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グローバルマーケット分析 2015 

  世界の経済成長の予測 
欧州、中国、英国で景気減速の兆候が出ている中、米国は世界景気の下支えを一手に引き受けていけるでしょうか。そ

してその流れは、国際的な金融政策にとりどのような意味を持つのでしょうか。FRB（米国連邦準備銀行）は、2015

年内にあえて困難な利上げの選択を取るのでしょうか。また、欧州においてデフレーションが根付く可能性に対し、

ECB（欧州中銀）による量的緩和政策をはじめ、どのような対策が可能なのでしょうか。主要各国の見通しです。 

  主要株価指数見通し 

2014 年は昨年に続き、米国株にとって素晴らしいパフォーマンスの年となりました。これが来年も続くのでしょうか。

S&P500も、2015年も記録的なパフォーマンスを果たすことができるでしょうか。 

欧州のマーケットは総じて米国に遅れを取っていますが、そのうちでも良い兆しを見せているものがあります。欧州が

米国からスポットライトを奪い主役に躍り出ることができるかについても、ともに見ていきましょう。 

 コモディティの見通し 

原油価格は、2014 年の後半に 30%超下落しました。これは、OPEC による減産の見通しが低いことを受けたものです。

果たして原油価格は下げ止まり、反転を見込む段階に来ているのかどうか、評価していきます。 

 新興成長市場の概観 

2013年は、新興成長市場は勢いを失いましたが、2015年は力強さを持続できるでしょうか。米国における新興市場

関連の価格上昇のインパクトを評価し、2015年にリスクをはらむ新興国はどこかを見ていきます。 

 2015年のボラティリティ 

2015年のマーケットにおいて、大きな価格変動をもたらしうる要因を探っていきます。上がってきたボラティリティ

に安心して大丈夫でしょうか、それともまた 2014年の記録的なマーケットの静けさに戻ることになるのでしょうか。

最もボラティリティの高い、注視が必要な通貨は何か、また強いドルが及ぼす影響は何か、見ていきましょう。 

 英国総選挙の行方 

2015年に実施される英国の総選挙は、近年になく重要なものになるでしょう。勢いを増している UKIP（英国独立党）

がさらに伸長した場合、大きな混乱をもたらすことになるのでしょうか。総選挙の結果を予測しながら、その結果が

EU（欧州連合）における英国の位置付けや、英ポンドおよび英国関連資産に及ぼしうる影響を論じていきます。 

 FX（外国為替）レンジ予測 

 イベントカレンダー 

 個別株: ガルヴァンによる 2015年の注目銘柄 

ゲインキャピタルが誇るリサーチ部門のガルヴァン・リサーチが厳選した、３つの注目銘柄のレポートです。 

 特集: 2015年のリスクシナリオ 

おとぎ話？予知夢？夢というより悪夢ですが、であればなおさら夢のままであってほしい。かなり刺激的なリスクシナ

リオです。 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   3 

 

 
 

 世界の経済成長の予測 

米国：量的緩和から一人立ちして成長 

2014年、米国経済は、GDPと失業率の大幅な改善に支えられ、回復基調となりました。失業率については、

2008年以降で最も低い数値となりました。インフレ率については、FRBが目標としていたであろう値より

も低いことは間違いなく、これが不安材料として残ってはいます。しかし、2015年を迎えるにあたり、引

き続き堅調であるといえます。連邦準備制度による月次の刺激策が 2014年 10月をもって終了することに

より、米国経済が大きく落ち込む、との一部の予想がある程度的中し、その終了宣言の直後には米国個別株

の急降下がありましたが、やがてまた反転上昇し、再度力強さを見せて 2014年末に向かっていきました。 

 

欧州やアジアの景気の弱さによる危機が米国にも影響をおよぼす中で、それらの地域における対応策が米国

経済の堅調さの維持にも寄与した可能性が高く、特に 2015年のどこかの時点で ECBによる量的緩和が実

行される場合、これまでの経過をふまえての米国に対する刺激策の意味もあるでしょう。概して、世界経済

総体の先行きは明るいといえます。もし原油価格が 2014年後半のように下落を続けたとしても、米国経済

はこの堅調さを持続できるでしょう。FRBが 2015年のいずれかの時点で、過去の標準レベルにまで利上

げをするとしても、この力強さを失うことはない見込みです。 

 

        図 1 

 

        出典：FOREX.com 

米国非製造業セクターの、グローバル傾向からの乖離 

米国非製造業 ISMレポート グローバルコンポジット PMI（JPモルガン） 
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FRB：タカ派強硬論に与するか？ 

FRBは、2015年のうちに金融政策の正常化への第一歩を踏み出すものとみられ、具体的には 6月か 7月

頃の利上げが見込まれます。米国はこれまで、特に雇用状況の改善を通じて、周期的に好景気のリーダーシ

ップを果たし、世界的なディスインフレーションの傾向に抵抗する役割を担ってきています。米国は 2014

年 11月に 30万人以上の新規の雇用を達成しましたが、より連邦準備制度にとり重要だったのは、11月に

時間給が平均 0.4%上昇したことです。これは 2011年 10月以降における、月間の最大の上げ幅の記録で

す。 

 

FRBによる利上げの予測は、2014年の米ドルの強さを支えた最も大きな要因のひとつでした。米ドルのパ

フォーマンスは他のメジャー通貨や新興市場通貨をしのぐものでした（インドルピーおよび香港ドルを除

く）。FRB と他国の主要中央銀行の金融政策の違いから、ドルは引き続き 2015 年も、少なくとも前半は、

好調を続けることができるでしょう。 

 

2015年の初めの数ヶ月間で、マーケットを左右する焦点は、FRBが最初の利上げに踏み出した後に次に何

を行うか、ということに移っていくと思われます。現在までのところ、マーケットは各種の経済指標の結果

に支えられ、さらに 2度の利上げを 2015年のうちに見込む勢いですが、FRBがもし大方の予想よりも強

硬論が弱い場合、利上げを実施しない可能性もないとはいえません。 

 

FRBは 2014年 10月の会合で、強硬論をある程度取り入れたと見られますが、もし今後経済指標に悪化が

見られた場合や、原油価格の急落を契機として米国もディスインフレーションの兆候に入った場合、機運が

変わることもありえます。また他に、通貨ドルも、FRBの意思決定に大きな影響を及ぼしうる要因のひと

つです。これまで、他の主要中央銀行、特に日銀や ECBが米ドルの下落をある程度歓迎する中、FRBはド

ル強化に向けかなり忍耐強い姿勢に徹してきました。現在のドルの力強さが 2015年の前半も続く場合、

FRBはドルがまた他通貨の後塵を拝すことのないよう、この流れを維持することに努めるでしょう。もし

2015年の複数回の利上げの予測を覆すような議論を FRBが誘導するようになると、ドルは急激に下落に

転ずる可能性があります。その場合、ブラジルレアル、南アフリカランド、ロシアルーブルなどの新興国通

貨の、現在の米ドルに対する急落の流れは一服することになるでしょう。 

 

2015年の第一四半期は米ドルの独り勝ちが予想されますが、年後半のパフォーマンスに関しては、ひとえ

に FRBのドルの強さに対する忍耐がどれほどかにかかってくるでしょう。FXマーケットは、FRBのメン

バーが理想とするドルの強さのレベルがどの程度なのか、FRBからのアナウンスの行間を読み解く動きに

左右されるでしょう。総じて、2015年は FRBにとり、前半と後半で 2つの異なる背策を持つ年になりま

す。前半は長らく待たれていた利上げを実施し、後半はより慎重に、ドルの上昇に調整をかけるため、利上

げの観測を抑制するようになるでしょう。 
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ユーロ圏：量的緩和か否か、それが問題だ 

2015年、ECBの大きな決断に注目が集まります。FRBが量的緩和を 2014年 10月に終了してから、次に

ECBが日銀の量的緩和政策に追従し、国際金融システムに FRB式に流動性を供給するのを、マーケットは

待っています。日銀は 2014 年終盤に、FRB のお株を奪うように第 2 弾の量的緩和政策を発表しましたが、

しかし、これが ECBにとっても正しい方策であるとは限りません。 

 

ECBは 2014年 12月の会議においても冷静な姿勢を保ちましたが、ドラギ総裁は数週以内の量的緩和の可

能性に若干傾いていたようです。ただ、2015年も、量的緩和のハードルはこれまで通り高いでしょう。12

月のドイツ紙の報道によると、ECB理事会の 6名の最高幹部はドラギ総裁の声明を採択することを拒否し

たとのことです。ECBの「新たな国債購入プログラム」の適法性にまだ議論があることもあり、1月 22日

に開催される 2015年第一回の ECB会議でも、量的緩和政策への反対が和らぐことはないでしょう。 

 

ただし、ECBが量的緩和に乗り出さないという私たちの予想も、12月にインフレ率が 0%に落ち込む場合

は反対の余地が出てきます。0%レベルへのインフレ率の下落に対し、ECBは何らかの対策を打ってくるで

しょうが、それは FRBのような量的緩和の手法ではなく、また ECBバランスシートを 1兆ユーロに拡大す

るというドラギ総裁の誓約を満たすようなものともならないでしょう。ドラギ総裁は半年前の宣言で、デフ

レーションの危険性を回避するため、より規模の大きなバランスシートが必要であるという認識を示しまし

たが、その後も何ら具体的な手は打たれておらず、ECBバランスシートは 1千億ユーロ縮小しています。 

 

ところで、ECBによる量的緩和政策に実効性はありうるのでしょうか？残念ながら ECBにとり、それは不

透明であるといわざるをえません。直近の大規模な量的緩和政策は米国（第三弾）と日本（「量的・質的金

融緩和」）で実施されたものですが、米国版はこれまでのところ成功例とされているのに対し、日本での実

効性については成功と言い切るにはまだ難しそうです。米国では雇用の改善、GDPの健全な成長、また許

容範囲下方に収まったインフレ率等の好影響が出ているのに対し、日本は経済規模に対しても相当膨大な刺

激策でありながら、経済が悪化傾向にあり、またインフレ率も低いままにとどまっています。 

 

欧州は、FRBが量的緩和に関してつけた説明を、その外観だけでも学ぶ必要があるでしょう。ただ、

「QE3」という名称の通り、これは成功例とはいえ世界で最も影響力のある中央銀行により実施された 3

度目の量的緩和であり、ECBにとっても、正しく実効性のある形で実行するのは容易なことではありませ

ん。 

 

マリオ・ドラギ総裁にとって最も出しやすい決断は、TLTRO、長期資金供給オペの大規模な実施でしょう。

2014年 9月の段階で、ECBが得られた低金利ローンの入札は 826億ユーロ程度でしたが、マーケットは
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1500億ユーロ規模までの拡大を見込むと思われます。もしこの施策が実行されれば、量的緩和は必要とは

みなされず、ドラギ総裁をドイツの同僚との論争から守ることになるでしょう。 

 

量的緩和以外にも、2015年の ECBには喫緊の課題があります。ギリシャでは春季に総選挙があり、そこ

でユーロ反対を叫ぶ SYRIZA（急進左派連合）政党が勝利するとみられています。もしそのような結果にな

ると、ソブリンスプレッドの拡大につながり、そして総選挙後の政府が 2010年の救済時に条件付けられた

財政措置の施行を遵守しない場合、ギリシャはユーロ通貨連合にとどまることが難しくなるでしょう。 

 

これは通貨ユーロの価値へもネガティブな影響を及ぼすことになりえます。ソブリンスプレッドの拡大と量

的緩和が重なった場合、米ドルに対し 1.20 を下回るレートをつけることになる可能性があります。しかし、

デフレーションへの危険性とギリシャの政治リスクがユーロに毒性があるという前提があっても、では売り

一択かというと、十分な注意が必要です。理由としてはまず、ユーロはもうすでに米ドルに対し急落してい

ます。次に、マーケットではユーロが不足してきており、これが要因で反転上昇する可能性もはらんでいま

す。そして、前述のとおり、FRBがドルの強さへの忍耐の限界を迎え、2015年の中盤にドルの上昇基調に

対して調整をかけてくる可能性があります。 

 

2015年の通貨ユーロは、後半で下落のペースが緩やかになっていく可能性がありますが、総じてはやはり

ネガティブ傾向といえるでしょう。 

 

日本：2015年は極めて重要な進展の年に。方向はいまだ見えず 

2014 年の第三四半期、日本は自律的景気後退局面に入りました。2007 年に端を発する世界金融危機以来、

4度目のことです。これにより、アベノミクスが窮地にある日本経済を再び成長させられるのか、疑念が抱

かれることとなりました。にもかかわらず、安倍首相率いる自由民主党は 2014 年 12 月の総選挙で勝利し、

首相は「3本の矢」戦略の実行の時間をまた与えられることとなり、今後も日本のデフレ脱却・成長戦略・

巨額負債からの財政再建を目指していくこととなります。ただ、安倍首相と日銀の必死の努力にもかかわら

ず、世界第三位の経済規模の国の経済活動の見通しは不調のままとみられています。 

 

