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世界の金融市場見通し

ハイライト
４月の市場は、ギリシャのデフォルト懸念ならびに
ユーロ圏諸国への波及の恐れから、前月に続き大き
く変動しました。2009年のギリシャの財政赤字が対
GDP比で事前予想の12.7%を大きく上回る13.6%に
達し、ギリシャは他のEU諸国ならびにIMFに救済策
の実施を求めましたが、ドイツ国内の反対論で救済
策の承認が遅れたことを受けて、4月の最終週には
市場のボラティリティが上昇しました。

市場の懸念が深刻化するなかで、ギリシャ国債の利
回りが急上昇し、ムーディーズやS&P等の格付会社
はギリシャならびポルトガルの国債格付けを引き下
げました。また、オバマ政権が打ち出している金融
機関への規制強化策も投資家の先行不透明感に拍車
をかけることになりました。実際に規制が強化され
れば、銀行が取り得るリスクも制限されて市場への
資金提供が低下し、世界的な需要に影響を与えるの
ではないかと懸念されています。

4月の市場動向
世界の株式相場は若干下落し、MSCI世界株式
指数は0.16%下落しました。ユーロ圏債券市場
の下落がリスク回避に拍車をかけたものの、
マクロ経済的には、好調な小売売上高と内需
に支えられて、先進国ならびに新興国の大半
では製造業関連の指標が堅調でした。とりわ
け新興国が好調で、同地域が引き続き世界経
済の成長のけん引役であることが確認されて
います。

しかしながら、先進国と新興国のインフレ見
通しは対照的です。先進諸国の政府が引き続き
長期間にわたる超低金利政策の維持を明言して
いる一方で、新興国ではさらなる金融引き締め
政策が実施されています。たとえばインドは
4月に、インフレを抑え、景気過熱を避ける
ために金利を引き上げました。
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今後の見通しと投資戦略
ギリシャ危機の波及を抑えるために、EU加盟国政府、IMFと欧州中央銀行（ECB）の間で一連の例外的な
救済策が合意されました。巨額の支援が救済策に盛り込まれ、EUとIMFによる合計救済額は7,500億
ユーロに達する見込みです。加えて、ECBは必要な流動性を供給するために社債や政府債の流通市場に
介入する予定です。こうした断固たる内容の救済策を好感し、いわゆるPIIGS諸国（ポルトガル、イタ
リア、アイルランド、ギリシャ、スペイン）の株式と債券市場は急上昇しました。たしかに今回の救済
策は足元では流動性の問題を解消し、危機伝播のリスクを取り除くものですが、財政の健全性回復と
いう中期的な課題には引き続き取り組む必要があり、今後も市場、特に国債市場のボラティリティ上昇
要因となる可能性があります。債券では、HSBCは、ファンダメンタルズの改善がみられ、資金流入も
潤沢で、バリュエーションが合理的に良好な先進国の社債を引き続き選好します。

HSBCでは、以下の4つの理由から、株式をキャッシュ（流動性預金等）に対して若干アンダーウエイト
するスタンスを維持します。第一に、先進国の需要低迷や失業率の高さにもかかわらず、アナリスト
による2010年から2011年の業績予想は楽観的であり、もし企業収益が期待どおりに達成できない場合、
株式市場への圧力が高まります。第二に、バリュエーションは割高水準ではないものの、2009年第１
四半期の妙味のある水準を大きく上回っています。三番目に、ギリシャのように財政再建に向けた金融
引き締め政策実施の結果、2009年下半期の経済成長が鈍化する可能性があります。最後に、新興諸国
では金融引き締め政策により成長の速度が鈍り、世界の市場に影響が出る可能性があります。従って、
企業収益見通しのより安定しているディフェンシブ銘柄の方が現在の景気サイクルではより投資妙味が
あると考えられ、HSBCでは景気循環株ならびに金融関連株よりもディフェンシブ銘柄を選好します。

アジア新興諸国株式よりも中南米株式を選好するHSBCのスタンスは、その有効性が示されております。
両市場のバリュエーションを比較した場合の割安幅は縮小しつつありますが、HSBCはアジア新興諸
国株式よりも中南米株式を選好するスタンスを維持します。中南米市場は、旺盛な内需とアジアへの
商品輸出が堅調なブラジルを中心に、今後も経済成長面でポジティブ・サプライズが予想されます。



