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2021年の投資展望

世界経済の見通しと資産配分について

クリスティーナ・フーパー
チーフ・グローバル・
マーケット・ストラテジスト

前書き

2020年、世界経済は混乱に陥りまし
た。過去発生した多くの危機とは異な
り、今回の危機は経済からではなく、
健康の問題から発生しました。新型コ
ロナウイルスの世界的な大流行（パ
ンデミック）により、多くの国で都市封
鎖（ロックダウン）がなされ、それは各
国経済に急速に影響を及ぼし、経済
活動は阻害され、かつてない程に経
済の「需要」が破壊されました。このよ
うな状況を踏まえた2021年の経済成
長は、感染率、財政政策、金融政
策、ロックダウンの「厳格さ」を含む公
衆衛生政策、新型ウイルスの治療法
の確立とワクチン開発の進展、および
消費者や企業の信頼感など、さまざ
まな要因に左右されると考えます。

現在の環境を見据えた広範な可能
性に対処するため、当社では、経験
豊富な投資スペシャリスト達が、基本
シナリオ、上振れシナリオ、下振れシ
ナリオ別に2021年の経済見通しを策
定しました。私たちに出来ることは、投
資家の皆さまにさまざまな可能性を提
示し、皆さま自身の2021年の予測に
近いシナリオを選択して頂くことと考え
ました。私たちは、3つのシナリオについ
て世界経済の見通しを、そして米国、
ユーロ圏、中国経済の予測をしていま
す。マクロ経済の見通しの評価から始
め、その後、各見通しの投資への影
響についても説明していきます。

これまでに学んだこと

ワクチンの開発が待たれる中、各国の
ウイルス感染に対する対応は、景気
回復の道筋に大きな影響を与えてい
ます。東アジア、特に中国、日本、韓
国は、対象を絞った封鎖措置と協調
的な社会的努力の結果、ウイルスの
管理に成功したと言えます。一方、多
くの先進国と新興国は、パンデミックへ
の対応に苦心しています。この違いは
経済活動に反映されており、ウイルス
感染を効果的に抑制した国では、経
済的な影響がより小さくなっています。
また、封鎖が行われない場合でも、
感染者の増加は経済活動に影響を
与え、それが景況感や消費者行動に
変化をもたらしうることも理解する必
要があります。

また、私たちはソーシャル・ディスタンス
への取り組みと行動の変化により、パ
ンデミックが与える影響がサービス業と
製造業では異なることも学びました。
この状況は、ワクチンが開発され広く
供給されるまで続く可能性が高いと
予想されます。

現在の危機からの景気回復では、政
策支援が経済と市場の両方にとって
重要な役割を占めていることが明らか
になっています。各国政府は大規模
な財政支出プログラムを策定したため、
多くの国での景気回復は比較的しっ
かりしています。ただし、一部の国、特
に新興国などでは、適切な財政刺激
策が提供されていない状況です。

世界の主要な中央銀行は、資産購
入によるバランスシートの大幅な拡大
など、経済を支えるためのさまざまな
政策を実施し、前例のない規模の金
融支援策を提供しています。そして、
中央銀行による金融支援は、経済の
みならず、資本市場に大きな影響を
及ぼしました。
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基本シナリオ

私たちの基本的なシナリオは、地域によって異な
るものの、世界経済はゆっくりとしたペースで回復
するというものです。新型コロナウイルスは最初に
中国経済に大きな悪影響を及ぼしましたが、中
国経済の回復は順調に進んでいくでしょう。一
方、米国やユーロ圏では、財政刺激策が引き
続き経済活動を後押ししているものの、部分的
なロックダウンなどが経済の回復に影響を与える
可能性があるでしょう。また、2021年後半には
有効なワクチンが開発され、供給されると想定し
ています。そして、2021年後半にワクチンが普及
するまでは、モノの経済の回復はサービスの経済
の回復を上回り続けると予想しています。

上振れシナリオ：
早期のワクチン供給による「V字型」回復

このシナリオでは、中国を中心に世界経済の回
復はより堅調と想定しています。2021年前半に
ワクチンが開発、提供されることにより、中国だけ
でなく、他国の景気回復も早まると予想していま
す。また、より規模の大きい財政刺激策が発動
され、景気回復を支えることを見込んでいます。

下振れシナリオ：
「W字型」景気回復

このシナリオでは、感染拡大の抑制が非常に厳
しい状況が複数回発生することを想定しており、
多くの国で国レベルのロックダウンの再実施が必
要となり、世界経済が圧迫されることを予想して
います。また、政策実施への政治的意思と財政
余地が2020年よりも低下することで、財政およ
び金融刺激策の発動が遅れたり、十分でないこ
とを想定しています。

推奨アセット・アロケーション

これらの3つのシナリオに基づく、資産アロケーショ
ンについて提示します：

基本シナリオでは、潜在成長率を上回る経済
成長、世界の収益サイクルの回復、マネーサプラ
イの増加がリスク資産を支えることを背景に、株
式が債券をアウトパフォームすると予想しています。
株式では、対面型ビジネスの段階的な再開や、
魅力的なバリュエーションと債券利回りの上昇な
どにより、シクリカル、バリュー、中小型株を選好
します。そしてリスク選好度の改善と米ドル安に
より、新興国株式は先進国株式をアウトパ
フォームすると見込みます。さらにシクリカル株や
バリュー株への資金移動により、バリュエーション
の魅力度の高い米国以外の先進国株式を、米
国株式より選好します。債券では、クレジット・ス
プレッドに縮少の余地があり、クレジットは魅力
的なリスク調整後リターンを提供することを見込
みます。世界のイールドカーブは、債券利回りの
緩やかな上昇によりスティープ化する可能性があ
るものの、資産購入プログラムと低いインフレ期
待により、その拡大余地は限定的でしょう。実物
資産は、安定した低インフレの環境下、好調に
推移すると予想しています。

上振れシナリオでは、株式が債券を大きくアウト
パフォームすると予想され、より「リスクオン」の状
況となるでしょう。ワクチン開発が想定よりも早く
なれば、シクリカル株、バリュー株および中小型
株は2021年の早い時期に上昇に転じると予想
されます。

下振れシナリオでは、債券が株式をアウトパ
フォームすると予想され、より「リスクオフ」の状況
となるでしょう。ワクチンの開発には時間がかかる
と予想されるため、株式ではディフェンシブ株を選
好します。債券では、米国債、クレジット、デュ
レーションの長い債券を選好します。また、通貨
では、米ドルを選好します。



世界の新型コロナウイルスの
感染状況

人口10万人当たりの新型コロ
ナウイルス感染状況の推移

過去発生した多くの危機とは
異なり、現在の危機は経済的
な混乱から発生したものではあ
りません。ロックダウンによる家計
や企業の行動の変化は、景気
回復を阻害します。この影響を
決定する主な要因は、ウイルス
の感染状況です。

ウイルスの問題が落ち着くまで、
パンデミックからの景気回復は
断続的に進むことが予想されま
す。

図表 1B

第2波による死者数は減少したものの、脅威には変わらず
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出所：インベスコ、ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター集計による新型コロナウイルス
のデータ、2020年10月15日現在。人口データはOurWorldinDataから取得。

出所：インベスコ、ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター集計による新型コロナウイルス
のデータ、2020年10月15日現在。人口データはOurWorldinDataから取得。

図表 1A

先進国ではウイルス抑制に苦慮：深刻な感染第2波
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図表 2
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先進国 新興国（除く中
国）
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新型コロナウイルスの終息まで、「通常の経済活動」は停滞

人の行動・移動量のデータは、通常より大きく低下した経済の需要を示唆

私たちは、経済の需要の回復状況を測定するために、更新頻度の高い指標に注目しています。特に対
面でのサービスの提供を必要とする業界において、現在と「通常」の経済活動との違いを測定するため、
モビリティ・データに注目しています。

※各指数は2020年1月1日を100として指数化。

人々の活動量（移動データ）ー7日間平均は、Googleモビリティ・トレンド・インデックスを使用しています。これは、さまざまな場所での訪問数と滞在期間

の変化を示したもので、2020年1月3日から2月6日までの5週間に測定された各曜日の中央値を100としています。上記の「平均」は、小売およびレクリ
エーション、職場、駅、食料品および薬局の単純平均です。「ユーロ圏」「先進国」「新興国（除く中国）」のデータは各国のモビリティ・インデックスを2019

年のGDPにより加重しています。出所：グーグル、MSCI、マクロボンド、インベスコ。2020年10月15日。移動データは1週間遅れで公開。
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ロックダウンの再実施による影
響は、製造業よりもサービス
業で大きい見込み

PMIは、サービス業への影響が
より早く、大きかったことを示唆

消費者はインターネットなどを
通じて自宅からの財の消費活
動が可能な一方で、レジャーや
旅行などの対面での接客を必
要とするサービスを受けることが
難しく、現段階まではサービス
業よりも財の分野が主導する
回復が見られていると考えてい
ます。

図表 3
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中国 –経済への影響は急激かつ短期であった
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ユーロ圏– サービス業への影響は甚大
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出所：ブルームバーグ、マークイット、インベスコ。2020年11月13日。

中国の製造業は急速に回復
後、堅調に推移

ウイルスの再拡大により
サービス業が低下
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図表 4

G20各国の財政出動が各国GDPに占める割合（%）

世界

アルゼンチン

メキシコ

ブラジル

南アフリカ

サウジアラビア

トルコ

ロシア

インドネシア

韓国

インド

中国

オーストラリア

日本

イタリア

フランス

ドイツ

英国

カナダ

米国

2009 2020

6

3

2

4

4

4

4

3

2

6

11

4

3

1

1

8

1

5

2

14

10

7

8

7

6

10

4

3

5

3

10

5

1.9 4.2

8

1

4

6

5

13.7

2020年の財政刺激策は2009年を上回る規模で、景気の回復を支える

ただし、その規模は地域によって異なり、経済の回復には差がある

財政・金融政策が、市場の急速な回復を後押ししています。
各国政府は、パンデミック下において、世界金融危機時を上回る規模の財政出動を実施しています。

4.2

出所：：国際通貨基金（IMF）政策トラッカー、IMF GDPデータ、Atlantic Council、DE Data Wrapper、インベスコ。各国の発表日のデータと

Atlantic Councilに基づいて計算、2020年7月26日。2009年のデータはIMF、Eurostat、G20から取得。注：計算において政府への一時的な申告・納
付その他の手数料の猶予とローン保証および関連する支援を除外し、発表および実施された裁量的な財政支援プログラムを含む（「自動安定措置」を

除く。G20は、19の主要経済国と欧州連合（EU）。
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図表 5

