
最終ページの「ご注意点」を必ずご確認ください。|1

2023年1月 フィデリティ投信株式会社

情報提供資料

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800

'22/1 '22/3 '22/5 '22/7 '22/9 '22/11 '23/1

最近の米国株価と米国10年金利（2023年1月20日まで） • 2022年は、新型コロナウイルスが

もたらしたインフレの熱が冷めない

中、ウクライナ危機が生じて、幅広

い国や地域に、①インフレと、②利

上げが広がりました。

• そのインフレはようやく「頭打ち」に

なっているように見え、「利上げ幅

が縮まる」「打ち止めも近い」との見

方が、株価を支えています。

• 今後、景気後退が来るか来ないか

は誰にもわかりません。景気後退

の可能性を、時間と資産の分散投

資を進める「きっかけ」にするのが

望ましい対応でしょう。

S&P 500
（左軸）

米国10年金利（右軸）
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【出所：いずれも】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの期間：2022年1月1日～2023年1月20日、日次。【注：下段】データの期間：2022年1月1日～2022年12月
30日、日次。【下段の上】「欧州株式」：STOXX Europe 600 Index。「新興国株式」：MSCI Emerging Markets Index。「Jリート」：東証REIT指数。「米国リート」：FTSE NAREIT All 
Equity REITs Index。「アジアリート」：S&P Pan Asia REIT excluding Japan Index。【下段の中】 「日本国債」：ICE BofA Japan Government Index。「米国国債」：ICE BofA US 
Treasury Index。「米投資適格社債」：ICE BofA US Corporate Index。「米ハイ・イールド」：ICE BofA US High Yield Index。「新興国（米ドル）」：ICE BofA US Emerging Markets 
External Debt Sovereign & Corporate Plus Index。【下段の下】「ブラジル」：ブラジル・レアル、「トルコ」：トルコ・リラ、「インド」：インド・ルピー。あらゆる記述やチャートは、例示目的もし
くは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
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• 【2022年の株式・リート市場】 ウク

ライナ情勢や世界的な金融引き締

めにより、多くの市場で下落しまし

た。ただし、ドル高・円安が大幅に

進んだことで、円建てでは下落幅

が抑制されました（【棒グラフ】は円

建て表示。14.6%のドル高・円安） 。

• 【債券市場】 ①インフレ懸念と、②

主要国での利上げ観測の高まりに

よって金利が上昇し（＝債券価格

は下落）、現地通貨ベースではリ

ターンが総じてマイナスになりまし

た（【棒グラフ】は円建て表示）。

• 【為替市場】 金融緩和を維持する

日本と、引き締めを進める他の国

との金融政策の違いなどから、円

安が進みました。

TOPIX S&P 500 欧州
株式

新興国
株式

Jリート
米国
リート

アジア
リート

Q1. 最近の金融市場の動きは?
A1. 米国を中心にインフレが「頭打ち」になっていることから、株価は回復基調です。

今後、景気後退が来るか来ないかはわかりませんが、分散投資の「きっかけ」にできるでしょう。

米利上げ懸念・
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• 【左図】 1989年の米ソ冷戦終結後、

米国は中国などとの経済的な結び

つきを強めました。グローバル化

や「平和」の時代において、先進国

の大企業は賃金が安いところ、市

場規模が大きいところに工場を建

てました。

• どの程度グローバル化が進んだ

かを考えると、①先進国では経済

格差に不満が出るくらい、大企業

の利益は増えました。②アメリカが

心配するくらい、中国は経済力と

軍事力をもちました。③「異常気象

が起きるほど地球環境が破壊され

ている」という活動家も大勢います。

米国：製造業の就業者数

年頭に考える「世界の変化と資産運用」

Q3. 今後、グローバル化の「揺り戻し」が起きるなら、資産運用はどうすれば?
A3. これまでは、低インフレ・低金利・企業利益の大幅増で、インデックス投資が成功しました。
今後は、この逆に備え、運用成績が長期で良好なアクティブ・ファンドへの分散投資が一案です。

