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エグゼクティブ・サマリー
BNYメロンはこれまで一連の白書の中で、中国、米国、インド、日本（購買力平
価で測定した場合の世界4大経済大国）が 2020 年までの間にそれぞれの経済
力を発揮したと仮 定した場合、どのようなことが起こるかということについて
探求してきました。今回の白書では、BNYメロン・インベストメント・マネジメント
のポートフォリオマネージャーおよび投資ストラテジストの総力を結集し、
これ
ら4カ国がこの一年どのような動きを見せるかを分析しています。
これらの4大経済大国（G4と呼ぶ）
も、ここ数週から数カ月の間の世界的な混乱
を免れてきたとは決して言えませんが、市場の混乱はこれまでの成長を覆い隠
すほどのものであるとは思われません。米国の雇用の伸びは依然として強い状
況にあります。日本はデフレからの脱却を遂げています
（12月の生鮮食料およ
1
。インドは、世界でも最
びエネルギーを除く消費者物価指数は前年比1.3% 増）

も成長の速い主要経済大国となっています。さらに、大きな懸念材料である中
国についても、実際に被ったよりも大きな問題になってしまったことはほぼ間
違いないと言われています。公式の統計を見ると、中国の経済成長は依然とし
て強く、バランスも改善しています。また、非公式のより悲観的なデータを見ても、
年末に若干勢いを取り戻しています。
1

www.boj.or.jp/en/research/research_data/muipre.pdf

インベストメントマネジメント

編集・寄稿
サイモン・コックス
Simon Cox
マネジングディレクター
兼投資ストラテジスト
BNY Mellon Investment
Management Asia Pacific

寄稿
W・チャールズ・クック
W. Charles Cook
ポートフォリオストラテジスト
The Boston Company
Asset Management

ゴーラフ・パタンカー
Gaurav Patankar
マネジングディレクター兼ポー
トフォリオマネージャー
The Boston Company
Asset Management

鹿島美由紀
日本 株式運用本部長
BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン株式会社

中国

需要が高まる際には、過 剰設備の縮小が伴います。中央政 府の

中国経済の解釈は、ここ数四半期にわたり通常よりも難しくなっ
ているとBNY Mellon Investment Management Asia Pacific のマ
ネジングディレクター兼投資ストラテジスト、サイモン・コックス
は見ています。2015年の中国株のバブル崩壊は、株式市場以外
の経済の不透明感を強める形となり、また国家予算の数字を見
ても、中国の財政スタンスの明確な変化が不明瞭になりました。
地方政 府の借入れを統制しようという中央政 府の取り組みによ
り2015年上半期には大幅な財政緊縮が実施されましたが、これ
は後に緩和されました。中国経済は、金融セクターを除いては
期待通りの反応を見せました。つまり、上半期に急速に減速し、
下半期に勢いを取り戻すというものです。しかし、株式市場の大
幅な反発によって金融サービスの売上が上半期に増加し下半期
には減速した結果、この経済成長の流れは見えづらくなってし
まいました（図参照）。

のではありませんでした。しかし近年の動向を見ていると、中国
政 府が国有産業において異例とも言うべき水準の痛みを許容す
る意志があるように思われます。公式な統計によると、2015年
9月の国有企業による生産は前年比で 1.4％減少し、過去最悪の
月を経 験しました 2 。中国における粗鋼、セメント、板ガラス、原炭、
銑 鉄の生産はいずれも前年は減少しており、中国が「過 剰設備
のピーク」に近づいている可能性を示唆しています。中国の毅然
とした過 剰設備抑制の努力は中国の鉱業・金属セクターにとっ
て痛みを伴うものとなるものの、苦境に立たされている海外競
合勢にとっては若干の安心 材料になる可能性があるとコックス
は結論づけています。

米国
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れます。クックは「この国の経済には、まだ実感されていない刺
激がたくさんあります」と話しています。
クックの米国経済回復に対する自信は、言い換えると長期的な
米国株式市場の見通しが明るいということです。増益率が 5～7％

出所：中国国家統計局

コックスは財政緩和が2016年も継 続され、金融以外の経済には
必要となる十分な刺激策が与えられると見込んでいます。全体
的なGDP成長率は昨年を上回ることはないと思われますが、株

で配当利回りが横ばいであることから、1桁台後半のトータルリ
ターンが可能であるとクックは指摘しています。市場 価格が全体
として妥当であるか否かは別にして、その中のバリュエーション
には大きなばらつきが見受けられ、寛容な評価を受けている業

式 取引に集中した刺激策とはならないことから、成長の加速を

種（公益事業など）もあれば 3 、過去平均値を大きく下回っている

感じられるようになる見通しです。これは、新興国市場の中でも

業種（金融など）もあります4 。

特に中国経済動向と強く結びついた市場を覆う暗雲の一部を取
り除くことにつながると見込んでいます。

クックは公益事業（このチームのポートフォリオ内ではウエイ

過剰設 備 の ピ ー ク

景気に敏感で値ごろ感のある業種を選好しています。同チーム
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しています。一方で 金利の上昇は、バランスシートがしっかりと
しているにもかかわらず 現在は簿価を大きく下回る株 価で取引
されている金融セクターの下支えになると思われます。