実質的な大規模な資産購入は景気回復をサポートする見込み
主要中央銀行の総資産
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欧州:+$2.7T

日本: +$1.2T

米国: +$2.9T

3月以降、バランスシートの総資産は7.3兆米ドル拡大

出所：リフィニティブ、米国連邦準備制度（M2）、欧州中央銀行（M3）、日本銀行（M2）、イングランド銀行（M4x）、2020年10月

28日。

各国経済を支える金融政策

緊急融資プログラムを通じて銀行に資金を供給

大規模な財政出動に加えて、主要な中央銀行もさまざまな政策により経済をサポートしています。
パンデミック下、中央銀行は大規模な資産購入を通じてバランスシートの拡大を再開しました。
銀行への流動性の供給により、財政状況が改善し、経済活動をサポートしています。
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図表 6

主要先進国全体のマネーサプライの伸び、前年比
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出所：リフィニティブ、米国連邦準備制度（M2）、欧州中央銀行（M3）、日本銀行（M2）、イングランド銀行（M4x）、2020

年10月28日。

先進国全体で広義流動性が急速に増加

広義流動性の拡大は、経済支出の増加とそれに続くインフレ率の上昇をもたらす見込み

最近のマネーサプライの急増から、インフレ懸念が高まっています。

主要先進国のマネーサプライが増加していますが、米国の増加は他の主要先進国を上回るペースとなって
います。
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基本シナリオ：

• 中国が相対的に堅調。米国とユーロ圏は部分的なロックダウンで店
舗などが再閉鎖されるものの、財政・金融政策が引き続き経済活
動を支援。

• 2021年後半にワクチンが広範に供給されるとの仮定の下、製造
業は引き続き堅調さを維持し、サービス業の回復も確認される。

上振れシナリオ ー 早期のワクチン供給による「V字型」回復：

• ワクチンが想定よりも速く承認され、2021年前半に広範に供給され
る。

• 積極的な財政政策を見込む。

下振れシナリオ ー 「W字型」景気回復：

• 深刻な第2波により、多くの国で国レベルでのロックダウンが実施
される。

• 財政および金融支援からの経済への恩恵は、第1波のときと同様に、
遅れる形で波及する。

• 政策支援の実施のための政治的意志や財政拡大の余地は2020年
よりも低下。

Q4  
2021

Q2  
2021

Q4  
2020

Q2  
2020

Q4  
2019

下振れ

図表 7

上振れ
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90

85

世界のGDPへの影響

2021年の基本、上振れ、下
振れの各シナリオでは、政策と
中国主導の回復が予想される

基本

ウイルスの脅威と影響が低下。
2021年前半にワクチンが供給

広範囲でのロックダウンの再実施と
小規模な財政支援

出所：各国政府の過去データをもとに、インベスコが概算。
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図表 8A

Q4  
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Q2  
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下振れ基本 上振れ
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図表 8B
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Q4  

2021

図表8C

基本

Q4  

2019

出所：各国政府の過去データをもとに、インベスコが概算。

主要経済国の基本リスク／上振れリスク／下振れリスク

米国と欧州の景気回復は断続的なものとなる一方、中国は年を通じた堅調な回復を予想

Q2  

2021

Q4  

2020

Q2  

2020

米国

基本シナリオ – ウイルスの感染再拡大に
より、店舗などの営業再開が遅れ、支出が
抑制されるものの、それは短期間で収束。
2021年4-6月期から7-9月期には再び
営業が再開され、追加の財政出動も見ら
れる。2021年後半のワクチン供給の予想
は、景況感にプラス。

上振れシナリオ – 2021年前半の追加の
財政支援とワクチン供給により、広範な営
業再開と迅速な景気回復が可能となる。

下振れシナリオ – 財政支援が不十分な
中で、複数のウイルスの波により広範なロッ
クダウンが余儀なくされる。

中国

基本シナリオ – 中国は引き続きパンデミックを
強力に抑制。自律的な景気回復が続き、政
策支援は縮小。一方で、内需に比べて世界
貿易の回復は遅れる。

上振れシナリオ – 中国のワクチン戦略を受け、
消費とサービス業の回復が強化される。国際
関係、地政学的緊張とそれに伴う貿易摩擦
は大きく改善される。

下振れシナリオ – 地政学的緊張が高まる。パ
ンデミックは引き続き十分に管理されるものの、
依然として脅威。純輸出へ大きな打撃。対外
投資も減少。

ユーロ圏

基本シナリオ – ウイルス感染は再拡大、
部分的なロックダウンの急増により、冬期の
景気回復は抑制される。2021年4-6月
期の事業の再開と2021年後半のワクチン
供給を受け、経済成長が再び上向く。

上振れシナリオ – 2020年10-12月期に
感染第2波が抑制され、2021年1-3月
期中のロックダウンが緩和される。強力な財
政政策が実施され、2021年前半にはワク
チンが供給される。

下振れシナリオ – ウイルス感染の複数の
波が発生し、大規模なロックダウンが実施
される。ユーロ圏の財政が圧迫されるリスク
が高まる。ワクチンは供給されないことを前
提とする。

下振れ上振れ

下振れ上振れ
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110
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100

95

90

85

80
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図表 9

マクロ経済と戦術的資産配分について

◼ 2020年10-12月期において、世界経済と主要地域は景気回復下にあります。しかし、新型コロナウイルス感染の
深刻な第2波の影響から、一部の国で部分的なロックダウンが実施され、欧州景気が再び低迷すると見込まれる
可能性が高まっています。また、米国でも同様の可能性があります。一方、2020年は中国での景気回復が際
立っていました。

◼ 私たちの基本シナリオでは、世界経済と主要地域は2021年末までに景気拡大期に入ると予想しています。欧州
は、2020年10-12月期の景気低迷の結果、特にその潜在成長率と比較して、より力強い景気回復が見込めま
す。一方、中国は潜在成長率並みの水準に落ち着くと予想しています。

2020年10－12月期

2021年10－12月期 潜在成長率

経
済
成

長

出所：GMSおよびIFIチームの予測をもとにしたInvesco Investment Solutionsのグローバル景気サイクル。例示的説明のみ。
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図表 10

グローバルな景気サイクル：各資産クラスごとの過去の超過リターン

• 景気回復局面では、リスクの高いクレジット資産がアウトパフォーム。

• 景気拡大局面では、株式が各資産をリードする。

• 景気減速局面では、全資産クラスのリターンは収れん。

• 景気縮小局面では、国債と安全資産がアウトパフォーム。

国債

12.3

17.6

11.9

7.5

2.4

7.8

1.7
2.9

-1.3
-2.1

5.5
4.5

1.9

4.2
5.2

4.0

-6.2

-2.0

5.0

7.4

マクロ経済と戦術的資産配分について

◼ 資産価格は、中期的なマクロ経済の動向の影響を強く受けます。各資産クラスとそのリスクプレミアムは、景気サイ
クルのさまざまな段階において異なった動きをします。

◼ 3つのマクロシナリオを、私たちのマクロ経済フレームワークに落とし込むことで、今後の戦術的な資産配分について
の見解を示しています。また、過去分析の観点から現状の資産分析をサポートします。

株式 ハイイールド債 バンクローン 投資適格債

クレジット資産が最も上昇
（スプレッドは縮小）し、
株式がそれに続く

国債が最も上昇

・株式：利益成長を背景
に最も上昇

・クレジット：国債を上回る
インカムの獲得、スプレッド
の縮小は限定的

・資産クラス間のリターンは
収れん

・国債のリスク調整後リター
ンが優位

出所：Invesco Investment Solutionsのグローバル景気サイクル、ブルームバーグ・インデックスのリターン、バックテスト・データを含む。リターン

は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。1973年1月から2020年3月まで、または資産クラスの開始以降の、定義されたリスクプ
レミアムの年次月次リターン。資産クラスの超過リターンは次のように定義されます。株式= MSCI ACWI-米財務省短期証券3カ月、ハイイール

ド債= Bloomberg Barclays HY-米財務省短期証券3カ月、バンクローン= Credit Suisseレバレッジドローンインデックス-米財務省短期証券

3カ月、投資適格債= Bloomberg Barclays US Corporate-米財務省短期証券3カ月、国債=米国債7-10年-米財務省短期証券3カ月。

例示的説明のみ。過去の実績は将来の業績を保証するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。
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戦術的資産配分について

各景気シナリオにおける資産配分

基本シナリオの整理：

◼ 潜在成長率を上回る成長と、世界の収益サイクルの回復、マネーサプライの増加がリスク資産を支えることを背景
に、株式が債券をアウトパフォームすると予想しています。株式では、対面型ビジネスの段階的な再開や、魅力的
なバリュエーションと債券利回りの上昇などにより、シクリカル、バリュー、中小型株を選好します。そしてリスク選好
度の改善と米ドル安により、新興国株式は先進国株式をアウトパフォームすると見込みます。さらにシクリカル株や
バリュー株への資金移動により、バリュエーションの魅力度の高い米国以外の先進国株式を、米国株式より選好
します。

◼ 債券では、クレジット・スプレッドに縮少の余地があり、クレジットは魅力的なリスク調整後リターンを提供することを
見込みます。世界のイールドカーブは、債券利回りの緩やかな上昇によりスティープ化する可能性があるものの、資
産購入プログラムと低いインフレ期待により、その拡大余地は限定的です。

図表 11

戦術的資産配分のポジショニング：3つのシナリオ別

平均的にリスク

が低い資産

ニュートラル 平均的にリスクが

高い資産

*為替ヘッジつき

出所：Invesco Investment Solutions、2020年9月。例示的説明のみ。

上振れ 基本 下振れ

債券

米国

先進国

ディフェンシブ

グロース

大型

国債

高格付け

ショートデュレーション

米国債

米ドル

株式

米国以外の先進国

新興国

シクリカル

バリュー

小型

社債

低格付け

ロングデュレーション

先進国債(除く米国債)*

米ドル以外の通貨
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株式への投資**

• 私たちのセクターアロケーション
は、ファクター／スタイルへのア
ロケーションの結果です。

• 基本シナリオでは、伝統的なシ
クリカルセクターへのローテーショ
ンを予想します。これは、対面
式サービスの段階的な再開、
魅力的なバリュエーション、およ
び債券利回りの上昇を見込ん
でいるからです。

• 上振れシナリオでは、追加のイ
ンフラ支出がシクリカル株のさら
なる上昇を後押しするでしょう。
下振れシナリオでは、情報技
術、ヘルスケア、通信サービス
へのローテーションが継続する
可能性があります。

2021年市場見通し :

