
商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会/ 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 1

マーケットレポート 情報提供資料
2016年10月21日

※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。
※上記グラフと表は,将来の経済、市況、その他投資環境にかかる動向などを示唆、保証するものではありません。

市場環境見通し（2016年秋）
国内株式 株主還元強化が株価を下支えする中、国際政治と為替変動リスクには要注意

国内景気が不冴えで、海外環境の不透明感等を背景とした
企業決算下振れ懸念から、決算発表期前後にかけて下押し
する場面も想定されます。しかし、豊富なキャッシュを背
景とした自社株買い等株主還元姿勢の強化は進んでおり、
しばらくは今年の下値圏で底固め局面が予想されます。

企業業績は為替相場の円高シフトの影響などにより、本格
回復には時間を要すことが見込まれます。1ドル＝100～
105円の為替水準などを前提とすると、2016年度は小幅
増益、もしくは小幅減益に陥るリスクを概ね織り込んだ株
価水準となっていると考えられます。

上記以外のリスクとしては、マイナス金利拡大を含む日銀
による追加金融緩和と米大統領選挙等の国際政治が挙げら
れます。銀行・保険セクターと年金資金運用への悪影響な
ども懸念される中、マイナス金利の拡大が手詰まり感を強
める可能性や、米大統領選挙が予想外の結果となること等、
政治的リスクは依然として無視できない状況です。

国内株式市場の動向と見通し

日経平均株価の推移

国内債券 インフレ期待が乏しい中、日銀の長短金利コントロール策からレンジ推移

英国の欧州連合（EU）離脱選択後、マイナス金利拡大期
待から金利は低下したものの、その副作用への懸念から一
時10年国債利回りはプラス圏近くまで急騰するなど乱高
下しました。９月に日銀が長短金利操作付き量的・質的金
融緩和を導入したことから、市場は落ち着きを取り戻し、
10年国債利回りは英国のEU離脱選択前のレンジでの推移
となりました。

日銀が2％の物価安定目標達成に向けて、金融緩和の姿勢
を長期継続していく公算であり、短期金利は低位安定が想
定されます。

国内景気が不冴えで円高進行により国内企業の業績への不
安感は継続し、インフレ期待が乏しい状況とみられます。
日銀の長短金利双方をコントロールする金融政策の影響に
より、長期金利は現水準を挟んだ狭いレンジでの推移を想
定します。但し、海外金利変動による影響には留意が必要
です。

国内債券市場の動向と見通し

10年国債利回りの推移

実績 予想範囲
2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2016年度(※)

日経平均
株価

16,449.84 17,750 17,250 14,500～
19,000

予想

実績 予想範囲
2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2016年度(※)

10年国債
利回り

-0.09 -0.05 -0.05 ‒0.20～0.10

予想

単位：円 ※2016/10～2017/3

※期間：2014年3月末～2016年9月末（日次）

単位：％ ※2016/10～2017/3

（％）

（年/月）

（年/月）※期間：2014年3月末～2016年9月末(日次）
（出所:ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成）

（円）



2※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。

※上記グラフと表は、将来の経済、市況、その他の投資環境にかかる動向などを示唆、保証するものではありません。

外国株式 金利と商品市況の安定効果が下支えも、米欧政治リスクには要注意

米国は、6月と同様に政局動向による市場の混乱が起きて
も短期間に収束されれば、不透明感の解消とともに景況感
改善が見込まれます。また、低水準の資金調達コスト、豊
富なキャッシュを背景に、事業統合・整理を目的とした
M&Aや自社株買いの活発化から、底堅い展開が予想され
ます。但し、企業業績は、通貨変動や金利上昇による資金
調達コスト増に敏感な点には注意が必要です。

欧州は、英国のEU離脱選択後も各国で選挙等政治イベン
トが続く中、辛うじて政治的安定を保っている状況です。
また、シリア内戦激化に伴う難民増がトルコへの負担度増
に繋がる等のリスク拡大が懸念されます。加えてマイナス
金利常態化による金融業況の悪化もあり、中央銀行による
緩和的な金融政策や商品市況の安定といった下支えが必要
とされるなど、ぜい弱な状況が続くと見ています。

新興国では、中国の財政拡大策や商品市況などの価格改善
により関連諸国の景況感は改善し始めています。食品価格
の落着きもあり、金融緩和策も発動され始めれば、先進国
に対し中国を中心に相対優位の展開が続くと見られます。
但し、先進国以上に通貨変動や金利上昇による資金調達コ
スト増に敏感な市場とみられ、留意が必要です。

外国株式市場の動向と見通し

ダウ・ジョーンズ工業株価平均の推移

外国債券 米国やドイツの長期金利は低位安定か

米国は、原油価格が反騰し賃金の伸びが上昇基調に転じて
いることから、インフレ警戒感が高まりやすくなっており、
政策当局には金融政策が後手に回るリスクは回避したいと
の思惑があると考えられます。11月の大統領選を終えた
12月に開催予定の米連邦公開市場委員会（FOMC）にお
いて小幅な利上げが実施される可能性が高いと予想します。

市場では年内の米利上げ実施の確率をある程度織り込んで
いるとみられますが、雇用環境等の経済情勢を踏まえると
予防的な金融引き締めの域は越えず、金利の上昇幅は小幅
にとどまる見込みです。日独では長期金利のマイナス化が
進む一方、米国では依然としてプラスの水準を維持してお
り、米国債市場には利回り選好の動きが継続するとみられ
ることから、利回り上昇は抑制されると考えています。

