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GLOBAL X ETF リサーチ 

インカム見通し：2021年第4四半期 - 金

融引き締めによる金利上昇 
Global X 2021年第4四半期インカム見通しはこちらで閲覧できます。本レポートはインカム指向の資産クラスお

よび戦略に関してマクロレベルのデータと分析を提供することを目的としたものです。 

 
前四半期は、インフレが高進する中での金利上昇の脅威について議論しましたが、いよいよFRB（連邦準備制度理

事会）は行動を起こす準備が整ったようです。長引くサプライチェーンの混乱と旺盛な需要を背景にインフレ圧力が

さらに強まっており、FRBが金融政策を拙速に引き締める可能性があります。オミクロン変異株の感染拡大はもう

一つの不確実要素ですが、今のところFRBのタカ派色の濃い計画よりも市場への影響は小さいようです。株式市場

では収益性やバリュエーションがより厳しく問われるようになってきており、テクノロジーをはじめとするグロースセク

ターがその影響を強く受けています。多くの投資家はインフレや金利上昇に耐えうる市場セグメントを探しています

が、特にインカム投資家は一般的に金利感応度の高い有価証券をオーバーウェイトしていることから、その傾向が

強いと考えられます。 

 

重要なポイント： 
 

 インフレが持続し、金利が上昇すれば、金融やエネルギーなどといったバリュー志向のセグメントが有利
になる可能性があります。 

 
 マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）と優先株は、エネルギーや金融セクターへのエクスポ

ージャーと高利回りの可能性のバランスを取りたいインカム投資家向きの二つの選択肢です。 
 

 インカム投資家にとって、以前にもまして配当戦略の魅力が高まっているかもしれません。配当戦
略のバリュー的な特性は、金利上昇期により適している可能性があります。 

 
マクロ圧力が増加するも第4四半期の株式およびクレジットのパフォーマンスはプラス 

 

総合物価指数が第3四半期末の5.4％から第4四半期末には7.0％へと加速し、2020年末の1.4％から急激に上

昇し続けています。1 

これを受けてFRBは明確にタカ派的な姿勢に転じており、金利見通しもそれに沿ったものとなっています。先物カー

ブには、今年最初の利上げが3月に行われ、2022年末までに合計4回の利上げが行われることが織り込まれてい

ます。2 歴史的に見ても、FRBが利上げを開始すると短期債券の利回りが上昇します。資産購入のテーパリングは

すでに2021年11月に始まっており、当初は米国債の購入額を月100億ドル、住宅ローン担保証券（MBS）の購入

額を月50億ドル削減しました。3 その後、FRBは12月中旬にさらに積極的な措置を発表しました。2022年1月から、

FRBの債券購入額は月600億ドルとテーパリング前の月1,200億ドルの半分になります。4 この積極的なテーパリン

グからは、最初の利上げが予想される今年3月までに債券購入プログラムを終了することが伺えます。 
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2022年の年明け直後の数週間には、FRBがさらにタカ派色を強めるとの予想が高まりましたが、第4四半期のリタ

ーンへの影響はむしろまちまちでした。例えば、情報技術セクターは第3四半期末に急落した後、第4四半期には

16.7％の回復を見せ、不動産を除くすべてのセクターを上回りました。5 一方、小型株は金利上昇に対する懸念が

マイナスに作用し、第4四半期は2.1％の上昇にとどまりました。6 但し、ドル高の影響を受けて小型株は好調に推

移しています。米ドル指数は94.2で始まった後、第4四半期を95.7で終了しました。同指数は5月下旬に90以下の

水準に落ち込み、年初来の底を打ちました。7 ハイイールド債は、第4四半期を 0.71％で終え、債券市場全体のリタ

ーンである0.01％を大きく上回りました。8 第4四半期末に向けてクレジットスプレッドが縮小したことが、ハイイール

ド債を押し上げました。その結果、クレジット分野のリスク資産は好調に推移しました。 

 

 

 
 

 

インフレが景気サイクル後半の指標を牽引 

 

FRBはインフレ予想から「一過性」という言葉を削除しました。インフレ率は主にエネルギー価格の上昇、労働市

場の逼迫、サプライチェーンの混乱により、2020年末の1.4％から2021年末には7.0％へと急上昇しました。9 複

数の自動車会社やハイテク企業の幹部がサプライチェーン問題は今後1～2年間は続くとの見通しを示しているほ

か、U-6失業率は2020年4月の23.0％をピークに7.3％にとどまっており労働市場の逼迫状況が浮き彫りになって

います。10  

 

. 