日本の問題の根幹は、やはり賃金の伸びが弱いことです。2014年に全体的な賃金額の改善が若干あったと

はいえ、国内需要を喚起するだけの力を持ったものとはいえませんでした。小売などの消費行動関連の指標

は 2014年のほとんどを通じて低調のままで、ほぼゼロに近いような消費行動の鈍さがみられます。日本の

消費者の行動の増加がない限り、経済成長の道は閉ざされたままで、実質コアインフレの成長もありません。

現在マーケットでは、消費者物価の伸びを 2014年は前年比 2.8%、2015～2016年で 1.5%と見積もって

います（下図 1参照）。この 2.8%というのがどのようなカラクリで算出されたかはわかりませんが、少な

くとも 2014年の分は、4月に安倍首相によって消費税が 8%に引き上げられたことで数字に補正がかかっ
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ているといえるでしょう。このため、実質コアインフレ率はほとんど 1%に近かった可能性があり、2015

年も私どもはとても緩やかにしか改善しないものとみています。日銀が 2015年のうちに達成するとしてい

た 2%にはとても届かない見込みです。 

 

安倍首相が、予定されていた消費税の更なる引き上げの延期を決断したことにより、投資意欲は喚起される

でしょう。また、原油価格の下落は、消費者が円安で感じていた負担を軽減する作用があるでしょう。一方、

2014年末に向け、いくらか明るいデータもありました。輸出産業で円安によるプラスの影響がやっと出始

め、また労働市場も力強さを見せ始めています。これは 2015 年、成長の回復への堅い基盤になるでしょう。

ただ、その成長も劇的なものとはならない見込みです。実質 GDPは 2015年に前年比 1.0%まで伸び、

2016年には前年比 1.4%となる見通しです。この数字もかなり軟調に見えますが、2014年の対前年比

0.3%という前提からすると相当の改善ということができます（下図参照）。 

 

図２ 

 

 

出典：FOREX.com 

 

軟調なインフレ率と成長見通しは、日銀にとり、すでに巨大な規模だった金融緩和策をさらに拡大する十分

な理由となりました。2014年 10月、ぎりぎりのところで資産購入のペースを上げることを決定し、イン

フレ率の見通しを押し上げます。日銀はマネタリーベースの増加目標を、従来の年あたり 60～70兆円から

日本の各種重要指標データの推移 

消費者物価指数（左軸、対前年比%） 

実質 GDP（左軸、対前年比%） 

失業率（右側の数値、%） 
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80兆円に引き上げようとしています。この前例のない規模の金融緩和により、円は米ドルに対して過去 7

年あまりで最も低くなっており、また日経平均は相当の回復を見せています。 

 

日銀は、インフレ率を目標通り引き上げるためには、さらなる刺激策も辞さないと表明しており、また必要

であれば目標金利を倍に引き上げることもあると宣言しています。2%という目標の、2015年内の達成は

困難な見込みで、さらに近い将来のうちに実現するのも難しいでしょう。この状況下、原油をはじめとする

コモディティ価格の不調も続く中で、黒田総裁とその取り巻きがさらなる資金供給に乗り出すのはもはや時

間の問題といえるでしょう。日本の経済財政政策を担当している甘利大臣によると、「これは日本がデフレ

から脱却する最後のチャンス」とのことですが、これを見る限り、日銀は量的質的緩和の継続の危険性につ

いて認識しているということでしょう。つまり、資金の洪水の水門をまだしばらく開けたままにしておくこ

とで、非常に恐ろしいハイパーインフレーションを招く危険性もあるということです。 

 

過去のハイパーインフレーションの事例は、主に借金の返済のために資金供給を増やしたことによるもので、

1920年代のドイツのワイマール（ヴァイマル）共和制のものが最もよく知られています。ドイツが、不況

の脱出と、第一次世界大戦の戦時賠償金の返済に努める中、ドイツのパピエルマルクの価値は 1919年に

50％も下落しました。ここから始まったハイパーインフレーションのエピソードは、現在もエコノミスト

が好んで引用する典型例となっています。 

結果的に、暴落したパピエルマルクの代わりに新通貨レンテンマルクが、1兆パピエルマルク＝1レンテン

マルクとして 1923年に導入されることになります。現在では、とんでもないナンセンスな話だと思われる

かもしれません。ただ、このケースで、ハイパーインフレーションを引き起こしたものは、単に負債額だけ

ではありませんでした。政治的に不安定な状況に加え、ドイツにとり特に大きなダメージとして感じられた

世界大恐慌が、国全体を覆う不安感として重くのしかかっていたという背景もあったのです。現在の日本も、

財政的な過負荷で苦しむ可能性がありますが、しかし 1920年代のドイツほど悪いものにはならないでしょ

う。安倍首相は 12月の選挙で大勝をおさめ、日本の政治的状況は当時のドイツよりも安定的だからです。 

 

日本のインフレの運命の根拠として最もよく引用される数値は、政府の対 GDP比総債務残高、つまり日本

政府の借金のグロスの残高を対 GDPのパーセンテージで表した数値です。日本は世界トップの 237.92%

となっていますが、そのようなトップカテゴリーは日本の望む場所であるはずがありません。この他にリス

トされている、日本よりも「ましな」国々は、経済的対立の常連国だからです。ジンバブエ、ギリシャ、ポ

ルトガル、イタリア、アイスランド、アイルランド、レバノンなど、一部の名前を挙げてもおわかりいただ

けると思います。ただ、日本では、円の価値がひとたまりもないほどの打撃を被るといったことにはなって

いません。ハイパーインフレーションに見舞われた 1919年のドイツでは、通貨マルクの価値が 50%も突

然下がっていました。 
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アベノミクスは、日本の巨額の負債を減らす財政再建も一応視野に入れてデザインされていますが、首相の

全体計画は、冷え込んだ日本経済の状況によって危機にさらされています。端的な例が、2015年後半に予

定されていた消費税の再引き上げの 18ヵ月延期です。現時点ではハイパーインフレーションが発生する可

能性は低いものの、景気回復のために東京が対 GDP比負債率を減らす努力を犠牲にしている状況です。こ

れが長くなればなるほど、経済が加速してきた時に一気に物価が急騰する危険性が高くなります。 

 

2014年 12月総選挙における自由民主党の大規模な勝利により、東京は経済を支えるための改革を推し進

めることができます。安倍首相は、賃金の上昇のため日本企業に圧力をかけていくことを明言し、また円安

により、輸入価格が上昇して負荷が増大している企業を支援するため、経済刺激策を打ち出したい旨宣言し

ています。これらの政策により、理論的に見れば、今の経済停滞や、10年単位で深く根付いたデフレーシ

ョンから脱却できるはずですが、実際の結果は時が来ないとわからないといえそうです。 

 

 

イングランド銀行：穏健派スタンスに移行 

2014年の終盤、イングランド銀行による最初の利上げのタイミングをめぐり議論が続く中、肝心の英国の

経済が悪化しています。2014年中盤では、マーケットはイングランド銀行が利上げを 2015年第一四半期

までに実施すると見込んでいましたが、インフレ率の急激な鈍化と景気悪化を受け、利上げは 8月ごろに

先送りされるという予測が優勢になっています。 

 

この利上げ予測の修正は英ポンドにも影響を与えており、2014年第四四半期に入ってから米ドルに対し

3%以上下落しています。インフレ期待の低下、および米国の連邦準備制度との金融政策の相違などの背景

とともに新年を迎える中、ポンドの見通しは引き続き明るくはないでしょう。 

 

特にインフレ率の下落は、2015年のポンドにとって大きなリスクになります。イングランド銀行は、ポン

ドの価格が下落している局面では、利上げの選択は非常に困難です。2014年 11月の、イングランド銀行

による今後 12ヶ月間の期待インフレ率は、2010年 2月以来最低の水準になりました（下図チャート参

照）。インフレ率は急落しており、2015年の早い段階で 1%を切る可能性もありますが、これは、物価の

安定性維持を存在意義としているイングランド銀行にとり大きな問題です。 

 

イングランド銀行が目標とするインフレ率 2%をこのまま下回り続ける場合、英金融政策委員会から穏健的

な議論を聞くことになるでしょう。インフレ率下落を食い止めるための積極的な政策が出てくるとは思われ

ませんが、利上げ時期を 2015年の遅い時期に延期することは十分考えられます。 
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これは通貨英ポンドにはマイナスの影響となりますが、同時に英国経済のファンダメンタルもまたポンド価

格への重しとなるでしょう。英国の経常収支は GDP 比 5.17%の赤字と大きく、これは米国の赤字 2.25%、

欧州の黒字 2.41%に比べて深刻な数字です。マーケットは、他の主要国経済が大きく改善を見せてきてい

ることもあり、英国経済のこのようなアンバランスさに対しそれほど寛容ではいられないでしょう。さらに、

5月に総選挙を迎える中で、政治的リスクも前面に出てきます（見通しの詳細後述）。 

 

2015年の英ポンドのパフォーマンスは、米ドルとユーロの間ぐらいとなるでしょう。政治的リスク、経済

成長の悪化、また米 FRBとイングランド銀行の金融政策の違いなどを背景に対米ドルで下落しますが、ユ

ーロに対しては引き続き上がると思われます。特に ECBが 2015年のうちに量的緩和に乗り出すと、その

傾向は強くなるでしょう。 

 

図 3 

 
出典：FOREX.com 

 

 

イングランド銀行の期待インフレ率は 2009年以来最低のレベルへ 

イングランド銀行向こう 12ヶ月期待インフレ率 
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オーストラリアとニュージーランドは別の道を行く 

2015年は、オーストラリアとニュージーランドのそれぞれにとり、大変重要な年になるでしょう。どちら

の国の経済も多くの試練に直面しますが、両国の成長競争の勝者はニュージーランドになりそうです。 

 

オーストラリアでは 2013-14年にかけ、不動産市場が力強く、より広い範囲の経済成長も引っ張っていく

かと思われましたが、不動産以外の分野はその強さに呼応できず、非常な低調のままです。この不動産市場

の活況は、採掘事業からの撤退の動きと主要コモディティ価格の下落など、オーストラリア経済にとり極め

て重要な資源セクターの先行きを暗くする一連の流れに反発するものでしたが、効果は限定的でした。 

しかし、まったく希望のない状況というわけでもありません。為替レートの下落と緩和的金融施策により、

2015年も経済は持ちこたえられそうです。2014年の 9月から豪ドルは打撃を受けており、AUD/USDは

本稿執筆（2014年 12月初頭）時点で 10%も下落しています。経済を支え、持続的な経済成長を促す政治

的リーダーシップが必要です。オーストラリア準備銀行による 2015年の追加緩和的金融施策は経済失速を

防ぐ見込みがありますが、GDPは 2.5%近辺に落ちるでしょう。ここから、為替レートは 0.8000の低い

レベルにとどまり、コモディティ価格は再度の急落は避けられると思われます。 

 

一方、ニュージーランドの経済は格段に良い見通しで、コモディティ価格の急落や国際的なコモディティ需

要の冷え込みなどの、成長への脅威を乗り越えていけるでしょう。ニュージーランド経済はコモディティの

輸出、特に酪農製品に大きく依存していますが、成長の方途は他にもあります。 

 

カンタベリーの地震からの復興が進む中、おおむね好調な建設業界や、純移動率（訳注：人口流入）の力強

さは、2015年の内需の拡大に寄与するものとみられます。これらは見通しに確かな信頼性をもたらす分野

のため、成長の固い基盤となるでしょう。また、ニュージーランド経済は、高成長を目指し大変効率的に運

営されています。これは換言すれば、好景気のインフレーションに頼らずとも高成長を維持していけるとい

うことで、これによりニュージーランド準備銀行は一層余裕を持って、長期的に緩和的なレベルで金融政策

を続行することができるという好循環になります。 

 

このように異なる状況にある両国の経済状況は、政策金利の差を広げる可能性があります。オーストラリア

の力強い不動産マーケットの脅威はオーストラリア準備銀行の意思にかかっており、実際には金融システム

全体の安定化をはかるマクロ・プルーデンスな方策を用いて不動産価格の変動スピードを制約することにな

るでしょう。これにより、オーストラリア準備銀行は伝統的な金融政策でより広範囲の経済分野を支えられ

るようになります。以上のことから、オーストラリアは 2015年に政策金利を下げるというのが私どもの予

想です。利下げは 2度にわたって行われ、2015年末までに 2.00%になるでしょう。 
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反対に、ニュージーランド準備銀行は 2015年のうちに金融政策の引き締めを始めるとみられますが、第三

四半期または第四四半期になるでしょう。ニュージーランド準備銀行は、コモディティ価格の下落を背景に、

不動産市場では価格の上昇圧力の緩和、またそれ以外の経済分野では緩やかなインフレ圧力をかけていく見

込みです。つまり、インフレ圧力が強くある限り、緩和的金融政策を長期にわたって実行することができる

ということを意味します。ニュージーランド準備銀行は、2015年の第三四半期の終盤か第四四半期の早い

時期に、政策金利を 3.75%に上げてくると思われます。 

 

図 4 

 

 
出典：FOREX.com 

 
オーストラリアとニュージーランドの政策金利の予想の開きは、すでに FXマーケットに形として現れてい

ます。AUD/NZDは 2014年の第四四半期で下落しており、2015年もあまねく豪ドルの弱さが際立つでし

ょう。より具体的には、AUD/NZDが 2015年末に 1.0500を下回り、50%の確率でパリティ（等価）割

れするものと予想しています。図 5のチャートに示すとおり、両国の金融政策の違いを根拠として、

AUD/NZDにさらに下落する余地があるとみています。 

 
 

