複雑な資産クラスであり、すべての投
資家に適した投資対象ではありません。

アンダーウェイト 中⽴ オーバーウェイト 前回の⾒通し
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戦術的⾒通し

景気敏感資産を選好
ブラックロックは欧州株と⽇本株の⾒通し
をそれぞれオーバーウェイトと中⽴に引き上
げました。右図は、欧州のテクノロジーや
⾦融などの景気敏感セクター（時価総額
でベンチマーク指数の約25%を占める）
が2020年3⽉以降、⽶国の同じセクター
をアンダーパフォームしている状況を⽰して
います。ブラックロックは、⽶国以外にも経
済再開の動きが広がるに従い、こうしたセ
クターも遅れを取り戻す可能性があると考
えています。

新興国についても同様のことがいえます。
しかし、戦術的には新興国株式と現地通
貨建て債券にはより慎重な姿勢で臨んで
おり、いずれの資産の⾒通しも中⽴に引き
下げました。FRBの⾦融政策の不透明感
が強まる中、⽶ドルのボラティリティが⾼まり、
さらに、中国には景気減速リスクがあるた
めです。

短期的には⽶国の⼤型株は増税と規制
強化のリスクにさらされているとみており、
⽶国株全体の⾒通しを中⽴に引き下げ
ています。ただし、⽶国の中⼩型株につい
ては、ワクチン主導で国内経済の再開が
進む中、投資機会があると考えます。

中国は、他の新興国とは異なる独⾃の⾒
⽅が必要だと考えます。中国国債の⾒通
しについては、利回りが魅⼒的なことから、
オーバーウェイトとし、中国株式の⾒通し
は中⽴とします。戦略的には、中国株式
をオーバーウェイトとしますが、市場を⽀配
する企業への規制が強化され、また、⾦
融引き締め政策により景気が減速する中、
短期的にはリスクがあると考えます。

⽶国のブレークイーブン・インフレ率が低下
した機会を捉え、⽶物価連動国債
（TIPS）の⾒通しをオーバーウェイトに戻
しています。インフレ期待が⾼まらないユー
ロ圏より⽶国の物価連動国債の⽅が魅
⼒的だと考えます。

ブラックロックはコモディティや実物資産など、
物価に連動するその他の投資対象も選
好します。アンダーウェイトの⾒通しをさらに
1段階引き下げた⽶国債よりも⽶物価連
動国債が魅⼒的です。⽶国債は反発し、
6⽉後半には利回りが1.5%以下に低下
しましたが、ブラックロックは下がり過ぎとみ
ています。⽶国債の利回りは現在の⽔準
から緩やかに上昇すると思われます。

経済活動の再開が企業収益の期待を押し上げる中、
市場が上昇する可能性があることから、ブラックロックは
景気敏感株の選好度を⾼めます。

エクスポージャーの⼊れ替え
⽶国と欧州の景気敏感セクターの相対リターン（2020年3⽉以降）

過去のパフォーマンスは現在または将来の成果を⽰唆する信頼できる指標ではありません。指数は運⽤
されておらず、運⽤⼿数料を考慮していません。指数に直接投資することはできません。出所︓
BlackRock Investment Institute、MSCI。Refinitiv Datastreamのデータを使⽤。2021年7⽉
時点。注記︓グラフは、MSCI ⽶国指数とMSCIヨーロッパ指数のうちベータが⾼いセクターについて、
2020年3⽉に株式市場が底打ちして以降のMSCIワールド指数に対する平均相対リターンを⽰してい
ます。ベータが1とはセクターがMSCIワールド指数と似たような動きをしていることを⽰しています。ベータ
が1を⼤きく上回るセクターを、景気に最も敏感なセクターとみなしています。上記のセクターを代表する
各指数とそのベータ値は以下のとおりです。MSCI ⽶国素材（1.16）、MSCI⽶国⾦融（1.11）、
MSCI⽶国情報技術（1.25）、MSCIヨーロッパ情報技術（1.23）、MSCIヨーロッパ⾦融
（1.21）。

相
対
リタ
ー
ン（

パ
ー
セ
ント
・ポ
イン
ト）

14 2021 midyear outlook

欧州景気敏感⽶国景気敏感

MKTGM0821A/S-1745994-14/16



各資産の戦術的⾒通し
各資産クラスの6〜12カ⽉の戦術的⾒通しと確信の度合いに基づく世界の資産クラス全体に対する⾒⽅︓2021年7⽉

前回の⾒通し

過去のパフォーマンスは現在または将来の成果を⽰唆する信頼できる指標ではありません。指数に直接投資することはできません。注記︓当資料は特定の時点における市場環境の評価を⽰すものであり、将来の成果の予想あるいは保証を
意図したものではありません。当資料中の情報は、特定のファンド、戦略あるいは証券に関する投資アドバイスとして依拠すべきものではありません。