米国：中国からの輸入金額（GDP比）

Q2. 昨年は欧州で戦争もあり、アジアでの緊張もあり、激動の1年だった。世界は今後どうなる?
A2. たとえば気候変動や経済格差（トランプ、ブレグジット）、米中の覇権争い、パンデミックなどは
過去30-40年のグローバル化の結果であり、その「揺り戻し」が起きつつあるのかもしれません。

• 【左図】 グローバル化の影響で、先

進国では製造業の雇用が失われ、

国内の経済格差は拡大しました。

• 他方でグローバル化は、低インフレ

や低金利、企業利益の大幅増につ

ながって幅広い資産価格は大きく

上昇し、市場全体に投資をするイ

ンデックス・ファンドは成功しました。

• 今後、グローバル化が後退すれば、

企業の生産活動は非効率化し、資

産市場やインデックス投資は過去

のような高いリターンを生み出さな

くなる可能性があります。運用成績

が長期で良好なアクティブ・ファンド

を探し、分散することが一案です。

（万人）

【出所：上段】米経済分析局（BEA）、米センサス局、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データ期間：1980年～2021年、年次。
【出所：下段】米労働統計局（BLS）、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データ期間：1980年～2021年、年次。
あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

（年）

中国のWTO加盟

冷戦の終結

米中貿易戦争
の開始

600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600

'80 '85 '90 '95 '00 '05 '10 '15 '20

中国のWTO加盟

冷戦の終結

（年）



|3 最終ページの「ご注意点」を必ずご確認ください。

情報提供資料

2023年1月 フィデリティ投信株式会社

0 1 2 3

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-

• 【左図】 2023年に、インドは、中国

を抜いて世界最大の人口を持つ

国になると見込まれています。

• おそらく今後、米国はアジア地域

の安全保障を見据え、インドを自

由・民主主義の陣営に引き込み、

インドの成長を支援するでしょう。

• 他方で、米国は、企業に先端半導

体の製造に必要な装置の、中国

への輸出を禁じており、日本やオ

ランダにも同調を促しています。

• こうした米国による「囲い込み」に

より、投資家のマネーは、日米や

インドに向かう可能性があります。

中国とインドの人口構成（2021年）

年頭に考える「米中覇権争いと資産運用」

Q5. 今後の中国経済はどうなる?
A5. 中国は、『チャイナ・アズ・ナンバーワン』の座を追われる可能性があります。

中国とインドの総人口の推移

Q4. 2023年はどんな年になりそう?
A4. マネーの行き先が変わり始める年になる可能性があります。これまで世界経済の主役は中国
でした。今後は米国の「囲い込み」によって、マネーは日米やインドなどにシフトすると見られます。

• 【左図】 中国は高齢化しており、対

照的に、インドは人口構成が若い

ことがわかります。

• 中国は、次の3つの要素によって、

世界経済「実質ナンバーワン」の座

を追われる可能性があります。

1. 米国の『封じ込め』政策（→米国

はかつてソ連を封じ込めた）、

2. 中国自身の『共同富裕』政策（→
社会主義への回帰、IT・教育など

高成長産業の抑制）、

3. （かつての日本と似た）成長の限

界：人口と不動産価格のピーク、

低成長下の債務増大

【出所：上段】国際通貨基金（IMF）、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データ期間：1980年～2027年、年次。
【出所：下段】国連、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの時点：2021年。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
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• 【左図】 昨年はインフレ率の高まり