米国 5年物国債に対するハイイールド債のスプレッド（%） 
出所：ブルームバーグ。ハイイールド債はブルームバーグ米国コーポレート・ハイイールド・インデックスの最低利回りで計測。 
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ニューヨーク連銀が2021年12月に実施した消費者期待調査によると、米国の消費者は2022年のインフレ率は

6％台、今後3年間は4％台で推移すると見ています。インフレ高進に対処するための利上げやテーパリングプロ

グラムの段階的廃止など、FRBの政策により積極的な施策が含まれるのは当然と言えます。インフレや金利の

上昇は債券投資家のリターンを悪化させる可能性があり、重大なリスクとなっています。 

 
インカム投資家の選択肢 

 

エネルギーと素材セクターは、このインフレ高進期において有利な立ち位置にある可能性があります。コモディティ

を採掘したり処理したりする素材企業は通常、コスト上昇分を顧客に容易に転嫁することができます。歴史的にイン

フレ率が上昇する環境下では、インフレ圧力を受けにくい素材企業や商品先物が幅広い市場をアウトパフォームす

る傾向が見られます。前回の景気サイクルでは、2006年10月から市場暴落直前の2008年7月にかけて消費者物

価指数（CPI）が1.3％から5.6％へと着実に上昇しましたが、この期間の各資産クラスのリターンは、コモディティが 

31％、素材が25％、そしてS&P500が-5％でした。11 

 
金融やエネルギーなどの伝統的なバリューセクターは、利回り上昇や消費者の需要から恩恵を受ける傾向にあり

ます。銀行は消費者や中小企業に対して、例えば30年物の住宅ローン金利のような長期の金利で融資を行いま

す。ローンの成長が回復し、クレジットの質が安定していれば、銀行は追加の金利収入を得ることができる立ち位

置にあると言えます。しかし、デュレーション・リスクは投資家が現在保有している長期国債や社債などといった債

券資産に深刻な影響を与えます。金利が上昇している環境下では、変動金利優先株式が、債券のデュレーション・

リスクを軽減したいインカム投資家にとってのソリューションとなり得ます。例えば、変動金利優先株式のデュレーシ

ョンは2.1年と、年末時点の幅広い債券市場の6.7年と比較して短くなっています。12 エネルギー企業とは一般的

に、石油やガスの価格に直接影響を受ける（探査・生産）か、間接的に影響を受ける（中流・パイプライン）かのいず

れかです。原油価格は、オミクロン変異株の感染拡大初期に広がったリスクオフ心理の影響で12月初旬に65ドル

まで下落した後、年内は上昇基調で推移し、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は75ドルで年末を

迎えました。インフレ率が7.0％に上昇していることや、OPEC+などによる原油供給の抑制が続いていることから、

2022年も原油価格は高水準で推移することが予想されます。そして、原油価格が高騰する中で米国のエネルギー

生産量が増加し続ける場合には、マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）のようなエネルギー・インフラ株式が

有利になる可能性があります。また、インカム投資家にとっては、エネルギーおよび金融セクターの企業が提供す

る配当利回りという妙味もあります。以下に示すように、これらのセクターの配当利回りは平均を上回っています。 
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S&P500 セクター別利回り(%) 
出所：ブルームバーグ、データは S&P500 GICSセクターで表示。データは 2021年 12月 31

日現在で、過去 12カ月の配当利回りに基づく。 
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S&P500の収益成長率 
出所：FactSet Earnings Insight、2021年 12月 31日現在のデータ。S&P500指数、予想株価収益率で計測。 
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グロースからバリューへの移行が進む中、幅広い配当銘柄のバスケットは投資家にとっても魅力的な選択肢とな

るでしょう。配当戦略では往々にして、金融、エネルギー、不動産などといったバリューセクター銘柄を幅広い市場

のインデックスに対してオーバーウェイトします。過去10年間だけ見ても、S&P500のトータルリターンの23％を配

当金が占めています。13 収益成長率が低下した場合、株式リターンに占める配当金の割合が大きくなる可能性が

あります。 

 

 