オーストラリアとニュージーランドの政策金利比較 

オーストラリア政策金利 

 ニュージーランド政策金利 
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図 5 

 

 
出典：FOREX.com 

 

オーストラリアの金融政策は、米国の政策金利に大いに左右され、よりたどれば米国の雇用状況やインフレ

率の影響を受けていますが、いずれにしても、この金融政策により、AUD/USD の下落傾向が続くでしょう。

NZD/USDは、今や広い範囲にわたっている米ドルの力強さ、またニュージーランド準備銀行の市場介入に

影響を受けるでしょう。 

 

中国では緩やかな景気減速が続行 

中国では、経済への内外の脅威が一層存在感を増してきています。これまで、景気の減速をカバーするため

の広範囲にわたる刺激策が打たれてきましたが、北京はその中での立ち位置を再考せざるをえなくなってい

るといえるでしょう。2014 年の終盤、中国人民銀行は 2012 年 7 月以来初めて政策金利の引き下げを行い、

市場に驚きを与えました。その際、中国人民銀行は、「利下げはそれまでの政策の転換を意味するものでは

ない」という意味の発表をしていましたが、しかし実際は、その年に分野と規模を絞って実施してきた他の

景気刺激策よりも、はるかに踏み込んだ施策であったことは明らかです。今や北京は、金融緩和の新たな道

に踏み出しました。経済の失速を防ぐため、今後も追加の緩和的措置の可能性があるでしょう。しかしこの

ような対応策にもかかわらず、2014年の GDPは予測の 7.4%に届かず、7.0%に減速するでしょう。 

オーストラリアとニュージーランド ― 

政策金利の差と AUD/NZDチャート 

政策金利の差の推移 

 
AUD/NZDチャート 
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複合的な世界経済成長の冷え込み、国内不動産価格の下落、国内需要の不調などが、中国の成長の先行きに

重くのしかかっています。2014年の早い時期、北京は過熱する不動産市場とは別の方向から経済を支える

方策を試みており、行き過ぎた不動産市場を沈静化させるため、大量の施策が導入されました。その後、不

動産価格があまねく下落に転じたことを受け、導入された施策のほとんどはゆっくりと解除されていきます。

実際、不動産価格の下落は恐慌を予感させるほど急激で、現在は急落の曲線は緩やかになったものの、破綻

の懸念は拭いさられてはいません（調査を実施した 70都市のうち、いまだ 69の都市で不動産価格の下落

が続いています。下図参照）。 

 

図 6 

 

出典：FOREX.com 

 

北京は、不動産市場の問題の他にも浮かび上がってきた、中国経済の弱点にも取り組まねばなりません。現

代では、経済成長の源泉となるものは、国内需要と海外需要です。中国は歴史的に輸出を基盤とした経済の

国でしたが、現在、極めて大規模な人口を活かした、より効果的な成長モデルに転換しようとしています。

国内の都市化が中国の経済開発を高めていく中で、より信頼性も持続性も高い成長ルートを、国内の経済の

中から編み出していくことができるでしょう。 

 

ただ、国内需要の短期的な見通しは良いものではありません。輸入は弱含みで、インフレ率も停滞しており、

生産者物価もディスインフレーションから抜け出せずにいます。まだ堅調な輸出が成長を支えることができ

ていますが、それも長期的に持続できるものではありません。そうなると、やはり焦点は内需の成長です。

図 7 を見ると、消費者物価の成長は横ばいになっており、輸入は低下傾向にあります。輸入の弱さのうち、

不動産価格が下落した中国国内の都市の数の推移 

都
市
数 

居住用新築物件 

居住用中古（転売）物件 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   15 

コモディティの価格の下落で説明がつく部分もありますが、やはり国内需要の弱さが影響していることは明

らかです。 

 

図 7 

 

 

出典：FOREX.com 

 

北京はどう反応するか？ 

北京は、中国経済の鈍化を初めから慎重にコントロールしており、このままそれは変わらないでしょう。

2014年全般を通じて、中国人民銀行は金融分野を支える景気刺激策を打ち出してきました。具体的には、

国内最大規模の銀行や小規模の貸し手に対し、直接的な資本注入や資金調達コストの低減を通じて資金流動

性を供給してきたのです。後期には、1年物貸出金利を 40ベーシスポイント下げて 5.6%に、また 1年物

預金金利を 25ベーシスポイント下げて 2.75%にしました。前述のとおり、中国人民銀行には資金需要を

もう一度喚起するための砲撃の手はずがあるということを市場に示すことになったのです。 

 

しかし、中国には一層の金融緩和が必要でしょう。そしてその決断に際しては、構造改革や、地方政府の負

債のコントロールの進展を見極めていかねばなりません。中国の主要銀行は、人民が他に魅力的な投資対象

を探していくため預金残高を減らしており、中国人民銀行に対し預金準備率を現在の 20%から下げるよう

圧力をかけています。預金準備率が下がれば、預金残高の中から貸出に振り向けられる額を増やせるからで

す。目下、約 2年ぶりの利下げの効果が疑わしく、経済成長への阻害要因があり、インフレ率も目標値よ
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りかなり下方で、また中国人民銀行にはバズーカを構える積極的な意思があるという状況です。中国人民銀

行は、さらなる政策金利の引き下げに踏み切り、また銀行預金準備率の引き下げも行うとみていいでしょう。 

 

図 8 

 

 

 

出典：FOREX.com 

 

2015年も元は弱含み 

中国元建ての資産の人気は、高利回りや政府保証などによる安全性によるものといえるでしょう。これが一

方的な元の買いにつながり、より多くの投機的な短期資金を中国に呼び込んで、通貨元の為替レートを押し

上げる圧力になります。人民元が一方的に上がり続けるかという懸念は、中国人民銀行の 2014年前半の介

入によりほぼ払拭されたものの、やはり前述の通貨元の押し上げ要因は無視できないものです。 

 

しかし、中国が直面している経済問題の厳しさから、通貨元も 2年連続で対米ドルに対し弱さを見せるこ

とになるでしょう。経済の減速は政策金利や銀行預金準備率のさらなる引き下げの予測を呼び、これが人民

元の下げ要因となり、また輸出業を支えるため、中国人民銀行が通貨元の為替レートを下げる可能性が高ま

ります。一層の緩和的政策、特に銀行預金準備率の引き下げによって、人民元が市場にあふれることになり

ます。これらの流れから、USD/CNYは 2015年の終わりに向けて、6.35まで上昇していくでしょう。 
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 主要株価指数見通し 

2014年も、米国株式市場にとって見事なパフォーマンスが見られ、欧州でも好調が見られました。12月

初頭時点で、S&P 500は年初より 13%上昇しており、NASDAQ 100は 22%、NYダウは 9%高くなって

います。対照的に、ドイツの DAX指数は 7%「しか」上昇しておらず、英国の FTSEは年を通じて目立っ

た動きがありませんでした。ウクライナや中東の地政学的緊張や原油価格の急落にもかかわらず、世界各国

の主要中央銀行が緩和的金融政策を貫いていることもあり、投資家の株式への投資意欲は依然として強いと

いえます。 

 

2015年も、株式市場のテーマは 2014年に引き続き、各国の中央銀行からのサポートに関するものです。

例えば、ECBは、原油価格の下落や賃金の伸び率の弱さなどから来るデフレーションへの危機感から、資

産買い入れプログラムを拡大し、対象を政府の負債にまで広げる見込みですが、これは特にドイツの株式市

場にとって恩恵となるでしょう。米国は、コモディティの価格不調が新興市場の上昇の勢いを弱めるものの、

引き続き世界経済の回復をリードすることでしょう。ただ、コモディティの比重が高い FTSEについては、

原油や金属の価格安の影響を受け、引き続き不調となる可能性があります。米国の株価は、金融政策が正常

化を視野に入れていることから、少なくとも近年よりは緩やかな伸びにとどまるでしょう。しかしテクニカ

ル分析の観点からは、現在の状態が一種のバブルと仮定した場合、下落放物線のフェーズを迎えていないこ

とから、いずれバブルがはじける時期が来るとしても、2015年末に向けてはもう一段勢いのある上昇があ

りそうです。 

 

 

DAXは 2015年好調の見込み 

ユーロ圏の 2015年の経済見通しはかなり暗いものの、ドイツには成長の牽引力があり、DAXの上昇が予

測されます。ドイツ Ifo景況感指数は、2014年に入り長く下落しましたが、11月の数値は予想外に良くな

りました。この 1ヶ月のデータで流れが変わると断定はできませんが、2015年も改善を続けるというのが

私どもの予測です。原油安により工業や建築業ではコストが下がり、決算を押し上げることになるでしょう。

なお、Ifoの補助指数「期待指数」は景況感を先取りする傾向がありますので、こちらの動きも注意深く追

っていくべきでしょう。 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   18 

 

 

図 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Ifo 

 

もし見込み通り Ifoが改善するなら、ECBが量的緩和に乗り出す可能性もあり（詳細は欧州の項を参照）、

その追い風を受けて DAX指数は米国の株式指数をもしのぐ好パフォーマンスとなるでしょう。ECBは家計

や事業での一層の支出を促す必要があり、そのために超緩和的な金融政策として量的緩和のカードを使う可

能性はあります。その場合、株価を一段と支えることになるでしょう。また、通貨ユーロが弱くなっている

ことも、輸出産業中心のドイツ経済にはプラスに働くと思われます。 

 

テクニカル分析：DAX 

本稿執筆時点で、DAXは 10,000弱をつけています。2014年前半、10,000を抜けるかどうかで強い抵抗

があったことから、再び心理的な重しが働き、買い手が年末に向けて利益確定に動く可能性があります。と

はいえ、長期的には堅調傾向で、少なくとも 2015年の早い段階の見通しは良いといえるでしょう。50週

移動平均線からも明らかな上昇傾向が見て取れます。モメンタム・インディケーターでも、力強さが示され

ています。週足の MACDではゴールデンクロスが出たところで、また RSIは下降トレンドが崩れ、上昇の
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サインが出ました。私どもは、この流れが 10月中盤から始まったもので、まだ勢いが続くものと見ていま

す。これらを鑑みて、10,000という決定的なラインの突破は、テクニカル分析の観点からもかなり強気な

上昇が必要と見られますが、十分起こりうるものといえるでしょう。 

 

DAXは 2014年早期に達した過去最高の値に近づいていますが、上昇が続くと予測する場合、ではどのあ

たりまで行くのか目安を知るのに便利なのが、フィボナッチ・エクステンションです。下図チャートでの設

定は、直近の売り抜け価格帯を、高い方は前回の最高値付近の 10050、そして低い方は 8350としていま

す。ここから、127.2%レベルは 10510、161.8%レベルは 11100弱になります。その中間は 10985と

なりますが、これは 2007 年から 2009 年の急落の際の 161.8%レベルにあたります。以上から私どもは、

10510、10985、11100を 2015年の上昇のターゲットとします。また一方、9800、9465、9000のレ

ベルは、以前は上昇へのレジスタンスラインでしたが、2015年にはサポートラインとなると予測します。

ただ、2011年と 2014年の底値ラインから導き出した上昇トレンドラインにも注視が必要でしょう。万が

一 DAX の値動きがこのラインを割ると、それまでの流れが一気に変わることになるであろうことは明白で、

さらに 2014年 10月の最安値 8350を割る一層の下降トレンドの可能性もあります。しかし、基本スタン

スとしては、私どもは ECBからの施策への期待が高まる中、DAXは引き続き堅調であると予測します。前

述の上昇ターゲットの値のいくつかは、2015年第一四半期のうちに達するとみています。 

 

図 10 

 

 

出典：FOREX.com 

DAXのテクニカル分析 

長期上昇トレンド 

MACD：上昇クロスオーバー 

RSI：トレンドライン突破＝上昇 
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コモディティの比重の大きい FTSE 100は再び伸び悩む 

英国 FTSE 100は、その他の欧州の株価指数の中でも、2015年に伸び悩むことでしょう。原因のひとつと

しては、イングランド銀行は ECBと異なり、金融緩和策を取らないと見られていることがあります。英国

の比較的高い政策金利は、通貨ポンドがユーロに対し値上がりする圧力をかけており、これが英国から、最

大の貿易相手先であるユーロ圏への輸出に重くのしかかります。一方、鉱業・エネルギー株は、2015年も

コモディティ価格の軟調が続き、下方への圧力が引き続きかかることになると思われます。エネルギーセク

ターは FTSE 100の中で 14%をも占めており、特に BPとシェルだけで 10%以上を構成しています。この

ため、原油価格の低下が 2015年も続くとすると、これらエネルギー大手が 2014年末に引き続き FTSE 

100の大きな下げ要因となるでしょう。FTSE 100の雲行きを怪しくする要素としては他に、2015年 5月

の総選挙の帰趨が不透明であることや、追加規制による金融ショックの可能性があることなどが挙げられま

す。秋季経済白書の中で、財務大臣ジョージ・オズボーンはインパクトのある声明を出しています。まず、

銀行に対し、課せられた税額を国際的金融危機による損失分で相殺できる優遇税制を変更し、40億ポンド

の枠を引き揚げて税収とする政策を発表しました。しかし一方で、新たな印紙税率の導入も公表しており、

これは英国の住宅購入者の負担が 98%軽減されるものです。理論的には、この政策は住宅の着工や契約の

促進に寄与し、銀行にも住宅購入者にもメリットのある補助です。他に FTSEに追い風となりうる要素とし

ては、M&Aの活性化が挙げられるでしょう。力強い米ドルは 2014年の M&Aブームの一助となりました

が、この流れが続くとすると、今後もかなりの数の案件が進むでしょう。2015年、GBP/USDが弱含みの

場合、英国の企業は米国から魅力的な買収のターゲットとされる可能性があります。 

 

