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※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。※当資料は、ＤＩＡＭが信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、
情報の完全性、正確性を保証するものではありません。※当資料の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。※巻末の
ご注意事項等を必ずご確認ください。
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国内株式

国内債券 インフレ期待は乏しく、金融緩和姿勢の維持から長期金利は低位安定を想定

国内株式市場の動向と見通し

※期間：2014年3月末～2016年3月末

日経平均株価の推移

国内債券市場の動向と見通し

単位：円

単位：％

（円）

（年/月）

円高の進行による業績の下振れリスクが高いとみられ、企業の
決算発表の時期に下落する局面も想定されるものの、米ドル高
の解消による米国などの景況感の改善が期待されることや、マ
イナス金利の適用による豊富なキャッシュを背景とした、自社
株買いなどの株主還元姿勢の強化が進むことが下支えとなり、
下値固めから戻りを試す展開が予想されます。

企業業績は、2016年3月期の決算発表では減益見通しが想定さ
れるものの、1ドル＝110円台前半の為替水準と当社の景気見
通しを前提とすると、今年度は数パーセントの増益が予想され
ます。

5月下旬の主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に向けて、消
費税増税の先送りや補正予算の編成といった財政政策への期待
感が高まっています。消費税増税の先送りについては、2014
年11月の消費税増税の延期表明時の株式市場への影響は限定
的であったことを鑑みると今回も影響は限定的とみられる一方、
補正予算については大規模なものとなれば効果は大きいと予想
されます。

※2016/4～2017/3

商品市況の悪化からインフレ期待が低下したこと、加えて日銀
が1月に追加金融緩和としてマイナス金利の導入を決定したこ
となどから、2月後半以降は10年国債利回りがマイナス圏に入
るなど国内金利は大幅に低下しました。

短期金利は、2％のインフレターゲット達成に向けて、日銀の
ディスインフレ脱却に向けた金融緩和の姿勢は長期継続してい
く公算とみられ、低位安定が想定されます。

雇用や所得は改善傾向にあるものの、外需の下振れや円高進行
により国内の景況感は減速すると予想されます。また、原油安
などの商品市況の悪化の長期化からインフレ期待は乏しいこと
から、日銀はコアインフレ2％の達成に向けた金融緩和姿勢を
継続することが見込まれ、長期金利は低位安定が継続するもの
とみられます。

米国などの景況感改善や企業の株主還元姿勢の強化が下支えとなる展開を想定

※2016/4～2017/3

実績 予想範囲
2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2016年度(※)

日経平均
株価

16,758.67 15,750 18,000 14,500～
20,500

予想

実績 予想範囲
2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2016年度(※)

10年国債
利回り

-0.03 -0.10 -0.05 -0.40～0.30

予想
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※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。※当資料は、ＤＩＡＭが信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、
情報の完全性、正確性を保証するものではありません。※当資料の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。※巻末の
ご注意事項等を必ずご確認ください。
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米国は、緩やかなペースで金利正常化が進むと予想され、長期
金利は上昇しにくい展開とみられます。ただし、賃金の上昇率
や商品市況の動向により、早期の追加利上げ観測が高まるリス
クを内包しているため注意が必要と考えられます。また、ユー
ロ圏に続いて日本でもマイナス金利が導入されたことで、日本
の利回り商品の投資妙味が薄れ、行き場を失った資金が米国な
どの海外主要国の債券市場に向かい、米国債券市場の下支えに
なることが想定されます。

ユーロ圏は、これまでの金融緩和策の効果やユーロ安を通じて
景気は持ち直しているものの、ディスインフレ圧力が継続して
いることや難民問題などがあり、追加金融緩和の観測は強まり
やすい状況と考えられます。

米国の長期金利は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が早期
の追加利上げに否定的な見方を示唆したことや、日本やユーロ
圏では金融緩和局面のため米国の債券市場に資金流入が見込ま
れることなどから、金利の上昇余地は限定的とみられます。
ユーロ圏の長期金利は、ディスインフレのリスクが意識されて
金融緩和政策が継続する見通しや、難民問題やテロの発生を受
けて景況感が好転しにくいことから低位安定で推移すると予想
されます。ただし、原油価格が急騰しインフレ期待が強まった
場合には、欧米の長期金利が上昇する可能性が高いとみられる
ため、注意が必要と考えられます。

外国債券

外国債券市場の動向と見通し

米国やドイツの長期金利の上昇余地は限定的と想定

米国は、米ドル高の一服や金利の低位安定などが、足元の経済
指標の改善に繋がっていると考えられます。主要企業の決算発
表では、これまでの業績悪化の度合いと、業況変化の持続性を
確認するものとみられます。金利の低位安定が継続すれば、米
国株式は安定的な推移が継続すると予想され、戻りを試す展開
が想定されます。

欧州は、昨年とは異なりユーロ高が重石となる展開が見込まれ
る中、英国のEU（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票を控
えています。この結果次第では、ギリシャ危機以上の混乱を招
くことが予想されます。また、どちらの結果となるにしても市
場が織り込むことが難しい内容であるため、市場への影響度は
大きいとみられます。

