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強く打ち出した選挙公約に対する高い期待を受けて、ドナ

ルド・トランプ氏が大統領に就任しました。金融市場の高

い期待は、新大統領が減税およびその他の企業寄りの

政策を実施するとの見通しから、株価上昇という形で現れ

ました。 

しかし、トランプ大統領はすぐに難題に直面し始めまし

た。下院は敵対的で、オバマケア改廃法案を可決するの

に必要な票を集めることができませんでした。この失敗か

ら、トランプ大統領は、歴代の大統領の多くがすでに学ん

でいたこと、すなわち、政治状況が入り組んでいる場合に

は進展に時間がかかることに気がつきました。 

トランプ大統領は、議会の支持を得ようと取り組みなが

ら、引き続きトランプ大統領にとってカギとなる重要政策を

推進しています。大統領の支持率は、議会での大統領の

支持に影響するため、2018年中間選挙が近づくにつれ一

段と重要性が増すでしょう。 

トランプ大統領の掲げる3～4％の安定的な経済成長を目

指すという公約は野心的であり、達成は困難でしょう。長

期的な経済成長は、将来の企業収益、インフレ率、債券

利回りを下支えしますが、労働力と生産性向上にかなり

左右されます。国境の強化は、労働人口を減らし、賃金を

上昇させ、企業収益を圧迫する恐れがあり、生産性向上

がカギとなるでしょう。 

トランプ大統領が政府規制の改革に成功すれば、金融業

界にとっては追い風となりますが、エネルギー業界に対す

る影響はそれほど大きくはないでしょう。一般的に、規制

と生産性向上に強いつながりはなく、州および地方政府

レベルで厳しい規制が多く存在しています。 

企業トップはトランポノミクスに対して楽観的な見方をして

おり、景気対策と経済成長の見通しに注目しています。こ

うした楽観的な見方が行動に反映されれば、研究開発な

どの投資が増え、生産性向上が期待できるでしょう。 

 

トランプ大統領の政策目標のハードルが高いことは明

らかであり、3カ月間ですべてに成功するのを期待する

のは現実的でありません。しかしながら、大統領の政策

の進み具合を評価する上での節目である100日が経過

しました。以上を踏まえて、次ページの得点表で、就任

後100日間のトランプ大統領の成果を評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル・ビュー 

トランプ大統領の就任100日を評価する  

ニール・ドゥエイン 

グローバル・ストラテジスト 
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トランプ大統領の就任100日の得点表 

トランプ大統領は大胆なビジョンを持って就任し、少なくとも1つは素早く得点しました。しかし、それ以降、提案した政策の

多くでわずかな進捗しか見られません。トランプ大統領の取り組みの多くが成功するカギは、議会の支持となるでしょう。

議会の支持なしでは、政策目標の実現には限界があるでしょう。 

 

投資への示唆 

・「トランプレーション」に対する市場の期待は後退するだろう 

・トランプ大統領が掲げる3～4％の安定的な経済成長を目指すという公約は達成が困難だろう。主に労働力の伸びと生

産性向上に左右されると思われる 

・トランプ大統領が規制緩和に成功した場合、金融業界にとって追い風となり、エネルギー業界に対する影響はそれほど

大きくないだろう 

・全体として、一般に予想されていたよりも進捗は遅いペースで、時間がかかるだろう 
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米国の見通し 

景気循環の後期においてイノベーションがいかに 

投資機会を創造するか 

米国の株式市場が過去最高水準に達しているのを無視

するのは難しいでしょう。S&P500は2009年の安値から3

倍を超える上昇をみせ、PERは過去最高水準に達して

います。 

株価上昇を謳歌している投資家も依然としていますが、

株価上昇が長く続きすぎていると懸念する声もありま

す。当然のことながら、売買の最適なタイミングを見極め

る方法はありませんが、投資サイクルで最も収益を獲得

できる機会は最後まで残っているといえるでしょう。手仕

舞いが早すぎると、収益獲得の機会損失が大きくなりか

ねません。 

 

投資サイクルで最も収益を獲得できる機会は最後まで

残っているといえるでしょう。手仕舞いが早すぎると、収

益獲得の機会損失が大きくなりかねません。 

 

ポジション維持に加え、投資サイクル後期に考慮すべき

アプローチがあります。それは、創造的破壊を引き起こ

し、顧客に多大な価値を提供する企業への投資です。そ

のような企業の多くは、消費者が必要不可欠であると考

える重要な製品やサービスを提供しているため、正確に

高く評価されており、景気後退期にも有利な状況にある

といえるでしょう。 

イノベーションが価値を高める 

ソーシャル・メディア、クラウド・コンピューティング、Eコ

マースの成長を後押しした、生産性を向上させているハ

イテク企業のイノベーションを考えてみましょう。破壊的

な技術により、赤字企業の多かったITバブルとはかなり

異なる興味深い転換点を迎えています。現在の最も革

新的な企業はフリー・キャッシュ・フロー水準を向上さ

せ、利益成長を推し進める力があり、顧客と株主双方に

とっての企業価値を大いに高めています。  

 