が大きな懸念材料でしたが、最近

は鈍化してきており、これまでの利

上げは米国経済に望ましい効果を

もたらしていると言えます。

• しかし過去は、多くの利上げの後

に景気後退が訪れています。

• 今後、景気後退が来るか来ないか

は誰にもわかりません。しかし、

データを見るかぎり、「景気後退が

来ない」確率よりも、「景気後退が

来る」確率のほうが高そうです。

• これを機会に、分散投資を進める

ことが望まれます。

（同上）Q6. 米国の景気後退は来る?
（同上）A6.今後、景気後退が来るか来ないかは誰にもわかりません。景気後退の可能性を、

時間と資産の分散投資を進める「きっかけ」にするのが望ましい対応でしょう。

米国の政策金利と景気後退

Q6. 米国の景気後退は来る?
A6.今後、景気後退が来るか来ないかは誰にもわかりません。景気後退の可能性を、

時間と資産の分散投資を進める「きっかけ」にするのが望ましい対応でしょう。

• 【左図】 現在の米国の失業率は

過去の「下限」に近くなっています。

「完全雇用」に近い、望ましい状態

です。

• しかしながら、過去を見ると、失業

率が現在のような低水準で、長く

横ばいになったことはほとんどなく、

まもなく上昇して景気後退に至っ

ています。

• データを見るかぎり、「景気後退が

来ない」確率よりも、「景気後退が

来る」確率のほうが高そうです。

• これを機会に、分散投資を進める

ことが望まれます。

【出所：上段】米連邦準備制度理事会（FRB）、米経済分析局（BEA）、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの期間：1955年1月～2022年12月、月次。対象の物価
指数はPCE価格指数（食品・エネルギーを除く）。ただし、インフレ率は2022年11月まで。

【出所：下段】米労働統計局（BLS）、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの期間：1955年1月～2022年12月、月次。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
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• 【左図】 1871年からのデータによ

れば、「景気後退の平均期間」は

「16.7ヵ月」です。

• また、米国の株価は平均して景気

後退入りの「約5ヵ月前」にピーク

を付け、景気後退明けの「約5ヵ月
前」に底打ちします。すなわち、直

観どおり、「株価は、景気を先読み

して動く」傾向があります。

• 以上を整理すると、株価は景気後

退よりもちょうど「5ヵ月間、手前に

シフト」していますから、「株価の平

均的な下落期間」も「景気後退の

平均期間」と同じ「16.7ヵ月」程度

と考えられます。

今回の株価の動きと底打ちの水準・タイミング（イメージ）

Q8. 今回、株価はいつ底打ちしそう?
A8. 21年12月を株価のピークと仮定すると、底打ちのタイミングは「23年前半頃」と試算されます。

下落を恐れるのではなく、機会と捉え、積み立てなどの投資プランに従うことが一案です。

米国：平均的な景気後退と株価の動き 【イメージ図】

Q7. 景気後退のときに株価はどう動く?
A7. 1871年からのデータでは、米国の株価は平均して景気後退入りの約5ヵ月前にピークを付け、

景気後退明けの約5ヵ月前に底打ちします。すなわち、株価は、景気を先読みして動きます。

• 【Q7】で得られたことを今回に適用

してみましょう。

• まず、今回の株価のピークは過去

最高値を記録した「21年12月だっ

た」と仮定します（月中平均ベース）。

• 「21年12月」に「株価の平均的な下

落期間」である「16.7ヵ月」を足すと、

平均的な株価の底打ちタイミング

は「23年4-5月頃」と試算されます。

• 「株価があと4-5ヵ月程度下落する」

のは長く感じられるかもしれません

が、「安く買える期間」と捉えること

もできます。「下落は悲観のときと

いうよりも、投資の機会」と前向き

に捉えることができます。

（指数、S&P 500）

景気後退の期間：16.7ヵ月

（月数）

過去は
景気後退明けの
5ヵ月前に
底を打つ

過去は、景気後退入りの
5ヵ月前にピークを付ける

過去の
下落率：
27.9%
（Q6参照）
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（指数、S&P 500、図中の数値は1871年以降の平均値に基づく）

（年/月）

【出所：上段】Robert Shiller、全米経済研究所（NBER）、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データ期間：1871年1月～2022年12月、月次。株価は月中平均値。対象
期間に、米国は30回の景気後退を経験したが、このうち、景気後退に入る前から景気後退の期間を通じて株価の上昇トレンドが続いた2回を除く。

【出所：下段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データ期間：2021年6月1日～2023年1月19日、日次。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

過去の平均下落期間：
約16.7ヵ月

2分で考える「株価の底打ちはいつ?」

過去の平均下落率（約27.9%）を当てはめると

過去の平均下落期間：16.7ヵ月を当てはめると
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• 【左の図】では、①米国の景気後