短期見通し
（向こう半年から1年）

資産クラス 見通し 理由

株　式

先進国株式 ニュートラル
バリュエーションは2009年第1四半期ほどの妙味はありませんが、当面、• 
先進諸国の低金利が続く可能性が高いため、潤沢な流動性が市場の支援材
料となります。

米国株式 ニュートラル
米国の経済活動は堅調であるものの、改善には多少の減速感が見られ、消費• 
の弱さや高い失業率などのリスクは依然として存在しています。従って、
米国経済の成長の持続性が疑問視されております。

欧州株式（英国含む） ニュートラル
市場の流動性は引き続き堅調ですが、高い失業率、多額の財政赤字ならび• 
に景気刺激策縮小の可能性が、成長見通しのリスク要因です。

日本株式 ニュートラル
製造部門と貿易収支の改善、低金利及び政府の経済対策の継続は好材料で• 
すが、円高の進行によりデフレ圧力がさらに高まるでしょう。 

日本を除くアジア株式 ニュートラル
マクロ経済的には、旺盛な内需及び潤沢な流動性を背景に、引き続き全般• 
に明るい見通しです。ただし、バリェーションの観点からは、市場は一連
の好材料をすでに織り込んでいると考えられます。

新興国株式 ニュートラル

堅調な国内消費及び活発な域内貿易を背景に、新興国市場が引き続き世界• 
経済の回復をけん引する可能性は高いと考えられます。しかし、一連の好
材料はバリュエーションにすでに織り込まれており、金融引き締め政策に
転じれば成長が鈍化する可能性があります。

中南米株式 ポジティブ
アジア新興諸国と比較した場合のバリュエーションの割安幅は縮小してい• 
ますが、中南米地域の経済統計は引き続き堅調で、特にブラジルからポジ
ティブ・サプライズが予想されます。

中東株式 ニュートラル
経済統計は非常に好調で、2010年から2011年の見通しは良好です。また、• 
バリュエーションも引き続き妥当な水準です。主なリスクは米国の原油需
要の鈍化と、中東地域の数カ国で財政赤字が拡大していることです。 

東欧株式 ニュートラル
他の新興国市場同様、製造業統計は堅調です。もっとも、雇用市場の弱さや• 
高水準の財政赤字が見通しの圧迫要因となっています。バリュエーション
は過度に割安ではありませんが、過度に割高な水準でもありません。

債　券

米国債 ネガティブ
供給の多さにもかかわらず、マクロ経済の環境悪化から、米国債に対する• 
需要が増加しています。ただし、債券の中では、HSBCではトータル・リ
ターンの高い社債を選好します。

ユーロ圏国債 ネガティブ

ギリシャなど欧州諸国の国債の信用力及びその影響の伝播リスクが懸念さ• 
れ、引き続きユーロ圏国債のボラティリティは高くなる可能性があります。
全般に、債券の中では国債の利回りが非常に低いため、HSBCでは引き続
きバリュエーションの観点から、国債よりも社債を選好するスタンスを維
持します。 

2



短期見通し
（向こう半年から1年）

まとめ

株式については、足元のバリュエーションの水準と成長懸念から、HSBCでは金融や景気循環銘柄よりもヘルスケアや通信サービスな
どのディフェンシブ銘柄を選好します。地域別にはトルコ株のバリュエーションが魅力的な水準にあると考えています。また、バリュ
エーションの割安幅が縮小しつつあるものの、アジア新興諸国よりも中南米を選好します。

債券については、国債の投資スタンスを対キャッシュ（流動性預金等）でニュートラルとすることを引き続き推奨します。ただし、債券
の中では、よりバリュエーションの魅力が高い社債の保有を選好します。

為替については、HSBCでは、英国の財政状況が他のユーロ圏主要国よりも悪化しているため、長期的にはユーロが対英ポンドで上昇
するとみています。一方で、ギリシャ問題は引き続きユーロの懸念材料であるため、英ポンドについては対ユーロでニュートラルな投資
スタンスを維持します。
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資産クラス 見通し 理由

