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10月の米ドルは、対円で上昇しました。米国で比較的堅
調な経済指標が相次ぎ、年内の米連邦公開市場委員会
（FOMC）での利上げへの期待が高まったことなどから、
米ドル高円安が進行しました。月後半は日銀が当面は金
融政策を現状のまま維持するとの観測が高まりました。
また、月末には米大統領選挙の先行き不透明感が台頭し、
米ドル高の動きが一服することになりました。

ユーロ

10月のユーロは、対米ドルで下落した一方、対円では上
昇しました。対米ドルでは、欧州中央銀行（ECB）が金
融政策を維持した一方で、米国の年内利上げ観測が高
まったことがユーロの下落要因となりました。対円では、
日銀が金融政策を現状のまま維持するとの観測が高まる
一方で、ECBの追加緩和観測がやや後退し、前月末対比
でユーロ高円安となりました。

◆1ヵ月後の予想レンジ
ユーロ/米ドル：1.06米ドル～1.12米ドル

ユーロ安米ドル高を見込む
ユーロ圏の経常黒字は過去最高水準であり、米欧の経常
収支の格差がユーロ高米ドル安要因となると考えられま
す。しかし、英国のEU離脱に伴う不透明感が欧州実体経
済へ与える悪影響や、米欧の金融政策の方向性の違いな
どによりユーロ安米ドル高の展開を見込みます。

上昇要因 ・ユーロ圏の高水準の経常黒字

下落要因
・英国の欧州連合（EU）離脱に伴う欧州

実体経済への悪影響
・ECBによる金融緩和政策の継続
・FRBによる継続的な利上げ観測の高まり

ユーロ

◆1ヵ月後の予想レンジ
米ドル／円：102円～107円

上昇要因
・米連邦準備理事会（FRB）による継続的

な利上げ観測の高まり
・日銀の積極的な金融緩和政策の継続

下落要因 ・拡大傾向にある日本の経常黒字

米ドル

◆前月の相場動向

米ドル

1

◆今後の見通し

◆前月の相場動向 ◆今後の見通し

（対円）

今後1ヵ月の見通し

緩やかな米ドル高円安を見込む
日米の金融政策の方向性の違いを背景に、米ドル高円安
の展開を見込みます。ただし、米国の経常赤字が継続す
る中、日本の経常黒字が拡大傾向であることなどは米ド
ル安円高要因となるため、米ドル高のペースは緩やかな
ものになると考えます。

（対米ドル）

今後1ヵ月の見通し

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各通貨の推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
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豪ドル

上昇要因

・豪州経済の改善
・豪州経済のリバランス（鉱業輸出中心の

経済から、農産物・乳製品輸出などの拡
大によるバランスのとれた経済への移
行）

下落要因
・物価の伸びが低調なことによる追加緩和

観測
・RBA当局者による豪ドル高牽制発言

低位での推移を予想
足元の英経済指標に改善がみられる点はプラス要因とし
て挙げられます。一方で、EU離脱交渉に向けた政治・経
済的な不透明感等がマイナス要因として挙げられます。
かかる中、今後の英ポンドは低位での推移を予想します。

上昇要因 ・足元の英経済指標に改善がみられる点

下落要因
・EU離脱決定に伴う政治・経済的な不透

明感の高まり
・イングランド銀行（BOE）による追加利

下げ観測
英ポンド

今後1ヵ月の見通し

（対米ドル）10月の英ポンドは、対米ドルで下落しました。メイ英首
相が「2017年３月末までにEU離脱交渉を始める」旨を
表明したことを受け、市場では英EU離脱問題の先行き不
透明感が再び意識されたことから、ポンドは下落しまし
た。

英ポンド

豪ドル

◆前月の相場動向
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◆今後の見通し

◆前月の相場動向 ◆今後の見通し
（対米ドル）

今後1ヵ月の見通し

10月の豪ドルは、対米ドルで小幅に下落しました。豪州
準備銀行（RBA）が金融政策を据え置く中、米国の年内
利上げ観測が上値を抑制しました。一方で、RBA新総裁
の講演での発言が豪ドル高容認と受け止められたことな
どから、下値も限定的でした。

底堅い推移を予想
豪ドルは対米ドルで、底堅い推移を予想します。引き続
き豪州の底堅いファンダメンタルズなどが豪ドルの下値
を支える要因になると思われます。一方、豪州の物価の
伸びが低調なことによる追加緩和観測などが上値を抑え
る要因になると考えられます。

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各通貨の推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
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人民元

緩やかな下落基調が続くと予想
中国景気の先行き不透明感が払拭されない中、対米ドル
で緩やかな下落基調が続くと予想します。ただし、人民
銀行は人民元の主要通貨全体に対する安定性を重視して
いると見られ、大規模な資金流出などによる人民元の急
落時には、当局が明確な介入姿勢を示すなどの対応が想
定されます。