現在の最も革新的な企業はフリー・キャッシュ・フロー水

準を向上させ、利益成長を推し進める力があります。 

 

例えば、世界最大のソーシャル・メディア企業は、すべて

の広告費の採算性をより明確にすることで、顧客とって

の価値を高め続けています。景気後退期には広告予算

が縮小されるため、ソーシャル・メディア企業の顧客は、

エンゲージメントの高い消費者を対象とし、売上増加に

寄与する広告媒体に絞って広告費を投じる傾向が高ま

ります。 

次に、世界最大のクラウド・サービス・プロバイダーを考

えてみましょう。同社は、大規模なデータセンターや企

業統合に巨額の投資を行うことなく、コストを削減し、生

産性を向上させる機会を提供しています。顧客は、景気

の追い風が弱まりコストの最適化が求められる時期に、

まさにこうした柔軟性を必要とするでしょう。 

 

大手クラウド・サービス・プロバイダーは、顧客が巨額の

投資を行うことなく、コストを削減し、生産性を向上させ

るサポートをしています。景気の追い風が弱まるなか、

顧客はまさにこのようなサービスを必要としています。 

 

最後に、世界最大のEコマース企業は、音楽、メディア、

無料配送、書籍、デジタル保存などの年会費の価値を

高めるために投資を続けています。長年にわたりサービ

ス内容を充実させた後、年会費を1年で25％値上げし、

同企業は大幅な増収になったにもかかわらず、顧客か

らの抵抗はほとんどありませんでした。 

アクティブな銘柄選択の重要性 

当然ながら、景気循環後期のポートフォリオの運用方法

は多数あります。ポートフォリオをよりディフェンシブなセ

クターまたはキャッシュへシフトするのは、分散効果を高

めるために幅広い銘柄に投資するのと同様に、伝統的

な方法の一つといえます。 

しかし、市場の急落により資産クラス全般が押し下げら

れる可能性があることを踏まえると、強気相場の後期に

はアクティブな特化型のアプローチが有効となりえま

す。どのような投資戦略も利益を保証し、損失を防ぐこと

はできませんが、差別化したサービスを提供し、測定可

能な収益を獲得している企業へ投資は、市場のピーク

に関する議論が白熱する中でも、投資家が必要とする

分散投資に資することができるでしょう。 

 

カレン・ハイアット 

シニア・ポートフォリオ・マネージャー 
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現在の人工知能（AI）技術はいまだSFファンタジーのよう

なレベルにはありませんが、我々の世界をすでに変えつ

つあります。実際、新たなAI技術の開発が、向こう数十年

にわたる次のイノベーションと自動化の波の中心となるで

しょう。PCやインターネットと同様に、新たな産業を生み出

し、既存事業のビジネスモデルを激変させる可能性のあ

るまさに変革の波といえます。これが、単にハイテク分野

を理解するだけでなくAIの影響を理解することがアクティ

ブ運用にとって極めて重要な理由です。 

 