債　券

投資適格債 ポジティブ
企業収益が好調で、主要中央銀行が長期間にわたり低金利を維持すると予想• 
されるため、投資適格社債に対する需要は引き続き堅調と考えられます。 

ハイ・イールド債 ポジティブ
最近、他のリスク資産のボラティリティが高まっており、ハイ・イールド• 
債はトータル・リターンで引き続き妙味があると考えられます。

米ドル建て新興国国債	 ネガティブ
バリュエーションの観点からは、米ドル建て新興国国債はハイ・イールド• 
債に比べ魅力が低いと考えられます。直接的ではないにしても、ユーロ圏の
状況がさらに悪化すれば、新興国国債も影響を受ける可能性があります。

商　品

原油
１バレル65ドル
から85ドルの
レンジで推移

原油の好調な需要も経済の先行き不安から1バレル65ドルから85ドルのレ• 
ンジで推移すると予想します。市場のリスク選好の動向も原油の価格変動
要因になるでしょう。

金

ニュートラル
1トロイ･オンス
当たり1,000ドル
から1,200ドルの

レンジで推移

インフレ圧力と準備通貨としてのドルへの懸念を背景に、金は長期投資の• 
対象になるでしょう。ただし、短期的には、ドルの相対的な強さや、IMF
による金の売却意向を受けた供給懸念から、価格上昇は抑えられると予想
します。

為　替

ユーロ（対米ドル）							 ニュートラル
ユーロはポジティブ・サプライズにもネガティブ・サプライズにも大き• 
く反応することになり、PIGS（ポルトガル、イタリア、ギリシャ、ス
ペイン）の財政問題がどのように解決されるかに左右されるでしょう。
バリュエーションについて今のところ何のシグナルも示されていません
が、HSBCはユーロについては、全体にニュートラルな投資スタンスを推
奨します。英ポンドも選挙後の政局次第で大きく変動すると予想されま
す。
ただし、英国の財政状況はユーロ圏主要国よりも弱いため、中期的には、• 
ポンドよりもユーロを選好するスタンスを維持します。

英ポンド（対米ドル）							 ニュートラル

日本円（対米ドル）							 ニュートラル



マクロ経済
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米国

米国経済は回復の勢いが強まっていますが、財政赤字および消費
需要低迷のリスクは依然として存在しています。

• 景気回復の兆しが引き続き示され、4月の経済統計は概ね良好な
内容でした。4月のISM製造業指数は60.4ポイントと8カ月連続
で改善、コンセンサス予測を上回り、2004年7月以来最大とな
っています。

• 小売売上高と実質個人支出も前月比でそれぞれ1.6%と0.3%増加
しています。好調な自動車販売が消費者活動の緩やかな回復を示
しています。 

• ただし、失業保険申請件数は改善しておらず、継続受給者数と新
規申請件数も4月のコンセンサス予測を上回っており、民間部門
の雇用増が一時的であることが示唆されています。 

欧州

ソブリンリスクや期待外れの雇用統計を巡る懸念など、ユーロ圏
のマクロ経済指標は強弱交錯した内容となりました。

• 4月の経済統計は、活発な経済活動の一方で財政政策の行方が不
透明であるなど、好材料と悪材料が交錯した内容となりました。

• 格付会社S&Pがギリシャ国債の格付けを「投資不適格」に、ポルト
ガルを「シングルAマイナス」に格下げしたことにより、ユーロ圏
の財政問題の深刻さに市場全体の注目が集まりました。 

• ギリシャに関しては、IMFとその他ユーロ圏諸国による資金提供
が5月初めに合意されましたが、ギリシャが長期的に財政収支の
均衡を保つことができるのかなど、引き続き大きな懸念材料が残
っています。

新興国がけん引役となり、世界経済は引き続き回復基調にあります。ただし、先進諸国の財政赤字はさらに深刻化、
リスクも依然として存在しています。

英国

経済活動は改善しているものの、財政懸念が成長見通しの圧迫要
因となっています。

• 4月の経済統計には、製造業/鉱工業部門主導の改善がみられま
した。しかし回復の強さは、第1四半期GDPがコンセンサス予測
の前四半期比で0.4%であったのに対して0.2%にとどまり、失望
する内容となりました。

