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投資環境見通し

※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

S&P500指数は昨年は4月末から8月末までの約4カ月間で10％以上の調整となりました。今年も5月初めから下
落しており、日柄や値幅でみると十分とは言えないかもしれませんが、昨年のようにQE2（量的緩和第2弾）につ
ながったデフレリスクや景気2番底に対する懸念はなく、また発表された経済指標をみても事前予想を上回るも
のがみられることから、株式市場は調整の 終局面を迎えたという見方もできます。エネルギー価格の上昇で
落ち込んだ個人消費は、ガソリン価格が1ガロン4ドル弱から3ドル台半ばまで下落したこともあり、2％台まで低
下した個人消費の伸び率は今後3％台への回復が期待されます。S&P500指数の予想EPS（1株当たり利益）は
11年が93～100ドル、12年が100～113ドル（いずれも市場予想）で、予想の下限値をもとに計算しても、PER（株
価収益率）はそれぞれ約14倍、約13倍と割安感があります。また、債券利回りに対しても足元の株価水準には
割安感がみられます。7月中旬から始まる4～6月期の決算発表では、米国企業のファンダメンタルズの強さが
確認できると思われ、S&P500指数は1,300ドル台半ばまで戻るとみています。

①米国株式は底打ちを確認

②米国長期金利の上昇 予想以上に低位安定が続いた米国長期金利は次第に上昇していくとみています。景気モメンタムの底打ち
だけではなく、FRB（米連邦準備制度理事会）によるQE2の終了、前期の3倍近くとなる7～9月期の国債発行
額など、債券市場の好需給局面も終わりそうです。ギリシャの債務問題の進展で「質への逃避」の動きも一段
落し、足元コア・インフレ率も少し高まっていることから、債券の売り材料が優勢な状況です。しかし、バーナ
ンキFRB議長も認めているように、景気は住宅、雇用、金融部門で脆弱さを抱えており、水準としては米国10
年国債利回りで3.0～3.5％のレンジでの展開をみています。

ギリシャの議会において、中期財政計画および関連法案が承認されたことから、EU（欧州連合）とIMF（国際
通貨基金）の第5回融資は、民間の投資家の関与を加えて債務の借り換え(ロールオーバー）により実行され
る見込みです。ただし、足元の景気後退の深刻化、政府の民営化収入目標の甘さなど、懸念材料は山積し
ており、抜本的な債務再編は先送りされています。

③ギリシャ債務問題の軟着陸

投資戦略のポイント投資戦略のポイント投資戦略のポイント

④国内株式はジリ高へ 外部環境が好転すれば、国内株式の上昇余地も拡大するとみています。4～6月期の企業業績は予想より
上振れする見込みです。夏の電力需要期の節電対策の影響は気掛かりですが、消費は少しずつ回復して
おり、設備投資計画は上方修正されています。政治情勢は不安定ですが、大規模復興予算が可決すれば、
株価にはさらに追い風になりそうです。米金利上昇によるドル高の恩恵も少しは期待したいところです。
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国内実質GDP成長率（前期比）と寄与度
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米国実質GDP成長率（前期比年率）と寄与度
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内外経済環境見通し内外経済環境見通し内外経済環境見通し

※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

日本経済日本経済

米国経済米国経済

1～3月期の実質GDP成長率は、前期比▲0.9％（年率
▲3.5％)と同▲0.7％(年率▲2.9％）だった前期に続き、
2期連続のマイナス成長となりました。
国内景気は大震災の影響で一時的に停滞しましたが、
今後は供給制約緩和に伴う米国・アジア向け輸出の持
ち直しが当初想定より早期に期待できることに加え、年
度後半は、震災からの復興需要も期待できることから
生産面は急速に回復すると予測します。
個人消費は原発問題等の先行き不透明感が家計マイ
ンドの回復の重しになりますが、雇用・所得環境の緩や
かな改善とともに回復すると予測します。
日銀は、2011年、緩和的な金融政策を継続すると予測
します。