戦術的資産配分

債券への投資*

• 基本シナリオと上振れシナリオ
（V字型）では、継続的な景
気拡大、良好なファンダメンタ
ルズ（経済の基礎的諸条
件）、金融緩和政策により、
2021年も引き続きクレジット市
場は良好と予想しています。た
だし、スプレッドのタイト化が継
続していることから、その上昇
余地は限定的と考えられます。

• 下振れシナリオ（W字型）で
は、デフォルトリスクの上昇が予
想され、特に格付けの低いクレ
ジット資産や新興国クレジット
資産にマイナスとなる見込みで
す。

図表 12A

戦術的資産配分のポジショニング：
3つのシナリオ別

アンダーウェイト オーバーウェイトニュートラル

アンダーウェイト オーバーウェイトニュートラル

* 出所：Invesco Fixed Income

** 出所：Invesco Investment Solutions

投資適格債

ハイイールド債

新興国債

地方債

バンクローン

図表 12B

戦術的資産配分のポジショニング：
3つのシナリオ別

資本財・サービス

素材

エネルギー

一般消費財・
サービス

情報技術

コミュニケーショ
ン・サービス

ヘルスケア

生活必需品

金融

不動産

公益事業

上振れ 基本 下振れ

上振れ 基本 下振れ
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図表 13A

戦術的資産配分のポジショニング：
3つのシナリオ別

図表 13B

戦術的資産配分のポジショニング：
3つのシナリオ別

アンダーウェイト オーバーウェイトニュートラル

アンダーウェイト オーバーウェイトニュートラル

*出所：Invesco Systemic & Factor Investing、ETF and Indexing teams。

**出所：Invesco Investment Solutions。オルタナティブ戦術的資産評価では、約3～5年の期
間でどの資産クラスがアウトパフォームする可能性について当社の見解を示す。

2021年市場見通し : 

戦術的資産配分

コモディティへの投資*

• 貴金属は、継続的に低水準
の実質金利、将来のインフレリ
スクや、米ドル安からの恩恵を
受けるでしょう。また、工業金
属の需給バランスのタイト化は
2021年も継続する見込みで
す。

• エネルギーでは過剰在庫が解
消されていませんが、供給者は
設備投資を大幅に削減済み
です。農産物に関わる資産は、
中国の需要増加と潜在的な
気象問題が価格にプラスの影
響を与えると予想します。

オルタナティブ資産への投資**

• 基本シナリオと上振れシナリオ
では、ディストレスト・クレジット
やバリューアッド不動産など、直
近の経済的混乱を投資機会
とするオポチュニックな戦略が魅
力と考えます。

• 下振れシナリオでは、資本構
造の上位にあるクレジット戦略
と、市場全体との相関が低い
ヘッジファンド戦略を選好します。

• ベンチャー投資は、全ての経済
シナリオで引き続きアウトパ
フォームすると予想しています。

貴金属

工業金属

エネルギー

農産物

プライベート・
エクイティ

バイアウト

ベンチャー投資

プライベート・
クレジット

ダイレクト・レンディング

ディストレスト

不動産

コア

バリューアッド/ 

オポチュニスティック

インフラ

コア/コア+

ヘッジファンド

上振れ 基本 下振れ

上振れ 基本 下振れ
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2021 Investment Outlook：世界経済

2021年は世界経済の力強い回復を予想

18 2021年の見通し（世界経済）

ジョン・グリーンウッド
インベスコ・リミテッド
チーフ・エコノミスト

図表1：主要国・地域の成長率とインフレ率の予想

要旨

2021年の世界経済の回復は、世界金融危機後と比較し、はるか
に力強いものとなる見通し

⚫ ワクチンの供給や各国の金融・財政刺激策に支援され、世界経済は堅調な

回復基調をたどると予想

⚫ ウイルスの抑制に早期に成功した場合、先進国の景気回復は、2021年の前

半に加速すると見込む

⚫ アジアの景気回復基調は継続すると見込むものの、輸出の弱さが懸念材料

⚫ コモディティ価格は中期的な上昇が続く見込み

米国

⚫ 足元の新型ウイルスの感染状況の悪化や主要セクターへの悪影響が引き続き

懸念材料。ただし、金融・財政面での支援策が経済活動を下支えする公算

欧州

⚫ ユーロ圏・英国ともに、足元の新型ウイルスの感染再拡大が回復の足かせに

⚫ ユーロ圏は、良好な金融環境とECBおよび規制当局による成長促進戦略に

下支えされるだろう

⚫ 英国経済はブレグジットへの懸念が残るも、金融支援による反発を見込む

日本

⚫ 菅新政権における新たな成長戦略の計画、経済支援への動きが期待される

国・地域 インベスコ
(コンセンサス・

エコノミクス)
インベスコ

(コンセンサス・

エコノミクス)

米国 3.8% (3.7%) 2.2% (2.0%)

ユーロ圏 4.5% (5.3%) 1.0% (0.9%)

英国 6.0% (5.7%) 1.2% (1.5%)

日本 2.5% (0.6%) 0.2% (0.7%)

カナダ 5.0% (4.9%) 2.0% (1.7%)

中国 7.5% (7.9%) 2.0% (2.0%)

インド 10.8% (10.9%) 3.5% (4.4%)

実質GDP成長率 CPI上昇率

2020年（予想） 2021年（予想） 2020年（予想） 2021年（予想）

(コンセンサス・

エコノミクス)

(コンセンサス・

エコノミクス)

(5.5%)

(2.8%)

(0.7%)

(0.0%)

(0.9%)

(0.3%)

(1.2%)

(-9.7%)

(2.3%)

(-5.8%)

(-5.7%)

(-10.1%)

(-7.5%)

(-4.0%)

出所：インベスコ、コンセンサス・エコノミクス。2020年10月12日現在。



19 2021年の見通し（世界経済）

概況

2020年は新型コロナウイルスの世界
的な大流行（パンデミック）に支配さ
れた1年となりました。まず、新型ウイ
ルスは、1月と2月に中国を襲いました
が、この期間は通常、中国全土で2

週間ほど工場とオフィスが閉まる旧正
月であり、中国への経済的ダメージは
一定程度、抑えられました。ただし、
武漢市の封鎖（ロックダウン）は4月
まで続きました。中国以外の地域で
は、2月下旬には新型ウイルスが欧州
と北米に広がり、欧州では各地でロッ
クダウンが実施され、その後、ほとんど
の先進国や新興国で感染拡大が確
認されました。新型ウイルスは、1918

年から19年に世界で大流行したスペ
イン風邪と比較されています。

経済見通しについては、次の3つ、①
繰り返されるロックダウンの期間とそ
の影響、および経済的損失、②健
康に関する危機の中で発動された
経済刺激策の規模と設計、③有効
なワクチンを開発し、世界中に供給
できるスピード―の評価が重要となり
ます。

① ウイルスとロックダウンは、高齢者と
サービスセクターに強く影響を及ぼ
しました。サービスセクターとは、特
にライブ・エンターテインメント、レス
トラン、ホテル、旅行、美容院など
のパーソナルサービスという、対面
でのサービスの提供を必要とする
活動になります。そのため、一般
的に、高齢者人口が多く、製造
業よりもサービス業に依存している
経済圏への影響が深刻です。こ
れらの経済圏の一部では、恒久
的な「傷跡」が残り、パンデミック
前に存在した仕事やスキルのいく
つかが、パンデミック後には消え
去ってしまう可能性があります。

② ウイルスによる景気後退の対応
策として設計された金融および財
政措置の規模（そして実行のス
ピード）は、過去に例を見ないも
のでした。2020年10月の国際通
貨基金（IMF）財政モニターは
「パンデミックの打撃を和らげるた
めにとられた財政措置は、世界全
体で12兆米ドルと驚異的な額に
なっている」と述べています。ただし、
先行きが不透明な状況が続きま
した。統計データによると、高所得
層は支出を大幅に削減している
一方で、低所得層では大幅な削
減は見られず、また政府の支援
策に大きく依存している模様です。
そして、これらの労働者の多くが低
賃金のサービス業についており、
一時解雇か失業を経験していま
す。

③ 現在、多くのワクチンが開発と治
験の段階にあります。持続的な
免疫獲得のために複数回のワク
チンの投与が必要とも言われる中、
2021年の前半に有効なワクチン
が広く供給される可能性が高いよ
うです。サービスセクターの回復は、
人々が安心して旅行したり、大き
なイベントに参加できる環境に依
存し、これはワクチンの開発状況
に大きく左右されるでしょう。
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ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英
国などの主要な欧州経済は、（全
土封鎖ではなく）部分的な封鎖を実
施しており、また、米国では新規感染
者数が過去最多を更新しているため、
これらの国の景気回復には時間がか
かりそうです。

これは、2020年10-12月期の実質
国内総生産（GDP）は低下し、
2021年の経済回復の軌道に不透明
感が高いことを意味します。一般には、
新型ウイルスの感染拡大が続く2021

年1-3月期において、北半球の経済
成長は弱く、その後は相対的に強く
なっていくと考えられます。もしワクチン
が供給されれば、4-6月期と7-9月期
には力強い回復が訪れる可能性があ
ります。そして2021年の景気回復は、
先進国の中央銀行や政府によって採
用された大規模な金融および財政刺
激策に後押しされるでしょう。

このため、ウイルスが抑制されれば、先
進国での景気回復は、世界金融危
機（GFC）後に見られた遅く弱い回
復より、はるかにしっかりしたものになり
ます。GFC発生後の10年前は、銀
行と家計は資本を強化したり、借金
を返済するなどしてバランスシートを修
復する必要があったため、低金利を
利用した借り入れや、支出の拡大を
行うことができませんでした。現在、そ
のような問題はありません。それどころ
か、金融当局や政府機関に後押しさ
れて、ほとんどの主要経済国では広
義流動性の伸びや信用拡大が力強
いもので、株式市場と住宅市場は活
況を呈しています。このような環境で
は、その後支出の大幅な増加が予想
されますが、今回の危機では、ウイル
スに関連する不確実性とソーシャル
ディスタンスが大幅に緩和された場合
にのみ、支出が増加すると考えられま
す。

対照的に、中国やその他の東アジア
経済では、利下げと預金準備率の引
き下げに支えられて、緩やかではあり
ますが着実な回復が確認されていま
す。しかし、量的緩和（QE）などの
特別な措置を講じる必要があると考
える国はほとんどなく、中国のように、
同国経済のレバレッジを解消したいと
いう当局の意思によってそれらが制限
されている国もあります。

アジアは間違いなくウイルスの抑制に
成功していますが、現在、そして2021

年の景気回復を見通すと、輸出先の
需要の弱さにより通常の輸出主導の
回復が見込めない可能性があります。
中国や日本では内需の堅調な伸び
が見られるものの、両国経済の強み
である輸出の回復は遅れるでしょう。