• 高水準の失業率が引き続き消費にとっての大きな懸念材料であり、
消費者信頼感指数は2月の81ポイントから3月には72ポイントに
大きく下落しました。

• 総選挙後の政局は依然として不明瞭であり、次期内閣は財政再建
に取り組む必要があるものの、その管理能力については引き続き
不透明な状況です。

日本

厳しい雇用状況および財政赤字の拡大が引き続き日本の懸念材料
ですが、全体の経済活動は改善の兆しを示すようになっています。

• 日本銀行は、銀行貸出需要も2010年第1四半期に回復に転じて
いると報告し、景気は「持ち直しを続けている」と述べています。

• しかし、依然として懸念材料がいくつか存在しており、2月の機械
受注は前年同月比で5.4%下落している一方、失業率も2月の4.9%
から3月には5％に上昇しているため、企業は引き続き設備投資
や雇用に慎重な姿勢です。

• さらに、全国の消費者態度指数は2月の40ポイントから3月は41
ポイントに上昇するなど、消費者信頼感がある程度改善したもの
の、3月の百貨店売上高は前月比で3.5%減少するなど、小売販売
額は依然として低迷しております。



マクロ経済
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新興国市場

経済活動は引き続き好調であるものの、金融引き締め政策が加速
される可能性があり、懸念材料となっております。

• 中国の2010年第1四半期の実質GDPは前年同期比で11.9%上昇
しており、中国が新興国市場の景気回復をけん引しています。ま
た、他のアジア諸国の製造業ならびに貿易部門も好調です。

• 中南米では、ブラジルが引き続き経済回復の主なけん引役であ
り、2月の鉱工業生産は前年同月比で18.4%上昇しています。

• 東欧諸国の雇用統計は不振で、ロシアの失業率は前月に続き3
月も8.6%、また小売売上高も多くの国で前年を割り込んでいま
す。

2010年実質GDP成長率およびインフレ率のコンセンサス予測



株式市場
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先進国株式

• HSBCでは、先進国株式に対しては、キャッシュ（流動性預金
等）に比べてやや慎重な見通しを維持します。中期的には中央銀
行による金融緩和型の政策が続き、株式の支援材料となるでしょ
う。しかし、アナリストの企業収益見通しが強気である一方、特
に金融引き締め策により2010年下半期の成長が鈍化すれば、企
業業績にも失望感が広がり、株式市場上昇に対するリスクとなる
ため、楽観論は弱まっています。

米国株式

• 経済回復は軌道に乗っていますが、失業率と財政赤字問題が引き
続き懸念材料です。

• また、雇用市場が改善するまでは、消費の見通しは引き続き強弱
交錯した内容です。アナリストによる2010年の企業利益の成長
予測は非常に楽観的な30％増であるため、失業率が改善しない
と、収益成長に失望するリスクの可能性が高まります。

• 12ヶ月先予想PERは14.2倍と妥当な水準にあり、今後も引き続
き同水準圏内で取引されるでしょう。収益リスクは存在する一
方、低金利が支援材料となり、HSBCでは米国およびそれ以外の
地域の株式に対してやや慎重な見通しでいます。

• セクター別では、ヘルスケアや通信サービスなどのディフェンシ
ブ銘柄を景気敏感株や金融株よりも選好します。

欧州株式

• ユーロ圏の債務問題が、ユーロ圏諸国および英国の信認回復と経
済成長へのリスクとなります。さらに失業率も高水準で推移して
おり、消費も低迷、HSBCの2010年の経済成長は脆弱と予想す
るHSBCの見通しを裏付ける内容となっています。