1～3月期の実質GDP成長率は､前期比年率+1.9％と、
同+3.1％だった前期に続き、7期連続のプラス成長となり
ました。
今後も金融機関が住宅問題から脆弱であり、雇用回復
ペースも極めて緩やかと想定されます。ただし、FRBの
低金利政策持続、好調な企業収益に支えられた設備投
資の回復などを背景に、緩やかながら景気の回復トレン
ドが継続すると予測します。
FRBは、インフレ期待の高まりに注視しつつも、雇用を
安定的に回復させるため、2011年、異例の低金利政策
を継続すると予測します。

景気は一時的に停滞も復興
需要で持ち直し

景気の緩やかな回復トレンド
が継続

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成
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オーストラリア、ブラジル、トルコ、南アフリカ実質GDP成長率（前期比）
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

欧州経済欧州経済

新興国・資源国経済

1～3月期の実質GDP成長率は､前期比+0.8％と､同
+0.3％だった前期に続き、7期連続のプラス成長となり
ました。
今後も主要国中心での雇用・所得環境の改善、新興国
経済の好調が景気の下支え要因になると予測します。
ただし、各国で財政規律を重視した政策運営が強化さ
れていること、ECBがインフレ懸念から金融引締めに転
じたこと、通貨安の恩恵の縮小が想定されることから、
景気回復ペースは徐々に鈍化すると予測します。
ECBは、インフレ抑制のため、4月につづき7月以降も
追加利上げを実施すると予測します。

景気の回復ペースは徐々に
鈍化

内外経済環境見通し内外経済環境見通し内外経済環境見通し

新興国は緩やかに景気拡大
基調を持続

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

新興国・資源国経済新興国・資源国経済 【ブラジル】景気については、利上げにより過熱感が後退
しています。しかし今後も社会資本整備のための高水準
の公共事業が執行される予定があることなどから経済成
長が続くとみられます。物価上昇率については政府の目
標の上限値（6.5％）を僅かながらも上回った状態が続い
てます。【トルコ】景気については内需中心に拡大してい
ます。貿易収支については5月も悪化が続いており、内需
が好調な一方で外需が弱いことから赤字傾向が続くとみ
られます。海外からの直接投資やユーロ圏向け輸出の増
加が期待されていますが、累積対外債務の改善には時
間を要するとみられます。【南アフリカ】景気については5
月の製造業生産は事前予想を下回りましたが、小売売上
高は事前予想を上回り、個人消費を中心とした回復傾向
となっています。5月の消費者物価指数は+4.6％（前年同
月比）となり、同国準備銀行のインフレ目標の中心水準
（4.5％）を超えました。

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

ユーロ圏実質GDP成長率（前期比）と寄与度
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

国内債券は、国内株式や米国債券市場の動きに影響され
ながらも、10年国債利回りはほぼ1.1％台での動きとなりま
した。株価や原油価格などが反発する局面では金利上昇、
米国の長期金利が低下する局面では金利低下といった動
きが継続し、方向感の定まらない展開となりました。

国内株式は、月前半は米国の景気減速懸念から軟調に推
移しましたが、月後半は大手製造業各社の今期業績予想
の発表、原子力損害賠償支援機構法案の閣議決定、ギリ
シャの債務問題に対する過度の不安の後退等を受けて上
昇しました。

外国債券は、米国金利は雇用統計などの経済指標の悪化
やギリシャの債務問題から低下しましたが、月末にかけて
は同問題への懸念が緩和したことや不調だった国債入札
により急上昇しました。ドイツでも「質への逃避」の動きから
金利は低下しましたが、ギリシャの債務問題の進展とともに
上昇に転じました。
為替市場では、世界的な景気減速懸念やギリシャ支援を
めぐる不透明感によりユーロはドルに対し弱含み傾向となり
ましたが、月末にかけて急上昇しました。

外国株式は、米国の製造業景況指数悪化、雇用者数回復
ペースの鈍化、ギリシャの債務不履行懸念などから下落基
調となりました。月後半に入ると良好な景気指標やギリシャ
の債務問題の進展をきっかけに買い戻しの動きもみられ、
月末にかけ下げ幅が縮小しました。