株式

⽶国

⽶国⼩型株

欧州

英国

⽇本

中国

新興国

⽇本を除くアジア

債券 ⾒通し コメント

⽶国債
⽶国債の⾒通しについては、主にバリュエーションの観点からアンダーウェイトを⼀段階
引き下げます。市場が引き続き経済の再開を織り込んでいるため、特に過去数カ⽉
間に利回りが低下していることから、利回り上昇リスクが⾼まっていると考えます。

⽶物価連
動国債

⽶物価連動国債の⾒通しをオーバーウェイトに引き上げます。直近の価格の下落は
エクスポージャーを追加する好機と考えます。特に、ユーロ圏のインフレ⾒通しは依然
低い⽔準にあるため、欧州より⽶国の物価連動国債を選好します。

ドイツ国債
ドイツ国債の⾒通しを中⽴とします。インフレの動向を考えると欧州中央銀⾏
（ECB）が年内に量的緩和の縮⼩を開始する可能性がありますが、⼤幅な政策
変更の余地は短期的にはあまりないと考えます。

ユーロ圏周縁
国債

ECBの政策の安定性、周縁国における低ボラティリティおよびその他の国でのバリュ
エーションの上昇から、ユーロ圏周縁国の国債の⾒通しについては、最近のアウトパ
フォームにかかわらず中⽴とします。

中国国債 中国国債に対する⾒通しはオーバーウェイトとします。⽐較的安定した⾦利とキャリー
の⽔準が中国国債の魅⼒を⾼めていると考えます。

グローバル投
資適格債

投資適格債をアンダーウェイトに維持します。イールド・スプレッドがさらに縮⼩する余
地はほとんどないとみており、アジア債券といった景気敏感資産への投資をより選好し
ます。

グローバル・
ハイイールド
債

ハイイールド債の⾒通しについては、この市場が⼤きく上昇したため中⽴に引き下げま
す。現在のスプレッドは、魅⼒的とされる⽔準を下回っているとみており、株式を選好
します。

新興国債券
（ドル建て）

ドル建て新興国債券の⾒通しを中⽴とします。ワクチン普及に伴う世界の経済活動
の再開や⽶国の通商政策をめぐる予測可能性の⾼まりが下⽀えするとみられます。

新興国債券（現
地通貨建て）

⾒通しを中⽴に引き下げます。FRBの情報発信からのリスクプレミアムによって、⽶ド
ルの⾒通しに関する不確実性が増⼤していると考えます。新興国の多くが引き締め
政策を開始したことは、政策による⽀援が後退し経済が打撃を受けるリスクが⼤きく
なることを⽰唆していると考えます。

アジア債券
アジア債券の⾒通しをオーバーウェイトとします。バリュエーションは魅⼒的な⽔準です。
アジア諸国は新型コロナウイルスの封じ込めで⼤きな成果を上げており、経済活動
再開で先⾏しています。

アンダーウェイト 中⽴ オーバーウェイト

⽶国株式の⾒通しを中⽴に引き下げます。経済再開の動きが他国（特に欧
州および⽇本）にも広がりを⾒せていることから、⽶国の経済成⻑の勢いは
ピークに達しつつあると考えており、他国が経済再開の次の局⾯において魅⼒
的な役割を果たすと予想します。

⽶国⼩型株の⾒通しはオーバーウェイトを維持します。⽶国株式の中で
⼩型株は、ワクチン接種の加速による国内経済の回復により恩恵を受け
る可能性があると考えます。

欧州株式の⾒通しについては、経済活動の再開が広がりつつあることから、
オーバーウェイトに引き上げます。経済活動はワクチン接種の加速によりかなり
活発化しています。バリュエーションは過去と⽐べ依然魅⼒的な⽔準にあり、欧
州への投資家の資⾦流⼊は増加し始めたばかりです。

英国株式の⾒通しについては、市場が⼤きく上昇したため中⽴に戻します。
英国株式のバリュエーションは上昇余地が乏しいとみており、欧州株式を選好
します。

⽇本株式の⾒通しを中⽴に引き上げます。世界景気の回復により2021年後
半の企業収益は改善するとみられます。⽇本の新型コロナウイルスの感染状
況も改善しつつあります。