ユーロ圏は、周縁国での政治情勢および金融セクターに火
種を抱える中、英国がEUから離脱することによる圏内経
済への影響は不透明で、欧州中央銀行（ECB）の緩和措置
は長期化する見込みです。但し、米国同様、インフレが反
騰するリスクには要注意と考えています。

外国債券市場の動向と見通し

10年国債利回りの推移

単位：米ドル ※2016/10～2017/3

（米ドル）

（年/月）

※期間：2014年3月末～2016年9月末(日次）

※2016/10～2017/3単位：％

（％）

（年/月）
※期間：2014年3月末～2016年9月末（日次）

（出所:ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成）

実績 予想範囲
2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2016年度(※)

米10年国債
利回り

1.59 1.75 1.75 1.00～2.25

独10年国債
利回り

-0.12 -0.10 -0.10 ‒0.50～0.50

予想

実績 予想範囲
2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2016年度(※)

18,308.15 18,750 18,500 15,500～
19,750

予想

ダウ・ジョー
ンズ工業株価

平均



３※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。

※上記グラフと表は、将来の経済、市況、その他の投資環境にか
かる動向を示唆、保証するものではありません。

為替相場 慎重な金融政策姿勢を背景に、先進国の主要通貨はレンジでの展開

世界的な成長期待不足・地政学リスクに加え米欧の政局不
透明感から、米国では年内１回の利上げの可能性が高いも
ののその後の利上げは極めて慎重なペースで行われると想
定します。一方、日銀・ECBは緩和姿勢を継続しています
が、自国通貨安に依存する政策からの脱却が求められる中、
更なる金融緩和には慎重にならざるを得ず、先進国の主要
通貨は方向感に乏しいレンジ相場を想定します。

ドル/円は、米国での利上げは極めて慎重に行われる可能
性が高いことと、本邦では金融緩和よりも財政拡大を重ん
じる政策姿勢にシフトする公算が高いことから、７～９月
のレンジでの推移が継続するものと思われます。但し、米
景気の自律回復の強まり・原油価格の上昇によるインフレ
懸念の高まり・トランプ大統領候補勝利等による米国の金
融引締めテンポの加速リスクには注意が必要です。

ユーロ圏では、ECBが金融緩和姿勢を継続する中、追加緩
和は限定的な範囲にとどまると想定されます。欧州域内の
英国のEU離脱問題や地政学リスクの高まり、インフレ期
待の乏しさから、方向感に欠けるレンジ相場の継続を想定
します。また、中東情勢悪化による難民問題の深刻化や移
民排斥への動きなどEU分裂リスクには注意が必要です。

為替相場の動向と見通し

為替レートの推移

（ご参考）コモディティ 【原油】底打ち感はあるものの、レンジ圏で推移する展開を想定
【金】各国の金融緩和姿勢と地政学リスクへの懸念が下支え要因

【原油】

7～9月期は、英国のEU離脱問題による景気先行き悪化懸
念等から下落して始まりました。その後は増産凍結期待
により反発し、９月下旬の石油輸出国機構（OPEC）の非
公式会合にて減産が合意され、WTI原油先物価格は9月末
には1バレル=48米ドル程度まで上昇しました。

11月下旬のOPEC総会までは減産合意の実効性に不透明性
が残る状況です。原油価格上昇による米シェールオイル
の掘削活発化懸念が燻ることと、世界の原油消費量の伸
びが原油供給の伸びを下回る状況等を背景に上値は限定
的と考えています。当面は1バレル=40米ドル台半ば～50
米ドル台半ば程度のレンジ圏で推移すると予想します。

【金】

7～9月期は、米追加利上げ観測に振らされて、1トロイオ
ンス=1,300米ドル台前半を中心としたレンジ圏での推移
となりました。

中期的な高値圏にあり利益確定売りが出やすい状況とみ
られます。但し、米国の利上げペースは緩やかと見込ま
れることや、各国中央銀行が金融緩和姿勢を継続し流動
性の供給が続くと想定されること、地政学的な懸念が燻
ることから、下値も限定的と考えています。

実績 予想範囲
2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2016年度(※)

ドル/円 101.33 105.00 105.00 90.00～
110.00

ユーロ/ドル 1.12 1.13 1.13 1.05～1.35

予想

単位：円（上段）、米ドル（下段） ※2016/10～2017/3

（円）

（年/月）※期間：2014年3月末～2016年9月末(日次）

（米ドル/バレル）

（米ドル/トロイオンス）

※期間：2013年3月末～2016年9月末（月次）

米ドル高
ユーロ

安

米ドル安
ユーロ

高

円安
米ドル高

円高
米ドル安

（出所:ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成）

（年/月）

（年/月）

(米ドル）
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●市場指数等、当資料に掲載されているデータの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者及び許諾者に帰属します。

• 日経平均株価（日経平均）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権
を有します。

• Standard & Poor‘s®並びにS&P®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LLC(以下「S&P」)
の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョー
ンズ」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、ア
セットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。「Ｓ＆
Ｐ 500種指数」、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、ア
セットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、
ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、アセットマネジメントOne株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促
進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。
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【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、債券等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（2016年10月20日）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。