テクニカル分析：FTSE 100 

FTSE はこの 2 年間、6900 を安定して超える試みに何度も失敗してきています。最近では、2014 年 9 月、

数年来で最高の 6905を付けましたが、その後失速し、直後から売りが加速しています。ピークから 835

ポイントも落とし、10月中盤、6070で底値を付けました。その後、6000から 6100のサポートエリアを

再び割ることはなかったため、私どもはこれも FTSEの力強さを明らかに示すものとみており、もし 6900

を試す展開がまた続いたならば、決定的に上方に伸びたことでしょう。 

 

また、6900以下の範囲で長期間くすぶってきているため、一旦 6900を突破した際には溜まっているマグ

ニチュードが開放され、強い上昇の勢いにつながる可能性もあるといえるでしょう。そうなると、これまで

売買に参加している売り手が打撃を受けることはもちろんですが、新たな市場参加者、特にここ数年の値動

きの不調で取引を控えていた投資家を呼び込むことにもなりえます。 

 

FTSEが 6900という決定的なラインを突破すると、フィボナッチ・エクステンションの

7130/5(127.2%)、さらに 7420/5(161.8%)というレベルも視野に入ってきます。特に 7420/5は、上昇

チャネルの上方レジスタンスでもあります。1999年 12月に記録した日中最高値の 6950の突破の可能性
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とタイミングにも注意が必要です。一方、2015年の下降トレンドで考慮すべきは、長期的にはフィボナッ

チ・リトレースメントレベルと、前述の 6000/6100のサポートエリアですが、当面は 6525と 6400のレ

ベルで注意が必要でしょう。 

 

図 11 

 

 

 

 

強いドル＝決算には悪材料 

2014 年、米国企業には、穏やかなペースで拡大する経済とあいまって、サプライズの決算が相次ぎました。

FactSetの調査では、電気通信、金融、素材、ヘルスケアの各業種は非常に良い第三四半期決算でしたが、

一般消費財は前年比で悪化しています。前期までと比べ、第三四半期では、S&P 500の増収率は 4%であ

ったものの、増益率は 8%という健全さを見せました。S&Pを構成する企業の約 77%は収益目標を達成し

ましたが、これは 2010年第二四半期の 79%以来の好成績です。 

 

FTSE 100のテクニカル分析 

以前のレジスタンスエリア サポートエリアに転換 

1999年 12月最高値=6950.0 
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下図チャートでは、米国株価とドルが、2014の長期にわたって連動しているのがわかります。ただ、もし

ドルが 2015年も上昇し続けると、これは輸出産業にとり悪材料となります。衣料や自動車といった産業は

最も打撃を受けることになり、特に対欧州の数字は、ECBの継続的介入や経済の低成長により今後も通貨

ユーロが弱く、悪化が際立つ可能性もあります。 

 

図 12 

 

 

出典：FOREX.com 

 

世界経済の鈍化が米国企業の業績にも影を落とす兆しが、2014年の第四四半期から見られる可能性があり

ます。10月、11月の 2ヶ月間で、アナリストは第四四半期の米国全体の決算見通しを 3.9%引き下げてい

ます。当然といえば当然ですが、減速の主因と見られているのはコモディティ関連の業種で、原油や金属の

価格の下落に足を引っ張られる形となっています。また同様に 2015年の第一・第二四半期の予想も、状況

の変化の余地はあるものの、現段階では低く抑えられています。 

 

一方企業の側でも、決算の見通しを引き下げてきており、95社のうち 76社（80%）が第四四半期につい

て赤字予想を発表しています。ただ、本稿執筆時時点で S&Pが依然として史上最高値付近で取引されてい

2015年も 2014年と同様に、米国株価はドルと連動して伸びるか？ 

S&P 500と米ドルの連動 

S&P 500（左軸） 

USD（右軸） 
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ることもあり、こういった弱含みのファンダメンタルの状態を市場は気に留めていないようです。とはいえ、

このように指数と実際の決算見通しが乖離している状況は、いずれ 2015年の早い段階で調整を招く可能性

を上げているといえるでしょう。 

 

しかし、決算の状況に多少の不安材料を持ちつつも、全体的には、株価は堅調に 2015年をスタートすると

みています。ただそれも、新興市場経済の悪化、ユーロ圏の停滞、そして日本やユーロ圏などの中央銀行が

デフレーションの打破はともかくインフレーションの醸成もできないことなど、不安要素がどれほど実際の

インパクトを持つかにもかかってきます。地政学的リスクも、ウクライナ周辺で高く、また中東でも最高度

から下がっているものの依然として残っており、注意が必要です。一方、ボラティリティ・インデックス

（VIX）は過去最低レベルとなっており、堅調な流れが相当な安定さで受け入れられているといえます。 

 

テクニカル分析：S&P 500 

S&P 500は近年一貫して上昇傾向を示していますが、直近ではこの流れが加速しており、今までの値上が

りペースから逸脱した荒々しい伸びを見せそうな勢いです。そうなると、株式市場がバブルに突入し、放物

線状の値上がりの段階に入った可能性もあり、一層の注意が必要となってきます。値動きは、ごく短期間の

うちに大方の予想を超えて伸長していくでしょう。しかし、いずれバブルははじけることになります。近い

例では、2011 年の銀取引がそうでした。一旦バブルがはじけると、取引の買いの趨勢は一気に引き戻され、

大きく下落トレンドになります。ではそれがいつ起こるか、それこそ 100万ドルの賞金に値するほどの難

問ですが、大事な手がかりとなるのは、大きく伸長した放物線状の値上がりの後の最初の急激な下げ調整で

す。そのような動きが発生するまでは、まさに「流れに乗っかれ」です。 

 

目下、S&Pの取引は、これまでの常識が通用しない未知の領域に突入しているため、値動きの転換ポイン

トや高値ターゲットの予測に使えそうなものとしては、フィボナッチ・エクステンションやサイコロジカル

（心理的）レベルぐらいになるでしょう。フィボナッチ・エクステンションに頼ると、2137と 2147の間

が注目されます。2137は 2007年～2009年の暴落時の価格の 161.8%にあたり、また 2147は 2014年

9月～10月に入った調整局面の 161.8%にあたるものです。S&Pがこのあたりにさしかかる時、少なくと

も上昇は一息つくことになるでしょう。このエリアを超えて上昇した場合には、2200や 2300、またさら

に上方ではフィボナッチ・エクステンションで 261.8%にあたる 2350が心理的ラインとなるでしょう。

2300 や 2350 となると相当強気なターゲットですが、放物線状の上昇の流れの中で到達も可能とみえます。

また一方、かつてレジスタンスラインとされていたレベルは、サポートラインとしての役割に転ずるでしょ

う。特に、2000から 2022は注意すべきレベルになります。ここを割った場合、次は 50週移動平均線や

上昇チャネルの範囲のサポートラインを目指す展開になるでしょう。このサポートラインを割り込むことに

なると、一層強い下降トレンドになります。 
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図 13 

 

 
出典：FOREX.com 

 

 

 

 

 

 

S&P 500のテクニカル分析 

2137.8（2007-2009年の上昇トレンドのフィボナッチ・エクステンション 161.8%） 

2009年 3月から続くメイン上昇トレンド 

上昇チャネル内でさらにトレンドに拍車 
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 コモディティの見通し 

原油 

2014年、原油トレーダーのレースはなかなかのオフロードを行くこととなりました。当初、比較的狭い値

幅でもみ合った後、値動きは夏から驚くべき展開を見せます。これは過剰供給と需要不足を背景としたもの

ですが、合わせて強く注目されたのが地政学的リスクです。主に中東の、そしてある程度ウクライナも含め

た不安定さがマーケットに影響しましたが、特にイラクでテロリスト集団の ISISが伸長したことが、投機

筋に急な供給不足を意識させ、買いを入れさせました。しかしその後、勃発している戦闘のほとんどが北部

で発生しており、原油の輸出ターミナルとなっている南部からはだいぶ離れていることがわかると、供給が

不足する可能性とはならないことから、投機筋は買いポジションを反転させました。これで、たった 2-3

週のうちに原油価格は暴落し、長期的な上昇トレンドラインを割り込み、ファンダメンタルだけでなくテク

ニカル面でもさらなる売りを呼ぶこととなったのです。さらに、リビアでは反政府派が国内主要オイルター

ミナルを占拠していましたが、数ヶ月ぶりに産油が通常レベルに復帰したことで、さらに供給過多となり、

原油価格を押し下げることとなりました。そしてイランも、高濃縮ウランの製造停止に合意し、欧米からの

制裁の一部であった禁輸措置が解除されました。米国その他の非 OPEC産油国も、主にシェールオイルの

産出によって、過剰供給に拍車をかけています。世界規模で原油の供給が劇的に向上している一方、需要の

成長が弱いままなため、2014年の後半で価格が急激な角度で下落したのです。11月、OPECがシェール

オイル産出側に対し一歩も譲らず、日量 3000万バレルの産油目標を維持したことで、さらに下落は悪化す

ることとなりました。 

 

また、OPECが産油目標の引き下げを拒否したのみならず、カルテルの最重要メンバーであるサウジアラビ

アが、価格の国際ベンチマークを下回る安値でアジアや米国の顧客に原油を売っていることも大きな影響を

与えています。いわば、サウジアラビアは、急激に存在感を増してきている米国のシェールオイルの産出に

対抗し、マーケットのシェアを守るため、価格戦争を仕掛けてきているとみることもできるでしょう。この

流れが続くのであれば、2015年はじめの段階まで、さらに原油価格の下落が続く可能性もあります。サウ

ジの十八番である、過剰産油による逆襲措置に、果たして米国のシェールオイル業者が耐え抜くことができ

るかはまだ予想の難しいところですが、ひとつ確かなことは、原油価格の下落は確実に産出業者の利幅にダ

メージとなるということです。実際に、シェールオイル産出の水圧破砕ビジネスの米国 3大企業、ハリバ

ートン、ベーカー・ヒューズ、ウェザーフォードは、軒並み株価を急落させており、2014 年夏からの間で、

25～50%もの時価総額を失ってきています。 
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収益が減る中、米国シェールオイル産出業者は当然ながら運用の縮小を望むでしょうし、市場での大変な安

値もあいまって、2015年の米国の産油量は、本来の落ち着いたマーケット状況下での計画よりも大幅に減

少すると思われます。OPEC、EIA、IEAなどの原油予測では、かなり大きめに見積もられていた非 OPEC

の産油量が削られることになるでしょう。今後産油量の調整が入り、また 2014年終盤の OPECのニュー

スに対する値動きを過剰反応とみるならば、価格はかなり早期に持ち直すと予想できることになります。 

 

しかし、サウジアラビアに今のところ減産の意思がなく、しかもイラン、イラク、リビアなどの他の OPEC

国からの産油も存在感を増しつつある中、供給過多への懸念が払拭されるのには時間がかかるでしょう。

OPECは世界の産油の 40%を占めており、さらなる増産は、しばらくの間値上がりを抑制する要因となる

でしょう。世界経済の回復の弱さを見ても、2015年のうちに価格が大きく持ち直すと予測するのは難しい

ところです。 

 

需要と供給のバランスを考慮すると、2015年を迎えるにあたって原油価格の値上がりを予測するのは大変

困難と言わざるを得ません。ただ同時に、これまでの値下がりの度合いを見ると、今後は急激な下落もそう

そうあるわけではないともいえます。総じて私どもの予想では、2015年は緩やかな下落が続き、2014年

のような激しい値動きにはならないでしょう。しっかりとした回復基調に乗るとすれば、それは 2015年も

終わりに向けての時期で、世界経済がより堅調となり、回復への確かな軌道に乗っていることが条件となる

でしょう。私どもの予測を脅かす可能性のあるリスクがあるとすれば、それは中東や北アフリカ地域におけ

る地政学的リスクの増大でしょう。現在マーケットにおいて、このリスクが高くは見積もられていないのは

明白です。また、米国の金融政策の方向性とドルに与える影響がどのようになるかによっても、流れが変わ

る可能性があるでしょう。ドル建てのコモディティの価格は、他の条件が同じ場合、ドルが強くなる分崩れ

ることになります。 

 

テクニカル分析：原油 

ブレント 

テクニカル分析からも、いつ原油価格が底を打つかを予言するのは、不可能ではないにしても極めて難しい

のは確かです。ただ、2014年中盤からの下落スピードを勘案すると、回復はそう遠い話ではないとみてよ

いでしょう。何より、週足の RSIが 10%のすぐ上に位置しており、これは極めて売られ過ぎのエリアに進

んでいます。一方、価格自体は、長期上昇トレンドラインを割り込んだ最後の反転パターンからすでに 40

ドルも下落しています。その前の反転パターンは 2012年の前半で、ダマシのトップが二度続いたブレイク

アウトの局面から、急激に値を下げていました。その時も、原油価格は 128ドルから 88ドルまで、同じ

ように 40ドル、放物線状に下落したのです。歴史が繰り返すのであれば、ブレントは 67～68ドルのあた

りを目指すでしょう。とはいうものの、現在はファンダメンタルの背景が異なり、またシェールという技術

的な革命も経ているため、2015 年初頭、価格が持ち直す前に、より低い値をつける可能性も十分あります。 
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注目すべきサポートレベルは 68ドルラインです。ここは、2010年にダブルで底を打った反転ポイントで