今後の先進国の景気回復は、
世界金融危機後と比較し、
はるかに力強いものになる
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米国

米国の見通しは、2つの要因､①金
融・財政刺激策、②新型コロナウイ
ルスの感染状況―に左右されると考
えられます。一つ目については、米連
邦準備理事会（FRB）と米国政府
による金融および財政面からの支援
の規模は、他の主要国で実施されて
いる同様の政策よりも大きい見込み
です。金融刺激策の規模は、M2など
の広義流動性の増加によって換算す
る と 、 2 月 末 か ら 3.2 兆米 ド ル
（+20.7％）増加となっています。ま
た、即時の支援措置、税の繰り延べ
や控除、その他の流動性供給や保
証など、今回の危機に対する財政刺
激策は3.061兆米ドル（2019年の
GDPの14.3％に相当）に達していま
す。そのような支援策を背景とした資
産市場への大きな影響がすでに確認
されており、例えば、S&P500種指数
は3月23日の安値から55％以上上
昇し、S&Pケース・シラー20都市圏
住宅価格指数は年初来で5.2％上
昇しました。

さらに、FRBのフォワードガイダンスは、
FRBが政策金利を少なくとも2023年

まで現在の0.1％に維持することを示
唆しています。資産価格を動かすのと
同じ力が財やサービスの支出にも影
響を与えるため、保健当局がウイルス
の抑制に成功し始めると、多額のマ
ネーの供給は支出とクレジットに対し
て、大きな波及効果をもたらす可能
性があります。

二つ目については、トランプ政権が一
貫した全国規模のパンデミック対応策
を打ち出すことができなかったことから、
米国が依然として非常に高い感染率
と、航空会社、ホテル、ホスピタリティ、
そして対面サービスを提供する全産
業など、広範な主要産業が厳しい環
境に直面しています。その結果、消費
者と企業の間では、支出するか、ある
いは状況が一段と悪化した場合に備
えて支出を控えるかなど、先行きが
はっきり見通せない状況が続きました。
統計データによると、高所得層は支
出を大幅に削減している一方で、低
所得層では大幅な削減は見られず、
また政府の支援策に大きく依存して
いる模様です。そして、これらの労働
者の多くが低賃金のサービス業につい

個人消費支出
サービス
財（耐久・非耐久）

出所：Refinitiv Datastream、2020年11月12日時点。（10億米ドル。2012年の物価基準で2016年を100として指数化）

図表2

米国の個人消費支出-サービス支出の低迷は、財への支出によって一部相殺
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米国（続き）

ており、一時解雇か失業を経験して
います。

ウイルスが各種の支出に与える影響
が異なっていることは、米国の個人消
費支出（GDPから抽出）の内訳が
大きく変化していることからも明らかで
す。2019年10‐12月期から2020年
7‐9月期にかけて、個人消費は
13.354兆米ドルから12.917兆米ドル
に減少しましたが、その内訳は、サー
ビス消費が年間に換算して8.584兆
米ドルから7.925兆米ドルに落ち込ん
だ一方、耐久消費財への支出は
1.811米ドルから2.026兆米ドル、非
耐久消費財への支出は3.070兆米
ドルから3.140兆米ドルへとそれぞれ
増加しました。

また、米国大統領選挙の直後に予
測を立てるのは困難ですが、政局の
いかんにかかわらず、年末または2021

年1月に財政支援政策が議会を通
過することは確実であると考えます。

同時に、 FRBは、①政策金利を
0.1％に抑えること、②量的緩和政
策（QE）やその他の貸付制度を通
じた月額1,200億米ドルの米国経済
への資金注入の維持、③労働市場
が「最大雇用」に達し、インフレが目
標の2％以上になるまで、短期金利
が低く抑えられるというフォワードガイダ
ンスの導入 1 —の3点から、非常に緩
和的な金融政策を維持すると考えら
れます。私たちは、2020年3月から7

月の間に大規模な資金注入が実施
されたため、FRBが追加的な金融緩
和政策を実施しない場合でも、少な
くとも2021年半ばまで、米国の購買
力は十分にあるとみています。

実質GDP成長率については、2020

年7-9月期に33％急上昇しました。
ただし、新型ウイルスの感染第2波を
背景に2020年10‐12月期の伸び
は減速し、2021年1-3月期も弱いも
のとなるでしょう。その後、2021年
4‐6月期、7‐9月期、10-12月期
には大きく回復し2021年の米国の実
質GDP成長率は3.8％になると予想
しています。原油価格の低下とサービ
ス消費の減速の継続から、2021年の
インフレ率は2.2％に抑えられるものの、
2022年には上昇基調をたどると予想
しています。

米国の景気は、2021年4-6

月期以降に大きく回復へ向
かうと予想

1：「連邦公開市場委員会は、フェデラルファンド金利の目標範囲を0～0.25％に据え置くことを決定した。委員会が判断

する最大限の雇用水準と労働市場の環境が整合的になり、また、インフレが2%に上昇し、一定期間2％をやや上回る軌
道に乗るまで、この目標範囲を維持することが適切であると予想する。」 FOMC声明、2020年11月5日。
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ユーロ圏

ユーロ圏の実質GDP成長率は、
2020年1‐3月期と4‐6月期にそれ
ぞれ3.8％、11.8％低下した後、7-9

月期に+12.7％と大幅に上昇し、上
半期に縮小した経済規模の約半分
を回復しました。しかし、夏の終わりか
ら初秋にかけて新型コロナウイルスの
感染率が急上昇したため、ソーシャル
ディスタンスなどの封じ込め対策が強
化され、10月と11月には、ユーロ圏の
ほぼすべてで部分的、または国全体
の封鎖が実施されました。新型ウイル
スの感染再拡大を受け、最近の経済
指標はすべて、2020年10月-12月
期の経済活動の低下を示しています。

さらに、経済動向では、セクター間で
引き続きばらつきが見られています。
人の活動と移動に対する新たな制限
の影響を最も受けるサービス部門の
活動は、再び減速しています。また、
パンデミックの進行に伴う不確実性か
ら、労働市場と消費と投資の回復が
今後、弱まる可能性があります。欧
州中央銀行（ECB）の関係者の
発言のように、2021年のユーロ圏の
経済成長見通しに関するリスクは明

らかに上昇しています。

今考えておくべき問題は、ウイルスが
一旦収束した後に、景気の見通しが
弱気から強気に転じるためには、金
融および財政措置はどの程度支援
的かつ緩和的である必要があるか、と
いうことです。

金融面では、ECBは主要政策金利
であるリファイナンス金利を0％に、下
限の中銀預金金利を-0.5％に変更
していたため、ウイルスの危機に対して
の金利面での追加の支援の余地は
すでに限定的でした。しかし、2020年
3月、ECBは国債や社債などの有価
証券（ギリシャ国債を含む）を購入
対象としたパンデミック緊急購入プログ
ラム（PEPP）を発表しました。6月
には、購入枠は当初の7,500億ユー
ロから6,000億ユーロ追加され、合計
1兆3,500億ユーロに拡大しました。
10月30日時点で、ECBはPEPP枠
のうち、6,276億ユーロが利用されて
います。購入枠の各国への配分は
「キャピタルキー」（各国のECBへの
出資比率）により決定されており、新

ECBの総資産（1兆ユーロ、左軸）
M3（1兆ユーロ、右軸）

出所：Refinitiv Datastream、2020年11月12日時点。

図表3

ECBのバランスシートはM3以上に拡大
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型ウイルスの危機が終息したと理事
会が判断するまで（少なくとも2021

年6月末まで）購入が続けられ、購
入された債券で満期を迎えたものへ
の再投資は2022年末まで継続する
予定です。

ECBの新型ウイルス対策の3つ目の
政策は、貸し出し条件付き長期資
金供給オペ（TLTRO）であり、銀
行が企業または家計に融資する（住
宅ローンを除く）場合、非常に低い
金利で市中銀行に資金を貸し出す
ものです。10月30日時点のTLTRO
を通じて提供された貸付残高は1兆
7,530億ユーロとなっています。

これらの措置により、2020年3月中
旬から9月にかけて、ECBのバランス
シートの規模は2兆ユーロ強（4.704

兆ユーロから6.776兆ユーロ）拡大し
ましたが、残念なことに、ユーロ圏の広
義流動性（M3）の増加は、1兆
ユーロ未満（13.476兆ユーロから
14.180兆ユーロ）、新型ウイルス危
機発生前の前年比5％増から、同
10.4％増に上昇したにとどまりました
（図表3を参照）。

PEPPの主な短所は、ECBによる購
入のカウンターパーティーに関するもの
です。以前も申し上げましたが、今ま
で実施された資産購入プログラムと同
様に、ECBはPEPPを通じた有価証
券の購入を、市中銀行以外のセク
ターではなくほぼ市中銀行から実行し
ているため、PEPPによって銀行システ
ムに新規預金やマネーが直接生み出
されることはありません。融資実行は
銀行に依存されるため、ECBが銀行
以外の機関投資家から有価証券を
購入した場合よりもマネーサプライの
伸びははるかに小さくなります。

それにもかかわらず、ユーロ圏経済は、
（M3の伸びという意味での）良好な
金融環境とECBおよび規制当局によ
る成長促進戦略に下支えされるはず
です。現在の金融面および財政面で
のサポートは、欧州連合（EU）にお
いて、過去に見られた財政政策や、
景気刺激を目的とした債券発行額を
上回るものです。

ユーロ圏のヘッドライン・インフレ率
（総合インフレ率）は、エネルギー価
格、エネルギーを除く財価格および
サービス価格の低下を受け、8月の前
年同月比-0.2％から9月には-0.3％
に低下しました。原油価格の動向や
ドイツの付加価値税（VAT）の一時
的な引き下げなどの影響から、同イン
フレ率は2021年初までマイナスを維
持する可能性があります。また、特に
観光や旅行関連業の需要の低迷と、
賃金圧力の低下とユーロ為替レート
の上昇により、短期的な物価の上昇
圧力は抑制されたままです。ただし、
パンデミックの影響が薄れると、緩和
的な財政・金融政策に支えられた需
要の回復が、中期的にインフレに上
昇圧力をかけると見込まれます。現
在は、市場ベースと調査ベースの両
者において、長期物価上昇率の予
想値は、低水準で横ばいとなっていま
す。

2021年の実質GDP成長率は4.5％、
インフレ率は1％と予想しています。

ユーロ圏経済は、良好な金
融環境とECBおよび規制当
局による成長促進戦略に下
支えされていく
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英国