退前24ヵ月と、②景気後退開始後

36ヵ月の、米国ハイ・イールド債券

と先進国公益・高配当株式のリ

ターン（利息・配当込み）を比較し

ています。2001年と2008年の2回
の景気後退時の平均値です。

• 肝心の景気後退開始後を見ると、

先進国公益・高配当株式は、3年
経っても、景気後退開始1ヵ月前

の水準を回復していません。

• 米国ハイ・イールド債券は、下落

が限定的な分、早く上昇に転じて

おり、景気後退時に相対的に「ディ

フェンシブ」な資産と言えるでしょう。

Q10. 米国ハイ・イールド債券の利回りは?
A10. 直近1月時点で「8%」を超えており、過去の大きな調整局面に近い水準です。

株式に比べ、景気後退をより早く、より深く織り込んで調整している分、利回りが高くなっています。

【出所：上段】全米経済研究所（NBER）、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの計算対象期間：1999年2月～2004年2月および2005年11月～2010年11月、月次。
「先進国公益/高配当株式」：MSCI World Utilities/High Dividend Index。「米国ハイ・イールド債券」：ICE BofA US High Yield Index。トータルリターン。

【出所：下段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データ期間：1996年1月～2023年1月13日、週次。「米国ハイ・イールド債券」：ICE BofA US High Yield Index。
あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

景気後退前後の公益・高配当株式と米国ハイ・イールド債券

Q9. 景気拡大の終盤戦以降は、公益株式や高配当株式がよいのか?
A9. それは景気後退前までの話です。景気後退を見据えるなら「債券」への分散がよいでしょう。
景気後退局面での調整が浅く、戻りが早い米国ハイ・イールド債券への分散投資が一案です。

（指数値、2001年と2008年の景気後退時の平均値）

（%）

米国ハイ・イールド債券
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先進国公益株式

米国ハイ・イールド債券

景気後退の
1ヵ月前＝100

（景気後退開始からの経過月数、景気後退開始の1ヵ月前＝0ヵ月）

②景気後退開始後①景気後退前

• 【左の図】では、米国ハイ・イールド

債券と10年国債の利回りを比較し

ています。米国ハイ・イールド債券

の利回りは直近1月時点で「8%」

を超えており、過去の大きな調整

局面に近い水準です。

• 『炭鉱のカナリア』の異名をとる米

国ハイ・イールド債券は、「他のリ

スク資産よりも、景気後退をいち

早く先読みして調整する」と言われ

ています。今回も、景気後退をより

早く、より深く織り込んで調整して

いるように見え、その分、利回りが

高くなっています。

米国ハイ・イールド債券と米国10年国債の利回り

2分で考える「調整局面の分散投資先」

先進国
高配当株式

エンロンなど粉飾会計事件
→企業改革法（SOX法）整備

同時多発テロ

リーマン・ショック

欧州債務危機

原油30ドル割れ

パンデミック

米国10年国債

（年）
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• 【左図】は株式市場のブー

ムを見たものです。各株価

指数とS&P 500との相対

株価を取っています。過去

S&P 500対比で大幅に上

昇した株式市場には、大

幅な調整が訪れています。

• 現在は米国の情報技術株

式が、S&P 500を大きく離

して上昇しています。

• 金融市場の荒波を乗り越

えるための鉄則は、「ブー

ムを捉え、ある程度のとこ

ろで距離を置くこと」です。

先進国割安株式と成長株式の相対株価

（同上） Q11. 資産運用は続けるつもりだが、金融市場の調整は不安だ。どうすればよい?
（同上） A11. 方法は、①「長期・分散・積み立て」、②「ブームと距離を置く」、