した。しかもその時点では、すでに 2012年のピークからフィボナッチ・リトレースメントの 61.8%ライ

ンも割っています。ただ、だからといって、必ずしもそのラインで底打ちすると言い切れるわけではありま

せん。もし依然として下げ圧力が強い場合、テクニカルの観点からも売りを呼び、心理的ラインとなる 65

ドル、そして 60ドルを目指すことになるでしょう。長期のフィボナッチ・リトレースメントの 78.6%レ

ベルは 56ドルとなりますが、そこをもし超えて下げた場合は大きな心理的ラインの 50ドルが節目となる

でしょう。その段階になると、長期レジスタンスラインは 80ドルや 88.5ドル、以前にはサポートライン

とされていたところに設定されることになります。 

 

図 14 

 

 
出典：FOREX.com 

 

ダブル底 

ブレントのテクニカル分析 

RSI: 相当売られ過ぎなレベル 

ダブルのダマシピーク 

 

ブレイクアウト 

 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   28 

WTI 

本稿執筆時点で、WTI（米国産）原油もまたブレントと同じく、サポートエリアの下値 65ドルを試す展開

となっています。このレベルは、大きな心理的節目であると同時に、長期の上昇トレンドラインが始まると

ころでもあります。また、2008～2011年の高値トレンドからのフィボナッチ・リトレースメント 61.8%

レベルはこの 65ドル弱のところにあります。このため、65ドルで反転上昇する可能性もありながら、も

しここを割ることになると、さらなる最安値更新の道が開け、60ドルや 50ドルといったレベルまでも

2015年のうちに視野に入ってくるでしょう。 

 

前述のような米国産オイルにまつわるファンダメンタルの背景から、私どもは 2015年を通じて価格が緩や

かに回復していくと予測しています。買い手はWTI価格を順調に押し上げていき、90ドルはもちろん、場

合によっては 100ドルまで、2015年のうちに到達させる可能性もあります。しかしまずは、80ドルを目

指して反転上昇していく、という予測がより現実的でしょう。いずれにしても、すでに価格は売られ過ぎの

状態であり、反転は視野に入っています。 

 

図 15 

 

 
出典：FOREX.com 

WTIのテクニカル分析 

2008-2011年のトレンドの 78.6％ 

デッドクロス 

 

2008-2011年のトレンドの 61.8％ 
（1998-2008年のトレンドの 61.8％でもある） 

200日単純移動平均線 

 

50日単純移動平均線 
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貴金属 

金の取引は、2014年は 260ドルの値幅で終始もみ合ったままで、比較的静かだったといえるでしょう。

本稿執筆時点の 2014年初頭の段階で、まだこの年の平均的価格ライン周辺、具体的には年の最安値付近を

浮遊しています。ただ、米ドルや米国株が非常に力強さを見せているにもかかわらず、一般的には反対に下

がるはずの金がここまで持ちこたえている（下図チャート参照）のは、異例なほどの好調ということもでき

るでしょう。また、世界経済の大勢でインフレーション成長がほぼ全くない状況下、この金属は金利も配当

調整も全くつかないものでありながら、依然としてこのレベルで支持されているということも考え合わせる

と、健闘ぶりがよりわかります。それでもなお、全体の趨勢や市場心理としては、金は下落傾向であること

は間違いなく、多くの市場参加者はこれが 2015年も続くと予測しています。 

 

そして今、金価格に、歴史的にもなりえそうな流れが生まれようとしています。もし米ドルがこのまま上昇

の軌道を描き続けるとして、そして金が通常のように反対の下落方向（あるいは似たような角度の値動き）

に進まなかった場合、マーケットはとうとう初めて、金を米ドル連動の通貨のような資産としてではなく、

一個の独立した金融資産として扱うことになるでしょう。 

 

図 16 

 

 

出典：FOREX.com 

金価格とドルインデックスの連動 

金とドルの連動は解けてしまったのか？ 

 

金価格（右軸） 

 
ドルインデックスを上下反転したもの（左軸） 
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2015年の早い時期は現物需要増大の見込み 

2014年 11月、金の価格を上昇させる、現物需要にまつわるニュースがありました。インドは金の輸入の

規制を変更し、金の急激な価格変動を引き起こしたのです。もともと、80:20ルールと呼ばれる規制があ

り、輸入業者に対し、貨物の金の 20%を、加工・再輸出のために宝飾品業者に売ることを義務付けていた

のですが、これが即時撤廃されたのです。依然として、10%の輸入税は残されており、2015年もこれは存

続する見込みですが、この 80:20ルールの撤廃はこれまでのトップの金消費国の現物需要を押し上げるこ

とになるでしょう。 

 

時あたかも、インドでは 1月下旬まで婚礼シーズンたけなわで、大量の金宝飾品がインド国内で消費され

ることになるでしょう。その後、金消費の大きな流れは中国に移り、2月 19日の旧正月に向けて増大して

いくとみられます。2015年、金の価格を支えるものは、投機的な動きよりも現物需要のほうが強い可能性

が高いといえるでしょう。現状の、歴史的なレベルの低い金利やインフレ率が支配する中、投機筋は金より

も株式の保有に集中するとみられるからです。 

 

テクニカル分析 

金 

金価格の下落は、売り手が節目の 1180ドルラインの割り込みに再び躊躇しており、2014年末に向かって

緩やかになっています。チャートで見られるように、価格はこのエリアで、過去 2年間で最も力強さを期

待させる動きを見せています。これにより、RSIでもいくつか良い兆しが現れており、下落基調が弱まって

きていることを示しています。1180ドルのサポートラインに加え、長期のフィボナッチの 61.8%レベル

である 1155ドルラインもサポートとして注目です。強気な見方では、長期の下落トレンドのブレイクとな

る、1240ドルのレジスタンスラインが上昇のターゲットとなります。ここを突破すると、これまでのポジ

ションの売り優勢が反転し始め、さらなる値上がりの勢いが増すことになるでしょう。1240ドルを超えた

後の大きな節目は 1345、1390、1435のレベルです。この 3つのレベルを私どもの 2015年の上昇ターゲ

ットとします（ただし、1240を決定的に超えることが条件となるでしょう）。 

 

しかし、目下のところ金の長期トレンドとしては依然として軟調で、市場の大勢は売りポジションとみえ、

このためもう一段の下落の可能性もあります。フィボナッチの 61.8%レベルを割ることになると、次の大

きな心理的な壁となる 1000ドルまでは、目立ったサポートレベルがない状況となるでしょう。 
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図 17 

 

 

出典：FOREX.com 

 

 

銀 

銀の現在の値動きは、4年間にわたる下落傾向の終わりに近づいていることを示唆しています。下図の月足

チャートは、ジャンポール・ロドリグのバブル段階グラフにおける下落フェーズのほぼ完璧ともいえるパタ

ーンを描いています。心理的な節目の 15ドルラインで一旦反発したものの、「平均への回帰」地点前には

もう一段の急落の可能性もあり、その場合すぐにでも長期上昇トレンドラインを割り込んで行くこともある

でしょう。言い方を変えれば、まだ「消失」フェーズの「絶望」地点には至っていないということです。も

し 2015年のうちにその地点が訪れるならば、バブルが完全にしぼむ前に 10ドル近辺まで下げる可能性も

あります。 

 

下落傾向のトレンドラインを 

突破した場合＝反転上昇 

金のテクニカル分析 

フィボナッチ 61.8％ラインを決定的に割った場合は、2015年内に 150ドル幅まで下げる可能性も 

RSI:売りから戻す堅調の兆し 

 

現状でのサポートエリア 
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実際に 10ドルまで下げるかどうかは誰にもわかりませんが、少なくとも投資家が注意すべきなのは、以前

のサポートラインであった 19ドルに戻すかどうかです。ここを決定的に超えた場合、長期的な下落トレン

ドは終わりを告げることになるでしょう。それまでは、銀の軟調は続く見込みです。 

図 18 

 

 

 

 

 

出典: FOREX.com、marketpredict.com/articles/mp-bubblecycle 

銀のテクニカル分析：バブル段階グラフとの相似 
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 新興成長市場の概観：コモディティ価格の崩壊の影響 

本稿執筆時点の 2014年 12月初頭、新興市場通貨は急落の痛みにうめいています。JPモルガン新興市場通

貨指数は、数ある新興国通貨の総合的な米ドルに対する強さを示すものですが、この数値は少なくとも

2000年以降で最も低いものとなっています。 

 

図 19 

 

 

出典：FOREX.com、Bloomberg 

 

 

今の米ドルの圧倒的な強さは、当然ながら他の「あらゆる」通貨を相対的に弱くしています。しかしそれと

は別に、新興国通貨は、さらに間接的な影響をもこうむっています。具体的には、ドルの強さがコモディテ

ィの価格に影響し、それが新興国経済への負担となるのです。S&Pゴールドマン・サックス・コモディテ

ィ・インデックスは 2014年に 20%以上も下落しましたが、それを牽引することとなった原油をはじめと

する主要コモディティはより大きく値下がりしていました。このような、コモディティ価格の大幅な下落は、

あまねく新興市場の経済の成長、インフレ率、金融政策などに深刻な影響を与えました。 

 

 

 

2015年に向け、JPモルガン新興市場通貨指数

は史上最低レベルを目指す展開 

JPモルガン新興市場通貨指数 
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コモディティ価格の下落が新興国通貨の値動きに与える影響 

コモディティ価格の下落による最も明白な影響としては、2015年に向けてインフレ率が悪化していくこと

が挙げられます。新興国は、食糧やエネルギーの消費を通じながら、コモディティの価格にその経済の成長

を頼っており、2015年にコモディティの値下がりがインフレ率の下落に波及すると、新興国の中央銀行は

政策金利の引き上げの延期か、緩和的な金融政策の採用に乗り出す可能性があります。こういったインパク

トが特に大きく出る可能性があるのが、すでに比較的高いインフレ率で苦しい経済運営となってきている、

トルコ、南アフリカ、ロシアなどです。 

 

同じように、主要な新興コモディティ生産国にとっても成長に打撃となる見込みです。具体的には、一旦は

輸入価格が下がり好影響とみえるものの、それも輸出価格の下落でこうむる悪影響に圧倒されてしまうので

す。このため、ファンダメンタル重視の投資家は国ごとの交易条件や、それぞれの国の輸出価格と輸入価格

の割合を注意深く追い、コモディティの各商品の価格の下落が国ごとに利益と損失どちらをもたらしている

か、細かく評価していく必要があるでしょう。 

 

ここからは、個別の新興国（とその通貨）について見ていきますが、新興国経済は相互に連関しており、

2014年初頭に見られたように、一国のマーケットの動きが直ちに他の国に波及することがままあることに

ご注意ください。 

 

 

USD/MXN：メキシコは北側の隣人の道に従う 

他のどの新興国よりも、メキシコの経済は北に位置する隣人の動向に密接に関連しています。米国経済の予

想外の好調は北緯 30度のエリアに広がり、結果としてメキシコの経済と通貨は 2015年も比較的堅調を維

持すると予測されています。コモディティというテーマに戻ると、メキシコは原油で輸出のほうが多く、最

近の原油価格の下落は成長の向かい風となる可能性があります。とはいえ、近年の構造改革の進展と、

2015年も予想される米国経済の力強い成長を背景として、メキシコ銀行は政策金利を 2015年後半に引き

上げる可能性があります。 

 

テクニカル分析の観点でいうと、USD/MXNは 2014年、ペソが 12月のドルの回復に屈服するまではほぼ

13.00近辺に収束していました。今後は、ここ 5年の最高値 14.60を突破すると、そこからは 2009年の

最高値の 15.55近辺を目指す展望が開けますが、それでもペソは他の新興国の対米ドルの下げに比べると

良く持ちこたえるでしょう。 
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図 20 

 

 

出典：FOREX.com 

 

USD/RUB：ルーブルの暴落は 2015年も続くか 

新興国通貨について議論する場合、当然ながら、2014年を代表するニュースとなったロシアルーブルの弱

さに触れないわけにはいかないでしょう。ルーブルは年を通じて売られましたが、この背景としてはウクラ

イナへの軍事的侵略から来る地政学的リスク、それに続く欧米諸国による経済制裁、原油価格の下落、そし

てロシア経済の不調などがありました。GDP成長は 0.5%を下回る水準に留まっており、インフレ率は年

率 9%を超えるペースで進んでいます。ロシア経済は目下スタグフレーション圧力に苦しんでいるといえ、

2015年に向かうにあたっても引き続き弱い見込みといえるでしょう。通常、通貨の下落は GDP成長を押

し上げる効果がありますが、ルーブルについては、ここまでの暴落が 2015年もさらなる下落を呼ぶことに

なりそうです。 

 

USD/MXNのテクニカル分析 

USD/MXNはここ 5年の最高値の 14.60を目指し力強く回復、

14.60突破後は 15.00や 15.55を 2015年のうちに目指す 

MACDではシグナルラインと”０”レベルの上方でのトレンド

＝上昇トレンド 
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2014年第四四半期、ロシア連邦中央銀行はルーブルを変動相場制に移行せざるを得なくなり、その後