世界で新型コロナウイルスが席巻する
中、英国経済の状況は他地域と比
較してぜい弱です。英国の新型ウイル
スの総死亡者数は世界で5番目に多
く、人口1人当たりの死亡者数は13
番目です。2020年3月から数カ月間
は英国は経済が「封鎖」され、その後、
夏を迎えて新規感染者数と死者数と
もに大幅に減少しました。そして、ウイ
ルス対策は、全国的な封鎖（経済
活動への損害を伴う）から、より部分
的にウイルスと戦う「テスト、追跡、隔
離」という方針に移行しました。残念
ながら、この対策は失敗し、9月に段
階的な地域別の社会的な行動制限
が課され、11月5日から、27日間続く
2回目のロックダウンがイングランド全
域で実施されました。このロックダウン
は2020年10-12月期の実質GDPに
大きな影響を及ぼすため、経済の再
拡大は2021年にずれ込む可能性が
あります。

英国の金融および財政当局は、景
気後退の中で実体経済を下支えす
る一連の対策を実行し、新型ウイル
ス危機下の不況に対して非常に迅

速に対応しました。英国では2020年
2月下旬に渡航歴のない感染者が初
めて確認され、 3月下旬には新型ウ
イルス対策のための金融政策と財政
政策が打ち出されました。金融面で
は、民間非金融セクターに対する商
業銀行の融資実行額が約600億英
ポンドだった一方、イングランド銀行
（BoE）は量的金融緩和策を拡大
し、2020年3月には資産の買い入れ
枠を2,000億英ポンド、さらに6月と11

月にもそれぞれ1,000億英ポンドと
1,500億英ポンド増やしました。財政
面では、ロックダウンの影響を受けた
事業者に対し、一時帰休従業員給
与の部分給付と貸し付けが実施され
ました。2020年11月時点では、約
1000万人が一時解雇されています。

ブレグジットについては、新型コロナウ
イルスのパンデミック下においても、英
国・EU間で貿易交渉が続いており懸
念がくすぶっています。最も可能性の
高い結論は、小粒な貿易協定の成
立で、今後数年間はより充実したも
のに向けて交渉が続けられるでしょう。
以前も述べたように、これらの貿易交

広義流動性指標（左軸）
広義流動性（M4X、左軸）
CPI（右軸）

出所：マクロボンド、2020年11月12日時点。

図表4

英国では新型ウイルス危機を受け、マネーとクレジットの伸びが急増
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英国（続き）

渉に関連する政治の不確実性は、
英国の投資支出に大きな影響を及
ぼしており、ブレグジット国民投票後
から投資支出の伸び率は低下してい
ます。EUとの貿易協定が十分に具
体化するまで、企業は政治的な不確
実性を感じ続け、実質GDP成長率
は潜在成長率を下回った状況が続く
でしょう。

前述したように、2020年3月に新型ウ
イルスの大流行が始まると、投資家は
リスクの高い資産からより安全で流動
性の高い資産（現金と国債）に殺
到する「キャッシュへの殺到」の動きが
見られました。この際、銀行システム
は適切に行動し、BoEと商業銀行は
バランスシートを大幅に拡大しました。
この結果、広義流動性の伸びが大幅
に 加速 し ま し た 。 広義流 動性
（M4x）の伸び率は、2020年2月の
前年比4.3％から2020年9月には
11.9％に加速しました。11月の金融
政策委員会で、BoEは資産買い入
れ枠を再び拡大すると決定しましたが、
これは2021年のマネーとクレジットの
拡大をさらに下支えするでしょう。

新型ウイルスの広がりを予測すること
が難しいため、2021年の経済成長の
見通しは不確かです。ただし、金融
政策は引き続き非常に緩和的である
と予想され、ワクチンが製造・供給さ
れれば、名目支出は増え始めるでしょ
う。

予測は難しいながらも、2021年の英
国の実質GDP成長率は6％、インフ
レ率は1.2％と予測しています。

日本

日本の2020年における2つの重要な
出来事は、3月以降の新型コロナウイ
ルスの大流行の影響と、9月16日の
安倍首相の健康上の理由での辞任
による菅義偉官房長官の首相就任
でしょう。菅氏は首相就任後、安倍
政権の経済政策を継承すると強調し
ました。10月26日の臨時国会での所
信表明演説で、菅首相は新型ウイル
スの封じ込めと同時に、経済成長の
促進の重要性を強調しました。菅首
相は、安倍前政権時代の「三本の
矢」に戻ることを明言しておらず、雇用
の流動化とデジタル化の強化（デジ
タル庁の創設を含む）などの構造改
革（新しい第三の矢）によって日本
経済を復活させると強調しました。ま
た、安倍政権からの大きな変化として、
国内の温暖化ガスの排出量を2050

年までに「実質ゼロ」とする方針を表
明するなど、より環境に配慮した日本
経済を目指す方針を示しました。菅
首相の演説は、日本経済の変革の
グランドデザインというよりは、短期間
での成果の達成を目指す、より具体
的な計画を示したものとなりました。

より伝統的な金融・財政政策面では、
菅首相は黒田日本銀行（日銀）
総裁に金融政策を一任し、安倍前
政権が始めた新型ウイルス危機対策
のための一連の補正予算を継続しま
した。

安倍前首相が任命した黒田総裁の
金融政策では、「量的・質的金融緩
和（QQE）」政策の下、日銀のバラ
ンスシートがGDPの120％を超える規
模まで大幅に拡大しました。一方で、
消費者物価指数（除く生鮮食品、
コアCPI）に設定された2％のインフレ
目標は、達成できない状況が続いて
います。私たちは、インフレ目標が達
成されていない理由は、黒田総裁の

ブレグジットの不確実性から、
英国の投資支出は低下基
調が続く
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日本（続き）

任期中 7年間（2013年3月から
2020年 3月）のマネーサプ ラ イ
（M2）の伸びが前年比で平均
3.3％にすぎなかったためとみています。
私たちの概算では、目標達成のため
には前年比6％が必要です。この根
本的な原因は、ECBと同様に、市中
銀行以外のセクターからではなく市中
銀行からQQEを通じて、日銀が有価
証券を購入したためでした。

しかし、2020年3月以降、日銀と商
業銀行で大きな変化が見られており、
インフレ動向も変わる可能性がありま
す。第一に、日銀は銀行への直接融
資を2020年2月の49兆円から10月
には108兆円に倍増しました。第二に、
同年3月から5月にかけて、商業銀行
の企業への融資枠が大幅に増加し、
日本の銀行の総資産は月額20～
30兆円（1,900～2,850億米ドル）
増加しました。その結果、M2の伸び
率は3月の前年比3.3％から10月に
は9％に急上昇しています。

財政政策では、11月10日、西村経
済再生相は、「グリーン」社会の実現

に向け、新たな補正予算を年末まで
に国会に提出すると発表しました。対
策規模については明言しなかったもの
の、与党議員は、新規支出として10

兆円から30兆円（950億米ドル～
2,860億米ドル）が必要としています。
これは、今年決定した2.2兆米ドル規
模の２つの「刺激」策に追加されます。
IMFの試算によると、今までの財政支
出、納税の猶予、社会保障税、その
他の信用枠、保証など、日本経済に
対する財政支援の拡大により、2020

年の一般政府の財政赤字は、対
GDP比で14.2％に達する見込みで
す。

マネーサプライの一時的な増加と財政
支援の押し上げ効果により、2021年
の実質GDP成長率は2.5％、インフ
レ率は0.2％未満と予想しています。

M2

総合CPI

インフレ目標（2.0%）

出所：Refinitiv Datastream、2020年11月12日時点。

図表5

日本のM2の伸び率は低く、インフレ目標を達成できず

消費税増税 消費税増税

菅首相は雇用の流動化、デ
ジタル化、「グリーン」社会の
実現を表明
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新興国

新型コロナウイルスのパンデミックが
ピークの頃、新興国の経済成長率は、
先進国ほど鈍化しませんでした。
2020年5月、国際金融協会（IIF）
による新興国の経済成長率は前年
比-2.4％でした。新興国の景気回復
は比較的しっかりしており、7月には成
長率がプラスに転じ、最新データの8

月は前年比5％以上の成長率となり
ました。経済活動がもっとも縮小して
いるのは欧州、中東およびアフリカ地
域であり、中国が主導したアジアでは
経済成長の低下率が最小でした。

非居住者による新興国への資本フ
ローを見ると、2020年3月に株式・債
券ともに大規模な売りが見られた後
は、回復に転じています。2020年3月
下旬、非居住者による新興国からの
資金流出額は、株式が1日当たり約
20億米ドル、債券が同約8億米ドル
でした。一方、中央銀行が投資家の
より安全で流動性の高い有価証券の
需要を満たし始めると、投資マインド
は大きく変化しました。概して、新型
ウイルスの感染抑制に成功した国々
は、海外からのより力強く迅速な資本

流入の恩恵を受けています。例えば、
中国と韓国への資本流入は好調で
す。

米国に比べて景気回復が１四半期
ほど先行している中国では、経済成
長が年率約5～6％に回復し始めて
います。当社が試算する中国の経済
活動指数は、2020年9月に前年比
+1.2％の成長を示しており、潜在成
長率に向けての明らかな上昇軌道を
たどっています。マネーと新規融資の
伸び率（商業銀行による貸し付けが
主導）については、2020年9月には
前年同月比10.5％となり、年初の同
8.5％からはわずかな増加となりました。
このため、中国では2016-17年のよう
な融資主導の大規模な景気回復は
見込めないでしょうが、2021年後半
には、経済成長率が潜在成長率へ
緩やかに回帰すると予想しています。

2020年を通じて、新興国通貨はおお
むね下落し、米ドルに対する下落率
は平均約10％となりました。これは、
投資家がリスクの高い新興国資産を
売却し、より安全で流動性の高い資

新興国経済成長率
（3カ月前との比較、季節調整済み）

出所： マクロボンドよりインベスコ作成、2020年11月12日時点。

図表6

新興国の経済成長率は力強く回復
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新興国（続き）

産を選好したためで、「キャッシュへの
殺到」のもう1つの事例です。これに対
し、FRBは市場に米ドルを十分に供
給し、米国の広義流動性は2020年
3月から3兆米ドル以上増加、14の
中央銀行とドルスワップ協定を締結す
ることで、適切な対処をしました。今
後は、米ドルの下落とともに、新興国
通貨は中期的に上昇すると予想して
います（トルコリラやアルゼンチンペソ
など、マネーとクレジットの伸びが極め
て高い水準の国の通貨は除く）。