《 6月の市場動向 》

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

前月の投資環境前月の投資環境（（66月）月）
日本10年国債利回りは1.1%台
で推移

日経平均株価は月後半にか
けて持ち直し

米国、欧州ともに株式市場は
月末にかけ下げ幅を縮小

　債券利回り

　株価指数

　為替相場

トルコリラ/円 49.61 51.16 ▲3.03%

英国ポンド/円

ダウ工業株30種平均

S&P500

ナスダック指数

FTSE100

DAX

ハンセン指数

米国ドル/円

ユーロ/円 116.84 117.37 ▲0.45%

129.34 134.09

2011/6/30

前月末 前々月末 前々月末差

騰落率（幅）

1.14% 1.17% ▲0.03%

3.16% 3.06% +0.10%

3.38% 3.29% +0.09%

3.02% +0.00%

前々月末 前々月末比

5.21% ▲0.00%

9,816.09 9,693.73 +1.26%

12,414.34 12,569.79 ▲1.24%

+1.28%

1,320.64 1,345.20 ▲1.83%

2,773.52 2,835.30 ▲2.18%

5,945.71 5,989.99 ▲0.74%

7,376.24 7,293.69 +1.13%

▲3.54%

2011/5/31

日本10年国債

米国10年国債

ドイツ10年国債 3.03%

日経平均株価

TOPIX

英国10年国債

849.22

前月末

豪10年国債 5.21%
ブラジル10年国債 12.46%
南アフリカ10年国債

838.48

80.56 81.52 ▲1.18%

前月末 前々月末 前々月末比

22,398.10 23,684.13 ▲5.43%

ブラジルレアル/円 51.44 51.59 ▲0.30%

南アフリカランド/円 11.90 11.98 ▲0.67%

豪ドル/円 86.38 87.00 ▲0.71%

12.44% +0.02%

8.44% 8.34% +0.10%

※出所：Bloomberg

米独とも10年債利回りは月末
にかけて急上昇
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

国内債券国内債券 当面の注目材料は、米国では金融政策や景気動向、
欧州では高債務国の財政問題、そして国内では「社会
保障と税の一体改革」の行方、原子力発電所問題など
です。国内債券市場が米国債券市場との相関を強めて
いるという点では、QE2終了後のFRBの政策運営が も
気にかかりますが、米国経済がソフトパッチ（一時停滞）
入りしているとみられることから今後2、3カ月は具体的な
出口政策へのスケジュールは示されないと考えられま
す。そのため、引き続きレンジ相場の可能性が高いと
みています。なお、欧州債務問題については長期化す
る可能性がありますが、現時点ではスペイン、イタリアへ
波及する可能性は低いとみられ、市場金利への影響は
限定的とみています。一方、国内では現政権に対する
信頼度が低下しており6月初めに政府・与党でまとめた
消費税増税案の棚上げ、練り直し懸念が出てきている
ことは、債券市場にとってマイナス材料とみています。
好需給を背景に債券市場への資金流入は継続する見
込みですが、外部環境の不透明感は増しており、金利
の方向感は出にくいと予想します。

クレジット市場については、欧州債務問題と原子力発電
所問題が重石になっていますが、投資家の根強い買い
意欲に支えられ事業債セクターは安定した市場環境が
継続すると予想します。

金利の方向感は出にくいと予
想

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

※出所：Bloomberg

国内債券利回りの推移

0.0

1.0

2.0

(%)

5年国債利回り

10年国債利回り

　　4月　　　　　　　　　　5月　　　　　　　　6月

　　2011年

20年国債利回り

信用スプレッドの推移
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国債利回りとの差異
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TOPIXのPER,PBRの推移
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

国内株式国内株式 7月の国内株式市場は、米国ではQE2の終了と景気
減速懸念、中国では金融引き締めの継続、欧州では
債務問題の再燃、国内では政治に対する不透明感、
といった懸念材料が出尽くす中、大震災後の企業活
動の復旧が想定より前倒しで進展し4～6月期決算に
対する期待が高まるとの見方から、国内株式市場は、
短期的に戻りを試す局面にあるとみています。

TOPIXは800～870ポイントのレンジで推移すると予想
します。

短期的な戻りを試す局面を予
想

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成
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ブラジル、トルコ、南アフリカ

10年国債利回りの推移
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米、独10年国債利回りの推移
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