戦略的観点からはオーバーウェイトとしますが、短期的なリスクがあると考えます。
⾦融引き締めが強化されると同時に成⻑が鈍化しており、政策当局者が成⻑
の質を重視しているため、タイミング良く対応することができない可能性がありま
す。独占禁⽌法による取り締まりが継続しています。

新興国株式の⾒通しを中⽴に引き下げます。FRBのコミュニケーションを元に
リスクプレミアムが上乗せされるおそれがあり、⽶ドルの⾒通しに不確実性が
増⼤しています。新興国の多くが引き締め政策を開始したことは、政策の⽀
援が後退し経済が打撃を受けるリスクの⾼まりを⽰唆していると考えます。

⽇本を除いたアジア株式の⾒通しを中⽴に引き下げます。ウェイトが⾼い中
国のテクノロジー・セクターへの独占禁⽌法による取り締まりや地政学リスク
の拡⼤が⾒通しに影響しています。

コメント⾒通し
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以下の「各資産の⾒通し（⽶ドル建て）」は、⽶国の投資家などおもに⽶ドル建てで投資を⾏う投資家のための⾒通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投資家など⽇本円建てで投資を⾏う投資家の皆様を対象とした⾒通しではありませ
ん。当該⾒通しは⽶ドル建て投資家による各資産の⾒通しの⼀例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを⽬的とするものであり、特定の⾦融商品取引の勧誘を⽬的とするものではなく、また本邦投資家の皆様の知識、経験、リスク許容度、財産の状
況及び⾦融商品取引契約を締結する⽬的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のも
の⼜は⾒通しであり、今後の運⽤成果を保証するものではなく、本情報を利⽤したことによって⽣じた損失等についてブラックロック及び弊社はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や⾒通しは作成⽇現在のブラックロックの⾒解であり、今後の経済
動向や市場環境の変化、あるいは⾦融取引⼿法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります。またブラックロックの⾒解、あるいはブラックロックが設定・運⽤するファンドにおける投資判断と必ずしも⼀致するものではありません。
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お問い合わせ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第375号
加⼊協会／⼀般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈ 投資信託協会、⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈ 第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬8番3号丸の内トラストタワー本館

重要事項
当レポートの記載内容は、ブラックロック・グループ（以下、ブラックロック）が作成した英語版レポートを、ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、弊社）が翻訳・編集したものです。また当
資料でご紹介する各資産の⾒通し（⽶ドル建て）は、⽶国⼈投資家などおもに⽶ドル建てで投資を⾏う投資家のための⾒通しとしてブラックロック・グループが作成したものであり、本邦投
資家など⽇本円建てで投資を⾏う投資家の皆様を対象とした⾒通しではありません。
記載内容は、⽶ドル建て投資家を対象とした市場⾒通しの⼀例として、あくまでご参考情報としてご紹介することを⽬的とするものであり、特定の⾦融商品取引の勧誘を⽬的とするもので
はなく、また本邦投資家の皆様の知識、経験、リスク許容度、財産の状況及び⾦融商品取引契約を締結する⽬的等を勘案したものではありません。記載内容はブラックロック及び弊社
が信頼できると判断した資料・データ等により作成しましたが、その正確性および完全性について保証するものではありません。各種情報は過去のもの⼜は⾒通しであり、今後の運⽤成果
を保証するものではなく、本情報を利⽤したことによって⽣じた損失等についてブラックロック及び弊社はその責任を負うものではありません。記載内容の市況や⾒通しは作成⽇現在のブラッ
クロックの⾒解であり、今後の経済動向や市場環境の変化、あるいは⾦融取引⼿法の多様化に伴う変化に対応し予告なく変更される可能性があります。またブラックロックの⾒解、あるい
はブラックロックが設定・運⽤するファンドにおける投資判断と必ずしも⼀致するものではありません。

投資リスク・⼿数料について
・投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、組⼊れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運⽤により⽣じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、投資信託は元⾦および元⾦からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元⾦を割り込むことがあります。また、投資信託は
預貯⾦と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、
ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

・⼿数料について
弊社が運⽤する公募投資信託については、ご投資いただくお客さまに以下の費⽤をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費⽤
お申込み⼿数料︓ 上限4.40％（税抜 4.0％）
解約⼿数料︓ ありません。
信託財産留保額︓ ファンドによっては、信託財産留保額がかかる場合もあります。
投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯の内容をご確認ください。

■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費⽤
信託報酬︓ 上限2.6158％（税抜 2.378％）程度

■ その他の費⽤
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費⽤があります。（その他の費⽤については、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。）
※リスク及び⼿数料の詳細につきましては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）等でご確認ください。
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