2021年の新興国経済については、
米ドル安と新型ウイルスのワクチン開
発の進ちょく状況から、比較的楽観
的な見通しを持っています。

コモディティ

米国、ユーロ圏、英国、日本などの先
進国や、中国などの世界各国で、広
義流動性とクレジットの伸びが大きく
加速しています。これは、伸び率が前
年比0-5％の間にとどまって推移した
2009年から2019年とは対照的です。
当時は広義流動性の増加が不十分
だったため、世界金融危機（GFC）
後の景気回復期では、多くのコモディ
ティ価格の上昇は弱いものとなりまし
た。ただし、現在の回復局面では、中
期的な上昇基調が続くと想定されま
す。

前例のない規模の金融刺激策により
投資家に十分な現金があることから、
資産価格は全般的に力強く回復して
おり、コモディティ価格も上昇しました。
S&P GSCI商品指数（トータルリ
ターン）は2020年4月24日に底値を
付けた後、40％以上上昇しました。
これは、余剰資金がリスク資産に流
入し、安全で流動性の高い資産への
保有意欲が弱まったためです。特に、
木材価格は2020年4月2日の安値
から2倍以上上昇するなど、大きな価
格上昇が見られました。

原油（ドル／バレル）
金（ドル／トロイオンス）

出所： マクロボンド、2020年11月12日時点。

図表7

新型コロナウイルスへの世界的な対応によって異なる影響を受ける原油と金の価格

2021年の新興国経済は、米
ドル安とワクチン開発の状況
の環境から、比較的楽観的
な見通しが持てる
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コモディティ（続き）

2020年の原油市場は、価格変動が
非常に大きい1年でした。主に景気
後退への懸念、貿易への不安、およ
び米国のLNG生産に起因する過剰
供給の影響から、2020年の原油価
格は下落して始まりました。新型コロ
ナウイルスのパンデミックは個人消費と
総需要に非常に大きな影響を及ぼし
ましたが、原油市場は景気に非常に
敏感であることが価格が急落した理
由です。原油の大量貯蔵に関する物
流上の制約や、需要の著しい低下の
ため、原油先物市場では2020年4

月20日の1日で、1バレル当たり38米
ドルの下落を記録しました（図表7参
照）。

金価格についての見通し（金融政
策効果の波及経路と景気サイクルに
関連）は、今後の経済の2つの過程
で考えることができます。最初の段階
は、名目長期金利が上昇し始め、世
界経済が現在のデフレ環境から脱す
るにつれて、実質利回りも上昇する
局面です。この段階では、金価格は
相対的に弱いと考えられますが、価
格が必ずしも下落する環境とは言え
ないでしょう。第2段階は、広義流動
性とクレジットの伸びが大きく高まるた
め、インフレ期待が名目債券利回りよ
りも速いペースで上昇する局面です。
投資家がキャッシュの保有割合を正
常な状態に戻す過程で、この状況は
2022年に始まると予想しています
（このタイミングは、新型ウイルスの感
染状況により左右されます）。そして、
金価格は大幅に上昇することが見込
まれます。

今後の景気回復局面におい
て、コモディティ価格の中期的
な上昇が続く公算
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結論

2020年はパンデミックやロックダウンが
大きな影響を及ぼし、政府と中央銀
行による大規模な支援策が景気後
退の影響を足止めしました。2021年
は①有効なワクチンを供給できるス
ピード、②巨大な財政刺激策の波及
効果—が大きなポイントになるでしょう。

2020年において、各国政府がウイル
スの感染拡大を抑制するためにとった
唯一の手段は、さまざまな形のソー
シャルディスタンス、ロックダウンや在宅
勤務の要請、そして旅行、ホスピタリ
ティなどのサービス業や、劇場、ライブ
コンサート、スタジアムでのスポーツ観
戦など、多くの人々が密接するイベン
トなど、広範な経済活動に対する厳
しい規制でした。当然のことながら、こ
れらの経済へのマイナスの影響は大き
なもので、私たちは過去最大の景気
減速を経験しました。ただし、2021年
には、これらの落ち込んだセクターの回
復を支えるべく、有効なワクチンの開
発と供給に重点が置かれることが予
想されます。十分な数のワクチンの供
給は、おそらく2021年前半終わり頃
までかかるでしょう。そして、2021年の
後半では、正常な経済の状態に戻っ
ていることが十分に期待できます。

そして、消費者やサービス業が自信を
取り戻し、経済が正常な状態へ戻る
ことが広く認識されるようになると、経
済環境全体で大きな変化が起こるで
しょう。これは、景気回復が長期にわ
たり非常にぜい弱だった世界金融危
機（GFC）後の世界とは対照的な
ものです。財政支出と金融拡大の形
で実施された刺激策の規模は記録
的なものでしたが、その効果は、これま
でのところ、世界の株式市場における
記録的な上昇のみに反映されていま
す。2021年の後半には、家計と企業
が2020年に蓄積した余剰現金を使

い始めるという、金融・財政刺激策に
よる波及効果の次の段階が予想され
ます。消費、投資、雇用がすべてが、
典型的な景気後退の後よりも、はる
かに速いペースで回復する可能性が
高く、驚くほど力強い経済の反発を生
み出すことが期待されます。

そして、理論的な波及効果には第3

の段階、つまり消費者物価への影響
があります。これは、2022年に入って
から、影響が現れると予想しています。
ただし、仮に消費者と企業が慎重な
姿勢をとり続け、パンデミックの断続的
な再発により、予防的な資金を多く
持ちたいと考える、または中央銀行と
政策立案者が2020年の景気刺激
策の好影響を抑制したり、あるいは悪
化させるように運営するならば、物価
の上昇のタイミングは遅れる可能性が
あります。したがって、現時点では、イ
ンフレの可能性の予測について独断
的になりすぎるべきではないとの考えで
すが、一定程度の抑制的な力が働か
ない場合でのインフレリスクについても
十分に考えておくべきだと思います。

ウイルスの問題が落ち着けば、
マネーサプライの急速な伸び
が世界経済活動の非常に力
強い反発に寄与するだろう



多くの市場参加者にとって、2020年
は忘れがたい年となったと思われます。
年初からの新型コロナウイルスの世界
的大流行（パンデミック）、その後の
各国政府による国境封鎖や外出など
の自粛あるいは禁止措置の導入によ
り、世界的に経済・社会活動は急停
止し、東京オリンピック・パラリンピック
は2021年に延期されました。政治的
にも、日本では安倍晋三前首相の
健康問題による想定外の辞任に伴う
菅義偉新政権発足があり、米国でも
混乱を極めた大統領選を経て共和
党のトランプ氏から民主党のバイデン
氏に政権交代が起きる予定です。

異例づくしの一年でしたが、日本経済
は年半ばから着実に回復を続けてい
ます。新型コロナウイルスの急拡大お
よびロックダウン（都市封鎖）を繰り
返す国が多い中、日本では経済活
動に犠牲を強いる強硬手段を回避し
つつ、感染拡大の押さえ込みに比較
的成功しているといえるでしょう。感染
再拡大のリスクは依然払拭できない
ものの、2021年も景気回復は続くも
のと考えています。

2021 Investment Outlook：日本株式

景気サイクルの底打ちに加えて、コーポレート
ガバナンス改革の継続、環境関連投資の増加
が市場の下支えに

要旨

◼先送りされた設備投資需要の顕在化に支えられ日本経済の回復ペースは加速

◼コーポレートガバナンス改革はコロナ禍でも継続

◼環境関連投資の増加が日本の設備投資を底上げし、企業にとってはビジネス

チャンスに
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日本経済の回復ペースは加速する

これまでのところ、2020年4−6月に底
を打った世界景気と比較すると、日
本の景気回復は１四半期程度の後
れをとっています。この理由としては、
１）日本の企業活動は世界的な設
備投資サイクルにより影響を受けるこ
とと、２）日本の主力産業の一つで
ある自動車が生産稼働再開に時間
がかかったこと―が挙げられます。今後
は生産稼働率の上昇に加えて、景
気回復に対する信頼感の醸成ととも
にこれまで先送りされた企業の設備
投資需要（ペントアップデマンド）が
顕在化し、相対的に景気回復モメン
タムが強くなる局面に入ってくると考え
られます。中長期的な観点からは、
遅れているデジタルトランスフォーメー
ション（DX）および米中摩擦の長
期化を受けたグローバルなサプライ
チェーン再編に対する投資が企業活
動のドライバーになっていくでしょう。

2021年も日本の景気回復基調は続くと予想

小澤 大二
インベスコ・アセット・マネジメント
株式会社

取締役運用本部長 兼
チーフ・インベストメント・オフィサー
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コロナ禍のインパクトは社会の変革
をもたらす

2020年に世界を席巻した新型コロナ
ウイルスですが、ワクチン開発の進展
に伴いその収束は視野に入りつつあり
ます。しかしながら、そのインパクトは
社会の変革として残ると考えています。
行政・民間のDXの進展を目指すデ
ジタル改革がその中核といえるでしょう
が、コロナ禍は社会と企業活動の変
動を加速させ、あらゆる業種において
ポスト・コロナにおける新しい行動様
式（ニューノーマル）に適応できる企
業とできない企業の優勝劣敗が明ら
かになってくると想定されます。株式運
用の観点からは、投資機会の選別に
おいて、個別銘柄選択の重要性がま
すます高まると考えています。

コーポレートガバナンス改革はコロナ
禍でも継続

他方で、コロナ禍でも継続する大きな
トレンドとしては引き続きコーポレート
ガバナンス改革が挙げられます。2015

年に導入されたコーポレートガバナン
ス・コード（CGコード）はその後改訂
を重ね、企業統治強化につながって
います。実際、ほぼ全ての東京証券
取引所一部上場企業において2名
以上の独立社外取締役を導入済み
で、CGコードの推奨する3分の1以上
を満たす企業も、2014年のわずか
6％から2020年には６割近い水準ま
で増えてきています（図表1）。

また、2020年7月には経済産業省が
CGコードを補完する形で事業ポート
フォリオの見直しと事業再編の実行
促進を目的とした「事業再編実務指
針」を取りまとめました。政策の後押し
に加えてコロナショックもあり、企業がさ
らなる事業再編に踏み込む可能性が
出てきており、事業ポートフォリオの見
直しを通じた資本効率の改善への取
り組みは継続するとみています。