人民元

10月の人民元は、対米ドルで下落しました。国際通貨基
金（IMF）による特別引き出し権（SDR）の構成通貨へ
の人民元組入れ開始といったイベントを通過し人民元買
い支えの必要性が後退したとみられることなどから、対
米ドルで6年ぶりの安値を付けました。

今後1ヵ月の見通し

（対米ドル）

上昇要因
・財政健全化に向けた取り組みの進展
・利下げを通じた景気下支え効果
・原油価格の回復
・主要国対比での大きな金利差

下落要因
・国内経済の停滞
・不安定な政治動向
・中銀による実質的なレアル売り・ドル買

い介入への警戒感
ブラジルレアル

今後1ヵ月の見通し

（対米ドル）

ボックス圏での推移を予想
国内経済の停滞や、不安定な政治動向、中銀による実質
的なレアル売り・ドル買い介入への警戒感などが上値を
抑える要因になると思われます。一方で財政健全化に向
けた取り組みの進展や、利下げを通じた景気下支え効果
などへの期待感が上昇要因となるとみられ、レアルは
ボックス圏での推移を見込みます。

ブラジルレアル

◆前月の相場動向
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◆今後の見通し

◆前月の相場動向 ◆今後の見通し

10月のブラジルレアル（以下、レアル）は、対米ドルで
上昇しました。原油価格の戻りや、国の歳出に上限を定
める憲法改正法案がブラジル下院で可決し同国の財政健
全化への取り組み姿勢などが好感されました。なおブラ
ジル中央銀行（以下、中銀）は10月の通貨政策委員会に
おいて、政策金利を0.25％引き下げ14.00％にすること
を決定しました。

上昇要因 ・中国の多額な経常黒字
・当局による人民元の国際化推進

下落要因
・中国景気の先行き不透明感
・中国の金融市場の混乱
・投資家のリスク回避姿勢を受けた中国か

らの資金流出

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各通貨の推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
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ボックス圏での推移を予想
低インフレ環境のもとでの中銀による利下げや、インフ
ラ投資の促進を背景とした景気拡大期待などが上昇要因
として挙げられます。一方で、米国の利上げ観測の高ま
りなどが下押し圧力として作用するとみられることから、
今後のルピア相場はボックス圏で推移するものと考えま
す。

上昇要因
・利下げやインフラ投資の促進を背景とし

た景気拡大期待
・税制改革による財政改善

下落要因
・米国の利上げ観測の高まり
・中国をはじめとする他の新興国の景気減

速懸念

弱含みの展開を見込む
インフレ率が高止まりで推移するなか、南アフリカ準備
銀行による追加利上げ観測がランド高要因となるものの、
財務相の去就をめぐる問題など政治情勢の混迷や、財政
改革の後退、格下げ懸念がランド安要因と考えられるこ
とから弱含みの展開を見込みます。

10月の南アフリカランド（以下、ランド）は、対米ドル
で上昇しました。月前半は、同国財務相が検察から出廷
命令を受けたことを背景に同国の政治リスクが嫌気され、
下落しました。しかし、金価格が底堅く推移したことや、
中期予算編成方針において財政健全化の方向性が示され
たことなどから、月末にかけて上昇に転じました。

10月のインドネシアルピア（以下、ルピア）は、対米ド
ルで小幅に上昇しました。米利上げ観測の高まりなどが
嫌気されたものの、租税特赦（タックス・アムネス
ティ）の申請が活発化したことなどが好感され上昇しま
した。なおインドネシア中央銀行（以下、中銀）は、10
月の金融政策決定会合において２会合連続となる利下げ
を実施しましたが、影響は限定的でした。

インドネシアルピア

南アフリカランド

今後1ヵ月の見通し

（対米ドル）

インドネシアルピア

今後1ヵ月の見通し

（対米ドル）

◆前月の相場動向
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◆今後の見通し

◆前月の相場動向 ◆今後の見通し

南アフリカランド

上昇要因 ・南アフリカ準備銀行による追加利上げ観
測

下落要因
・政治情勢の混迷による財政見通しの不透

明感
・投機的水準への国債格下げ懸念

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各通貨の推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。
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市場データ一覧①

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各市場データの推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。

1ヵ月 1年

【対円】
 米ドル 104.82円 3.4% -13.1%
 ユーロ 115.10円 1.1% -13.3%
 英ポンド 128.34円 -2.4% -31.0%
 豪ドル 79.76円 2.8% -7.4%
 ブラジルレアル 32.87円 5.7% 5.1%
 人民元 15.49円 1.9% -18.9%
 100インドネシアルピア 0.81円 3.6% -8.6%
 南アフリカランド 7.78円 5.4% -10.9%