AIにより転換点を迎える理由 

AIの歴史は古く、1950年代に基本原理が最初に生み出さ

れましたが、AIが現実的なものとなったのは、現在のクラ

ウド・ベースのコンピューティング、モバイル技術および

「ビッグ・データ」のリソースがかつてなく融合するように

なった最近のことです。半導体チップの性能が向上したこ

とで、情報の収集・処理能力が飛躍的に向上し、AIは以

前にも増して進化し、強力になりました。さらに、スマート

フォンの普及により、ソーシャル・メディアを通じてコミュニ

ケーションが行われるようになり、ネット上の買い物が増

え、その結果大量のデータが蓄積され、リアルタイムで分

析・解釈されるようになりました。その間も、機械は対話し

ながら学習し続けています。 

現在AIがすでに達成していることの大部分がひそかに進

行しているか、または単に将来に向けたスタートでしかな

いことを理解するのは重要です。以下のように、実用的な

応用例が多数あり、AIが日常生活を変革する可能性がす

でに示されています。 

■交通状態の改善に応用される道順策定のアルゴリズ

ム、および無人駐車機能やその他の先端安全機能を可

能にするスマート・センサー 

■AmazonのAlexa、AppleのSiri、GoogleのAssistantなど

の質問を受けるごとに学習するディバイスの音声認識シ

ステムを使用して、消費者が日常的にコミュニケーション

を行う 

■乳がんを特定し、肺高血圧症を診断するためにAIが使

用され始めている。一部の事例では、医師よりも正確に

診断 

我々の世界に対するこれらの変化は、投資先企業に直接

的および間接的に非常に大きな影響を与えるでしょう。例

えば、Google、Tesla、Uberなどの企業による無人自動車

の試みは、既存の大手自動車メーカーだけではなく、自

動車メーカー支える企業にとっても脅威となります。AIが

操作する車は、走行だけが従来と異なるのではなく、所

有・修理でも異なってくるかもしれず、また、「人的」ミス

がないため、保険の掛け方でも異なってくるでしょう。破

壊的技術の影響の及ぶ範囲はまさに広範です。 

AIの時代は始まったばかり 

AIは今後数十年間にわたり、すべての産業における技

術と破壊の最大の原動力となる可能性が高いでしょう。

実際、AIのイノベーションのペースは加速しているため、

企業はAI中心の新たな事業を特定・展開するか、競争

上不利な状況に置かれていることに気づく必要がありま

す。イノベーションを効果的に取り込むことが可能な企

業が業界の利益の大部分を獲得できる可能性が高いと

思われます。その結果、アリアンツ・グローバル・インベ

スターズでは幅広く個別銘柄分析を行うにあたり、破壊

的技術に対する脆弱性を検討項目として積極的に採用

しています。 

AIは次の産業革命か？ 

AIは潜在的にさまざまな恩恵をもたらすと考えられてい

るため、一部でその発展は次の産業革命に例えられて

います。蒸気動力機が農村経済および労働力に変革を

もたらしたのと概ね同様に、AIも産業全体に変革をもた

らす可能性があります。AIは、インターネットよりも、

人々の生活や社会により大きくかつ幅広い影響を及ぼ

す可能性があるでしょう。この転換点は、イノベーション

の将来の源泉および市場全体の潜在的な成長に投資

する好機を意味していると考えています。 

アクティブ・マネージャーとして、これらの変化から利益

を上げる企業を特定し、お客様がこうした変化を活用す

ることをサポートすることが我々の仕事であると考えて

います。これらの課題に取り組み、対応していくことは、

今後数十年にわたり投資家にとって心躍るテーマとなる

でしょう。 

 

セバスチャン・トーマス、CFA 

ポートフォリオ・マネージャー 

シリコン･ヴァレーからの報告 

人口知能：投資家にとっての新たな投資機会 

本レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の投資または有価証券に対する言及はいずれも、投資または有価証券の購入、売却、保有を推奨

あるいは勧誘するものではありません。本レポートに記載されている一部またはすべての有価証券は、顧客口座において購入された有価証券を表す場合があります。

本レポートに記載されている有価証券への投資によって利益を上げた、または利益を上げるというわけではありません。本レポートに記載されている有価証券または企

業は、投資助言のお客様に、購入、売却、または推奨したすべてのものを表しているわけではありません。実際の保有状況はお客様により異なります。2017年5月現

在、Amazon、AppleおよびGoogleはデジタルアシスタント市場において最も競争力がある企業のため、本レポートで取り上げています。2017年4月時点でthemerkle.com

によると、Teslaは最も人気の高い電気自動車を販売しているため、本レポートで取り上げています。2016年9月時点でeconomist.comによると、Uberは最も価値の高い新

興企業であるため、本レポートで取り上げています。 
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グラスルーツ・リサーチ 

ロボアドバイザー：個人資産運用の新たな破壊者 

ロボアドバイザー：個人資産運用の新たな破壊者 

資産運用は将来デジタル化されるのでしょうか、それと

もこうした傾向は誇張されすぎなのでしょうか。結論を下

すには時期尚早ですが、「ロボアドバイザー」が投資家

の関心を集め続けているのは明らかです。ロボアドバイ

ザーとは、自動化されたオンラインの資産運用サービス

で、アルゴリズムに基づいたポートフォリオ運用助言

サービスを提供します。また、「システマティック」または

「ロボティック」投資戦略を実用的に利用し始めている

ファイナンシャルアドバイザーの数は一段と増えていま

す。 

個人資産運用業界におけるこうした傾向に対する理解

を深めるために、グラスルーツ・リサーチでは2017年2月

に2回にわたり調査を実施しました。1回目の調査は個

人投資家を対象に、2回目の調査は個人と法人のファイ

ナンシャルアドバイザーを対象にしています。 

投資家は手数料の低さを求めるが、専門家による助言

も重視 

1回目の調査では、予想通り、低コストとロボアドバイス

の組み合わせがこれらのサービス成長のカギとなる要

素であることが示されました。半数を若干上回る回答者

が、手数料無料または手数料の低さがロボアドバイ

ザーの最大の魅力であると回答しています。しかし、こ

れにより、個人資産運用にファイナンシャルアドバイ

ザーを利用する投資家の、アドバイザーが提供するカ

スタマイズされたサービスに対する評価が下がっている

わけではありません。 

2017年の調査では、ロボアドバイザーを積極的に利用

するとした回答者は全体の36％にすぎず、2016年2月の

調査結果の44％から低下しています。ファイナンシャル

アドバイザーを利用している回答者の半分強が、投資

の全額または一部をロボアドバイザーに移す可能性は

非常に低いと回答しています。 

 