投資機会の選別において、個別銘柄選
択の重要性がますます高まる

2021年の見通し（日本株式）

出所：東京証券取引所

図表1：東証一部上場企業の独立社外取締役の選任状況

2名以上の独立社外取締役を選任する上場会社
（市場第一部）の比率推移

3分の1以上の独立社外取締役を選任する上場会
社（市場第一部）の比率推移



34

環境関連投資の増加が日本の設
備投資を底上げし、企業にとっては
ビジネスチャンスに

加えて、環境問題、とりわけ気候変
動が成長政策課題として急速に脚
光を浴びています。菅首相は国会で
の初の所信表明演説で温暖化ガス
の排出量を2050年までに実質ゼロに
する目標を表明しました。これは世界
の中でも化石燃料の依存度の高い
日本にとってエネルギー政策の大きな
転換を意味します。今後の環境関連
投資の増加は日本の設備投資需要
の底上げになるとともに、企業によって
は大きなビジネスチャンスをもたらすも
のとなりえるため、企業ごとの進捗も
注目ポイントです。

2020年後半は、各国政府による思
い切った財政支出・金融緩和政策を
背景に株式市場は世界的に大きく
上昇しました。足元、中央銀行による
マネーサプライの大幅増に支えられた
過剰流動性相場を呈していることは
否めず、経済成長が正常軌道に復
帰し、企業の投資と家計の消費が本
格的に回復する前に中央銀行が政
策正常化に走った場合、大きな調整
が起こるリスクがあります。いずれにせ
よ、流動性相場から業績主導相場
への移行期には短期的には株価調
整が起きやすいでしょう。とはいえ、足
元の景気サイクルの回復および、コー
ポレートガバナンスや国を挙げた環境
対策等の構造的改革は着実に進ん
でおり、丑（うし）年である2021年
はコロナを乗り越えブルマーケットとな
る可能性が高いとみています。

2021年の見通し（日本株式）

構造的改革の着実な進行を背景に、2021年はコロナを乗り越
えブルマーケットとなる可能性が高いと見込む



2020年はこの先何年経っても「あの
時は・・・」と語り継がれる1年となりま
した。お正月明けに、中国武漢で原
因不明のウイルス性肺炎の発症が相
次いでいることが報道されるようになっ
たのが始まりですが、その後1年足らず
の間に世界同時並行で人の往来が
止まり、これまでに7,400万人以上が
感染、165万人以上の方が犠牲とな
る歴史的な災禍となったのはご承知
の通りです。3月頃から世界各国で
ロックダウンの措置が取られたことから、
4-6月における主要国の実質国内総
生産（GDP）は前年同期比でおよ
そ10%近くも減少、これはリーマン
ショック時の3倍以上の激震で、世界
は経済と公衆衛生（あるいは健
康）の両面で大打撃を受けてしまっ
たのでした。

ただ驚くべきは、そのような環境下に
あっても世界の株式市場の年間パ
フォーマンスはそれほど悪くなかったとい
うことです。もちろん3月からの急上昇
が、各国中央銀行による前例を見な
い大規模金融緩和と、大盤振る舞

服部幸博
日本株式運用部
グロース運用
ポートフォリオ・マネジャー

2021 Investment Outlook：日本中小型株式

条件は再び揃った!?

要旨

◼中小型成長株に追い風となる三大条件を再検証

◼海外投資家の注目度高まる日本の中小型成長株市場

◼経済活動が正常化に向かう中、企業間格差は一層の拡大へ
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の財政政策が主要な役割を果たした
ことは間違いありませんが、むしろ注目
すべきは大きな株価パフォーマンスの
格差だと思います。2020年は国ごと、
市場ごと、あるいは銘柄ごとのパフォー
マンス格差がこれまでにない水準で発
生した年なのです。例えば年間では、
日経平均もTOPIXもおおよそ一桁の
上昇率ですが、東証マザーズの上昇
率は3割を超えるほどです。もちろん新
型コロナ発生直後の急落幅が大き
かったその反動という側面もありますが、
やはりこれはコロナ禍という大きな逆風
の中でこれまではっきりと見えなかった
様々な変化が急速に顕在化し、図ら
ずもそれに対応できている企業とそう
でない企業が明確になり、結果的に
対応できている、あるいはむしろそう
いった環境を積極的に利用し業績を
伸ばしている企業の指数に占める割
合の差が、パフォーマンス格差につな
がっているのではと考えています。

2020年は国ごと、市場ごと、あるいは銘柄ごとのパフォーマンス格差
がこれまでにない水準で発生

新型コロナウイルスに翻弄された1年
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図表1：リスクマネーの増減とリスク資産の動き

欧、米、日の中央銀行資産合計。出所:CEIC、Bloomberg。2020年11月末現在。

①金融緩和

さて、2021年の中小型株市場の見
通しですが検討すべきはこれまでと同
じです。これは私どもがいつも申し上げ
ていることですが、そもそも中小型成
長株の先行きを予想するうえで重要
な条件が３つあると考えています。そ
してその第1が金融面でのサポート、
金融緩和です。中央銀行により供給
された豊富なマネーは、投資家のリス
ク選好度を高め、「多少のリスクがあっ
てもそれに見合ったリターンを狙おう」と
中小型成長株、中でもJASDAQや
東証マザーズに上場している社歴は
浅いが新しいビジネスに果敢に挑戦し、
売り上げを伸ばしている銘柄に資金
が向かい、取引高も活発となる傾向
があります（図表1参照）。

2021年はどうでしょうか。今後も輸出
やそれに伴って増減する設備投資が
景気のけん引役となるであろうことを
考えると、日本が他国に先行して金
融緩和を終了させることは考えづらい
です。そういった点を踏まえて米国の
状況を鑑みると、足元では新型コロナ
の感染再拡大を受けて金融緩和措
置の強化が検討されている状況であ
り、資産買い入れ規模の縮小などの
いわゆる「テーパリング」開始は少なくと
も2021年後半あるいは2022年以降
の事と思われます。日本となるとさらに
その先、早くても2022年以降の事な
のではないでしょうか。引き続きリスク
選好の高い資金が株式市場には供
給され続けると考えられます。

2021年をどう見るか：「条件は揃った!?」

引き続きリスク選好の高い資金が株式市場には供給され続ける見込
み

2021年の見通し（日本中小型株式）
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②技術革新

条件の第2は技術革新です。それま
での生活様式や経済活動を一変さ
せるような画期的な技術は、新たな
製品やサービスひいては雇用を生み
出し、経済を活性化し新陳代謝を促
進させます。技術革新といっても、何
も膨大な研究開発費をかけて新たな
技術そのものを生み出す必要はあり
ません。技術革新によってもたらされた
安価な仕組みを利用して、新しいビ
ジネスを始めるというのでも良いのです。
こういった企業の多くは既存分野で地
位を確立した大企業ではなく、中小
企業であり新興企業です。勝ち組と
言われる企業は、早期に競争優位
性を確立し、ターゲットとなる潜在市
場を特定して行きます。こういった企
業は極めて魅力的な投資対象となり
うるのです。

2021年と言えば、5Gの本格化や自
動運転に加え、政府が推進するデジ
タル化、環境対応などの流れを受け、
新しいビジネス、サービスが立ち上がっ
てくるものとみています。5Gによって移
動体通信が高速化されるため、高精
細動画などの視聴や自動運転、ス
マートファクトリーにとどまらず、スマホで
あらゆるものの操作ができるようになっ
たり、遠隔地にもかかわらず複雑な作
業、協業が行えたりする全く新しい
サービスが始まることでしょう。コロナ禍
によりテレワーク、遠隔医療、オンライ
ン授業などが普及しましたが、見方を
変えればこれまでこういった対策を採っ
ていなかった企業、学校などはその対
応のためにインフラを強制的に構築さ
せられたわけで、今後はこのインフラに
目を付けた新たなサービスも開始され
るとみています。

③規制緩和

条件の第3は規制緩和です。既存の
制度やそれまでの慣行の中で長らく
事業を行って来た企業の多くは、既
成概念から抜け出すことができず、刻
一刻と変化する時代や顧客のニーズ
に応えることができません。規制緩和
により自由度を増した新興勢力は、
それまでとは全く異なる手法、方法を
駆使して顧客のニーズに応え、守旧
勢力を駆逐して行くことができます。ま
さに「変化するものだけが生き残る」世
界です。一方で、規制緩和は既存プ
レーヤーだけでなく関係省庁も含めた
守旧派から見れば既得権益の減少
でもあります。規制緩和の流れには彼
らはびっくりするようなロジックで様々な
反対を試みます。この突破に政治の
力が必要なことは言うまでもなく、そう
いった意味では「規制改革」を掲げる
菅内閣には期待が持てると考えてい
ます。

規制緩和について言えば、コロナ禍が
岩盤をこじ開けた感があります。対面
の良さを否定するものではありません
が、学校での対面授業、医療におけ
る対面診療、薬の対面処方など、多
くの人は必ずしも全てがそうある必要
がないと感じているのではないでしょう
か。これまでなら業界団体や各省庁
の反対で決して進むことのなかった規
制緩和が、コロナ禍によりやむを得な
い緊急措置として始まっています。そ
れも今後は『やってみたら問題なかっ
た。それなら恒久措置に』というものが
テレワーク同様、結構出て来るのでは
と思います。GIGAスクール構想や行
政のデジタル化、オンライン診療や脱
ハンコ、オンライン署名など、普及ペー
スにばらつきはあっても今後も着実に
広がって行くものとみています。こう言っ
た分野でも新しいサービス、企業が活
躍することでしょう。

2021年の見通し（日本中小型株式）
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図表2：東証マザーズ市場投資部門別株式売買代金比率

この様に2021年は、中小型成長株
に追い風となる三大条件が引き続き
揃っているわけですが、さらに注目すべ
きプラス材料があります。それは海外
投資家の動向です。海外投資家は
株主構成としては3割程度に過ぎま
せんが、売買代金では6-7割を占める
重要な投資主体です。2012年末か
ら始まったアベノミクス相場の初期でも
市場の大きな上昇エンジンの役割を
果たしました。その彼らですが、11月こ
そ現物先物合わせて3兆円以上の大
幅な買い越しとなりましたが、年初来
ではいまだ6兆円以上の売り越しで、
2020年は2年振りに大幅な売り越し
となりそうです。この状況は、見方を変
えれば潜在的な日本株の買い主体
がいるということでもあるわけで、もとも
と世界の景気に敏感に反応する過去
の日本株市場の特性を鑑みると、今
後世界景気の先行きに対する確信
度が高まってくるにつれて、海外投資
家による日本株買いが期待できる環
境にあると言えます。

加えて、これまでなら海外投資家は
大型株にしか興味がなく、彼らが買う
のはもっぱら「時価総額の大きなわか
りやすい銘柄」という状況でしたが、そ
れには変化が見られます。海外投資
家の多くはGAFAM（グーグル、アップ
ル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソ
フト）やテスラのような独自の強みを
生かして伸びている成長企業を望ん
でいるのです。日本を見る時も同じで
す。その証拠に最近ではこれまで個
人投資家の独壇場であった東証マ
ザーズにおける海外投資家比率が一
貫して上昇しています。東証による主
体別売買動向によると、アベノミクス
前の2012年までは個人の比率が約
70%、海外投資家の比率が約20%