現在のインフレ水準が米国の配当利回りを上回っていることから、高利回りの海外配当銘柄も選択肢の一

つです。2021年の海外株式は全般的に苦戦し、S&P500のリターンが28.68％だったのに対し、わずか

8.29％のリターンにとどまりました。14 その背景には、ワクチン接種が進まず、各国経済の回復が遅れたこと

があります。しかし、バリュエーションが低いうえ、ワクチン接種率が米国に追いつく可能性があるため、

2022年には海外配当銘柄が躍進する可能性があります。 

 

S&P500 予想株価収益率 
出所：ブルームバーグ、2020年 6月 30日から 2021年 12月 31日までのデータ。 

S&P500指数 VS. S&P500高配当指数のセクターウェイト 
出所：S&Pグローバル。2021年 12月 31日現在のデータ。 

S&P500指数 S&P500高配当指数 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/


当社のETF 

リサーチ＆レ

ポート 

会社情報 

お問い合わ

せ 

お知らせ 

プライバシーポリシー 
6 

 

 

 
インフレが高進していることから、定期的なキャッシュフローを配当金に頼っている投資家にとって、配当戦略の

評価は特に重要です。バランスシートがしっかりしていて、コスト上昇分を顧客に転嫁できる企業は、配当金の伸

びがインフレ率の上昇に遅れずに推移する可能性が高いですが、そうでない企業もあります。質の高い配当戦略

は、このようなタイプの企業を選別できる一つの方法といえるでしょう。高品質な配当戦略は、財務レバレッジが

低く収益性の高い企業に主眼を当てる傾向があることから、不確実な経済要因に左右されないバラスト機能を提

供し、ファンダメンタルズが悪化している企業を避けることが可能です。 

 
テクノロジー・セクターのディフェンシブなソリューション 

 

グロース志向の投資家の多くは、長期的にテクノロジーへのエクスポージャーを維持する戦略を依然として選好

しています。しかし、高いバリュエーション、金利の上昇、クレジットスプレッドの拡大などが逆風となる可能性があ

ります。2021年においては、情報技術セクターは、資本集約的な公益事業と不動産セクターに次いで、債券利回

りの上昇に最も敏感なセクターの一つでした。 

 

 
 
 

 
収益性が相対的に高いテクノロジー企業は、特にそのビジネスモデルが高い収益成長を維持できる場合には金利

上昇に耐えることができるかもしれませんが、高成長ではあるものの収益性の低い企業の一部は、より大きなリスク

に直面するかもしれません。つまり、2022年にこのセクターで戦う上で、テクノロジー系ファンドのリスク管理戦略

が、投資家にとってカギとなっていく可能性があります。例えば、下振れリスクを軽減できるプットオプションによる防

衛や、ボラティリティの収益化を目指すカバードコール戦略などが挙げられます。 

国債利回り上昇の影響を強く受けるテクノロジー・セクター 
出所：ブルームバーグ。セクターは、S&P500 GICSレベル 1指数の対応セクターで表示。データは、GICSレベル 1

セクターと 10年物米国債利回りの動きとの相関関係。2020年 12月 31日から 2021年 12月 31日までのデータ。 
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結論 

 

FRBが発する情報を鑑みると、今年の金利上昇に備えるべきであることは明白であり、市場では4回の利上げの可

能性を予想しています。低金利環境下においては、クレジットスプレッドが低下しバリュエーション・マルチプルが上

昇したため、ほとんどの資産がプラスのパフォーマンスを計上しました。このようなインフレやサイクル後半の環境に

対応した資産クラスや戦略が存在していることは、投資家にとって朗報と言えます。金融やエネルギーなどといった

バリューセクターや、原油や銅などといったコモディティ資産は、過去の例からも、サイクル後半にインフレ率が上昇

したときに好反応を示しています。テクノロジーのようなグロース資産を避けるべきでは必ずしもありませんが、この

セクターのリスク管理手法を活用することが望ましいでしょう。過去10年間のような広範なリスク資産の上昇は見ら

れないかもしれませんが、このような金利上昇環境においても、投資家はポートフォリオの適切なポジションを模索

することが可能です。 

 
 
 
 
 

 
定義 

 
S&P500情報技術セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうち世界産業分類基準（GICS）の情報技

術セクターに分類される企業で構成する指数です。ソフトウェア・サービス、テクノロジー・ハードウェアなどの企業

および情報技術セクターを構成する産業グループに属する企業が含まれます。 

 