外国債券外国債券 米国金利：ギリシャの債務問題がさらに悪化し、金融危
機の様相に陥らない限り、この先、FRBの利上げの可能
性がさらに後退、消滅する可能性は低いとみています。
QE2は6月で終了となる一方、国債の発行額は増加が
見込まれるため、今後の需給の変化が相場の重石と
なってくると考えられます。ただし、雇用回復の鈍さや住
宅市場の低迷、欧州を含めた世界景気の鈍化を勘案
すれば金利の上昇幅も限定的と考えられ、3％台前半
の新たなレンジでの推移を予想しています。

欧州金利：ギリシャに対する金融支援問題が沈静化に
向かえば一旦は金利上昇になるとみていますが、景気
拡大の鈍化や今後の追加利上げの幅、ペースを考える
と、長期金利は低水準での推移が続くとみています。

新興国・資源国金利
ブラジル金利：物価上昇率が政府の目標の上限値を上
回った状態が続いているためインフレ懸念が強まって
います。ただ利上げは 終局面を迎えつつあるとみら
れ中長期の金利は低下傾向となっています。
トルコ金利：政策金利については据え置かれ、物価、為
替政策は預金準備率の調整で対処するとみられます。
ただ、インフレ懸念もあるため市場金利は上昇基調と
なっています。
南アフリカ金利：景気回復は緩やかにペースを続けると
みられますが、消費者物価指数が同国準備銀行の目
標レンジの中心近くに上昇していることから、金利はレ
ンジでの動きの中で上昇圧力が残るとみています。

米国金利は新たなレンジ相場
を予想

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成
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S&P500､DAX､FTSE100の推移
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S&P500のPER ,PBRの推移

12

13

14

15

16

(倍)

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

(倍）

PBR（右目盛）

　　4月　　　　　　　　　5月　　　　　 　　6月

　　2011年

PER（予想ベース）（左目盛）

※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

外国株式外国株式 米国では、景気が一時的な軟化から脱却できるかどう
かを今後の景気指標で見極めていく局面にあり、欧州
ではギリシャへの金融支援問題がどう決着するのかを
見守る状況が継続しています。中国では景気のソフト
ランディング（軟着陸）に向けた動きを物価指標などで
確認する状況が続くとみられることから、当面の株式市
場は、マクロ景気指標や金融政策見通しに左右され
やすい状況になるとみています。

一方、米国における4～6月期の企業業績は依然とし
て好調な新興国需要に支えられ、全体としては10％以
上の増益となることが見込まれます。個別企業でみると
東日本大震災の部品供給に対する影響や原材料コス
ト上昇の影響の度合い、ビジネスモデルの優劣、経営
戦略の違いなどが業績に反映されるものと考えられま
す。このため、決算の内容を踏まえてファンダメンタル
ズの良好な銘柄を個別に選別する動きがこれまで以
上に強まることが想定されます。

ファンダメンタルズの良好な
銘柄を個別に選別する動きが
強まると予想

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成
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外国為替推移（新興国・資源国通貨）
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※ 当資料の 終ページに重要な注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

為替為替

ユーロ上昇余地は限定的

ユーロ/ドル：ギリシャの債務問題が沈静化すれば一旦
はユーロ高が見込まれますが、FRBのバランスシート
の拡大に今後歯止めがかかる一方で、ECBの追加利
上げ期待が大きく高まる可能性は低く、ユーロ上昇余
地は限定的と思われます。米国の景気減速は市場に
相当程度織り込まれたとみられますが、ユーロ圏の景
気はこれから鈍化する見込みで、景況感格差もユーロ
の上昇要因にはならないとみています。

新興国・資源国通貨
ブラジルレアル：資源・エネルギー価格が膠着状態と
なっている一方で、短期金利に先高観が根強いことか
ら、底堅い動きが続くとみられます。
トルコリラ：エネルギー価格が膠着状態となったこと、ギ
リシャの債務再編の可能性が当面後退したことなどか
ら、当面は反発局面を迎えるとみています。ただ、対
外収支の問題もあり、上値は限定的とみられます。
南アフリカランド：緩やかな景気回復に加え、物価動向
次第では利上げ観測が高まることも考えられ、強含む
可能性はありますが、金価格の上昇が一段落している
こともあり、上値は重いとみています。

各資産の投資環境見通し各資産各資産のの投資投資環境見通し環境見通し

*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成

外国為替推移
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*出所：Bloombergより明治安田アセットマネジメント作成
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