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リセッションか否かに関わらず
成長は鈍化 ー  当社マクロ環境見通し

ベース・シナリオは、インフレがピークに達し、中央銀行の施策が奏功することで、緩やか
なリセッションを予測

マルチ戦略 ｜ グローバル投資家向け

主要ポイント

市場および経済は重要な局面
を迎えている：中央銀行によ
るインフレ抑制策によって、
経済成長は鈍化

当社のベース・シナリオでは、
緩やかで適度な期間にわたる
「平均的」なリセッションに入
りつつあるという認識。イン
フレはすでに高水準であり、
ピークを迎えている可能性

市場のボラティリティは引き
続き上昇する見通しの中、当
社のポートフォリオ・マネー
ジャーは保守的なポジション
を取りつつ、市場の混乱に
よって生じる投資機会を捉え
ることに注力

2022 年第 2 四半期の GDP が発表され、かねてから認識の通り、経済成長の鈍
化が確認されました。

現在、リセッションか否かという表現的な部分（分類）に注目が集まっていますが、
それは必ずしも当社が注目しているポイントではありません。どう表現するかに関わ
らず、雇用の堅調さが維持される中で、経済成長が鈍化していることは明らかです。

直近では、これまで経済を牽引してきた個人と企業の支出が減速しています。また、
パンデミック対策としての景気刺激策の効果が薄れるにつれて、実質所得も減少し
ており、大きな変化が起きていることを示しています（図 1 参照）。

図１
パンデミック対策が一巡し、実質所得は低下
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2022 年 6 月末現在。出所： Refinitiv Datastream、アメリカ合衆国商務省経済分析局、コーヘン
＆スティアーズ。
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リセッションか否かに関わらず成長は鈍化 当社マクロ環境見通

当社は現在市場が転換点を迎えていると考えています。市場は、米連邦準備制度理
事会（FRB）がインフレ抑制に対応するか、またどのように対応するかという懸念か
ら、FRB の対応に経済が対応できるかどうか、という懸念へと急速に移行しています。

過去のリセッションと比較して、平均的なリセッションに入るというのが、当社のベー
ス・シナリオです。「平均的な」リセッションとは、実質 GDP が約 2 〜 3% 減少し、
その期間が 12 ヶ月程度という緩やかな落ち込みを想定しています。

これはベース・シナリオであり、今後乖離することは十分に考えられます。

当社が顧客に行った最近の調査(1)では、緩やかなリセッションを予想している顧客
が多い結果となりました。回答者の 89% が米国はリセッションに入ると予想してお
り、その中で、68% は緩やかなリセッションを予想、21％は平均的なリセッション
を予想しました。また、深刻なリセッションに陥るという回答はありませんでした。

以下の条件を達成できれば、市場と経済をソフトランディングさせることが可能にな
ると考えています。

• 世界のサプライチェーンの回復

• コモディティ価格の落ち着き（特にロシア・ウクライナ戦争が沈静化した場合）

• 労働参加率の上昇による賃金上昇の緩和

一方、高インフレが定着し、特に賃金が急騰することになれば、需要の緩和を促す
ために中央銀行は利上げを継続することで、市場と経済をハードランディングさせる
可能性が高くなります。

市場は、ハードランディングかソフトランディングかを見極めるため、ボラティリティ
は今後数ヶ月間上昇し続ける見通しです。当社は基本的に保守的なポジションを取り
つつ、多くのアセット・クラスで生じる混乱や足元の下落から生まれる投資機会を捉
えることに注力しています。当社には経験豊富な運用者が在籍しており、これまでに
も経済成長の減速局面や弱気相場を見てきた実績があります。

その経験を踏まえ、今後の展開を見極めるために注目しているポイントがあります（下
表参照）。

ハードランディングになるか、ソフトランディングになるかを市場が見極める中で、
今後数か月はボラティリティが高止まりする可能性

(1) 2022 年 8 月 5 日現在。出所：コーヘン＆スティアーズ。

2022 年 7 月に行ったグローバル不動産証券戦略とグローバル・インフラ株式戦略のウェブキャストにおいて収集したデータ。回答者は 70 名以上の金融プロフェッショ
ナル（ファイナンシャルアドバイザー、機関投資家、コンサルタント）。

その他の懸念事項：ロシア・ウクライナ戦争と地政学リスク（17%）、サプライチェーン問題の長期化（14%）、金利の上昇（10%）、新型コロナウイルス（1%）
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何がリセッションに影響を与えるか？：注目しているポイントとその理由

