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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。
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トピックス － 米国金融政策

FRBは金融引き締めを本格的に開始

 FRB（米連邦準備理事会）は5月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で、政策金利（FF金利）の誘導目標レンジを0.5%引き上げ、
0.75～1.00％とすることを決定しました。会合の議事要旨によれば、大部分の参加者が今後2回の会合における0.5%の利上げを
見込んでおり、市場でも概ね織り込まれている状況です。なお、一部のFRB高官が9月会合で利上げを見送る可能性を示唆しまし
たが、パウエルFRB議長がインフレ率の低下が明確になるまで利上げを継続する意向を示していることなどからも、その可能性は
低いと考えます。

 さらにFRBは、5月の会合で月額475億ドル（米国債:300億ドル、MBS（住宅ローン担保証券）:175億ドル）を上限にQT（量的
引き締め）を6月から開始し、9月には上限額を倍に引き上げることを決定しました。今回発表されたペースでQTが進展した場合、
FRB総資産の縮小の目途となる対名目GDP比20%程度に達するまでには、少なくとも2年以上の時間を要する見通しです。

FF金利の実績と市場の織り込み*

期間：FRB総資産:2008年1月2日～2023年12月31日（週次）
※2022年5月26日以降は予想値（日次）
対名目GDP比:2008年1‐3月期～2023年10-12月期（四半期）
※2022年4-6月期以降は予想値

出所：リフィニティブのデータを基にアセットマネジメントOneが作成

*市場の織り込みはOIS（オーバーナイト・インデックス・スワップ）から算出（2022年5月30日時点）
期間：FF金利：2015年1月1日~2022年5月30日（日次）※誘導目標レンジの中央値

市場織り込み：2022年6月15日~2023年2月1日（各会合毎）
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
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出所：ブルームバーグ、セントルイス連銀のデータを基にアセットマネジメントOneが
作成
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前回のバランスシート縮小局面
（2017/10-2019/9）

FRBのバランスシート（総資産）と米実質金利

トピックス － 米国株式市場

米実質金利上昇につれて、米国株価が調整

 FRB（米連邦準備理事会）による金融引き締めへの懸念がくすぶる中、米国株式市場では米実質金利（10年）の動向が注視され
ています。コロナ禍では緩和的な金融政策を背景に、実質金利はマイナス圏で推移していました。FRBが利上げを開始した今年3
月以降、上昇基調に転じ、5月に入ってプラス圏に達しました。5月は中旬にかけて実質金利の上昇につれ、米国株価の調整色が
一時強まりました。

 5月に実質金利の上昇基調が強まった要因はFRBによるバランスシート縮小開始観測とみられます。FRBはバランスシートの縮小を
6月に開始する予定ですが、前回のバランスシート縮小局面で実質金利は上昇した後、低下に転じました。2018年末から2019年
初にかけFRBのスタンスが緩和方向に転じたことを受けて、実質金利も低下に転じたとみられます。バランスシート縮小自体が実
質金利に与えた影響は限定的だった可能性があり、あくまでもFRBのスタンスが実質金利の動向の鍵を握るとみられます。
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トピックス － 米国債券市場

 米長期金利（10年国債利回り）は、5月上旬に3％超で推移する場面がありましたが、その後は低下しました。背景として、FRB
（米連邦準備理事会）の積極的な金融引き締めが米景気を冷やすとの懸念が挙げられます。米国のエコノミック・サプライズ・イ
ンデックスはマイナス圏で推移するなど、米景気の減速懸念がくすぶります。期待インフレ率は低下しました。

 また、景気動向を左右する要因の一つである金融環境は引き締まりました。例えば、シカゴ連銀公表の米金融環境指数は、株価や
信用スプレッドなど様々な指標を基に算出されますが、足元で大きく上昇しました。こうした中、一部のFRB高官らは、インフレ
が抑制されれば2023年以降の利下げが可能となる旨や、９月の利上げ一時停止の可能性に言及しており、FRBのタカ派的なコミュ
ニケーションに変化がみられています。FRBはここもとの金融環境の引き締まりを一定程度評価している可能性があります。米長
期金利の行方を見極めるうえで、景気動向に加え、インフレの帰趨やFRBの金融引き締め姿勢を巡る情報発信などが注視されます。

米長期金利は景気動向などを注視する展開へ

米国エコノミック・サプライズ・インデックス

期間：2022年1月3日～2022年5月27日（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

(注）エコノミック・サプライズ・インデックスはシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが算出

米金融環境指数

期間：2015年1月2日～2022年5月20日（週次）

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

（注）米金融環境指数はシカゴ連銀が算出

米長期金利・米期待インフレ率・米実質金利

期間：2015年1月1日～2022年5月27日（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

（注）米実質金利＝米10年国債利回り－米10年BEI（ブレーク・イーブン・インフレ率）、

BEIは物価連動国債が織り込む期待インフレ率
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トピックス － 欧州金融政策

 ECB（欧州中央銀行）のラガルド総裁は、5月23日公表のブログで「APP（資産買い入れプログラム）は7-9月期の非常に早い時期
に終了し、フォワードガイダンスに沿って7月利上げが可能」と表明しました。また、「7-9月期の終わりまでにマイナス金利を終
了する可能性が高い」として、22年7、9月に預金ファシリティ金利（現在▲0.5%）をそれぞれ0.25%利上げすることを事実上明
言しました。一部のタカ派メンバーは0.5%の利上げを示唆していますが、ECBは６月会合でAPPを７月前半までに終了することを
決定し、7、９月会合で預金ファシリティ金利をそれぞれ0.25%ずつ引き上げる見込みです。

 さらに、ラガルド総裁は「インフレが中期的に２％で安定すれば、中立金利に向けて政策金利をさらに漸進的に正常化することが
適切になる」としています。市場の中期期待インフレ率が2%程度で推移する中、4月のECBによる市場参加者調査での政策金利
（主要リファイナンスオペ金利）の長期見通しは1.5%であり、一部のECBメンバーも1.5%程度までの利上げを示唆しています。
今後、中期期待インフレ率が2%を下回らない限り、12月会合以降、1.5%程度まで段階的に利上げを進める見込みです。

ラガルドECB総裁は、７月利上げを事実上明言
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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

注：破線は年内各会合ごとの当社予想
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セクター横断的アクション

気候変動や生物多様性の問題解決のために、資源効率と循環経済の効果的な取り組みを特

定する新たな活動グループを設立。

「循環経済・資源効率原則（CEREP）」を策定し、企業の循環経済関連イニシアチブの設

立を促し、公共・金融セクターのエンゲージメントを促進。

製品（財・サービス）の環境へのインパクトを調査するための関連する情報および有望な

手法（特にライフサイクルアセスメント（LCA）に基づく手法）を共有。

セクター別アクション

耐久性、修理、再利用等のICT製品に関する価値保全プロセスや循環性を向上させる施策に

関する情報交換の実施。

プラスチック製品の循環性に関する情報交換の実施。

繊維・ファッション産業における循環性と資源効率に関する情報交換の実施。

「ベルリンロードマップ」で示された具体的なアクション(一部)

トピックス － 循環経済への移行

国際的な重要環境課題の一つである「循環経済への移行」

 「大量生産・大量消費・大量廃棄」を前提とした現在の経済モデル（線形経済）は、多大な環境負荷を生んでおり、将来的に立ち
行かなくなる恐れがあります。かかる中、製品と資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生を最小化した経済であ
る、“循環経済（Circular Economy）”への移行が、国際的な環境課題として注目を集めています。

 5月下旬に開催されたG7（主要7カ国）気候・エネルギー・環境大臣会合で採択された共同声明では、循環経済への移行は気候変
動や生物多様性といった環境課題の解決に資することが明記され、その重要性が強調されました。