• 消費が減少する可能性があるため、HSBCでは現在の株価は収益
成長を過度に楽観的に織り込んだ水準であるとみています。 

• 欧州中央銀行（ECB）とイングランド銀行（BOE）による明確な金融
緩和政策が予想されるため、流動性が支援材料になると考えられ
ます。

• 全般に、HSBCは欧州株式に対してはやや慎重な見通しを維持
し、対キャッシュ（流動性預金等）で若干アンダーウエイトとする
スタンスを維持します。

日本株式

• 失業率の悪化は和らいだものの、依然として改善に転じているわ
けではありません。物価は引き続き下落しており、日本経済はデ
フレ環境にあります。財政問題も深刻と考えられます。

• 金融政策の正常化にはまだしばらく時間がかかり、HSBCで
は、2010年と2011年に関しては流動性が株価の支援材料になる
と考えています。

• バリュエーションの観点からは、日本株式は、2007年初めとほ
ぼ同水準の12ヶ月先予想PER17.3倍で取引されております。

• 従ってバリュエーションは中立的な水準にある中で、成長リスク
は存在するものの、潤沢な流動性に下支えされるため、日本株に
対しては若干慎重な見通しを維持します。

新興国株式

• 先進諸国が拡大した財政赤字の管理に必死になっている一方で、
新興国の多くはこうした財務問題は小さく、成長予想も良好な
ことが、新興国株式市場の支援材料になっています。

• しかしながら、インフレ上昇や金融引き締めを受けて、高成長の
持続可能性が疑問視され、企業収益のネガティブ・サプライズ
が生じる可能性があります。 

• 全体的には、主にネガティブ・サプライズの可能性があるため、
新興国株式市場に対しても先進国株式同様に若干慎重なスタン
スで臨みます。 

• ただし、トルコ株式（新興国株式全般と比較して）および中南米株
式（アジア新興国株式と比較して）のバリュエーションはより魅
力的な水準にあるため、新興国市場の中では両市場を選好する
スタンスを維持します。

日本を除くアジア株式

• 日本を除くアジア諸国は、特に国内の経済活動の回復が定着して
いることを背景に、引き続き世界経済回復のけん引役となるで
しょう。

• ただし、こうしたアジアの力強い経済力が懸念材料となることも
あります。インフレが急激に上昇しており、規制当局が景気過
熱を防ぐために対策を講じる必要も出てきています。

• 消費者需要の見通しが良好で、アナリストによる2010年と2011
年の楽観的な収益予想を正当化する可能性があります。先進諸
国の消費者需要は引き続き期待はずれの水準ですが、アジアで
は好調な消費を受けて、中央銀行および政府が経済支援を縮小
しています。

• 先進諸国における景気刺激策の解除及び消費低迷を考えると、企
業がアナリストの強気な利益成長予測を達成するのはより困難
であり、企業収益に対して失望感が広まるリスクが高まってい
ます。従って、他の株式市場同様にアジア株についても引き続
きアンダーウエイトとするスタンスを維持します。

中南米株式

• 4月の中南米株式のパフォーマンスは不振で2.6%下落しており、
年初来のパフォーマンスもマイナスとなりました（マイナス0.3％）。

• 中南米最大のブラジル経済の成長は引き続き堅調で、2月の鉱工
業生産は前年同月比で18.4%増加、3月の小売売上高も同12.3%
の増加となりました。 

• その他の主要国であるメキシコ（GDPでは中南米で第2位）やコロ
ンビア（同第5位）などの鉱工業生産の伸びも好調で、それぞれ前
年同月比で4.4%と3.0%を達成しています。

• しかし、インフレも進み、経済全般に力強い回復も見られること
から、ブラジルの中央銀行は金利を0.75%引き上げて9.5%にす
るなど金融引き締め政策に着手し始めています。



株式市場

中東株式

• 中東諸国の経済見通しは良好であり改善しつつあります。IMFは
最近、同地域の2010年のGDP成長率を4.5%に上方修正していま
す。 

• 景気回復の主なけん引役は財政刺激策と金融緩和政策であり、特
にインフラを中心とした政府の公共投資プログラムなどが、多く
の中東諸国の足元の国内需要を押し上げています。石油産出国の
中では、2010年にもっとも力強い成長が予想されるのはカター
ルであり、実質GDPの予想成長率は10.7%（HSBCリサーチ）と
なっています。力強い成長の背景には、主に天然ガス生産増強と
政府の公共投資の拡大があります。中東地域最大の経済大国であ
り、石油輸出国であるサウジアラビアは財政支出の増加が主なけ
ん引役となり、2010年の経済成長率は4.3%となる予想です。 