注目ポイント 現状 今後の動向確認 理由 インプリケーション

労働参加率

ロシア・ウクライナ
戦争

「大量離職（グレート・レジ

グネーション）」による低労

働参加率

 
 

労働参加率の上昇

戦争状態の予期せぬ
段階的縮小

労働参加率が上昇すれば、

FRBはタカ派的な行動を

とる必要性が低下する可

能性

賃金の伸びが抑制される

ため、ソフトランディング

の可能性が上昇

 

ロシアの予期せぬ侵攻が引
き起こした世界のコモディ
ティ市場における地政学リ
スクの高まり

 
 

戦争状態の段階的な縮小

により、コモディティ価格

は下落、経済成長やイン

フレに好影響

インフレ圧力が低下し、

ソフトランディングの可

能性が上昇

グローバル・サプライ
チェーンにおける
生産と在庫

中国の都市封鎖によって
グローバル・サプライ
チェーンの混乱が続き、
経済在庫は低水準

 

 

在庫の上昇及び中国の
経済活動の明確な再開

 生産量が回復すれば、逼

迫した在庫状況によるイ

ンフレを緩和

経済成長率の向上とイン

フレ圧力の低下により、

ソフトランディングの可

能性が上昇

 

賃金上昇 賃金上率は高いものの、
インフレと軌を一にして
いない

 賃金上昇及び単位労働
コストの上昇

既に高い水準にある賃金の

更なる上昇は、企業が消費

者にコストを転嫁しようとす

るため、賃金・物価の上昇ス

パイラルを引き起こす可能性

 
 

物価上昇圧力の高まりによ

り、FRBは更にタカ派的な

行動を起こす可能性が高ま

り、ハードランディングの

可能性が上昇

中央銀行の実行力 中央銀行はインフレ率の
低下を優先しており、その
行動に信認を得ている

 中央銀行の独立性への
圧力、またはインフレ
対策の優先順位が低下

 
実行力の消失は、長期的

なインフレ予想を高める

可能性

より大きな経済的苦痛を

伴う景気循環の長期化が

将来的に起きる可能性が

上昇
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リセッションか否かに関わらず成長は鈍化 当社マクロ環境見通し

コモディティ価格の高騰、労働市場の逼迫、住宅コストの高騰、産業分野での製品・
原材料の不足により、今後数ヶ月はインフレ率が高止まりすると予想しています。し
かし、インフレはすでに非常に高い水準にあり、ピークに達している可能性がありま
す。7 月の消費者物価指数は、市場では好意的に解釈されていますが、インフレは
未だ拡がり続けていることは注目に値すると考えます。FRB の動きは、世界の中央
銀行の中でも史上最速の政策転換の一部であり（図 2 参照）、意図した効果を上げ
ているように見えますが、FRB が勝利を宣言するのは時期尚早であると考えます。

需要抑制のための FRB の積極的な取り組みが奏功し、供給制約が徐々に緩和され
るにつれて、インフレ率は低下すると考えます。しかし、根底にあるインフレの原因は、
中古車や航空運賃のような一部の分野における急激な価格圧力から、より広範な国
内外の財・サービスの対象へと移行しているため、ピークアウトするまでの道のりは
予想よりも長く、困難なものになる可能性が高いと思われます。

需要の鈍化と金融政策の引き締めにより、2023 年末にはインフレ率が大幅に低下
するというのが当社の見通しです。重要な点は、FRB が納得するほどインフレ率が
低下するかどうかであると考えます。その上で、FRB が何を許容するのかが重要な
鍵となります。

3か月平均値(直近：過去3か月で21回の利上げ)

かつてないスピードの政策転換
各国中央銀行の利上げ回数（ネット値）

図2
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2022 年 6 月末現在。 出所：Refinitiv Datastream、各国中央銀行、コーヘン＆スティアーズ。
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インフレは、世界金融危機後の回復期からパンデミック以前までと比べ、高い水準
で推移すると考えています。なぜなら、供給面と需要面の要因が複合的に影響して
いるためです。

供給面：ロシアによるウクライナ侵攻、中国の相対的に厳格なゼロ・コロナ政策、化
石燃料から再生可能エネルギーへの持続的な移行などが、いつでも入手可能な財と
サービスの供給を世界的に制限する可能性

需要面：新型コロナウイルス大流行時に導入された現金給付等の救済措置は、今後
数年後には一般に支持を得る可能性がある財政政策活性化の潜在的な転機である可
能性

繰り返しになりますが、重要な点はインフレ抑制のための取り組みは、米国経済の
減速を招いているということです。当社のベース・シナリオは、経済成長率の鈍化と
高インフレがしばらく続く見通しで、これはポートフォリオ構築にとって重要な意味
を持ちます。