 加えて、会合では2025年までのG7の循環経済や資源効率性に関する取り組みの指針となる「ベルリンロードマップ」が採択され
ました。このように世界的な取り組み加速が見込まれる中で、日本ではプラスチック製品による環境負荷の低減を目的とした「プ
ラスチック資源循環促進法」が今年度から施行されました。今後日本において、循環経済への移行に向けた政策強化の動きがプラ
スチック製品以外へと波及していくか注目されます。

線形経済と循環経済

出所：「G7 Berlin Roadmap on Resource Efficiency and Circular Economy 
(2022-2025)」を基にアセットマネジメントOneが作成

出所：「A Circular Economy in the Netherlands by 2050」を基にアセットマネジメント
Oneが作成
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▶ Chapter 2

経済動向
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※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。

※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

小幅なプラス成
長が継続する見
込み

ロックダウン緩
和で景気は最悪
期を脱したか

1-3月期の成長率は、財輸出の急減を受けた純輸出の大幅な
落ち込み等により、マイナス成長となりました。ただし、
最終需要は依然堅調で、4-6月期に再びプラス成長となる見
込みです。一方、FRBは5月に0.5%の利上げと量的引き締
めを決定しました。金融引き締めによって、物価上昇が抑
制されるかが注目されます。

高インフレによる実質所得の減少やウクライナ情勢を巡る
不透明感などが、景気の足かせとなると思われます。ただ
し、行動規制解除による消費などの挽回需要が期待される
ため、4-6月期も小幅な成長が継続する見込みです。一方、
ECBは量的緩和を７月前半までに終了させ、7月会合で利上
げを決定する見込みです。

4-6月期は上海でのロックダウンにより、マイナス成長とな
る可能性が高いと考えます。当局は足元では経済活動正常
化に向けて動き出していますが、ゼロコロナ政策は維持さ
れ、感染の再拡大と行動制限の再導入懸念がくすぶります。
当局は景気下支えに向けて追加の景気支援策を公表しまし
たが規模は小さく、追加の景気支援が期待されます。

▶ インフレの
長期化

▶ 供給制約の
長期化

▶ エネル
ギー、商品
価格の一段
の上昇

▶ 不動産市場
の悪化

▶ ゼロコロナ
政策長期化

引き締め継続

金融緩和

量的緩和を終
了、利上げ開始
へ

低金利維持によ
る金融緩和が長
期化

懸念材料はある
も、経済活動正
常化が期待され
る

▶ 供給制約の
長期化

▶ エネルギー
価格の一段
の上昇

緩慢な成長が

継続

まん延防止等重点措置の解除に伴って経済活動の正常化が
進みつつあります。供給制約や原材料高、物価上昇などが
景気回復の足かせとなっていますが、今後、政府の価格高
騰対策や供給制約の改善などによる景気の下支えが期待さ
れます。日銀は強固な金融緩和継続姿勢を示していますが、
円安進行に伴う金融政策への修正圧力には留意が必要です。
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

全世界計 3.3　 3.7　 3.6　 2.9　 ▲ 3.1　 6.1　 3.6 （ ↓ 0.8 ） 3.6 （ ↓ 0.2 ）

先進国計 1.8　 2.5　 2.3　 1.7　 ▲ 4.5　 5.2　 3.3 （ ↓ 0.6 ） 2.4 （ ↓ 0.2 ）

米国 1.7　 2.3　 2.9　 2.3　 ▲ 3.4　 5.7　 3.7 （ ↓ 0.3 ） 2.3 （ ↓ 0.3 ）

日本 0.8　 1.7　 0.6　 ▲ 0.2　 ▲ 4.5　 1.6　 2.4 （ ↓ 0.9 ） 2.3 （ ↑ 0.5 ）

ユーロ圏 1.9　 2.6　 1.8　 1.6　 ▲ 6.4　 5.3　 2.8 （ ↓ 1.1 ） 2.3 （ ↓ 0.2 ）

オーストラリア 2.7　 2.4　 2.8　 2.0　 ▲ 2.2　 4.7　 4.2 （ ↑ 0.1 ） 2.5 （ → 0.0 ）

新興国計 4.4　 4.7　 4.6　 3.7　 ▲ 2.0　 6.8　 3.8 （ ↓ 1.0 ） 4.4 （ ↓ 0.3 ）

中国 6.9　 6.9　 6.8　 6.0　 2.2　 8.1　 4.4 （ ↓ 0.4 ） 5.1 （ ↓ 0.1 ）

インド 8.3　 6.8　 6.5　 3.7　 ▲ 6.6　 8.9　 8.2 （ ↓ 0.8 ） 6.9 （ ↓ 0.2 ）

ブラジル ▲ 3.3　 1.3　 1.8　 1.2　 ▲ 3.9　 4.6　 0.8 （ ↑ 0.5 ） 1.4 （ ↓ 0.2 ）

ロシア 0.2　 1.8　 2.8　 2.2　 ▲ 2.7　 4.7　 ▲ 8.5 （ ↓ 11.3 ） ▲ 2.3 （ ↓ 4.4 ）

ASEAN5※ 5.1　 5.5　 5.4　 4.9　 ▲ 3.4　 3.4　 5.3 （ ↓ 0.3 ） 5.9 （ ↓ 0.1 ）

（前年比、％）

2022 （予測値） 2023 （予測値）

　（注）2020年・2021年の数値は実績見込み、2022年以降は予測値。ただし、2021年以前も一部予測値のデータを含む場合がある

           （　）内は前回時点の見通しからの変化幅。インドのGDP成長率は会計年度（4月～翌年3月）ベース

　※ASEAN5：インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

　出所：IMF「World Economic Outlook Database, 2022.4」、「World Economic Outlook Update, 2022.1」、リフィニティブのデータを基にアセットマネジメントOneが作成

（年）

経済の概況 － 主要国・地域のGDP成長率見通し
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

経済の概況 － 各国のインフレ率の動向

日本のインフレ率の推移 米国のインフレ率の推移

ユーロ圏のインフレ率の推移 中国のインフレ率の推移
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（注）グラフは消費税率引き上げ及び幼児教育・保育無償化の影響を除いたベース
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各国経済動向 － 米国：米供給管理協会（ISM）景気指数

 4月のISM景気指数は、製造業が55.4と3月（57.1）から低下しました。また、サービス業も57.1と3月（58.3）から低下しまし
た。各指数の構成項目をみると、製造業では雇用指数が大きく低下したほか、売上動向に結びつく生産指数や新規受注指数も低下
しました。他方、サービス業では新規受注指数、雇用指数の大幅な低下が、全体を押し下げました。

 4月のサーベイ回答者のコメントでは、製造業、サービス業ともにサプライチェーンの混乱による供給制約を指摘する声が数多く
寄せられており、一部では中国の上海のロックダウンの影響を指摘する声もありました。加えて、サービス業では、コスト圧力の
高まりによる需要の悪化等も指摘されています。

 製造業、サービス業のいずれの景気指数も依然高水準を維持しているものの、鈍化トレンドが徐々に明確となりつつあります。ま
た、ウクライナ危機の影響に加え中国のゼロコロナ政策の余波が、短期的には供給制約を一段と悪化させ、企業の事業活動を圧迫
する恐れがあります。

製造業・サービス業ともに鈍化基調が鮮明に
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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
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（年）
期間：2018年1月～2022年4月（月次）
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

（注）U-6失業率：経済的理由によるパートタイマーなどを含んだ失業率

(％) (前月差、千人)

期間：2021年1月～2022年4月（月次）
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
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各国経済動向 － 米国：雇用動向

 4月の非農業部門雇用者数は前月差+42.8万人と、3月（同+42.8万人）とほぼ同等の高い伸びとなりました。

 失業率（U-3失業率）は3.6%と3月（3.6%）から変わらずでした。一方、経済的理由によるパートタイマーなどを含むU-6失業
率は7.0%と3月（6.9%）から上昇しました。

 4月の平均時給は31.85ドル/時間と、上昇ペースはやや鈍化したものの依然前月比ベースで堅調な伸びが続いています。米国の労
働市場のひっ迫が和らぐ兆しが見られないことを鑑みると、賃金インフレは今後も継続する見込みです。