新興国は、中国の財政・金融両面での拡大策などから、不動産
市場などで上昇に転じる動きがみられます。加えて、米ドル高
の一服と商品価格の下落によりインフレ圧力が減少し、金融緩
和を実行する新興国が増加していることから、米国と同様にこ
れまでの企業業績の悪化度合いと、業況変化の持続性を確認す
るものと考えられ、戻りを試す展開が想定されます。

外国株式 企業業績の変化を確認しながら、戻りを試す展開を想定

外国株式市場の動向と見通し

単位：ドル

NYダウの推移

（ドル）

（年/月）
※期間：2014年3月末～2016年3月末

※2016/4～2017/3

（出所:BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

単位：％

10年国債利回りの推移

（％）

（年/月）
※期間：2014年3月末～2016年3月末

※2016/4～2017/3

実績 予想範囲
2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2016年度(※)

NYダウ 17,685.09 17,000 18,500 15,500～
19,250

予想

実績 予想範囲
2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2016年度(※)

米10年国債
利回り

1.77 2.00 2.00 1.50～2.75

独10年国債
利回り

0.15 0.15 0.15 0.00～0.50

予想
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※当資料は、将来の市場動向等を示唆・保証するものではありません。※当資料は、ＤＩＡＭが信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、
情報の完全性、正確性を保証するものではありません。※当資料の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。※巻末の
ご注意事項等を必ずご確認ください。
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（出所:BloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

ドル高
ユーロ
安

【原油】

1～3月期は、イランの経済制裁解除後の原油増産への懸念、
中国の景気に対する懸念やそれに伴う原油需要の減退懸念など
を背景に、供給過剰が継続するとの懸念の高まりからWTIは1
バレル=20ドル台まで下落したものの、主要産油国の増産凍結
に向けた協議に対する期待から反発する展開となりました。

価格の底打ち感はあるものの、米国のシェールオイル産出コス
トが低下していることや、中東の主要産油国が減産に踏み切る
気配がないこと、および世界の人口ボーナス期まで数年間のタ
イムラグがあることなどを勘案すると、原油価格は中期的な低
迷期に入ったと考えられ、1バレル=30ドル台～40ドル台半ば
までのレンジ圏で推移する展開が想定されます。

【金】

1～3月期は、米国の追加利上げの先送り観測、それに伴う米
ドル高の一服、および地政学リスクへの懸念などを背景に、上
昇する展開となりました。

米ドル高の一服や地政学リスクへの懸念が下支えすると考えら
れるものの、米ドルのさらなる下落は想定しにくいことやイン
フレ圧力が高まりにくい経済情勢を背景に、金価格の下押し圧
力は残存しており、米国の追加利上げが現実味を帯びる局面で
は、金価格の下落リスクが高まることが予想されます。

米国は、米ドル高の一服から企業業績などに底入れの兆しがみ
られるものの、雇用や所得の伸びに勢いがみられないこと、エ
ネルギー関連投資の減少や商品市況の低迷、地政学リスクなど
から利上げは慎重なペースで行われると予想されます。日本や
欧州は、日銀が2016年1月に追加金融緩和としてマイナス金利
の導入を決定したことや、ECB（欧州中央銀行）が2016年3月
に社債購入などの追加金融緩和を決定したことから当面は金融
緩和姿勢を維持するとみられます。ただし、自国通貨安に依存
する政策からの脱却が求められる中、さらなる金融緩和には慎
重にならざるを得ず、目先は米ドル安の進行が想定されます。

ドル/円は、米国の金融政策正常化が慎重に行われる可能性が
高く、日本は金融緩和策より財政拡大を重視する政策姿勢にシ
フトする公算が高いことから、円高が進行する展開が想定され
ます。しかしながら、日本政府の財政支出姿勢は明確であり、
徐々に円高圧力は減少するとみられます。

ユーロ/ドルは、日本と同様にユーロ圏もさらなる金融緩和策
には慎重にならざるを得ず、ユーロ高が進行する展開が想定さ
れます。しかしながら、ユーロ圏はインフレ期待の乏しさや地
政学リスクの高まり、ユーロ高の進行による企業景況感の悪化
などのリスクを内包しているため、米国の長期金利が上昇に転
じれば、ドル高へ向かう展開も予想されます。

為替相場

（ご参考）コモディティ 【原油】価格の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】米ドル高の一服や地政学リスクへの懸念が下支えする展開を想定

為替相場の動向と見通し

為替レートの推移

コモディティ価格の推移

単位：円（上段）、ドル（下段）

（ドル）（円）

（年/月）

※期間：2012年3月末～2016年3月末

（ドル/バレル）

（ドル/トロイオンス）

（年/月）

（年/月）

円高
ドル安

※期間：2014年3月末～2016年3月末

※2016/4～2017/3

目先は円高やユーロ高の展開を想定

実績 予想範囲
2016年
3月末

2016年
9月末

2017年
3月末

2016年度(※)

ドル/円 112.57 110.00 115.00 100.00～
125.00

ユーロ/ドル 1.14 1.15 1.15 1.10～1.30

予想
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マーケットレポート 情報提供資料

160425情報市場環境見通し-1

◆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、DIAMアセットマネジメント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。NYダウ（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、DIAMアセットマネジメント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、DIAMアセットマネジメント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。