【対米ドル】
 ユーロ 1.10米ドル -2.3% -0.2%
 英ポンド 1.22米ドル -5.6% -20.6%
 豪ドル 0.76米ドル -0.6% 6.6%
 ブラジルレアル 3.19レアル 2.3% 20.9%
 人民元 6.77人民元 -1.5% -6.7%
 インドネシアルピア 13,019.00ルピア 0.2% 5.1%
 南アフリカランド 13.47ランド 1.9% 2.6%

為替（ニューヨーク市場） 2016年10月末 騰落率

• 日経平均株価に関する著作権並びに「日経」および日経平均株
価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、すべて日本
経済新聞社に帰属します。

• 東証株価指数（TOPIX）および東証REIT指数は、株式会社東京
証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノ
ウハウは、㈱東京証券取引所が有しています。

• MSCIエマージングマーケット指数は、MSCI Inc.が開発した指
数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利
はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容
を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

• 「Standard & Poor’s®」「S&P®」「スタンダード＆プアー
ズ」は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービ
シーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、アセットマ
ネジメントOne株式会社に対して利用許諾が与えられていま
す。

• JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・グローバル・ダイバーシファイドは、JPモルガン社が公表
している指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他
一切の権利はJPモルガン社に帰属します。またJPモルガン社
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を
有しています。

• BofAメリルリンチは同社の配信するインデックスデータを現状
有姿のものとして提供し、関連データを含めて、その適合性、
品質、正確性、適時性、完全性を保証せず、またその使用にお
いていかなる責任も負いません。またアセットマネジメント
One（株）およびそのサービスや商品について、推奨、後援、
保証するものではありません。

• FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が所有する
商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International
Limitedが使用します。NAREIT®はNAREITが所有する商標で
す。

【当資料で使用している指数について】
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市場データ一覧②

出所：ブルームバーグ、BofAメリルリンチ（使用許諾済）およびJPモルガンが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記グラフは、将来における各市場データの推移を示唆、保証するものではありません。

※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。

債券利回りが上昇（低下）すると債券価格は下落（上昇）します。

1ヵ月 1年
日本10年国債 -0.05% 0.04% -0.35%
米国10年国債 1.83% 0.23% -0.32%
英国10年国債 1.25% 0.50% -0.68%
ドイツ10年国債 0.16% 0.28% -0.35%
豪州10年国債 2.35% 0.44% -0.27%
米国ハイイールド債券 *4 6.54% 0.05% -1.15%
エマージング債券 *5 5.24% 0.25% -0.79%
*4 BofAメリルリンチ・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス
*5 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド

債券利回り 2016年10月末
変動幅

1ヵ月 1年
日経平均株価 17,425.02 5.9% -8.7%
TOPIX 1,393.02 5.3% -10.6%
NYダウ工業株30種平均 18,142.42 -0.9% 2.7%
ナスダック総合指数 5,189.14 -2.3% 2.7%
FTSE100指数 6,954.22 0.8% 9.3%
ドイツDAX指数 10,665.01 1.5% -1.7%
フランスCAC指数 4,509.26 1.4% -7.9%
ストックス・ヨーロッパ600指数 338.97 -1.2% -9.7%
MSCIエマージングマーケット指数 905.09 0.2% 6.8%
上海総合指数 3,100.49 3.2% -8.3%
ムンバイSENSEX30種 27,930.21 0.2% 4.8%
ロシアRTS指数 988.74 -0.2% 16.9%
ブラジルボベスパ指数 64,924.52 11.2% 41.5%

東証REIT指数 1,785.97 -2.2% 3.3%
東証REIT指数（配当込み） 3,269.40 -2.0% 6.8%
米国REIT指数 *1 15,613.01 -5.1% 7.8%
欧州不動産関連証券指数 *2 3,810.44 -6.9% -12.6%
豪州REIT指数 *3 624.97 -7.5% 6.6%
S&P先進国REIT指数（除く日本） 249.66 -6.5% -0.7%
*1 FTSE NAREIT All Equity REITs指数（配当込み）
*2 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe指数（配当込み）
*3 S&P豪州REIT指数（配当込み）

株価指数等 騰落率2016年10月末



【投資信託に係るリスクと費用】

● 投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リ
スクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は
変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

● 投資信託に係る費用について
［ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。］

■お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料 ：上限4.104％（税込）
信託財産留保額：上限0.5％
公社債投信およびグリーン公社債投信の換金時手数料：取得年月日により、1万口につき上限108円（税込）
その他の投資信託の換金時手数料：ありません

■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）：上限 年率2.6824％（税込）

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算に
よってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動する
ため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

■その他費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

※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、アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれ
の費用における最高の料率を記載しております。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完
全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保
証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加
えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。

２．購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなり
ます。