平均時給は一段と上昇
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各国経済動向 － 米国：消費者物価

航空運賃の上昇が、コアを大きく押し上げ

 4月の消費者物価（総合）上昇率は、前年同月比+8.3％と3月（同+8.5％）から低下しました。また、コア消費者物価上昇率も同
+6.2％と3月（同+6.5%）から低下しました。前月比ベースでは、総合が前月比+0.3%と3月（同+1.2%）から急速に低下した
一方、コアは同+0.6%と3月（同+0.3%）から上昇しました。

 内訳をみると、原油価格の高騰、リオープン（経済再開）需要等を受け、航空運賃が極めて高い伸びとなったことがコアの押し上
げ要因となりました。また、3月から中古車価格のマイナス寄与が大幅に縮小したことも、コアを押し上げました。

 労働需給のひっ迫を背景とした賃金インフレが今後も継続するとみられることに加え、中国のロックダウンの余波によるサプライ
チェーンの混乱も物価の押し上げ圧力となるとみられます。かかる中、コアは前月比で5月以降も高い伸びが続く可能性があり、
警戒が必要と考えます。
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各国経済動向 － 日本：実質GDPの推移

 2022年1-3月期の実質GDP成長率は、前期比年率▲1.0％となり、1-3月期は感染第6波を受けたまん延防止等重点措置が多くの
地域で発出され、2四半期ぶりにマイナス成長でした。

 まん延防止等重点措置は3月下旬に解除され、景気ウォッチャー調査をみますと、4月にかけて景気判断は改善しました。今年は3
年ぶりに行動制限がかからないゴールデンウィークとなるなど、経済活動の正常化が進みつつある一方で、値上げが家計を圧迫す
る可能性や、部品不足によって生産が抑制され、販売機会が失われることへの懸念などが散見されます。

 景気回復ペースは、しばらくは緩慢なものにとどまるとみられますが、政府の価格高騰対策や、供給網混乱の一因となっている中
国上海におけるロックダウンの段階的な解除等を背景に、徐々に高まっていくことが期待されます。

1-3月期はマイナス成長、先行きは懸念材料と回復へ向けた期待が混在
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各国経済動向 － 日本：日銀短観

企業景況感は製造業・非製造業ともに悪化

 日銀短観3月調査によれば、企業景況感を問う業況判断DIは、足元を示す「最近」で大企業・製造業が14と12月調査から3ポイン
ト低下し、大企業・非製造業も9と1ポイント低下しました。「先行き」も、製造業・非製造業ともに悪化見通しが示されました。

 ウクライナ情勢を巡る先行き不透明感や、原材料価格の高騰などが製造業の景況感の重しになっているとみられます。非製造業で
は、まん延防止等重点措置は解除されたものの、感染動向を巡る不透明感や物価上昇による消費者マインドの悪化が懸念されてい
ると推察されます。

 2022年度の年度初めの設備投資計画（ソフトウェア・研究開発を含む）は前年度比+3.2%と増加が見込まれています。ソフト
ウェア投資額は同+7.4％と高水準の伸びが見込まれ、景気の先行き不透明感は強いものの、根強いIT関連投資意欲がうかがえま
す。

日銀短観 設備投資額（全規模・全産業）

注：除く土地投資額
出所：日銀のデータを基にアセットマネジメントOneが作成

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

15 16 17 18 19 20 21 22

業況判断DIの推移

大企業・製造業

大企業・非製造業

中小企業・製造業

中小企業・非製造業

（年）
期間：2015年3月調査～2022年3月調査（四半期）
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

（注）業況判断DIは「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業

の割合を引いたもの

先行き

（％ポイント）

2020

年度

2022年

度計画

実績
3月

調査

12月

調査

実績

見込

3月

調査

ソフトウェア

投資額
-6.2 6.0 13.5 8.8 7.4

研究開発

投資額
-4.8 1.9 5.4 4.6 2.6

3.2

ソフトウェア・研究開発を

含む設備投資額

【前年度比、％】

-8.5 2.3 8.5 5.2

2021

年度計画



※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。 17
※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － 日本：金融政策

4月の消費者物価は2％を超えたが、日銀は金融緩和姿勢を堅持

 4月の全国消費者物価上昇率（生鮮食品を除く総合）は、前月（3月：前年同月比+0.8%）から同+2.1%へ大きくジャンプし、日
銀の物価目標である2％を超えました。昨年4月の携帯電話通信料引き下げの影響が前年比ベースで剥落したことや、食料品価格
の値上げが主因です。

 日銀は、4月27～28日の金融政策決定会合で、指値オペを原則毎営業日実施することとし、長期金利の上昇を許容変動幅の上限
で抑え込む方針を改めて示しました。会合では、負の需給ギャップ（需要不足）の解消や中長期の予想物価上昇率の高まり、賃金
の上昇などを伴って「物価安定の目標」を達成するまでは、金融緩和を継続すべきであるとの意見が聞かれました。

日銀政策委員の消費者物価指数の大勢見通し（2022年4月）

出所：日銀の資料を基にアセットマネジメントOneが作成

※データは対前年度比、％。なお、＜ ＞内は政策委員見通しの中央値

※「大勢見通し」は、各政策委員が最も蓋然性の高いと考える見通しの数値に

ついて、最大値と最小値を1個ずつ除き、幅で示したもの。その幅は、予測誤

差などを踏まえた見通しの上限・下限を意味しない。2021年度は実績。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － ユーロ圏：経済概況

 ユーロ圏の2022年1-3月期実質GDP成長率は、前期比+0.3％と4四半期連続のプラスとなりました。項目別寄与度は本稿作成時
点で未公表ですが、域内の国別データによると、低調な個人消費が成長の重しとなったとみられます。期初の新型コロナ関連の行
動規制、およびウクライナ情勢の深刻化により拍車がかかったインフレが個人消費を抑制したと思われます。

 5月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は、市場予想に反して、前月から0.9ポイント低下の54.9となりました。
業種別に見ると、サービス業PMIは前月から1.4ポイント低下して56.3となりました。行動規制解除で旅行や娯楽需要が堅調で
あったものの、コストの上昇が逆風になりました。また、ウクライナ情勢や中国のロックダウンによるサプライチェーンの混乱が
影響し、製造業PMIは前月から1.1ポイント低下して54.4となりました。

 当面、高インフレによる実質所得の減少やウクライナ情勢を巡る不透明感などが懸念されます。一方、行動規制解除によるサービ
ス業の挽回消費や復興基金を活用した投資は景気を後押しするとみられるため、ユーロ圏経済は小幅な成長が継続する見込みです。

2022年1-3月期の実質GDP成長率は前期比+0.3%
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － ユーロ圏：物価と労働市場

 5月のHICP（消費者物価指数）は前年比+8.1％と過去最大の伸び率となりました。ウクライナ情勢に伴う供給不安からエネル
ギーや食品だけでなく、幅広い品目で値上がりが続いています。変動の激しい食品やエネルギーを除くコアHICPは同+3.8%と4
カ月続けて伸び率が前月から上昇し、ECBの物価目標である2%を大幅に上回っています。

 ユーロ圏の失業率が6.8％と低水準となる中、22年1-3月期の賃金上昇率は前年比+2.8％と前期（同+1.6％）から上昇しました。
ドイツの協約賃金データを確認すると、賃金上昇の主な要因は一時払い金であるとみられます。しかし、ドイツでは今年10月に
最低賃金が引き上げられることに加え、最大労働組合IGメタルは8.2%の賃上げ要求方針を決定しています。また、スペインなど
でも賃金上昇率が加速しているため、域内各国で賃上げ圧力が強まっているとみられます。

 今後、高インフレが賃金にさらに波及すれば、賃金上昇の加速を通じて、物価目標を上回るインフレ率の長期化につながることも
考えられます。その場合、インフレ率抑制のために、ECBが利上げペースを加速させる可能性があることには留意が必要です。