USD/RUB は 50 を超えるレベルまで暴騰しました。このような感情的ともいえる放物線状の上昇局面では、

テクニカル分析の効果も限定的ではありますが、2015年の投資家の当座の行動としては、ルーブルの安定

の兆しが見えるまではとりあえず買い、といえるでしょう。 

 

図 21 

 

 

 

出典：FOREX.com 

 

 

USD/ZAR：南ア経済は立ち直りに向かっているが、ランドは不調が続く 

2014年は、長く続いた鉱山ストライキが南アフリカの経済にダメージとなっていましたが、それでも力強

い成長を見せることとなりました。2015年は、特に前半で、正常化が期待される鉱業や製造業が成長に寄

与していくことでしょう。一方、原油価格の下落は上がっていたインフレ率を押し下げる見込みですが、こ

USD/RUBのテクニカル分析 

USD/RUBの上昇は放物線状の動きに完全移行。

2015も、ルーブルが安定の兆候を見せるまで上昇

傾向は続く 

MACDではシグナルラインと”０”レベルの上方でのトレンド

＝上昇トレンド 
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の働きも、過去 2-3年続いているランドの下落によっていくらか弱められる見込みです。こういった経済

の背景から、2015年、南アフリカ準備銀行は前半動きを見せず、通貨ランドは他の新興国通貨と同じパタ

ーンをたどるでしょう。 

 

南アは、ファンダメンタルは慎重さを必要としつつも楽観的といえますが、テクニカルの観点から見ると確

実に弱含みです。USD/ZARはちょうどカップ・アンド・ハンドルから上方へ突破したところで、2015年

に向けてさらなる上昇が示唆されます。次のレジスタンスの目標となるのは、2007年からの世界金融危機

で付けた 11.84で、その後またハンドルができて 12.00のレジスタンスに続く見込みもあります。もし

12.00を決定的に突破できない場合、そこまでの上昇トレンドに短期的に調整が入り、戻す可能性もあり

ます。 

 

図 22 

 

 

 

出典：FOREX.com 

 

USD/ZARのテクニカル分析 

USD/ZARはここ 3年の上昇トレンドラインの上方に

あり、カップ・アンド・ハンドルからさらに上方突破。

次のターゲットとして 11.84や 12.00も視野に 

MACDではシグナルラインと”０”レベルの上方で

のトレンド＝上昇トレンド 
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USD/TRY 

客観的に見て、トルコ経済は 2015年に向けても不調の見込みです。GDPは 2014年第三四半期には前四

半期比マイナス 0.5%となり、GDP成長率は年換算で 2.1%に下がりました。一方、失業率は 10%超、イ

ンフレ率 9%、経常赤字は GDPの 8%にまでなっています。ただこのような状況にありながらも、市場は

常に先を見ており、トルコ経済は新興国のライバルの南アフリカと同じく、2015年の改善を見込まれてい

ます。2015年におけるトルコ経済の最大のリスクは、経常赤字への資金の調達を国外に依存していること

ですが、ユーロ圏で金融緩和が進むと、そのインパクトも軽減されることになるでしょう。 

 

チャートに目を向けると、2014 年のトルコリラは、1 月に短期間発生した新興国通貨パニックを抜けると、

対ドルでも比較的良く持ちこたえていたといえます。現在の USD/TRYは 2014年 1月の最高値からの短

期の下落トレンドラインを下から迫っている展開で、もしここを突き抜ける場合、以前の高値 2.30や

2.40は 2015年のうちに射程に入ってきます。当然ながら、ドルの力強さが落ちていく場合、USD/TRY

の下落につながる可能性も十分あり、その場合はまず 2.20のサポートラインが節目となり、それより下落

すると 2014年の最安値付近 2.0750まで目指して下がることにもなりえます。 

 

図 23 

 

 

出典：FOREX.com 

USD/TRYのテクニカル分析 

USD/TRYは短期下落トレンドラインに迫っており、

上方に抜けた場合は 2015年の早い段階で 2.30や

2.40を目指す展開に 

MACDではもみ合いの展開、ただし

まだ”0”レベルより上方 
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 2015年のボラティリティ： 

2014年は記録的低ボラティリティの年だったのか 

ボラティリティは投資家にとって常に難問です。言うまでもなく、ある程度のボラティリティは取引で利益

を得るために必要ですが、ボラティリティが高すぎるとマーケットは予想もつかない動きを見せ、予定にな

い損失を被ることにもなります。さて、最近のマーケットにおける悩みは、このうち前者にまつわるもの、

つまり取引で利益を追求するために必要なボラティリティが不足している、というものです。JPモルガン

の G7ボラティリティ指数は、2014年の夏、世界金融危機の先触れに記録した底を超えて最低値を付けて

おり、その時期に外国為替取引市場が史上最も低いボラティリティで低迷したことを示しています。なおそ

の後、2014年末に向けてボラティリティは徐々に回復していっています。 

 

図 24 

 

 

 

出典：Bloomberg、FOREX.com 

 

2015 年を迎えるにあたり、すべての投資家が抱く疑問は、「ボラティリティはいよいよ上がっていくのか、

それともまた 2014 年の記録的な低さに戻ってしまうのか？」ということでしょう。その答えを得るために、

2009年のピークからボラティリティを一貫して押し下げている第一の要因について見ていきましょう。そ

れは金融緩和政策です。 

 

 

JPモルガン G7ボラティリティ指数 

G7ボラティリティ指数は 2014年、 6.0を

下回る史上最低値を記録し、その後徐々に回復 
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何よりもまず、2009 年から続く外国為替取引市場のボラティリティ低下は、世界の数々の中央銀行による、

空前の資金流動性の供給によりもたらされたものです。米国の連邦準備制度は、政策金利を史上稀な低さに

維持しつつ、次に三段階にわたる量的緩和政策を打ち出しました（長期・短期国債の同時売買で金利調整を

行うオペレーション・ツイスト手法については言うまでもありません）。一方、日銀とイングランド銀行は

この 2-3年、巨額資産の買い入れプログラムを維持していました。FRBは 2014年 10月に量的緩和政策

を終了しましたが、日銀は最近も資産購入の規模を拡大しています。そして ECBもまた、2015年の第一

四半期あたりに量的緩和の流行に乗らざるを得なくなる可能性が高いとみられます。結果として、FRBの

代わりに他国の中央銀行が量的緩和の役割を埋めていくため、5年の長きにも及んでいるボラティリティの

低下は 2015年も引きずるのではないかと見る向きもあります。 

 

さて、本当にそうでしょうか。確かに世界的に資金流動性の蛇口が開けっぱなしにされている状況ですが、

他にも、金融政策の世界的な画一化という要素もボラティリティの低下を担っています。ここ数年にわたっ

て、ほぼすべての主要中央銀行は緩和的政策をとっており（ニュージーランド準備銀行が 2014年に短期間

だけとった引き締め政策を除く）、であれば長期スパンの投資家にとり、ポジションを変える理由はありま

せん。2015年ももちろん中央銀行の多くは緩和的政策を維持する見込みですが、先物市場は FRB、イング

ランド銀行、ニュージーランド準備銀行などが年の後半に利上げすることを見越しています。この年は経済

指標の各種データがより直接かつ即座に金融政策に影響を与えるとみられ、ボラティリティは 2014年のよ

うな眠くなるような低さには戻らないというのが私どもの予想です。 

 

論をもう少し進めると、金融政策の転換が近いとみられる国の通貨は、ボラティリティが最も高くなる見込

みが高いといえるでしょう。本稿執筆時点の 2014 年 11 月終盤、ユーロ圏の経済の停滞への刺激策として、

ECBがソブリン債の購入による量的緩和に踏み切る可能性が高まっており、このため 2015年初頭はユー

ロを中心としてボラティリティが活発になる見込みです。そしてその後、ボラティリティの増加は段々と米

ドル、ニュージーランドドル、英ポンド（英ポンド圏の各中央銀行が一層利上げに傾いているため）、そし

て豪ドル（オーストラリア準備銀行による年後半の利上げが見込まれるため）の各通貨で見られるようにな

るでしょう。 

 

マーケットがぴったり予測通りに動くことはもちろんあり得ませんが、今のところ、マーケットの「新年の

抱負」は、「投資家にもっとボラティリティを提供する」ことのようです。 
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 英国：政治的展望の劇的変化 

2015年 5月 7日に予定されている英国の総選挙の結果は、本稿執筆時点の事前初期段階では、まだ不透明

です。まだまだ選挙戦まで遠く、最終的に得票の行方やその先の政治的な流れを占うには上方が少なすぎる

段階です。ただ、2014年には興味深い出来事がありました。YouGovというマーケットリサーチ会社の調

査によると、11月、保守党か労働党よりも、「それ以外の政党」に投票する予定と答えた有権者が初めて

最多となったそうです。 

 

YouGovの調査結果をもう少し詳しく見ていくと、労働党支持者は 33%で保守党支持者の 32%をわすかに

上回っており、「それ以外」が 35%となっています。保守党と労働党の得票率は近年低下していますが、

最も勢力を減退させているのが自由民主党（現在は保守党と連立を形成しています）で、得票率は 7%と、

議会でも最も少ないレベルにまで落ちています。 

 

自由民主党の近年の退潮に合わせて、他の 3 つの政党はそれぞれ史上最高ともいえる結果を出しています。

例えば UKIP、反 EU主義を掲げる英国独立党は、史上最高の 16%もの得票率を得ています。またスコット

ランド国民党は初めて 5%に届き、イングランド・ウェールズ緑の党は 6%を達成しています。これは英国

政治における大いなる転換であり、もしこの流れが続くとすれば、総選挙後には劇的に異なる議席の勢力図

になることでしょう。 

 

つまり、英国は新たな連立政権によって運営されることになる可能性があるということですが、ではそれは

どのような形でしょうか？現時点では、有権者が態度を変える余地も十分あるものの、総選挙の日を迎えて、

主要政党に”NO”を突きつける可能性があるというのが、YouGovの調査結果からわかることです。私ども

は、連立政権になる可能性が高いとみており、自由民主党の退潮もふまえ、以下二つのパターンの可能性を

探ってみたいと思います。 

 

1) 保守党＋英国独立党 

税制や移民対策で右派的な政策を推し進めるでしょう。ただ金融市場にとっての最大の懸念は、欧州におけ

る英国の位置がどうなるかということです。イギリス保守党は英国の EUからの離脱を望んでいますが、デ

ービッド・キャメロン首相は EU残留についての国民投票を 2017年に実施すると公約しています。イギリ

ス保守党が連立に加わる場合、この国民投票の実施が前倒しされる可能性があるでしょう。 

 

2) 労働党＋イングランド・ウェールズ緑の党 

もしこの組み合わせが実現すると、英国の政策は左派的にシフトするでしょう。緑の党は環境に優しい政策

を推し進めますが、それはビジネスには全く優しくないものかもしれません。労働党は、緊縮財政の終了、



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   42 

増税、公共支出の増大を公約していますが、そういった政策は英国の財政赤字をまた数年間で膨らませるこ

とになり、国債の金利を上げることになるでしょう。 

 

上記二つの例は、英国政治の政策シフトの、右派と左派に極端にふれたパターンを示したものです。このど

ちらかが実現すると、結局投資家には政治的な不安定さへの懸念が残り、市場にパニックを引き起こす可能

性があります。マーケットは政治的不安定性を悪材料として反応するため、ポンドの暴落、国債の金利上昇、

FTSE 100の下落などにつながるでしょう。 

 

労働党は伝統的に英国のビジネスや資産に対し悪影響とされていますが、保守党＋英国独立党の連立は英国

の EUにおける位置を非常に不安定にするため、同じように市場のパニックと経済悪化を引き起こすことに

なるでしょう。現時点でも、国際社会や民間事業に関する重要指標は、英国の EUからの離脱は英国経済の

悪化の道であるとみなしており、結果的に英国の金融や輸出などの主要な業種への打撃となって跳ね返ると

いうことを示唆しています。 

 

以上のように、2015年 1月を迎える現時点では不確定要素があまりにも多く、ポンドや英国関連資産の価

格には年の前半を通じて重しがかかるでしょう。 
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 為替レート予想 
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 イベントカレンダー 

 

1月 22日―ECB理事会と記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

2月 11日―イングランド銀行による四半期インフレレポート 

ここ数年、イングランド銀行の一般的な定例会議に刺激的な内容はほとんどありませんが、四半期インフレ

レポートは投資家に有益な情報を提供しています。イングランド銀行は、このレポートで英国経済の長期的

展望や金融政策についての概略を述べることを通例としています。2015年に向けてインフレ率は低い（そ

ECB理事会 総選挙 

イングランド銀行 
四半期インフレ 
レポート 

米連邦公開市場委員会（FOMC） 
四半期会合と記者会見 
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して下落している）状態にあることもあり、投資家は英国経済の予想へのヒントや金融政策の変更の兆候を

読み取ろうと、レポートを精読することになるでしょう。 

 