• しかしながら、中東地域に関しては持続可能な経済回復に多くの
向かい風があると考えられます。主な成長リスクは、とくにエジ
プトなど原油輸入国で多額の政府債務を抱えていることです。ま
た、脆弱な金融セクターと不動産市場の低迷がUAEとクェートの
見通しに重しとなっています。 

• インフレは落ち着くと予想され、各国中央銀行も自国の経済情勢
に応じた柔軟な政策対応が可能になると考えられます。金融政策
に関しては、ドル・ペッグ制を採用していない国は再度金融緩和
政策を維持し、ドル・ペッグ制を採用している国（サウジアラビ
ア、UAE）には米国の金融緩和政策が反映されています。

• HSBCリサーチによれば、消費者物価指数（CPI）は2009年よりも
上昇しているものの、2010年と2011年（前年比）は落ち着くと予
想されます。同地域のGDP成長率の4.5％への上方修正、現地当
局の全般的な支援スタンス、景気刺激策などで回復が確実なもの
になるでしょう。

東欧株式

• 東欧諸国の雇用統計は弱い内容でした 

• ロシアの3月の失業率は、8.5%への改善というコンセンサス予測
に対して、実際には8.6%と横ばいでした。また、多くの国で小
売売上高の伸びは引き続きマイナスとなっています。

• しかしながら、いくつかの統計には改善がみられ、鉱工業生産は
ロシアだけでなく、ポーランドなどの他の国でも増加していま
す。ロシアの実質賃金と可処分所得の伸びは予想外のプラスとな
り、3月は前年同月比で各々3.4%、4.2%の伸びとなりました。 

• 他の新興国市場同様に製造業の統計も良好な内容になっています。
一方、雇用市場の弱さと高い水準の政府債務が東欧地域の成長見
通しの重しとなっています。バリュエーションは過度に割安では
ありませんが、過度に割高な水準でもないと考えられます。
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債券市場

米国債

• 大量の国債供給や長期的な財政赤字に対する懸念はさらに増して
いますが、市場のリスク回避志向の高まりから米国債の需要は引
き続き堅調となっています。

• 現在の経済成長の持続可能性に対する懸念があるほか、2010年
も目立ったインフレ圧力がみられないことから、今後6カ月また
それ以降もFF金利の引上げは実施されないと予想します。

• 全般に、HSBCでは米国債については、引き続き対キャッシュ
 （流動性預金等）で中立的な投資スタンスを推奨します。

• ただし債券の中では、より大きなリターンの好機が考えられる社
債の保有を選好します。社債選好のスタンスは年初来でも有効性
が示されており、今後もその有効性が続くと予想しています。

ユーロ圏国債

• 国家財政の悪化に伴い、先進諸国の国債の信用力が疑問視される
ようになっています。特にギリシャは危機的状況にあり、ポルト
ガルやスペインなど財政問題があると考えられるユーロ圏諸国に
も影響が波及しています。 

• ギリシャの財政状況は市場のボラティリティを引き続き高める可
能性が高く、他のユーロ圏諸国への波及も懸念材料となっていま
す。

• 失業率の上昇も消費の足かせとなり、閉塞感が見られます。しか
し消費低迷でインフレが抑えられ、低金利環境が維持されてお
り、国債にとっては支援材料となっています。

• 全般に、極めて低い国債の金利を考えると、HSBCではバリュエ
ーションの観点から、社債を選好するスタンスを維持します。

投資適格債

• 好調な企業業績、低水準のインフレ期待および主要国中銀が長期
間にわたり低金利を維持する見方などは、投資適格社債に対する
需要がかなり堅調に推移することを示しています。

• 短期金利がほぼゼロに近い状態のため、投資家の利回り追及姿勢
が強まり、よりリスクの高い債券を選好するスタンスにつながり
ます。

• 社債の対国債スプレッドの水準は妙味がありますが、2009年に
スプレッドの実質的な調整があったため、今後は金利収入がリタ
ーンの主な源泉となる可能性が高くなっています。 