ユーロ圏の消費者物価は前年比＋8.1%と過去最大の伸び率
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － 中国：経済概況

不動産市場の調整が続く中、当局は住宅ローン参照金利を引き下げ
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 昨年以降、中国では不動産市場の調整が続いています。不動産開発業者に対しては3つのレッドラインと呼ばれる財務規制を設け、
銀行には住宅ローン融資に制限を掛け、レバレッジを掛けた開発投資と住宅投機の抑制を図ったことが発端でした。規制による問
題が顕在化した昨年秋以降、不動産関連投資は鈍化を続けており、中国景気にも大きな下押し圧力が掛かっています。

 不動産市場の先行きに不透明感が強まる中、4月にはロックダウンも響き、住宅の販売は前年比▲32.2%と大幅に落ち込み、住宅
価格の伸びも鈍化傾向で推移しています。

 こうした状況下、当局は住宅ローンの参照金利とされる5年物LPR（ローンプライムレート、最優遇貸出金利）を0.15%ポイント
引き下げました。住宅ローン金利の低下は、家計の住宅取得の支援となり、住宅市場の安定化に寄与することが期待されます。

 昨年秋、不動産市場の調整が顕著となって以降、当局は上述の3つのレッドライン規制を緩めるなど、不動産政策の緩和を行って
きました。しかし、不動産市場は調整を続けており、今回の利下げが転換点となるかは不透明です。不動産市場の悪化による景気
への下押し圧力は依然として中国景気の大きなリスクとして意識されます。



※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。 21
※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － 中国：経済概況

景気悪化の中で失業率が上昇。当局は景気支援に向けて政策パッケージを公表

 3月下旬に上海で導入されたロックダウン措置が延長されたことを受けて、4月の小売売上高は前年比▲11.1%と大幅に落ち込み
ました。中でも外食サービス消費の落ち込みが顕著で、同▲22.7%となりました。

 4月末~５月上旬にかけてのメーデー休暇期間の観光収入は前年比▲43%とサービス産業の苦境が続いていることがうかがえます。

 こうした中、都市部では失業率が上昇しています。4月の都市部調査失業率は、6.1%とコロナ禍に見舞われた2020年2月と同水
準まで上昇しました。業種別のデータは公表されませんが、営業ができないサービス業や供給制約を受けて生産活動の縮小に直面
した製造業の企業が雇用を削減している可能性があります。

 当局は景気下支えに向けて、自動車の消費刺激と企業向けの税金還付、雇用維持策などを含めた政策パッケージを公表しました。
もっとも、消費刺激と税金還付の総額は2,000億元と小規模であり、景気下支えに向けて更なる政策支援の公表が期待されます。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － オーストラリア：経済概況

インフレと利上げで消費者のセンチメント悪化が続く

 豪州の2022年1-3月期のCPI（消費者物価）上昇率の内訳をみると、非裁量支出項目（生活必需品など）の価格上昇率は前年比
+6.6%と、全体を大きく押し上げました。経済活動の正常化に伴う需要の回復に加え、国内住宅価格の上昇や世界的な供給制約
の余波を受け、家計の生活コストが上昇していると考えられます。

 5月の理事会において、RBA（豪州準備銀行）は約11年半ぶりの利上げを決定しました。インフレと金利の上昇という状況下、豪
州の消費者信頼感は低下を続けています。特に今後1年の家計状況についての指数は5月に大幅に低下しており、家計が今後の負
担増加を懸念していることがうかがえます。

 豪州の家計は、コロナ禍以降貯蓄を増やしており、金利の上昇に対してはある程度備えがあると考えられます。しかし、急速なイ
ンフレと金利負担増加を前に家計が消費を手控える可能性もあり、当面は消費の動向に注目が集まります。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

各国経済動向 － ブラジル：経済概況

依然としてインフレ率は高水準であるものの、小売売上高は増加

 4月の拡大消費者物価上昇率は、前年同月比+12.13%となり、依然として物価目標レンジ（2022年は2~5%）の上限を大きく上回っ
ています。ブラジル国内の干ばつや、ロシアへの制裁などによって引き起こされたエネルギー価格や食料価格の高騰が、物価上昇の主
な要因となっています。また、足元で発生している寒波により、さらに価格が押し上げられることが懸念されます。政府はインフレ緩
和に向けて、輸入関税や燃料税の引き下げなどの対策を打ち出しています。

 一方で、インフレの継続と利上げにより借入コストが上昇する中、3月の小売売上高（実質）は前年同月比＋4.0%と市場予想（＋
2.1％）を上回る伸びとなりました。PMI（購買担当者景気指数）においても足元でサービス業の回復が続いており、今後の個人消費
の動向が注目されます。

 ブラジル中央銀行は5月のCOPOM（通貨政策委員会）で政策金利を1.0%引き上げ、12.75%とすることを決定しました。上昇の続く
インフレ率を受けて、次回6月会合以降においても利上げが継続されるとみられます。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。
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各国経済動向 － インド：経済概況

 インドの2022年1-3月期の実質GDP成長率は、前年同期比+4.1％とプラス成長になったものの、 3四半期連続で伸びが鈍化しまし
た。2021年末から今年2月にかけてのオミクロン株の感染拡大による行動制限措置や、ウクライナ情勢の悪化に伴うインフレの影響
から、個人消費が低調に推移しました。

 原油や食料品価格の上昇から、4月の消費者物価上昇率は前年比+7.79％と加速し、引き続き中銀のインフレ目標レンジ（2％～
6％）の上限を上回っています。4月のPMI（購買担当者景気指数）は、製造業、サービス業ともに上昇しており、景気の回復傾向は
続いているとみられますが、今後インフレがインド経済に及ぼす影響が注目されます。

 インフレの抑制に向けて、インド政府は小麦や砂糖の輸出停止を決定しました。また、インド中銀は5月の会合の議事録にて、利上
げ前倒しの必要性について言及しており、6月会合においても追加利上げが実施される可能性は高いとみられます。

インド経済は回復傾向が続くとみられるが、インフレに留意が必要
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▶ Chapter 3

市場動向
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当面の相場想定

相場見通し(今後1ヵ月)

ダウ・ジョーンズ

工業株価平均

日経平均株価

米国10年国債利回り

日本10年国債利回り

ドル/円

※上記図表などは、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ないし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。

市場動向の概況

米景気回復の継続が支えとなるものの、金融引き締めへの懸念が重しとなる見込みです。コスト高やコロナ禍での巣ごもり

需要の剥落などから業績見通しを引き下げる企業もみられる中、企業業績動向には引き続き留意が必要です。

中国景気や米欧金融引き締めを巡る懸念がくすぶるものの、国内の経済正常化期待が支えとなる見込みです。岸田政権が市

場への配慮を示し始めたことも、市場心理改善に寄与する可能性があります。

高インフレや、FRB（米連邦準備理事会）が積極的に金融政策を引き締めるとの見方、米景気回復の継続などが金利上昇要

因と考えられます。一方、世界景気の減速懸念などを鑑みれば、米長期金利はレンジ内での推移を見込みます。

海外金利の動向には留意が必要とみられます。もっとも、日銀は金利上昇を抑制する姿勢であることや、ウクライナ情勢の

先行き不透明感や資源価格上昇による景気への悪影響などを鑑みれば、金利は低位での推移を見込みます。

米景気回復の継続や、米国の金融引き締めなどがドルの上昇要因とみられます。一方、日本政府などによる急激な為替変動

をけん制する姿勢などを鑑みれば、ドルは対円でレンジ内での推移を見込みます。

予想レンジ

ダウ・ジョーンズ

工業株価平均

31,000～34,000ドル

日経平均株価

26,000～29,000円

米国10年国債利回り

2.7～3.2％

日本10年国債利回り

0.15～0.25％

ドル/円

127～132円
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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