3月 5日―ECB理事会と記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

3月 18日―米連邦公開市場委員会（FOMC）： 

金融政策決定、経済見通しの概略発表、および記者会見 

ここ 2-3年、FRBは、四半期ごとの会議に重要なアナウンスを用意するようになっており、そこでの経済

予測（いわゆる”ドットチャート”を含みます）の発表と記者会見を目玉とし、決定について十分説明を尽く

すように努めています。本年は、この FRBの準備がたっぷり詰まった会議が 3月、6月、9月、12月に実

施されます。FRBは何を計画しているのか外からは読めないことで有名で、投資家はこういった重要な発

表内容からできるだけ材料を得ようとするため、発表のタイミングでボラティリティが一気に上がる可能性

があり、十分な注意が必要です。先物市場はすでに FRB による 2015 年内の利上げを織り込んでいますが、

それも今後の経済指標の数値いかんにかかってくることは言うまでもありません。 

 

3月 22日―スウェーデン総選挙（2014年 12月末回避決定） 

社会民主主義によって運営されているスウェーデンは、議会での予算案の議決の際の混乱が原因で急な解散

総選挙の実施を要求しました。法的には、原因となる予算案への議決は 12月 29日になるまで公式のもの

とはなりませんが、仮に実際に総選挙に突入するとなると、2015年の第一四半期、スウェーデンクローナ

は政治的不安定要素の影響から逆風を受けることになるでしょう。 

 

4月 15日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能
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性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

5月 7日―英国総選挙 

この総選挙については、第 6章で詳しく分析していますのでそちらをご覧ください。 

 

5月 13日―イングランド銀行による四半期インフレレポート 

ここ数年、イングランド銀行の一般的な定例会議に刺激的な内容はほとんどありませんが、四半期インフレ

レポートは投資家に有益な情報を提供しています。イングランド銀行は、このレポートで英国経済の長期的

展望や金融政策についての概略を述べることを通例としています。2015年に向けてインフレ率は低い（そ

して下落している）状態にあることもあり、投資家は英国経済の予想へのヒントや金融政策の変更の兆候を

読み取ろうと、レポートを精読することになるでしょう。 

 

6月 3日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

6月 17日―米連邦公開市場委員会（FOMC）： 

金融政策決定、経済見通しの概略発表、および記者会見 

ここ 2-3年、FRBは、四半期ごとの会議に重要なアナウンスを用意するようになっており、そこでの経済

予測（いわゆる”ドットチャート”を含みます）の発表と記者会見を目玉とし、決定について十分説明を尽く

すように努めています。本年は、この FRBの準備がたっぷり詰まった会議が 3月、6月、9月、12月に実

施されます。FRBは何を計画しているのか外からは読めないことで有名で、投資家はこういった重要な発

表内容からできるだけ材料を得ようとするため、発表のタイミングでボラティリティが一気に上がる可能性

があり、十分な注意が必要です。先物市場はすでに FRB による 2015 年内の利上げを織り込んでいますが、

それも今後の経済指標の数値いかんにかかってくることは言うまでもありません。 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   48 

7月 16日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

8月 12日―イングランド銀行による四半期インフレレポート 

ここ数年、イングランド銀行の一般的な定例会議に刺激的な内容はほとんどありませんが、四半期インフレ

レポートは投資家に有益な情報を提供しています。イングランド銀行は、このレポートで英国経済の長期的

展望や金融政策についての概略を述べることを通例としています。2015年に向けてインフレ率は低い（そ

して下落している）状態にあることもあり、投資家は英国経済の予想へのヒントや金融政策の変更の兆候を

読み取ろうと、レポートを精読することになるでしょう。 

 

9月 3日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

9月 17日―米連邦公開市場委員会（FOMC）： 

金融政策決定、経済見通しの概略発表、および記者会見 

ここ 2-3年、FRBは、四半期ごとの会議に重要なアナウンスを用意するようになっており、そこでの経済

予測（いわゆる”ドットチャート”を含みます）の発表と記者会見を目玉とし、決定について十分説明を尽く

すように努めています。本年は、この FRBの準備がたっぷり詰まった会議が 3月、6月、9月、12月に実

施されます。FRBは何を計画しているのか外からは読めないことで有名で、投資家はこういった重要な発

表内容からできるだけ材料を得ようとするため、発表のタイミングでボラティリティが一気に上がる可能性

があり、十分な注意が必要です。先物市場はすでに FRB による 2015 年内の利上げを織り込んでいますが、

それも今後の経済指標の数値いかんにかかってくることは言うまでもありません。 
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10月 19日―カナダ連邦議会選挙 

 

10月 22日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

11月 11日―イングランド銀行による四半期インフレレポート 

ここ数年、イングランド銀行の一般的な定例会議に刺激的な内容はほとんどありませんが、四半期インフレ

レポートは投資家に有益な情報を提供しています。イングランド銀行は、このレポートで英国経済の長期的

展望や金融政策についての概略を述べることを通例としています。2015年に向けてインフレ率は低い（そ

して下落している）状態にあることもあり、投資家は英国経済の予想へのヒントや金融政策の変更の兆候を

読み取ろうと、レポートを精読することになるでしょう。 

 

12月 3日―ECB理事会および記者会見 

2014 年の 7 月、ECB は理事会の開催周期を、それまでの 4 週間から FRB のように 6 週間にすると発表し、

投資家に驚きを与えました。さらに、議事録の公開も決定。これらの変更が施行される 2015年 1月から

の ECB理事会の重要度は以前にも増して高まるといえるでしょう。本稿執筆時点で、ECBはすでに固く定

着してしまっているデフレ圧力を打ち破るため、ソブリン債の買い入れを通じた量的緩和プログラムの可能

性について議論しており、2015年内に金融政策の大きな変更も見込まれることから、投資家はより注意深

く理事会の内容を追う必要があります。 

 

12月 16日―米連邦公開市場委員会（FOMC）： 

金融政策決定、経済見通しの概略発表、および記者会見 

ここ 2-3年、FRBは、四半期ごとの会議に重要なアナウンスを用意するようになっており、そこでの経済

予測（いわゆる”ドットチャート”を含みます）の発表と記者会見を目玉とし、決定について十分説明を尽く

すように努めています。本年は、この FRBの準備がたっぷり詰まった会議が 3月、6月、9月、12月に実

施されます。FRBは何を計画しているのか外からは読めないことで有名で、投資家はこういった重要な発

表内容からできるだけ材料を得ようとするため、発表のタイミングでボラティリティが一気に上がる可能性
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があり、十分な注意が必要です。先物市場はすでに FRB による 2015 年内の利上げを織り込んでいますが、

それも今後の経済指標の数値いかんにかかってくることは言うまでもありません。 

 

時期未定―大規模な IPO 

かなりの数の巨大民間企業が 2015年内の IPO（新規株式公開）を検討しており、その中には英国の携帯電

話サービスの EE（以前の Everything Everywhere）やイタリアの高級車メーカーのフェラーリも含まれて

います。世界的に、株式市場のボラティリティと取引量が増加することが期待されます。 
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 個別株: ガルヴァンによる 2015年の注目銘柄 

私どもゲインキャピタルグループのリサーチ＆アドバイザリー機関、ガルヴァンから、2015年の株価予測

をお送りします。ガルヴァンのリサーチ部門の責任者、アンドリュー・ギブソンが、2015年の注目銘柄を

3つ挙げていきます。 

 

１）Lanchashire Holdings（ランカシャー・ホールディングス:LRE）： 

英国市場における秘密の好配当銘柄！ 

現在の市場環境では、投資に見合う十分な収益を期待するのは難しい状況といえるでしょう。英国では、普

通預金口座に付く金利は 1%がやっとというところで、また不動産と株式の価格の上昇は利回りを押し下げ

ています。 

しかし、少し深く掘り下げて見ていくと、利回りの高い投資機会を見つけることは依然として可能です。そ

のひとつが、私どもの目を引くランカシャー・ホールディングス（ランカシャー）です。 

ランカシャーは、ロンドン証券取引所で最も成功している保険専門業者のひとつで、不動産、航空、海上、

エネルギー、テロリズムなどの分野の保険商品を提供しています。 

保険はシクリカル業界のため、景気や相場の動向に合わせて業績が変動します。ランカシャーも、その波に

きっちりと乗って業績を変動させています。 

具体的には、相場が高い時にはより多くの保険契約を獲得し、現在のように相場が低調な時には契約数は少

なくなります。なお他の保険業者とは異なり、ランカシャーにおける最優先事項は利益であり、成長率では

ありません。 

保険会社の利益の目安は、合算比率という明確な数値でおしはかることができます。合算比率には、保険請

求によるランカシャーから顧客への払い戻し額が、顧客からの入金済み保険料のうちどの程度の割合になる

か、という計算が組み込まれています（この割合が少なければ少ないほど利益が多くなることになります）。

ランカシャーの場合、過去 5年間の合算比率は平均で 59.2%であり、同業他社の平均 90.4%よりもはる

かに良い数字です。 

ランカシャーでは保険引受業務自体の利益率が相当良いため、投資部門がハイリスクで高利回りを狙う必要

がなく、保守的で安定的な投資アプローチができます。顧客からの保険料の大半は現物債や低リスク債券に

投資されています。 

また他の重要な要素としては、ランカシャーでは、非常に多様化された事業ポートフォリオとなっており、

収入や利益の源を単独の手段に頼らずに済んでいます。また再保険によっても、特定の地域やクラスに関す

るリスクが限定されるよう管理されています。 
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ビジネス上でこういった数々の独自の長所を備えるため、ランカシャーは大変好条件の配当ポリシーを株主

に提供することができています。毎年、ランカシャーは利益のほとんどを配当金として株主に還元しており、

安定した普通配当と、業績に応じた特別配当を出しています。 

普通配当は過去 5年間 15セント（約 10ペンス）のままで、まあまあですが特に素晴らしいものでもない

水準です。しかし、これにものすごい額の特別配当が付きます。2008年は 110セント、2009年は 125

セント、2010年は 140セント、2011年は 80セント、2012年はなんと 195セント、2013年は 65セ

ントで、2014年には 120セントが付いています。 

これがどういうことかというと、2014年に付いた合計配当金 135セント（約 86ペンス）は、利回りにす

ると 13.8%もの驚くべき数字となるのです。そしてこれは別に特例の年でもありません。過去 5年間のラ

ンカシャー株の配当利回りは平均で 10%を超えているのです。 

たしかに、特別配当の額は年々変わりますが、だからこそランカシャーはその時々のニーズに合わせながら、

最高の還元をすることができるのです。 

おもしろいことに、FTSE銘柄の中で配当利回りの高い銘柄をサーチしても、ランカシャーはヒットしませ

ん。銘柄サーチのプログラムは特別配当を考慮していないからです。このため、ランカシャーの巨大な株主

還元についてはまだ”知る人ぞ知る”情報のままとなっています。 

結論として、ランカシャーは、大きな配当金を株主に還元してきている質の高い保険業者といえるでしょう。

収益性の高い株として、議論の余地はないでしょう。 

 

２）InternetQ（インターネット Q：INTQ）：3億ものスマートフォンアプリに浸透 

爆発的なスマートフォンの拡大は嵐のように世界中を席巻しています。2014年、スマートフォンのユーザ

ーは世界で 17億 5千万人にも達しました。つまり、この惑星上の 4人に 1人です。 

多くの人々にとって、スマートフォンは最も便利にインターネットに接続できるツールとなっています。

2014年には、モバイルインターネットのトラフィックが PC経由のトラフィックを史上初めて上回りまし

た。 

もはや、このマーケットが巨大な金脈であることは疑いようもありません。しかし、スマートフォンの製造

については競争がどんどん激化しており、コストの押し下げと利益の減少が進んでいます。マーケットが進

化するにつれて、投資家たちは、これまでにないほど拡大のスピードを速めているスマートフォン用のソフ

トウェアという業種に目を向けています。 

InternetQは、この流れの中で利益を上げる手段を持った、小さいながら強力な企業です。モバイルマーケ

ティングと音楽ストリーミングの二つのビジネスを運営しています。 

スマートフォンのアプリを使ったことがある人なら、MiniMob（ミニモブ）によって出された広告を見たこ

とがあるでしょう。これは InternetQが提供するよくできたソフトウェアで、アプリの開発者が収益を得

られる仕組みを提供するものです。MiniMobが入ったアプリはすでになんと 3億回以上もインストールさ

れており、今も一日 1～2百万回のペースでインストールされ続けています！ 
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モバイル広告は今や年間 120億ポンドの市場になっており、急速に伸び続けています。ガートナーのアナ

リストはこの市場が 2017年までに 270億ポンドの規模まで拡大すると予測しています。 

MiniMobがユーザーのスマートフォンにインストールされると、使用しているアプリの傾向や、使用時間

帯などの様々な情報にアクセスします。こういった情報はとても有用で、ターゲットを絞った広告配信がで

きるようになり、結果的に広告を通じた誘導と収益を増加させることが可能になります。 

InternetQは他にも Akazoo（アカズー）という、圧倒的なポテンシャルを秘める音楽ストリーミングビジ

ネスを運営しています。 

ユーザーは定額の利用料を支払い、巨大な規模のコレクションから音楽を楽しむことができるようになりま

す。Akazoo は現在、2千万を超える曲数と、世界中で 100万人を超える有料契約ユーザーを誇っています。 

音楽ストリーミングは急速に巨大なビジネスに成長しており、Akazooの先行きもとても有望です。Apple

は最近、30億ドルもの巨額で Beatsという類似したビジネスを買収しました。Beatsの有料契約ユーザー

は 25万人程度であることを考えると、Akazooがこの先どのように価値を認められるかはとても明るいと

いえるでしょう。 

すでに、今後ソニーや Samsungの端末に Akazooがプリインストールされることが合意されるなど、スマ

ートフォンメーカーとのパートナーシップが注目を集めています。 

InternetQは収益性が高く、ビジネスが急拡大しており、過去 3年間で収入・利益ともに 2桁成長を成し

遂げています。 

2014 年も順調に記録的な業績を残すことになるでしょう。9 月までですでに予測を上回る結果が出ており、

第四四半期も史上最高の業績となると見込まれます。MiniMobも Akazooも新機能のリリースを 2014年

内に控えており、これも第四四半期の業績に寄与するでしょう。 

結論として、InternetQは、モバイルソフトウェアの最も成長の速い分野のうち 2つから高収益を上げて

いく好位置にいるといえます。 

 