• 社債の環境は良好で、財政政策と金融緩和策の両方がクレジット
市場を下支えしています。全体として、HSBCは、投資適格債に
ついては積極的なスタンスを維持します。

ハイ・イールド債

• グローバルのハイ・イールド債に対して積極的なスタンスを維持
するという当グループの判断は、現状有益であることが示されて
います。

• 今後についてもその他のリスク資産に見られる最近のボラティリ
ティの高さを考えると、ハイ・イールド債はトータル・リター
ン・ベースで引き続き妙味があると考えられます。

• 主要国の中央銀行による低金利維持政策を受けて、成長と利回り
を追及する資金が流入する可能性が高く、社債にとって好環境が
維持されるでしょう。

• デフォルト･リスクはこの1年はかなり低く推移すると予想されま
す。また、バリュエーションは予想デフォルト率と比較すると魅
力的な水準にあります。

米ドル建て新興国国債

• バリュエーションの観点からは、米ドル建て新興国国債はハイ・
イールド社債に比べて引き続き魅力が見劣りします。

• 先進諸国の国債の信用力は、財政悪化を受けて疑問視されていま
す。直接的ではないにしても、ユーロ圏の状況悪化に伴い、新興
国国債市場も悪影響を受けると考えられます。

• 全般に、HSBCでは、先進諸国の社債に比べ、米ドル建て新興国
国債に対して慎重な見通しを維持します。
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商品市況

為替市場

9

原油

• 4月はスポットの原油価格が2.9%上昇し、原油にとっては良好な
月でした。アジアの新興国が主なけん引役となり、世界経済も昨
年から幅広く回復しており、世界的に需要も拡大しています。た
だし、先進国の経済活動は全般に低迷しているため、原油需要も
抑えられ、HSBCが予想する１バレル当たり65ドルから85ドル
でのレンジ推移が妥当な水準となるでしょう。

金

• 金は引き続き投資テーマとなるでしょう。米国の政府債務増加に
伴う将来のインフレ懸念ならびに準備通貨としてのドルの信認に
対する懸念が背景にあります。

• 短期的には、米国のマネーサプライの伸びが限定的であること、
その他の通貨に対してドルが比較的強いこと、ならびにIMFの20
トンの金売却計画を受けた供給過多などから、金価格は抑えられ
ると予想されます。

• さらに、金は一般にインフレヘッジと考えられるため、足元で安
定しているインフレ期待も、短期的には金の支援材料にはならな
いと考えられます。

• 4月の市場の注目は南欧諸国の財政再建策の進展であり、特にギ
リシャ問題がユーロ安進行の原因となりました。

• 英国では今後の政局が先行き不透明であり、次期内閣が財政の調
整を進めるだけの十分な信任を得ることはできないだろうと懸念
されています。こうした悪材料は見られるものの、4月の英ポン
ドは対ユーロで上昇しました。

• ユ ー ロ 圏 で は イ ベ ン ト ・ リ ス ク も 高 い 状 況 が 続 い て い ま
す。PIGS（ポルトガル、イタリア、ギリシャ、スペイン）の財
政問題がどのように進展するか、市場はポジティブ・サプライ
ズ、ネガティブ・サプライズ共に大きく影響を受けるでしょう。 

• バリュエーションについて今のところ何のシグナルも示されてい
ませんがHSBCはユーロについては、全体にニュートラルな投資
スタンスを推奨します。

• 英ポンドも総選挙の結果によるイベント・リスクで大きく変動す
ると予想されます。ただし、英国の財政状況はユーロ圏主要国よ
りも弱いため、次期政権が連立内閣になるようであれば政治的懸
念が表面化する可能性があります。中期的には、ポンドよりもユ
ーロを選好するスタンスを維持します。

• もっとも、ギリシャの債務不履行などユーロ圏の状況が大きく悪
化するようだと、ユーロにさらに大きな売り圧力がかかるでしょ
う。

＊本レポートはHSBC Global Asset Management（UK）Limitedが作成した英語版レポート“Global Investment Perspective（May 2010）”の翻訳版です。
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