（注）国内REIT：東証REIT指数、米国REIT：FTSE NAREIT オール・エクイティ・REIT・インデックス、豪州REIT：S&P 豪州 REIT インデックス。全て現地通貨ベース。
米国ハイイールド債券はICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックスを使用

※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。

※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

マーケット・オーバービュー

（注）株式およびREITの前月末値は小数点以下切り捨てで表示。

1ヵ月 3ヵ月 1年 3年

ダウ・ジョーンズ工業

株価平均
32,990 +0.04 ▲2.66 ▲4.46 +32.94

ドイツDAX指数 14,388 +2.06 ▲0.50 ▲6.70 +22.70

日経平均株価 27,279 +1.61 +2.84 ▲5.48 +32.42

MSCＩエマージング

マーケットインデックス
1,077 +0.14 ▲7.99 ▲21.69 +7.98

米国REIT（配当込み） 24,904 ▲4.68 ▲1.67 +4.11 +27.55

国内REIT 2,006 +1.53 +6.85 ▲3.26 +4.65

国内REIT（配当込み） 4,563 +1.79 +7.53 +0.27 +17.32

豪州REIT（配当込み） 964 ▲8.60 ▲6.60 +4.77 +10.81

米国（10年） 2.84 ％ ▲0.09 +1.02 +1.25 +0.72

米国ハイイールド債券 7.06 ％ +0.05 +1.32 +2.34 +0.14

日本（10年） 0.24 ％ +0.02 +0.06 +0.16 +0.33

ドイツ（10年） 1.12 ％ +0.18 +0.99 +1.31 +1.32

債

券

利

回

り

5月

末値

騰落率（％、債券は変化幅）

株

式

R

E

I

T

1ヵ月 3ヵ月 1年 3年

ユーロ 1.07 +1.79 ▲4.32 ▲12.21 ▲3.90

英ポンド 1.26 +0.22 ▲6.10 ▲11.33 ▲0.24

豪ドル 0.72 +1.64 ▲1.18 ▲7.20 +3.49

ブラジルレアル 4.73 +5.08 +9.09 +10.26 ▲17.11

人民元 6.67 ▲0.95 ▲5.43 ▲4.52 +3.50

インドルピー 77.63 ▲1.40 ▲2.66 ▲6.57 ▲10.37

ドル 128.67 ▲0.79 +11.89 +17.42 +18.83

ユーロ 138.14 +0.94 +7.09 +3.10 +14.21

英ポンド 162.17 ▲0.61 +5.09 +4.13 +18.54

豪ドル 92.38 +0.79 +10.62 +9.00 +22.87

ブラジルレアル 27.16 +4.06 +21.88 +29.36 ▲1.64

人民元 19.29 ▲1.83 +5.85 +12.24 +23.02

インドルピー 1.66 ▲2.00 +8.94 +9.82 +6.80

5月

末値

騰落率（％）

為

替

（

対

ド

ル

）

為

替

（

対

円

）



28※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。

※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

前月のまとめ

-15

-10
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0

5

10

日本 米国 ドイツ オーストラリア 中国

主要国の株価指数

月間騰落率

年初来騰落率

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

【日本】日経平均株価 【米国】ダウ・ジョーンズ工業株価平均

【ドイツ】ドイツDAX指数 【オーストラリア】S&P/ASX200指数
【中国】上海総合指数

（％）

（注）月間：2022年5月の1ヵ月間、年初来：2021年12月末から2022年5月末の期間
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国内REIT 米国REIT 欧州REIT 豪州REIT

主要国・地域のREIT指数
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年初来騰落率

（％）

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

【国内REIT】東証REIT指数 【米国REIT】FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・

インデックス注【欧州REIT】FTSE EPRA/NAREITヨーロッパ先進国インデックス
【豪州REIT】S&P/ASX200 Aリート指数 すべてトータルリターン

（注）月間：2022年5月の1ヵ月間、年初来：2021年12月末から2022年5月末の期間
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日本 米国 ドイツ スペイン オーストラリア

主要国の10年国債利回り
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年初来の利回り変化

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
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（注）月間：2022年5月の1ヵ月間、年初来：2021年12月末から2022年5月末の期間
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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

（％）

（注）月間：2022年5月の1ヵ月間、年初来：2021年12月末から2022年5月末の期間
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

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

市場動向 –資産編①

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ

米国株式

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ

国内株式

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

（ドル）

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

（2021年5月末～2022年5月末：日次）
（円）

日経平均株価

5 月 の 『 米 国 株 式 市 場 （ ダ ウ ・

ジョーンズ工業株価平均）』は小幅

に上昇しました。

上旬は、FRB（米連邦準備理事会）

が0.5％の利上げと6月からのバラ

ンスシート縮小を決定したにもかか

わらず、一時上昇しました。その後、

金融引き締めへの警戒感から下落に

転じました。中旬は、米消費者物価

上ぶれなどが嫌気され、下落幅を拡

大しました。下旬は、米長期金利の

落ち着きなどからリスク選好が改善

し、上昇に転じました。

上昇

要因
・米景気の回復継続

下落

要因

・米金融引き締めを巡る不透明感

・企業業績を巡る不透明感

米景気や金利動向を注視

米景気回復の継続が支えとなるものの、金融

引き締めへの懸念が重しとなる見込みです。

米国経済は引き続き堅調ですが、米長期金利

上昇を受けて住宅市場は減速に転じるなど、

当面動向が注視されます。5月中旬にかけて

の米国株安は、主に金融引き締めに伴うバ

リュエーション（PER、株価収益率）調整の

側面が強かったと考えられます。また、コス

ト高やコロナ禍での巣ごもり需要の剥落など

から業績見通しを引き下げる企業もみられる

中、企業業績動向には引き続き留意が必要で

す。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均：31,000～34,000ドル

5月の『国内株式市場（日経平均株

価）』は上昇しました。

上旬は、好決算銘柄への買いなどが

支えとなり横ばいで推移した後、

FOMC（米連邦公開市場委員会）後

の米国株安からリスク回避の動きが

強まり、下落しました。中旬は米国

株安が続く中、国内株の割安感や企

業決算通過に伴う安心感などから上

昇に転じました。下旬は、米長期金

利の落ち着きから世界的にリスク選

好が改善する中、中国景気への懸念

後退もあって上昇幅を拡大しました。

上昇

要因

・経済活動正常化期待

・経済対策による景気下支え期待

下落

要因

・金融政策正常化を巡る不透明感

・中国景気への懸念

中国景気動向や国内の政策動向を注視

中国景気や米欧金融引き締めを巡る懸念がく

すぶるものの、国内の経済正常化期待が支え

となる見込みです。5月中旬にかけての国内

企業決算発表で示された22年度会社計画は

例年以上に保守的な計画でしたが、今後のマ

クロ環境次第では上方修正の余地があると考

えられます。岸田政権が市場への配慮を示し

始めたことも、市場心理改善に寄与する可能

性があります。国内株はバリュエーション面

で割安感もある中、下値の堅い推移が続くと

みています。

日経平均株価：26,000～29,000円
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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