S&P500一般消費財・サービスセクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの一般消費財・サ

ービスセクターに分類される企業で構成する指数です。自動車・自動車部品、耐久消費財・アパレル、消費者サー

ビス、小売などの企業が含まれます。 

 

S&P500生活必需品セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの生活必需品セクターに分

類される企業で構成する指数です。食品・生活必需品小売り、食品・飲料・タバコ、家庭用品・パーソナル用品など

の企業が含まれます。 

 

S&P500不動産セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの不動産セクターに分類される企

業で構成する指数です。エクイティ不動産投資信託、不動産管理・開発などの企業が含まれます。 

 

S&P500通信セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSのコミュニケーション・サービスセクタ

ーに分類される企業で構成する指数です。電気通信サービス、メディア・娯楽などの企業が含まれます。 

 

S&P500公益事業セクターGICSレベル1指数：この指数はS&P500指数構成銘柄のうちGICSの公益事業セクタ

ーに分類される企業で構成する指数です。電力、ガス、水道、独立系発電事業者・エネルギー販売業者などの企

業が含まれます。 

 

S&P500ヘルスケアセクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSのヘルスケアセクターに分類

される企業で構成する指数です。ヘルスケア機器・サービス、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスなどの

企業が含まれます。 
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S&P500素材セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの素材セクターに分類される企業で

構成する指数です。化学、建設資材、容器・包装、金属・鉱業、紙製品・林産品などの企業が含まれます。 

 

S&P500資本財・サービスセクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの資本財・サービスセ

クターに分類される企業で構成する指数です。資本財、商業・専門サービス、運輸などの企業が含まれます。 

 

S&P500エネルギーセクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSのエネルギーセクターに

分類される企業で構成する指数です。エネルギー設備・サービス、石油・ガス・消耗燃料などの企業が含まれ

ます。 

 

S&P500金融セクターGICSレベル1指数：S&P500指数構成銘柄のうちGICSの金融セクターに分類される企業

で構成する指数です。銀行、各種金融、保険などの企業が含まれます。 

 

デュレーション：金利の変化に対する債券の価格感応度を示す指標です。 

 

予想株価収益率（PER）：1株あたりの価格を1株あたりの予想利益で割ったもので表します。株価が割安か割

高かを判断する際に使用されます。 

 

株価収益率（PER）マルチプル：企業の評価の際に用いられる指標で、現在の株価を一株当たりの予想利益で

測定します。 

 

S&P500高配当指数：S&P500指数の中の高配当銘柄80社のパフォーマンスを測定するために設計された指

数で、このグループのパフォーマンスを最もよく表すよう均等加重されています。 

 

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス：経済的重要性と流動性に基づいて20種類のコモディティを表す

幅広いコモディティ指数です。この指数は、現物コモディティを対象とした22の取引所先物で構成されていま

す。 

 
 
 
 
 
 

 
巻末注： 

1. 米国労働省労働統計局、2021年12月31日のデータ。 

2. ブルームバーグ、2022年1月17日の先物カーブに基づく、 

3. CNBC、「Fed will aggressively dial back its bond buying, sees three rate hikes next year.」 （2021年12月15日） 

4. US News、「Fed Shifts Gears, Slashes Bond Buying in Half as it Prioritizes Inflation Over Unemployment.」 （2021年12月15

日） 

5. S&P500情報技術セクターGICSレベル1指数で計測。2021年9月30日から2021年12月31日までのデータ。 

6. Russell 2000で計測。 

7. 米ドル指数で計測。 

8. ハイ・イールド債はブルームバーグ米国コーポレート・ハイイールド・トータルリターン・インデックス、広範な債券はブルームバーグ米

国アグリゲート・トータルリターン・インデックスで計測。2021年9月30日から2021年12月31日までのデータ。 

9. 米国労働省労働統計局、2021年12月のデータ。 

10. 米国労働省労働統計局、ブルームバーグ、2021年12月のデータ。U-6失業率は、もはや仕事を探していない労働者と、フルタイム

の雇用を求めるパートタイム労働者を対象に測定したもの。 
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11. コモディティはブルームバーグ・コモディティ・インデックス、素材はS&P500素材セクターGICSレベル1指数で構成。 