③逆に「価値はあるが長い間、見放されて割安なものに長期投資をする」の3つです。

株式市場のブームと収束

Q11. 資産運用は続けるつもりだが、金融市場の調整は不安だ。どうすればよい?
A11. 方法は、①「長期・分散・積み立て」、②「ブームと距離を置く」、

③逆に「価値はあるが長い間、見放されて割安なものに長期投資をする」の3つです。

• 【左図】 先進国の割安株式は、成

長株式に対し、2006-2020年の間

劣後し、一時はピークの半値まで

下落しました。割安株式は割安に、

成長株式は割高になっています。

• 長期に大きなリターンを得るための

王道は、割高なものを売り、割安な

ものを買うことです。「長く見放され

ているが、本来は良質なもの」を安

値で拾い、①経済や企業利益の成

長と、②割安感の修正を狙います。

• ただし、A.先行きの利益見通しが

悪いために安くなっているものと、B.
本来の価値に比べて安くなってい

るものとを見極めることが肝心です。

（S&P500との相対株価、ピーク＝100）

（1979年末＝100）

【出所：上段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの期間：1992年1月～2023年1月13日、週次。「米情報技術」：S&P 500 Information Technology Index。「米住
宅建設」：S&P Homebuilders Select Industry Index、2000年1月から。「アーク・イノベーションETF」は2014年7月から。各株価指数をS&P 500で割ったもの。価格リターン。

【出所：下段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの期間：1980年1月～2023年1月13日、週次。「先進国割安株式と成長株式の相対株価」は、MSCI World 
Value Indexを、MSCI World Growth Indexで割ったもの。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
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• 【左の図】は米国株式、米国リート、

国際商品、ゴールドの10年ごとの

リターンを比較したものです。

• 大きなインフレが生じた1970年代

は、国際商品やゴールドは高い伸

びになっています。ただし、ほかの

年代を見ると、これらの資産は、投

資期間が10年でもマイナスになる

場合もあります。大きく上がる分だ

け、反動も大きくなりがちです。

• 米国リートはどの10年をとってもリ

ターンが安定していることがわかり

ます。実物資産であり、長期でリ

ターンが安定する資産として、米

国リートへの分散投資が一案です。

Q13. インフレ対策と言えば、ゴールドや国際商品への投資が王道と思っていたが・・?
A13. ポートフォリオに含めることは否定しません。しかし、ゴールドや国際商品は、必ずしも「長期

右肩上がり」ではなかったり、調整が長期間、続いたりするなど、難しい資産と言えます。

【出所：上段】Robert Shiller、Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】トータルリターン。「米国リート」：FTSE Nareit All Equity REITs Index。「商品」：S&P GSCI 
Commodity Total Return Index。ただし、「1970年代」は、各資産に共通のデータが取れる1972年1月から1980年12月まで。

【出所：下段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの期間：1970年1月～2022年12月、月次。「商品・コモディティ」は、GSCI Commodities Total Return Index。
あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

Q12. 「インフレの鈍化で株価が回復基調」と聞いている。インフレ対策はもはや不要?
A12. これからがインフレです。気候変動対策や米中対立、中国を含む労働力不足、政府債務の増
大などはどれもインフレ要因です。インフレ局面で安定したリターンを出す米国リートへの分散を。

• 【左図】 ゴールドの価格推移を見

ると、1980年頃をピークに、下落

が20年超の期間におよびました。

他方で、国際商品の価格推移を見

ると、一時はピーク時の5分の1に
低下しています。

• ゴールドや国際商品は、株式市場

や債券市場に比べて小さな市場で

す。小さな市場に、たくさんの投資

家が集まると、価格は短期的に、

本来の価値を大きく超えて持ち上

がったり、あるいは、投資家が去る

と、過度に下落調整したりします。

これらへの投資は「簡単ではない」

と考えておくのが適当でしょう。

主要な資産の10年ごとのリターン（年率）

2分で考える「これからのインフレ対策」
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• 2023年の為替市場は特に予測が

困難です。①米国でインフレが続

けば、利下げはなく、ドルは堅調で

しょう。逆に、米国が突然、景気後

退に行けば、利下げからドル安

（円高）になるでしょう。また、②日

銀の金融政策正常化（円高）も排

除できません。別途、③中国の経

済再開がどうなるかでも、円相場

は左右される可能性があります。

• 大事なのは、長期の視点です。

【下のQ15】で説明するように、日

本は、穀物やエネルギーの自給率

が低いために、インフレや円安の

可能性に備えることが重要です。

Q15. 今後の資産運用において、為替をどう考えればよい?
A15. 我々は日々、「手持ちの円を、ドルに換金する生活」を送っています。資産の一部を

外貨建て資産で保有し、外貨で資産を増やすことで、購買力を維持することを検討しましょう。

【出所：上段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの期間：1999年1月～2023年1月19日、週次。