市場動向 –資産編②

エマージング株式

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス
を使用

※英国：FTSE100指数、ドイツ：DAX指数、
※欧州：ストックス・ヨーロッパ600指数を使用

欧州株式

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ

 前月の相場動向

 今後の見通し

800

1,000

1,200

1,400

1,600

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

エマージング株価指数

5月の『欧州株式市場（ドイツDAX

指数）』は上昇しました。

上旬は、横ばいで推移した後、米金

融引き締めに伴う米国株安を受けて

リスク回避の動きが強まり、下落し

ました。中旬は、米国株安が続く中

で、中国景気改善への期待感などか

ら、上昇に転じました。下旬は、米

長期金利の落ち着きから世界的にリ

スク選好が改善する中、中国景気へ

の懸念後退もあって上昇幅を拡大し

ました。ただし、高インフレへの懸

念が一部重しとなりました。

上昇

要因
・経済活動正常化期待

下落

要因

・ウクライナ情勢を巡る不透明感

・金融引き締めへの警戒感

・中国景気への懸念

ウクライナ情勢や米欧金融政策を注視

経済正常化期待が支えとなる一方で、ウクラ

イナ情勢や金融引き締めへの懸念が重しとな

る見込みです。EU（欧州連合）は5月末の臨

時首脳会議でロシア産原油の禁輸方針で合意

しました。ロシア産原油輸入の約3分の2に

あたる海上輸送分を直ちに停止した上で、年

末までにドイツやポーランドへのパイプライ

ン輸送分を停止する方針となっています。

ECB（欧州中央銀行）は7月に利上げ開始の

見込みですが、高インフレ長期化の可能性が

高まる中、急速な利上げとなる可能性も排除

できません。

ドイツDAX指数：13,000～15,000

5月の『エマージング株式市場』は

小幅に上昇しました。

上旬は、米長期金利上昇やドル高が

嫌気されたことに加え、中国景気へ

の懸念もあって、下落しました。中

旬は、中国の4月の主要経済指標が

大幅に悪化する中、政策期待が強

まったことやドル高一服もあって、

上昇に転じました。下旬は、米長期

金利の落ち着きから世界的にリスク

選好が改善する中、中国景気への懸

念後退もあって上昇しました。

上昇

要因
・経済活動正常化期待

下落

要因

・ウクライナ情勢を巡る不透明感

・中国のゼロコロナ政策

・米長期金利やドルの動向への懸念

米欧金融政策や中国景気動向を注視

将来の経済正常化期待が支えとなる一方、ウ

クライナ情勢や中国景気、金融引き締めへの

懸念が引き続き重しとなる見込みです。中国

では上海のロックダウンが事実上解除されま

したが、原則としてゼロコロナ政策の方針が

維持される可能性がある中、注意が必要です。

5月は、下旬にかけて米長期金利上昇とドル

高が一服し資金流出懸念が和らぎ、新興国市

場の支えとなりましたが、米欧ともに金融引

き締めに向かう中、依然留意が必要です。

350

400

450

500

550

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

英国（左軸） ドイツ（左軸）

欧州（右軸）

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

欧州株価指数
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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

市場動向 –資産編③

米国REIT

※FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・イン
デックス（配当込み）を使用

J-REIT

 前月の相場動向

 今後の見通し

 前月の相場動向

 今後の見通し

20,000

23,000

26,000

29,000

32,000

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

米国REIT

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

21年5月 21年9月 22年1月 22年5月

東証REIT指数（配当なし、左軸）

東証REIT指数（配当込み、右軸）

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

東証REIT指数

5月の『米国REIT市場』は下落しま

した。

上旬は、米長期金利が一時3％超に

上昇する中、FRBの金融引き締めへ

の警戒感から4月下旬以降の下落基

調が続きました。中旬は、米国株安

となる中、米長期金利の上昇一服か

ら一段の下落に歯止めがかかりまし

た。下旬は、世界的なリスク選好改

善から上昇しましたが、米住宅市場

の鈍化懸念などが強まる中、月間の

下落幅を相殺するには至りませんで

した。

上昇

要因
・米景気の回復継続

下落

要因

・米金融引き締めを巡る不透明感

・不動産市場の先行き不透明感

不動産市場や金利動向を注視

米景気回復の継続が支えとなるものの、不動

産市場や米長期金利動向には留意が必要です。

米国経済は引き続き堅調ですが、米長期金利

や住宅価格の上昇を受けて住宅市場が減速に

転じており、当面動向が注視されます。米国

の4月の中古住宅販売件数は3カ月連続で減

少し、約2年ぶりの低水準となりました。コ

ロナ禍での巣ごもり需要も剥落しつつあると

みられる中、物流施設などのセクター動向も

注視されます。

5月の『J-REIT市場（東証REIT指

数（配当込み））』は上昇しました。

上旬は、おおむね横ばいで推移した

後、FOMC後の米国株安を受けてリ

スク回避の動きが強まり、下落しま

した。中旬は、国内株が反発する中、

J-REIT は景 気悪 化に 対す るディ

フェンシブ性の高さなどが評価され、

上昇に転じました。下旬は、米長期

金利の落ち着きや中国景気への懸念

後退から世界的にリスク選好が改善

する中、インバウンド需要回復期待

もあって上昇幅を拡大しました。

上昇

要因
・経済活動正常化期待

下落

要因
・不動産市場の先行き不透明感

不動産市場動向を注視

不動産市場を巡る不透明感は残るものの、国

内の経済正常化期待が支えとなる見込みです。

政府は6月から入国制限を緩和し、観光客の

入国もツアーに限り再開することとなりまし

た。インバウンド需要によるホテル稼働率の

回復が今後期待されます。オフィス市況も引

き続き注視されます。東京都心5区のオフィ

ス空室率は4月、前月比小幅上昇となり、平

均賃料は前月比で21カ月連続で下落しまし

た。コロナ後もオフィス縮小の動きが続く中、

縮小移転に伴う2次空室の動向が注視されて

います。
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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