３）Strat Aero Plc（ストラット・エアロ：AERO）： 

 ドローンブームに乗って浮揚する利益 

無人空中飛行機、ドローンは巨大なビジネスになりつつあります。新テクノロジーが軍用から日常生活に転

用され、身近なところへの幅広い導入が進んでいます。 

Amazonが、小さな梱包であればドローンを使って注文から 30分以内に配達する、というアイデアを発表

していましたが、これは世界じゅうで話題となり、覚えておられる方も多いと思います。またここ英国では、

ドミノピザのドローン“ドミコプター”がのどかな地方を飛びながら 2枚のピザを配達しているビデオが、

YouTubeにアップされています。 

これらは宣伝用としてわりとセンセーショナルに作られたもので、どちらもすぐに実現するものとはいえな

いでしょうが、しかしドローンの利用の現実性が高まっていくことは間違いないようです。 
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米国の連邦航空局（FAA）は、ドローンの行政利用・商用利用によって生み出される経済活動は今後 10年

間で 900億ドル規模になると予測しています。 

たしかにドローンは行政面で多様な使い方が考えられ、国境警備、森林火災や洪水被害の追跡、噴火や異常

気象のモニタリング、捜索救援活動、犯罪や暴動などの監視等に役立つことができるでしょう。 

また日常生活に根ざしたビジネスへの活用でも巨大なチャンスがあります。農業では、広大な耕作地の視察

が容易になり、農薬や肥料の散布の正確性を上げることになるでしょう。またオイルやガスといった業界で

も、掘削装置、精製所、パイプラインといった膨大な設備は遠隔地にありながら常時綿密な監視が必要なた

め、ドローンが大変役立つことになるでしょう。 

今のところ、ドローン市場の世界的な成長を阻んでいる最も大きな材料は、安全性です。これは初期の自動

車業界の状況に似ているといえるでしょう。自動車は大きな技術的ブレイクスルーでしたが、これほどの主

流産業になるには、安全な運転が浸透するための段階が必要でした。ドローンにも同じことが当てはまりま

す。結局、目下ドローンの安全性は操縦する人に左右され、それ以上の奇跡的な安全性は期待できないので

す。 

そしてそれこそ、ストラット・エアロがチャンスとするところです。2013年設立の同社は、ドローンの使

用・操作のトレーニングやコンサルティングを提供しています。本社はロンドンのガトウィック空港にあり、

旗艦トレーニングセンターを米国ニューメキシコ州のロズウェルに置いています。また、欧州にもトレーニ

ングセンターを設立する計画を持っています。 

ストラット・エアロは、実地技術トレーニングと合わせてトレーニング・ソフトウェアも提供しており、す

でに米国の防衛産業のトップ企業のひとつと連携をとっています。その米国企業の見解では、米軍の一部門

だけで年間 750名のパイロットのトレーニングが必要で、一人のパイロットあたり 12,750ドルの収益が

見込めるとのことです。それが現実であれば、トレーニングサービスには巨大な収益源となるチャンスがあ

ることになります。 

米国の連邦議会は、全米航空システム内でドローン使用のルールの枠組みを制定する期限を、2015年 9

月と定めました。ルールや規制が定まれば、それに沿ってドローンのマーケットはいよいよ速度を増して飛

び立つ時を迎えるでしょう。 

ストラット・エアロはまさにこの時を得て、上昇気流に乗ると思われます。同社には、テクノロジーとやオ

ペレーションの高い能力、そして分野におけるパイオニアとしてのアドバンテージがあり、高度を上げつつ

ある業界において著しい優位性を確保する見込みです。 
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 特集: 2015年のリスクシナリオ 

おとぎ話？予知夢？夢というより悪夢ですが、であればなおさら夢のままであってほしい。 

ゲインキャピタルがお届けする、実現性が全くないとはいえない、刺激的な予想の数々です。 

 

権力を手に入れる英国独立党 

このレポート内ですでに来るべき英国総選挙について述べていますが、今一度、2015年の大胆な予測として、5月の

総選挙の結果英国独立党が権力を手に入れた場合について見てみましょう。 

英国独立党が保守党と連立政権を組み、権力を分け合うことに。ただ、ナイジェル・ファラージとデービッド・キャメ

ロンが英国首相官邸内でほのぼの晩酌を交わすことまでは期待できなさそう。焦点は 2017年に予定されている、EU

から離脱するか否かを問う国民投票に。もしファラージが主張を強く通せば、この国民投票は 2017年よりずっと早い

時期に実施。 

EUにおける英国の不安定さを嫌い、投資家はポンドや FTSEを見限り、GBP/USDは 2008年に 1.3500を付けた時よ

りもさらに下げ、FTSE 100は 3500を下回るようにも？ 

 

イタリアのユーロ圏からの離脱―ベルルスコーニの復帰 

イタリアの民衆は、マッテオ・レンツィから働くように言われ、なぜ年金をもらうには 65歳まで仕事をしなければな

らないか聞かされるのにもううんざりで、レンツィを捨て、ベルルスコーニの国政復帰を熱望します。ベルルスコーニ

は、急な解散総選挙を経て、輝かしい栄光に包まれて復帰。私生活や税金に関するたくさんの疑惑に対するいかなる調

査やその結果からのおとがめも、過去から未来にわたってぜんぶ免除！そしてこれはドイツのアンゲラ・メルケルにと

っては最低の悪夢です。メルケルは次の EUサミットでベルルスコーニと同席するのには耐えられないため、イタリア

をユーロ圏から追い出す工作に。イタリアはついにドイツ首相の力で EU離脱。メルケルはしれっと、残った国々でユ

ーロ圏として団結していくと誓い、ユーロは対米ドルで 1.50まで急回復！？ 

 

ロシアが米国と欧州に対し宣戦布告―冷戦 2.0 

ロシアと西側のささいなけんかは 2015年もどんどんヒートアップ、ロシアはとうとう冷戦開始を宣言、外交関係を断

絶。ロシアはウクライナにおける支配を高め、プーチンは東欧への拡大という脅しに！これに激怒した西側は、ポーラ

ンド、スロバキア、ハンガリーに軍隊を展開、ロシアからの防衛に。そしてこれにロシアが過敏に反応、とうとう欧州

へのガス供給のストップへ！原油価格は暴騰、ロシア経済を回復させるとともに、結果的に米国のシェールオイル業界

と水圧破砕業者たちを救うことに。米国のオイル業界とロシア経済双方に恩恵があったことで、ロシアと西側の緊張は

2016年の早期に緩和、この歴史上最短の“冷戦”はすぐに過去の話に。 
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原油が 40ドルまで下落 

イランに核関連施設の解体を促すため、米国と同盟国は経済制裁の一環だったイランの原油の禁輸措置を解除、これに

より世界のマーケットにイラン原油が再登場。イランは世界第 4位の原油埋蔵量があるにもかかわらず、経済制裁が重

くひびいていたため、大幅に生産を減らしていました。生産と供給の自由を得て、イラン油田は急激にマーケットで文

字通り氾濫を起こし、WTIは 1バレルあたり 40ドルまで急降下。これにより世界は大混乱！ロシアはデフォルト、ノ

ルウェーは政策金利の緊急引き下げでノルウェークローネが記録的な下落。欧州も本格的なデフレにはまって ECBが

世界最大の量的緩和を発動することで、オーストラリアにも影響が波及。 

 

スイスはペッグ制をエスカレート 

2011年 9月にスイス国民銀行が EUR/CHFの下限防衛ラインを 1.20と設定してから、以前は 3年間で 500pipsもレ

ンジがあった通貨ペアなのに、すっかり週足でもボラティリティのない銘柄に。しかし、ユーロに圧力がかかるにつれ

て、スイス国民銀行も瀕死の経済に刺激を与えるため、不動と見えた防衛ラインを 1.30以上に再設定、EUR/CHFに

ボラティリティを呼び込みます。ただ、スイスの GDPもインフレ率もほとんどゼロ付近で停止、そしてユーロ圏の経

済活動もまた落ちてくると、スイス国民銀行はもう最大の貿易取引相手との地域内通貨戦争のために防衛ラインをまた

上げなくてはなりません。これはもう、スイスチョコレートの値下がりを望む筆者の夢がからんだ予想かも！？ 

 

米ドルは 2015年に 150円に!? 

米国と日本の金融政策の違いを背景に、上昇を続ける USD/JPY。日銀はマーケットに資金を氾濫させる一方、米国

FRBは量的緩和プログラムを終了してさらに金利引き上げの準備中。日銀による一層の刺激策と、米国経済の予想を超

えた回復の強さから、米ドル/円はここ 10年間は見ていない高さまで上がるかも。インフレ率を引き上げ、経済成長を

加速させるという東京のこれまでの試みは大いに失敗といえそう。特に、もしエネルギー価格が下がり続け、国内需要

が盛り上がらず、さらに貿易関連セクターで円安への好反応がないまま、経済活動で目立った結果が出ないと、日銀か

らさらなる量的質的緩和の加速も？米国では、今のインフレ率予想は抑えられつつも、FRBがすでに強い回復を見せて

いる労働市場の状況と合わせて、インフレ率の見通しを強めていくならば、利上げ時期を今の予測よりも早めることも。

2015年早期にこのシナリオ通りの流れになる場合、USD/JPYは 2007年の最高値付近 125.00まで上がり、135.00

のレジスタンスラインを目指し、そこを突破すると 150.00も見えてくる!? 

 

EUR/USDのパリティ割れ 

2014年初頭、原油の急落、米国株の回復、そして世界的に政策金利がこれほど長期間低く抑えられるなど、誰も予想

していませんでした。EUR/USDのパリティ割れなんて、今はくだらない夢のようだけど、2015年末に向けてはそう

も言っていられないかも？理由は簡単。ECBと FRBの金融政策がパリティ（一致）ではないから。米国は伸びている

経済に応えて利上げする見込みなのに対し、ECBはユーロ圏のデフレ懸念から脱却するために、大規模な量的緩和を炸

裂させるとみられています。 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の

変動によって大きな損失をこうむる可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より

詳しくは、 弊社ホームページのリスク説明 http://jp.forex.com/jp/others/forex_about.shtml をご覧ください。 

 

 

© 2014 FOREX.com 無断転載・改変は禁止されています。 

 

   57 

本レポートに記載されている情報や見解は、一般的な情報としての使用のみを目的としたものであり、通貨、CFD、そ

の他あらゆる金融商品の、購入や売却に関する勧誘や依頼の意図は全くありません。本文書に盛り込まれている、いか

なる見解や情報も、予告や通知なく変更することがあります。本文書は、特定の投資目的や、何らかの財務的背景、特

定の受領者の意思などに沿って書かれ配布されたものではありません。本文書内で引用・言及されている、あらゆる過

去の価格データ・価格推移データは、当社独自の調査や分析に基づいており、当社はそのデータの提供元やそのデータ

そのものの信頼性につき、いかなる保証もせず、また筆者や訳者、各国の支社・支店も、本文書の内容の正確性や完全

性についても一切保証しません。本文書については英語版を原版とし、翻訳版と原版で相違がある場合には、原版の内

容が優先するものとします。本文書の内容に基づく直接または間接の損失、そして本文書を信頼したことによる、いか

なる人物や団体が結果的に引き起こした損失についても、当社は一切その責を負いません。 

 

先物取引、先物オプション取引、外国為替証拠金取引（または FX）、CFD、その他、入金額よりもレバレッジをかけ

て、より大きな金額で取引をする金融商品には、当初入金額を超える大きな損失を被るリスクがあり、すべての人に適

するわけではありません。レバレッジを大きくして取引すると、その分リスクも高くなります。金スポットや銀の取引

は、米国商品取引法（U.S. Commodity Exchange Act）の規制で保護されていません。また、差金決済取引（CFD）

は米国在住者の取引は許可されていません。外国為替証拠金取引（FX）や商品先物取引を行う前には、投資目的、投資

経験、リスク許容範囲等について十分検討する必要があります。本文書内にある、いかなる見解、ニュース、調査、分

析、価格その他についても、「本文書を読むいかなる人物や団体も、FOREX.comが、投資、法的、税務に関して助言

するものではないことを理解している」ことを前提として、一般的な情報として提供されるものです。いかなる投資、

法的、税務に関する事柄についても、適切な専門家や助言者に相談をしてください。FOREX.comは、米国の商品先物

取引委員会（CFTC）、英国の金融行動監督機構（FCA）、オーストラリアのオーストラリア証券投資委員会（ASIC）、

日本の金融庁の規制を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 