【出所：下段】農林水産省、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの時点：2019年。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

日米の政策金利とドル円レート

Q14. 為替はどうなる?
A14. 2023年は特に予測が困難です。①米国の物価動向、②米国の景気後退、③日銀の政策変
更の有無、④中国の経済再開や景気の動向などに左右されます。大事なのは長期の視点です。

• 【左図】 日本は、食料やエネル

ギーの自給率が低い国です。そし

て、小麦や原油はドルで取引され

ています。普段意識しませんが、

我々は毎日、手持ちの円をドルに

換えて小麦やガソリンを手に入れ

ています。他方で、日本企業は受

け取った外貨の多くを海外に再投

資しています。結果、円売り・ドル

買いの圧力が優勢になります。

• 資産の一部を外貨で保有すること

は、我々の生活実態と整合性があ

り、外貨で資産を増やすことで購

買力の確保、円安やインフレのリ

スク・ヘッジにつながります。

主要国の食料自給率（カロリー・ベース；2019年時点）

2分で考える「今後の外貨投資」

（年）

日本の政策金利（左軸）

ドル円レート
（右軸）

（1ドル=円）

米国の政策金利（左軸）

（%）
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• 【左図】 日本株式の１株利益は、

GAFAM（グーグル、アップル、メタ、

アマゾン、マイクロソフト）を含む米

国株式と同じ程度に伸びています。

• 同じ期間に株価は配当込みで、日

本株式は2.8倍の上昇、米国株式

は5.1倍の上昇でしたから、その分、

日本株式は割安になっています。

• そして、今後の気候変動対策や米

中対立、経済安全保障といった長

期にインフレを呼ぶ要素は、省エ

ネや新エネルギーなどの分野で技

術力を持つ日本の成長企業にとっ

ては有利に働く可能性があります。

Q17. 日本株の今後はどうか?
A17. 銘柄選択が重要です。日本経済全体を見る海外投資家の目は変わらないかもしれません。

他方で、世界市場で高いシェアを持つ成長企業を海外投資家が見放すことはないでしょう。

主要株式指数の1株利益
（今後12ヵ月、2002年1月1日＝100）

Q16. 日本株は上がりそうで上がらないがどうか?
A16. 過去20年を見ると、日本企業の利益は、米国企業並みに伸びており、日本企業は優秀です。

ただし、株価は米国に大きく離されており、日本株はその分、割安です。

• 【左図】 今後の気候変動対策によって化石燃料

からの脱却が進んでいきます。また、経済安全

保障の観点からも、たとえばアジア有事の際に

は、シーレーン（重要な海上交通路）が封鎖され

て日本にエネルギーが入ってこないリスクにも

備えておかなければなりません。

• こうした分野で日本企業の技術が期待されてい

るのが、水素やアンモニアの生成技術、次世代

原子力発電の技術です。もちろん日本は省エネ

大国ですから、省エネ技術も有力視されます。

これらは、日本のみならず、世界中に展開でき

る日本の技術力です。

• 海外投資家の視点を考えると、少子化などの日

本のマクロ経済環境には左右されない、成長企

業に選別投資をすることが一案でしょう。

日本の電源構成（2020年度）

2分で考える「今後の日本株投資」

（年）
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【出所：上段】Refinitiv、フィデリティ・インスティテュート。【注：上段】データの期間：2002年1月～2023年1月17日、週次。

【出所：下段】農林水産省、フィデリティ・インスティテュート。【注：下段】データの時点：2020年。

あらゆる記述やチャートは、例示目的もしくは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
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 ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

• 申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料 上限 3.85%（消費税等相当額抜き3.5%）

• 換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金 上限 0.3％

• 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬 上限 年率2.123%（消費税等相当額抜き1.93%）

• その他費用：上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することがで
きません。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

ご注意） 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、
フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、
当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますの
で、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

https://www.fidelity.co.jp/
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