注目すべきは、歴史的に、そして 2022 年前半のパフォーマンスにも表れているよ
うに、経済成長率が予想を下回り、インフレ率が予想を上回るような局面で、リアル・
アセットは株式や債券をアウトパフォームするのが一般的だということです。インフ
レの背後にある要因（コモディティ価格の高騰、労働市場の逼迫、住宅コストの高騰）
が持続すれば、リアル・アセットにとって好ましい状況が続く可能性は高くなると考
えます。

当社のポートフォリオ・マネージャーにとって重要な課題は、ハードランディングのシ
ナリオはどの程度市場に織り込まれているのかを見極め、また、マクロ環境とバリュ
エーション（大半が大幅に下落）を考慮した上で、どのようにポジショニングに反映
させるべきか、という点にあると考えます。

インフレ・ヘッジの重要性が高まる中、リアル・アセットは魅力的な分散投資の可能性を提供します。株式と債券は
歴史的に低インフレの時代に最も高いリターンを上げており、インフレ率の上昇が続く環境下では、不安定な状況
に陥る可能性があります。一方、リアル・アセットは、程度の差こそあれ、インフレ期において歴史的にアウトパフォー
ムしてきました。当社は、天然資源株のすべてのセクターが現在の世界情勢に適していると考えているため、天然
資源株のオーバーウェイトを継続しています。インフラ株は、魅力的なファンダメンタルズと相対的なバリュエーショ
ンから、オーバーウェイトにしています。コモディティは、価格が現在の水準から引き下げられるリスクがあるため、
戦術的にアンダーウェイトにしています。金利上昇の懸念から不動産証券は引き続きアンダーウエイトにし、相対的
なバリュエーションが魅力的でないことと、ドル高が継続するとの予想から、金をアンダーウエイトにしています。

当社はバランスのとれたポートフォリオを維持していますが、インフレ率の上昇、中央銀行の金融引き締め、経済
成長鈍化の可能性を考慮し、やや保守的な姿勢を強めています。経済が弱含む環境の中で、より高い成長が期待で
きる質の高い企業に投資をする機会を積極的に追求しています。よりディフェンシブなポートフォリオの中で、コミュ
ニケーションと廃棄物処理関連を引き続きオーバーウェイト、公益をアンダーウェイトにしています。

各資産の見通し :

リアル・アセット

インフラ株

当社のベース・シナリオでは、
経済成長の鈍化とインフレ率の
高さから、当面の間スタグフレー
ションの環境が続く見通し
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リセッションか否かに関わらず成長は鈍化 当社マクロ環境見通し

不動産証券はインフレの影響を緩和する可能性を持っています。経済成長率は鈍化し、リセッションの可能性が高
まっていますが、労働市場は健全な状況です。主にインフレを背景とした財やサービスに対する支出額の増加で、
家計の貯蓄は低下傾向にありますが、依然として良好な状態にあります。ファンダメンタルズは概ね健全ですが、経
済成長の鈍化とインフレの上昇は、特に価格決定力が弱いセクターには注意が必要と考えます。それに伴い、当社
は 2022 年と 2023 年は健全な収益成長を見込んでいるものの、収益と純資産価値の予想を引き下げました。
一般的に営業利益率が高く、コモディティ価格や人件費の影響を受けにくく、（多くの場合）インフレに連動する賃
料を持つ不動産証券に比べ、伝統的なアセット・クラスはインフレ上昇環境の長期化に対して耐性が低い可能性が
あります。

2022 年、市場は大きく調整し、ハイブリッド証券のバリュエーションは他の債券と比較して魅力的であると考え
ます。歴史的な平均値を大幅に上回る直近のオールイン利回りを考慮すると、投資家は恩恵を受けると考えます。
ハイブリッド証券は、その全般的な質の高さから、ハイ・イールド債券をアウトパフォームする可能性があると考え
てます。ハイブリッド証券の最大の発行体である銀行や保険会社は、一般的にバランスシートの強固さに加え、短
期金利の上昇に伴う収益の増加というメリットを享受します。より高いインカム水準と、一般的により緩やかなデュ
レーション・リスクである特性によって、ハイブリッド証券は投資適格社債を長期的にアウトパフォームする可能性
があると考えます。

米国不動産証券

ハイブリッド証券
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