だったのに対し、2019年は個人の比
率が約55%、海外投資家比率が約
40%まで上昇して来ています（図表
2）。これは、新興市場にも海外投
資家の投資眼にかなう銘柄が出て来
たと言うことだと思います。

海外投資家も新興成長株に熱い視線

独自の強みを生かして伸びている成長企業に注目している
海外投資家の動向に期待

出所:日本取引所グループ。

2021年の見通し（日本中小型株式）
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もちろん、私どもの前向きな見通しに
リスクがないとは言いません。ウイルス
ワクチンの接種が始まったとは言え新
型コロナウイルスとの戦いは続いていま
すし、フォワードガイダンスの強化でサ
プライズのリスクは低下しているものの、
予想以上に景気回復のペースが速
まった時の金融政策の変化や、次期
米国大統領とみなされているバイデン
氏の経済および外交政策、米中貿
易摩擦や中東あるいは北朝鮮情勢
など、不確実要因には事欠きません。
国内は比較的安定していますが、東
京五輪の開催は大きなイベントですし、
秋までに衆議院選挙もあります。

それでもやはり2021年は楽しい年に
なると思います。なぜなら、「疾風に勁
草を知る」ということわざの通り、新型
コロナウイルスにより、多くの制約条件
を課された企業たちが、いよいよその
制約がなくなったコロナ後の世界でど
のようになっているのかを見ることができ
るからです。強い逆風の中でどのように
新時代に備えていたのか、攻めていた
のか、ただ耐えていただけなのか。その
成否により勝ち組と負け組がこれまで
以上に明確となることでしょう。2021

年はまさにその目利き力が問われる
年になると考えています。2021年のイ
ンベスコにぜひご期待いただければと
思います。

企業間格差は一層拡大へ

勝ち組と負け組がこれまで以上に明確となると予想され、2021
年はまさにその目利き力が問われる年になると見込む

2021年の見通し（日本中小型株式）



＜日本の動き＞

コーポレートガバナンス改革

2021年前半にはコーポレートガバ
ナンス・コード(以下CGコード)の二
回目の改訂が予定されています。
今回の改訂においては資本コスト
に基づいた経営、政策保有株式、
取締役会のダイバーシティ向上、
経営トップのサクセッションプラン、
上場子会社をめぐるグループガバ
ナンスといった点がこれまでにも増
してクローズアップされています。

古布 薫
日本株式運用部
レスポンシブル・インベス
トメント・オフィサー

2021 Investment Outlook：ESG

ESG投資の更なる拡大

要旨

◼日本国内ではコーポレートガバナンス・コードの改訂によりガバナンス改革が進む

◼グローバルでは気候変動対策の本格化により、気候変動リスク対応とグリーン

ファイナンスの動きが強まる

◼ESGを投資に考慮する動きはますます加速する

図表1：CGコード遵守状況の推移

資本コストに基づいた経営、政策保有株式、取締役会のダイバーシ
ティ向上、経営トップのサクセッションプラン、上場子会社をめぐるグ
ループガバナンスといった点がこれまでにも増してクローズアップされる

40 2021年の見通し（ESG）

2020年3月に改訂された日本版スチュ
ワードシップ・コードと両軸となって、日
本企業のサステナビリティがより重視さ
れる流れは加速していくでしょう。日本
企業における長年の課題と見なされて
いる政策保有株式や上場子会社につ
いてのあるべき方向性がCGコードによ
り改めて明確に示されることによって、ガ
バナンス改革の進展が期待されます。
政策保有株式の売却が加速していくこ
とによって、企業にはより株主との対話
を重視し、資本コストを意識していくこと
が必要になります。内 誠一郎

投資戦略部 部長
インデックシング・ソリュー
ションズ担当

（出所：GPIF 2019年度ESG活動報告）
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上場子会社の在り方については、少
数株主利益という観点からより厳しい
見方がされることになるでしょう。上場
子会社である企業における取締役会
の独立性は特に向上していくことが求
められています。2020年中にも実際
にNTTがNTTドコモを完全子会社化
したり、2009年時点で22社の上場
子会社を保有していた日立製作所
が既に上場子会社を2社にまで絞り
込むなど、一部の上場企業の間では
上場子会社再編が本格化しており、
CGコードの改訂を受けて、今後も大
きな変化を迎えることが予想されます。

また、2022年4月から導入される予
定となっている東京証券取引所の市
場再編ではプライム・スタンダード・グ
ロースの3市場が新たに創設される予
定となっていますが、各市場の上場基

準にもCGコードが反映される予定と
なっており、CGコードへの取り組みが
より大きな意味を持つことになるでしょ
う。

またダイバーシティ向上に対する投資
家からの要請は、グローバルの潮流と
しても一層強化されることが考えられ
ます。2020年11月には経団連が
「2030 年までに役員に占める女性
比率を 30％以上にする」という声明
を発表しました。取締役会における女
性役員比率の向上といった事象にと
どまらず、持続的な企業価値向上に
向けた人的資本の活用について、経
営トップの強いコミットメントが示される
ことが重要になると考えています。

図表2：上場子会社数の推移

（出所：野村資本市場研究所）
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＜グローバルの動き＞

本格化する気候変動対策

2020年10月26日の所信表明演説
で、新たに首相となった菅総理は
「2050年までにカーボンニュートラル社
会の実現を目指す」ことを表明しまし
た。カーボンニュートラルとは、温室効
果ガス（二酸化炭素やメタン等）の
排出量と吸収量がゼロになる状態を
指します。2015年12月のパリ協定で
世界の気温上昇を産業革命以前と
比較して2℃以内に抑える、できれば
1.5℃以下に抑えることが目標とされ、
そのためのカーボンニュートラルな社会
（ネットゼロ社会とも言われます）の
実現に、世界で120カ国以上がコミッ
トしていました。今回の表明により、よ
うやく日本も世界各国と同じ土俵に
乗ることとなりました。

日本に先立ち、2020年9月に中国は
2060年までにカーボンニュートラルの
実現を目指すと表明しており、欧州で
は数年前から積極的に取り組みがな
されてきました。その他、気候変動対
策として、例えば世界の金融当局や
中央銀行は「金融システムグリーン化
ネットワーク」というイニシアチブを立ち
上げたり（日本からは日銀と金融庁
が加盟）、国際決済銀行（BIS）
とフランス銀行は2020年1月に「グリー
ンスワン」というレポートを発行して気
候変動がシステミックリスクを引き起こ
しかねないと警鐘を鳴らしています。

今後、世界全体がカーボンニュートラ
ル社会を目指す中では、世界各国で
気候変動対策として様々な規制、
予算措置、補助金、課税などが導入
されるだけでなく、消費者の行動もよ
りグリーンな商品を選考するようになり、
企業もそうした動きに適応的行動を
取ることになります。投資家としても、
こうした全体的な動きを踏まえて投資
行動を行うことになるので、結果として
気候変動は投資に反映せざるを得な
い状況になると思われます。現在はま
だESG投資をやるべきかどうかという
議論もありますが、気候変動が投資
に織り込まれることになるとESG投資
は一般化していくと考えます。

「2050年までにカーボンニュートラル社会の実現を目指す」ことを
表明。ようやく日本も世界各国と同じ土俵に乗ることに

図表3：グリーンスワン・レポート
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気候変動に関する情報開示の取り
組み

さて、投資家にとっての気候変動リス
クは、物理的リスクと移行リスクに分か
れます。前者は、台風や海面上昇な
どの気温上昇による自然現象が資産
価値に直接影響することを指します。
後者は、今後社会が低炭素型経済
（ローカーボン・エコノミー）に移行す
る際に発生する様々な構造的変化
が与えるリスクを指し、政策変更や消
費者行動・企業行動の変化などが含
まれます。従来からある投資のリスク
要因と異なり、気候変動リスクは参
考になる過去データはないため定量
化することが非常に困難です。現状
は、定量化に向けて企業の情報開
示を促進するためにTCFD（気候関
連財務情報開示タスクフォース）など
のイニシアチブが進められています。

グリーンファイナンス

投資家にとって気候変動は投資リス
クだけではなく、気候変動に対するソ
リューション開発という成長側面もあり
ます。2050年のカーボンニュートラル
社会を実現するためには、水素や再
生可能エネルギーだけでなく、蓄電池
や送電インフラ、二酸化炭素回収と
利用（CCUS）等々という分野にお
けるイノベーションや技術的ブレークス
ルーが必須になります。これらのイノ
ベーションには大量の資本が必要とな
り、投資家にとっては投資機会となり
ます。それがグリーンファイナンスであり、
投資家は課題解決型投資を行って
収益獲得を狙うことが可能となります。
投資対象としては、グリーンボンドや
ソーシャルボンド等だけでなく、株式に
おいてもソリューションに着目した技術
や企業への投資を行うこととなるでしょ
う。

2021年は、気候変動が具体的な投
資リスクとして顕在化し始めると考えら
れ、同時にグリーンファイナンスという新
たな投資テーマが機会として生まれる
元年になると思われます。

まとめ：ESG投資 一層の拡大

ESGを含むサステナビリティの重要性
は益々高まり、企業においてはCG

コードの受け入れと同時に積極的な
ESG情報開示の促進、投資家にお
いては投資先企業のサステナビリティ
向上に資するようなスチュワードシップ
活動の展開が益々求められています。

グローバルな規模でのグリーンファイナ
ンスの成長、欧州におけるサステナビリ
ティリスクに関する規制、日本における
二つのコードによる改革の進展といっ
た状況からも、ESG情報は特別なも
のではなく、長期的な企業価値に着
目する投資家にとっては投資判断に
活用することが当然のこととして受け
入れられていくでしょう。

ESG投資は従来の様々な投資手法
と区別して捉えられるものではなく、共
存し統合されるべきものであると捉え
ることが適当であると考えています。



投資関連情報のご提供・発信について

◼ マクロ環境の解説から、様々なプロダクトの説明など
多種多様な情報をご提供しています。

◼ 情報発信に当たっては、Eメールによる配信や
Twitter、Facebookからの発信、さらに機関投資家
サイトでの情報掲載など、お客様のデジタル環境に
よって最適な状態でご覧頂けるよう、努めております。

メールでの情報提供をご希望の場合、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

SNSを通じた情報発信 機関投資家向けサイト HTMLメールによる配信
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