市場動向 –資産編④

豪州REIT

※S&P豪州REITインデックス（配当込み）を使用

 前月の相場動向

 今後の見通し
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豪州REIT

5月の『豪州REIT市場』は下落しま

した。

上旬は、RBA（豪州準備銀行）が市

場想定以上の利上げを行い、金利の

上昇が嫌気され下落しました。後日

RBAが公表した経済見通しでは高イ

ンフレの長期化見通しが示され、今

後の利上げ継続への懸念を高めまし

た。中旬に入ってからも下落が進み

ましたが、中国の経済正常化期待や

米国での景気減速懸念の後退などか

らリスク選好が改善する中、下げ幅

を縮めました。

上昇

要因
・堅調な豪州経済

下落

要因
・金融引き締めによる悪影響

急速な利上げとその悪影響に注意

豪州経済の回復が続いています。移民の受け

入れや往来の再開は豪州景気を押し上げる要

因となり、豪州REIT市場を支えると考えま

す。一方で、堅調な豪州経済の下で、RBAは

利上げを開始しており、今後も高インフレか

ら利上げを継続する方針を示しています。金

利上昇懸念が当面の豪州REIT市場への重し

となるほか、金利上昇による住宅市場や消費

への悪影響も注目されます。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

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

市場動向 –資産編⑤

米国債券 米国ハイイールド債券

※ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイー
ルド・インデックスを使用

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ

 前月の相場動向

 今後の見通し
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米国ハイイールド債券

５月の『米国債券市場（10年国

債）』は上昇（金利は低下）しまし

た。

上旬は、高インフレへの懸念や、

FRBは金融引き締めを積極的に進め

るとの見方を受けて金利は上昇しま

した。中旬は、米景気への懸念や、

リスク回避の動きから低下しました。

下旬は、一時低下する場面もみられ

たものの、月末にFRBのタカ派姿勢

が意識され上昇し、月間の低下幅は

縮小しました。

金利の

上昇

要因

・高インフレに伴い米金融政策を積極

的に引き締めるとの見方

・米景気回復の継続

金利の

低下

要因

・中国を中心とした世界景気の減速懸

念

金利はレンジ内の推移を見込む

高インフレや、FRBが積極的に金融政策を引

き締めるとの見方、米景気回復の継続などが

金利上昇要因と考えられます。一方、中国を

中心とした世界景気の減速懸念などを鑑みれ

ば、金利はレンジ内の推移を見込みます。米

金融政策を巡っては、5月のFOMC議事要旨

では、大半の参加者が向こう２回の会合で

0.5%の利上げが適切と認識していることが

示されました。他方で、これまでの情報伝達

により、政策見通しに関する市場の見方が

FOMCの見解とより整合的になったとし、金

融環境の引き締まりに貢献したとも評価され

ました。
米国10年国債利回り：2.7～3.2%

５月の『米国ハイイールド債券市

場』は上昇しました。

上旬は、FRBが通常の２倍となる

0.5%の利上げと6月からのバラン

スシートの縮小開始を決める中、米

金融政策の正常化の進展が意識され、

相場は下落しました。中旬は、イン

フレによる収益圧迫など米企業業績

を巡る懸念が強まったことや、米景

気の減速懸念、米株安などを背景に、

下落幅は拡大しました。下旬は、リ

スク選好姿勢が強まる中、上昇しま

した。

価格の

上昇

要因

・米景気回復の継続

・相対的に高い利回り水準

価格の

下落

要因

・米金融引き締めを巡る不透明感

米金融政策動向などを注視

米景気回復の継続や、相対的に高い利回り水

準は米国ハイイールド債券市場を支えると考

えられます。一方、FRBが積極的に金融政策

を引き締めるとの見方などが相場の下押し要

因として考えられます。米金融政策を巡って

は、5月のFOMC議事要旨では、大半の参加

者が向こう２回の会合で0.5%の利上げが適

切と認識していることが示されました。FRB

は高インフレ抑制のため、利上げを継続する

とみられます。６月からはFRBのバランス

シート縮小も開始され、流動性縮小を通じた

リスク性資産への下押し圧力には引き続き留

意が必要です。



34※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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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

市場動向 –資産編⑥

欧州債券国内債券

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ

 前月の相場動向

 今後の見通し

 1ヵ月の予想レンジ
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欧州10年国債利回り

5 月 の『 国内 債 券市 場（ 10 年 国

債）』は下落（金利は上昇）しまし

た。

上旬は、米長期金利の上昇につれた

動きから金利は上昇しました。中旬

は、米長期金利の低下や、日銀が長

期国債を固定利回りで無制限に買い

入れる指値オペ（公開市場操作）を

続けていることを受けて、上昇幅は

縮小しました。下旬は、米景気の減

速懸念やECBの金融政策正常化観測

などが交錯し、もみ合いでした。

金利の

上昇

要因

・海外の主要中銀による金融政策の正

常化に向けた動き

金利の

低下

要因

・日銀が長期金利の上昇を抑制する姿

勢を示していること

・ウクライナ情勢の長期化懸念などに

伴う景気への悪影響

金利は低位での推移を予想

海外の主要中銀による金融政策の正常化に向

けた動きには引き続き留意が必要です。もっ

とも、日銀が連続指値オペの実施を通じて、

長期金利の上昇を抑制する姿勢を示している

ことから、金利は低位での推移を予想します。

また、中国のゼロコロナ政策やウクライナ情

勢の長期化が懸念される中、供給制約や原材

料価格の上昇による国内景気への悪影響など

も金利低下要因と考えられます。

日本10年国債利回り：0.15～0.25％

５月の『欧州債券市場（ドイツ10

年国債）』は下落（金利は上昇）し

ました。

上旬は、ECBによる利上げ観測など

から金利が上昇した後、中国景気の

減速懸念や、リスク回避の動きから、

上昇幅は縮小しました。中旬は、

ECBの大幅利上げへの思惑や、欧州

景気への懸念、米長期金利の低下と

いった材料が交錯する中、もみ合い

でした。下旬は、ECBの利上げ観測

や、ユーロ圏インフレ率の加速など

から上昇しました。

金利の

上昇

要因

・高インフレの長期化懸念

・ECBの金融政策正常化を巡る思惑

金利の

低下

要因

・ウクライナ情勢を巡る不透明感

・中国景気の減速懸念

金利はレンジ内での推移を見込む

高インフレの長期化懸念や、ECBの金融政策

の正常化観測などが金利の上昇要因とみられ

ます。一方で、ウクライナ情勢の長期化が懸

念される中、エネルギー供給不安や物価高な

ど欧州景気の先行き不透明感がくすぶること

などを鑑みれば、レンジ内での推移を見込み

ます。ECBの金融政策を巡っては、ラガルド

総裁は、7月の利上げ可能性を既に表明して

いるほか、6月初時点で▲0.5%の中銀預金

金利に関し、7-9月期の終わりまでにマイナ

ス金利が解消される公算が大きいとしていま

す。もっとも同氏は、金融政策の正常化は慎

重に調整されなければならないとの見解も示

しています。ドイツ10年国債利回り：0.9～1.3％
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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

市場動向 –為替編①

ドル ユーロ

 前月の相場動向

 今後の見通し

 前月の相場動向

 今後の見通し

（対ドル）

今後1ヵ月の見通し
 1ヵ月の予想レンジ  1ヵ月の予想レンジ

（対円）

今後1ヵ月の見通し
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ユーロ

5月のドルは、対円で下落しました。

上旬は、米長期金利の上昇や、FRB

はインフレ抑制に向けて金融引き締

めを積極的に進めるとの見方から、

円安・ドル高が進展しました。中旬

は、米長期金利の低下や、米景気の

減速懸念、リスク回避姿勢の強まり

を受けて、下落しました。下旬は、

米長期金利が上昇する中、日米金融

政策の方向性の違いが意識され、下

落幅は縮小しました。

上昇

要因

・米景気回復の継続

・日米金融政策の方向性の違い

下落

要因

・日本政府などによる急激な為替変動

をけん制する姿勢

レンジ内での推移を見込む

米景気回復の継続や、FRBが積極的に金融政

策を引き締めるとの見方などは、ドルの上昇

要因とみられます。一方日銀は、金融緩和を

続けており、こうした日米金融政策の方向性

の違いが意識されることが、ドルの上昇要因

と考えます。もっとも日本政府などによる急

激な為替変動をけん制する姿勢などを鑑みれ

ば、レンジ内での推移を見込みます。

ドル/円：127～132円

5月のユーロは、対ドルで上昇しま

した。

上旬は、もみ合いでした。中旬は、

中国や欧州景気の減速懸念などから

下落した後、ECBが高インフレに対

処するため利上げに踏み切るとの見

方を受けて上昇しました。下旬は、

欧州景気の減速懸念が意識される場

面もみられたものの、ECBのラガル

ド総裁が7月の利上げ可能性を示唆

するなど、ECBの金融政策の正常化

観測を背景に上昇しました。

上昇

要因
・ECBの金融政策正常化を巡る思惑

下落

要因

・ウクライナ情勢を巡る不透明感

・中国景気の減速懸念

もみ合いでの推移を予想

ECBによる金融政策の正常化を巡る思惑は、

ユーロの上昇要因と考えられます。一方、ウ

クライナ情勢の長期化が懸念される中、エネ

ルギー供給不安や物価高など欧州景気の先行

き不透明感を鑑みれば、もみ合いでの推移を

予想します。なおEUは5月末の臨時首脳会議

において、ロシアへの追加制裁措置として、

パイプラインによる輸入を除くロシア産石油

の禁輸で合意しました。今後、物価と景気へ

の影響が注視されます。

ユーロ/ドル：1.04～1.09ドル
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市場動向 –為替編②