2

1999年以降の統 計

3

Fundstrat の調べでは、公益 事業セクターの株 価収 益 率は現在、長 期平均を大きく上回っている。

4

Empirical Research Partners Analysis によると、金融セクターの企業の株 価 純資 産倍率は長 期平均を大幅に下回っている。

インド

日本の消費者物価
103

るメリットは直接的かつ大きく、インフレと経常赤字の改善に驚くべ
き速さで貢献しています。ただし、インドのマクロ経済安定は驚くほ
ど速かったものの、構造改革の遅さにはいら立ちを隠しきれません。
TBCAMのポートフォリオマネージャー、ゴーラフ・パタンカーは改
革に対する期待が高すぎたと考えています。その視点では、ナレン
ドラ・モディ政権はインドの難しい政 局運営の中でも非常に素早
い対応を見せています。また電力省、鉄 道省、陸運・国道省の各大
臣は、政治的知性と強い運営能力を正しく組み合わせています。
モディ政権は鉄 道業の各方面で海外直接投資の上限引き上げに
成 功し、道 路 整 備に対しても多くの 投 資を集めました。他にも、
インド国内の配電会社の不良債権を処理しながらその再発を防止
するために有効な計画も導入しています。

2013 年 Q1を100とする

米国とは対照的に、インドでは原油価格下落に伴うマクロ経済におけ
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* 消費税率引き上げの調整済み

出所：トムソン・ロイター・データストリーム、日本銀行、総務省統計局

労働組合を抱える日本の大手企業による賃上げは、緩やかなものと
なりました。しかしこれらの企業における賃金設定は、ある意味で常

しかし、残念ながらインド政 府は国内公営銀行（PSB）をてこ入れす

に市況から保護されてきたとBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャ

るための抜本的計画はまだ出しておらず、この計画実施に必要な財

パン株式会社の日本株式運用本部長、鹿島美由紀は指摘しています。

源確保もまだ十分に進んでいません。財務省はPSBの本 格的資本
増強の前にまず 改革の実施を望んでいるかもしれませんが、インド
にはそこまで長く待つだけの余裕がないとの見方をパタンカーは示
しています。モディ氏が2019年の再選を望むのであれば、2018年に
はインド経済に力強い成長をもたらす必要があります。そのために

これよりも、賃金圧力に関しては非正規雇用者の賃金が敏感なバ
ロメーターになるかもしれません。非正規雇用の人材採用を行う
リクルートジョブズによると、非正規雇用者の時給は2012年12月
に安 倍首相が政権に戻って以降、8.4％上昇しています。

は2017年までに資本流入を増やすための信用力が必要となり、その

同じ期間、名目GDPは今世紀に入って最大の成長を遂げ、
2015年第

為にはPSBのてこ入れを今年実施する必要があると思われます。

3四半期時点で500兆円（年率換算）に達しました。これを600兆円

政 府が今年直面するもう一つの大きな課題は、大幅に遅れてい
る物品・サービス税（GST）の法案成立です。これは従来の州毎に
異なっていた間接税の複雑な仕組みに替わるもので、成長の大き
な起爆剤になるものと考えられています。この税金は、本質的に
は政治工作により遅延しているものの2016年には成立する見通
しで、パタンカーは「モディ首相はこの税制度成立の為に多額の
政治的資本をつぎ込んでおり、今さらこれをやめるわけにはいか

に引き上げることが、現在の公式目標となっています。鹿島は「政
府がこのような目標を掲げているということは、仮に成長が予想
を下回ってしまった場合は政策による対応が期待できることにな
ります。2017年の消費税引き上げが延期される可能性は十分に
あります」と述べています。
名目GDPのこの異例の急成長は、結果として企業業績の改善をも
たらすはずです。鹿島は「名目GDPが2～3％程 度で成長するとい

ない状況である」と言及しています。

うベースシナリオであれば、業績見通しはまあまあ良好であると

新興国市場については悲観的な見方が広まっているものの、イン

式市場に織り込まれずに終わってしまったとも話しています。そし

ドは外国人投資家の間で引き続き比較的高い支持を得ています。
パタンカーは「他の経済大国で、中期的に7～8％の実質成長率を望

言えます」としています。また、2009年以降の企業業績の回復は株
て足下の下落を受けて、
「現在の市場と潜在的な先行きとの間に
はまだかなり大きな格差が存在しています」と述べています。

むことのできる国はない」と述べています。現在5年平均を大幅に上
回っているインドの実績PERは、今後若干低下する可能性があります。
しかし企 業 収 益について、政 府 支出の 拡 大、安定 的なインフレ、
「ボトルネック解消」の初期効果の恩恵を受けて回復するとも予想
しています。そして、インドの経済成長と構造改革に対する見通しは
良好であると考えています。
「市場は企業業績について、それがあた
かも素晴らしいかのように株価に織り込まれているが、それは、そ
の他の市場がひどい状態にあるからである」とも述べています。

結論
本書でご紹介したBNY Mellon Investment Managementの各方面
からの意見をまとめると、今年の世界経済の成長については慎重
ながら楽観的な見通しと言うことができます。仮に前述の4大経
済圏が本書の寄稿者が示すとおりの回復を実際に示した場合、世
界経済は多くの投資家が現在恐れていると思われるような同時的
な景気減速やリセッションを回避するものと思われます。これが

日本

現実となれば、今年は株式投資家にとって年 初よりも高い地点で
のゴールになると考えられます。

日本銀行によるマイナス金利という新機軸の導入は、断固としてデフ
レとの闘いに勝利する決意を見せています。物価上昇は日銀の掲げる
2％の目標を大きく下回ったものの、これは原油価格の急落が原因の
ひとつとなっています。日本銀行の推奨のとおり消費者物価指数構成
品目からエネルギーと生鮮食品を除くと、物価は明らかに下げ止まっ
ており、アベノミクス開始以後、方向転換しています（図参照）。

白書のダウンロード
bnymellon.com/G4
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