2017年の調査では、ロボアドバイザーを積極的に利用

するとしたと回答者は全体の36％にすぎず、2016年の

調査結果の44％から低下しています。 

 

ファイナンシャルアドバイザーはロボアドバイザーの価

値を一部認めている 

また、ファイナンシャルアドバイザーは、ロボアドバイ

ザーが自分達のビジネスを大きく破壊するものではない

と回答しています。顧客が何らかの関心を持っていると

回答したのはわずか10％で、昨年の24％から低下して

います。これは、2017年の調査回答者の年齢が若干高

いことが一部影響しているかもしれません。ファイナン

シャルアドバイザーは、所得をより投資に回すため、ミレ

ニアル世代はロボアドバイザーの影響をより受けるだろ

うと述べています。 

投資家の正味資産はもう一つの重要な要素です。ファイ

ナンシャルアドバイザーは、多額の投資を行っている高

度な知識を有する投資家は、ロボアドバイザーが提供し

ない専門家による助言を望むと述べています。このこと

は、ロボアドバイザーが、投資額が少額でコストに敏感

な投資家により適しているという見解を裏付けていま

す。また、ファイナンシャルアドバイザー自身が提供サー

ビスの一部として、主に少額の口座をより効率的に運用

するために、ロボアドバイザーを使用し始めていることが

分かりました。このことも、ロボアドバイザーの運用コスト

が低いという利点を表しており、投資助言サービスを利

用する、投資額が少額の投資家の数が増える可能性が

あります。 

 

ロボアドバイザーは、ファイナンシャルアドバイザーが少

額の口座をより効率的に運用するのをサポートし、投資

助言を求める投資家の数が増える可能性があります。 

 

将来はデジタル 

今後、若い世代の投資家は金融サービスのデジタル化

を望んでいるため、ロボアドバイザーが金融仲介業者に

とって手ごわい競争相手となる可能性があります。こうし

た課題に直面する中、回答したファイナンシャルアドバイ

ザーは、ファイナンシャルプランニングの幅広い専門知

識と顧客との関係を中心に、価値提案を強調かつ強化

し続けると述べています。 

同時に、ファイナンシャルアドバイザーが、顧客に対する

業務を効率化するために、最新技術を実務に組み入れ

ていることも分かりました。 

■一部のファイナンシャルアドバイザーは、最新のプラン

ニング・分析ツールを使用している。また、顧客との対話

において情報提供を強化するためにリスクツールも使用

ケリー・レウバ 

グラスルーツSM リサーチ、グローバル・ヘッド 
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出所：グラスルーツ・リサーチ （2017年2月現在） 

している。 

■最新の顧客関係管理ツールも使用されている。 

■顧客に対するサービスをカスタマイズし、顧客のニー

ズに迅速に対応するのをサポートするのに、将来、人工

知能（AI）と仮想現実が力を発揮すると指摘されている。 

市場の一部の分野では、地位を築くのにロボアドバイ

ザーは苦戦するかもしれませんが、将来、個人資産運

用においてデジタル技術の役割が大きくなることに疑い

はないでしょう。 

大半の投資家はロボアドバイザーに魅力を感じていない 

2017年の投資家調査では、55％がロボアドバイザーをあまり利用するつもりはないまたは利用するつもりはないとしている。 
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【ご留意事項】 

 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社（以下、当社）の所属するAllianz Global 

Investors グループ（以下、AllianzGI Group）が作成する洞察を当社が翻訳したものです。 

 内容には正確を期していますが、当社が必ずしもその完全性を保証するものではありません。 

 AllianzGI Group各社はAllianz SE傘下のグループ会社です。 

 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたもので

あり特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。 

 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果を保証するものではありません。 

 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における資料

作成会社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

 本資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。 

 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってく

ださい。 

 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等

の行為はご遠慮ください。 

 

投資顧問契約および投資一任契約のお客様は以下をお読みください。 

対価とリスクについて 

1. 対価の概要について 

当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協

議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契約に

係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその

費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行･ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担となります

が、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払

い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご契約されてい

る機関（信託銀行等）が決定するものであるため、また、契約資産額･保有期間･運用状況等により異なりますので、表

示することはできません。 

2. リスクの概要について 

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定さ

せて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品（デリバティブ取引等）は、様々な指標等の変動の影響を受け

ます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれ

があります。 ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。 

アリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパン株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第424 号 

一般社団法人日本投資顧問業協会に加入 

一般社団法人 投資信託協会に加入 