人民元英ポンド

 前月の相場動向

 今後の見通し

 前月の相場動向

 今後の見通し

（対ドル）

今後1ヵ月の見通し
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人民元

5月の英ポンドは、対ドルで上昇し

ました。

上旬は、BOE（イングランド銀行）

の経済成長率の見通しが下方修正さ

れたこと受け、英景気減速懸念が強

まり、利上げ打ち止め観測が浮上し

たため、下落しました。中旬は、失

業率の改善などを手掛かりに上昇し

ました。下旬は、英政府がエネル

ギー価格の上昇に直面する家計への

財政支援策を発表したことで、英経

済を下支えするとの期待が高まった

ため、上昇しました。

上昇

要因

・BOEの金融引き締め観測

・英政府による家計への財政支援

下落

要因

・英景気の先行き懸念

・米金融政策を積極的に引き締めると

の見方

・ジョンソン首相の退陣懸念

・英国と欧州諸国との関係悪化懸念

もみ合いでの推移を見込む

BOEの利上げ継続姿勢は、英ポンドの上昇要

因とみられます。一方、高インフレが継続す

る中、実質可処分所得減少の影響が懸念され、

景気の下振れリスクは高まっています。また、

米金融政策を積極的に引き締めるとの見方に

加え、英官邸におけるパーティー問題や北ア

イルランド議定書問題などの政治的リスクは、

英ポンドの下落要因とみられます。こうした

中、英ポンドはもみ合いでの推移を見込みま

す。

5月の人民元は、対ドルで下落しま

した。

上旬は、北京におけるロックダウン

導入の可能性が嫌気され、元安が続

きました。中旬に入ってからも元安

が続きましたが、上海市が段階的な

ロックダウン解除に向けた方針を公

表したことを受けて、経済活動正常

化期待から買われ、下げ幅を縮めま

した。下旬には、北京での感染拡大

懸念から元安が進む場面もありまし

たが、景気刺激策の公表が好感され、

月間の下げ幅を縮めました。

上昇

要因

・経済活動の正常化

・景気刺激策への期待

下落

要因

・ゼロコロナ政策の継続

・米中金融政策の方向性の違い

もみ合いでの推移を見込む

中国当局はゼロコロナ政策を堅持しており、

今後経済活動が正常化していくに当たり、感

染が再拡大する場合は厳格な行動制限が再導

入される懸念があります。ゼロコロナ政策は

消費にも悪影響を与えており、引き続き、同

政策が人民元の下押し圧力になると考えます。

また、米中金融政策の方向性の違いも人民元

の上値を抑える要因とみられます。一方で、

経済活動の正常化や更なる景気刺激策への期

待が人民元を支える見込みです。
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 今後の見通し

市場動向 –為替編③
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 前月の相場動向  前月の相場動向
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今後1ヵ月の見通し
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レアル/円：左軸

ドル/レアル：右軸（逆目盛り）
（円） （レアル）

レアル高

レアル安

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

ブラジルレアル

5月の豪ドルは、対米ドルで上昇し

ました。

上旬は、RBAが11年半ぶりの利上

げを決定したことを受けて豪ドル高

が進みましたが、中国北京での感染

拡大を受け、資源需要の減少懸念か

ら売られました。中旬以降は約2年

ぶりの安値を付ける場面もありまし

たが、中国で経済活動再開方針が表

明されると、資源需要の回復期待か

ら買われました。なお、5月の総選

挙では労働党が勝利し9年ぶりの政

権交代となりました。

上昇

要因
・RBAの更なるタカ派化

下落

要因
・中国景気の減速懸念

中国景気次第で下振れも

堅調な豪州の経済環境の下、RBAは利上げを

開始しています。もっとも、キャッシュレー

ト（政策金利）先物は既に年末までの大幅な

利上げを織り込んでおり、更なるタカ派化観

測が高まらない限り、豪ドルへの影響は限定

的と考えます。一方で、資源輸出先の中国で

は景気の落ち込みから資源需要の減少懸念も

くすぶり、当面の豪ドルは中国の景気、感染

動向に左右される展開が続くと考えます。

5月のブラジルレアル（以下、レア

ル）は、対ドルで上昇しました。

上旬は、ブラジル中銀の利上げから

上昇する場面もあったものの、ドル

高が進行する中、中国の感染拡大へ

の警戒感から下落しました。中旬は

中国のロックダウン緩和期待や、同

国当局の経済支援措置の発表などを

受けて上昇しました。下旬は鉄鉱石

価格の上昇や、4月の連邦税収が市

場予想を上回ったことなどから、レ

アルは一段と上昇しました。

上昇

要因
・ブラジル中銀の利上げ継続姿勢

下落

要因

・中国景気の減速懸念

・財政規律への信認低下

利上げ継続姿勢がレアルの下支えに

今後のレアル相場の上昇要因として、インフ

レ加速による利上げの継続が挙げられます。

一方で、中国景気の減速懸念による資源価格

の下落や、10月の大統領選を意識した追加

支援策などによる財政規律への信認低下が、

レアルを押し下げる可能性に留意が必要です。
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※上記図表などは、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ないし保証するものではありません。

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

市場動向 –為替編④

インドルピー

 前月の相場動向

 今後の見通し

（対ドル）

今後1ヵ月の見通し
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ルピー/円：左軸

ドル/ルピー：右軸（逆目盛り）
（円） （ルピー）

ルピー高

ルピー安

（2021年5月末～2022年5月末：日次）

インドルピー

5 月 の イ ン ド ル ピ ー （ 以 下 、 ル

ピー）は、対ドルで下落しました。

上旬はインド中銀の緊急利上げを受

けて一時上昇したものの、ドル高を

受けて下落しました。その後インド

中銀は為替介入を行い、ルピーは下

げ止まりました。中旬から下旬にか

けてはインド中銀の6月会合での利

上げ観測が下支えとなったものの、

原油価格の上昇によるインドの経常

収支悪化が重しとなる中、ほぼ横ば

い圏で推移しました。

上昇

要因
・インド中銀の利上げ継続観測

下落

要因

・原油価格高

・米金融政策を積極的に引き締めると

の見方

弱含みの展開を見込む

米金融政策を積極的に引き締めるとの見方や

原油価格高が、引き続きルピーを押し下げる

とみられます。一方でインド中銀による、目

標を上回るインフレ率の抑制に向けた政策金

利の引き上げや、為替介入などが、ルピーを

下支えする可能性があります。
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当資料で使用している指数について

• 「日経平均株価」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、「日経平均株価」
自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財
産権を有しています。

• 東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社
ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知
的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべ
ての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべて
の権利はＪＰＸが有しています。

• MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、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。

• ICE Data Indices, LLC（「ICE Data」）、その関係会社及びそれらの第三者サプ
ライヤーは、明示又は黙示のいずれかを問わず、インデックス、インデックス・
データ、及びそれらに含まれ、関連し、又は派生する一切のデータを含めて、商品
性又は特定の目的若しくは使用への適合性の保証を含む一切の表明及び保証を否認
します。ICE Data、その関係会社又はそれらの第三者サプライヤーは、インデッ
クス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適切性、正確性、適時性
又は完全性について、なんら損害賠償又は責任を負わず、インデックス、インデッ
クス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状有姿において提供されるもので
あり、自らの責任において使用いただくものです。ICE Data、その関係会社及び
それらの第三者サプライヤーは、アセットマネジメントOne（株）又はその製品若
しくはサービスを後援、推薦又は推奨するものではありません。

• FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセ
ンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのイ
ンデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社
に帰属します。FTSEおよびライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの
格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いま
せん。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎
データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSE
のデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促
進や出資、保証することはありません。

• ダウ・ジョーンズ工業株価平均、 S&P 500種株価指数、S&P豪州REITインデック
スは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であ
り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョー
ンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
LLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確
に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしま

せん。また、指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いま
せん。

• ドイツDAX指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はDeutsche Börse
に帰属します。

• ストックス・ヨーロッパ600指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は
ストックス・リミテッド社に帰属します。

• 上海総合指数は上海証券取引所が公表する指数です 。

• ISM製造業景気指数、ISMサービス業景気指数は全米供給管理協会が発表する指数
です。

• ウエストパック消費者信頼感指数はウエストパック・メルボルン研究所が発表する
指数です。

• エコノミック・サプライズ・インデックスはシティグループ・グローバル・マー
ケッツ・インクが発表する指数です。



投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

 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（REIT）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、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は
すべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

 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3.85％ （税込）
換金時手数料：換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじめ
上限の料率等を示すことができません。
信託財産留保額：上限0.5％

 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2.09％ （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。その他費用・手数料については定期的に
見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等
を含む）を表示することはできません。

※ 手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あら
かじめ表示することはできません。

【投資信託に係るリスクと費用】 ※ 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。

※ 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資
対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申
し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または
同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認
のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※ 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。

【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。