12. ブルームバーグ、変動金利優先株式はICE米国変動金利優先証券インデックス、広範な債券はブルームバーグ米国総合債券イン

デックスで表される。オプション調整済みデュレーションで計測。2021年12月31日現在のデータ。 

13. ブルームバーグ、2011年12月31日から2021年12月31日までのデータ。 

14. 海外株式はMSCI ACWIインデックス（米国除く）で計測。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
指数のリターンは説明のみを目的としており、ファンドの実際のパフォーマンスを表すものではありません。指数のリターンには、運用手数料、取引費

用や、経費は含まれていません。各指数は運用されておらず、当該指数へ直接投資することはできません。過去の運用成績は、将来の成果を保証す

るものではありません。 

投資には元本が毀損する可能性などのリスクが伴います。国際投資には通貨価値の不利な変動、一般に公正妥当と認められる会計原則の相違または

他国の社会的、経済的もしくは政治的不安定性を原因とする元本毀損リスクが伴う場合があります。 

新興国市場については上記と同一の要因に加え、高い変動性および低い流動性に起因する他市場より高いリスクが伴います。債券の価格は金利が

上昇した場合に下落します。ハイイールド債投資は投機的な性質の投資であるため、大きなデフォルトリスクおよび格下げリスクがあり、投資適格証

券より変動性が大きくなります。 

不動産は全般的および地域的な経済情勢および経済発展の影響を非常に受けやすく、競合の激しさと断続的な供給過剰を特徴としています。REITを

含む不動産企業はレバレッジを活用している（そのうち一部は多額のレバレッジを活用している）ため、それによりリスクが上昇し、金利上昇期には不動

産企業の事業および市場価値に悪影響が生じる可能性があります。 

MLPの証券への投資には、MLPに影響を与える事象に対する統制力および議決権が限定されていることに関係するリスクなど、普通株式への投資とは

異なるリスクが存在します。MLPの持分証券（コモンユニット）およびその他の株式型証券は、マクロ経済および株式市場全般に影響を与えるその他の

要因、金利の予想、MLPまたはエネルギーセクターに対する投資家心理、特定の発行者の財政状態、ならびに特定の発行者の業績（MLPの場合は一

般にキャッシュフローの分配を基準として測定）の予期せぬ悪化または不都合な悪化により影響を受ける可能性があります。 

優先株は、金利リスクを含め、債券に伴うあらゆるリスクの対象となります。また、優先株には、配当金が支払われない可能性、発行体が配当金の支

払を随時中止する可能性、さらに状況によっては、発行体が優先株を償還するか普通株に転換する可能性があります。ハイイールド株は多くの場合

投機的かつ高リスクを伴う投資となります。こうした株式の発行会社は実際の経済力を上回る配当金を支払っている可能性があり、また、いつでも配

当金の減額や支払停止を行うことができます。そのような場合、同社の株価には重大な悪影響がもたらされる可能性があります。 

変動利付証券は、クーポンレートの最大上昇幅に制限があり市場金利の変化に遅れる場合があります。 

金融セクターの企業の業績は、政府の規制、経済状況、格付けの引き下げ、金利の変化、信用市場における流動性の低下など、様々な要因

により悪影響を受ける可能性があります。 
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オプションとは取引の一方の当事者が他方の当事者に販売する契約であり、株式を予め合意した価格により一定期間内または所定の期日に購入（コー

ル）または売却（プット）できる権利を買い手に付与するものをいいます。カバードコールオプションは、オプションプレミアムにより付加的な利益を実現す

ることを目的として、特定の資産のロング（売り持ち）ポジションを保有することおよび当該同一の資産に関するコールオプションを発行することを含みま

す。投資家がカバードコールオプションを売却した場合、原資産の価格が行使価格を上回って上昇することにより投資家が利益を得る機会は限定されま

すが、投資家は原資産の価格が下落するリスクを負い続けます。プットオプションを購入すると、プレミアムの支払いと引き換えに、プットオプションがイ

ン・ザ・マネーになった場合（満期日に原資産が行使価格を下回った場合）には、原資産の価格の大幅な下落から投資家を保護することができますが、

原資産が上昇している期間においては、支払ったプレミアムのコストのために、投資家はアンダーパフォームする可能性があります。売り手はコールオプ

ションの発行によりオプションプレミアムを稼得しますが、売り手がオプションの行使により実現しうる価格は当該投資の時価より大幅に低くなる場合があ

ります。それらの戦略が全ての投資家にとって適切であるとは限りません。 
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