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2018年の⽶国株式市場

－年後半に向けて緩やかな上昇を予想、減税時期と⻑短⾦利差に注⽬－
当レポートの主な内容
・リーマン危機後の底値から3倍を超えて上昇してきた⽶国株式市場は、来年後半に向けて緩やかに下値を
切上げる相場展開を予想しています。
・PER（バリュエーション）の拡⼤は期待しにくいことから、増益率程度の上昇を想定しています。
・相場の持続性の観点からは、⻑短⾦利差の動向、テクノロジー株の動きにも注⽬しています。
10年⽬を迎える「⻑期停滞」

図表1 リーマン危機後の株式市場と10年国債利回り
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ね2.5%を下回った状態が続いています(図表1）。通
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それは同時に⾦利を押し上げることになりますが、
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しました。その背景には、リーマン危機後に景気が
拡⼤しても、成⻑率が低位にとどまり、インフレ圧
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の法⼈・個⼈減税が早期に実施されれば、さらに上
⽅修正される可能性があります。⼀⽅、バリュエー
ション（PER）は既に⾼い⽔準まで上昇してきまし
た（図表3）。
18年は、PERのこれ以上の拡⼤は期待薄ですが、

13/3

14/3

15/3

16/3

(年/⽉)

17/3

(期間：2016年4-6⽉期〜2018年 7-9⽉期 )

5
0
-5
(年/⽉)

-10
16/6

16/9

16/12

図表3
(倍)

30

17/3

17/6

17/9

17/12

18/3

18/6

18/9

S&P500の株価収益率（PER）
(期間：2000年1⽉~2017年11⽉、⽉次)

28

PER

26

平均(18.7倍）

24
22
20
18

S&P500指数は企業収益の増益率(*)程度の上昇は可

16

能だと考えます。

14

(*)Bloomberg予想は約10%

12/3

予想
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れます（図表2）。この予想は、仮にトランプ⼤統領

11/3

図表2 S&P500の⼀株利益(EPS)成⻑率(四半期・前年⽐)

たる18年には、⽶国経済が「⻑期停滞」から抜け出

リュエーションを考えてみましょう。企業収益は⾜

10/3

(％)

25

構造的な議論を⾏う前に、当⾯の企業収益とバ

1.0
09/3

滞」と形容しました。リーマン危機から10年⽬にあ

2018年は増益率程度の上昇を期待

10年国債利回り（右軸）

500

とがあったと考えられます。この状態を、ハーバー
ド⼤学元学⻑のローレンス・サマーズ⽒は「⻑期停

1.5
S&P500（左軸）

12

(年/⽉)

10

00/1 01/7 03/1 04/7 06/1 07/7 09/1 10/7 12/1 13/7 15/1 16/7

（図表1-3の出所） Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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図表4 株価指数の推移と景気後退期

⻑短⾦利差に注⽬
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（図表4-6の出所） Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

¾ FRBに続いて、欧州中央銀⾏が⾦融政策の正常化を
進めれば、⾦融市場に供給された流動性が徐々に
縮⼩し、世界中で株式を中⼼とするリスク資産の
価格が上がりにくくなると考えます。
以上 （作成：投資情報部）
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