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Thomas

引き続き各国の国債金利が低位で推移する中、利回り向
上を求める投資家の需要は世界的に高水準で推移し、社
債市場は好需給から堅調に推移しました。

企業の倒産リスクの対価として考えられる社債の国債に対す
る上乗せ利回りは、2016年初から安定的に縮小の一途を
辿って一部に割高懸念も出ているものの、景気拡大や企業
業績の改善から債務返済能力は下支えされており、企業の
倒産率が低位で推移する中、国債に対する社債の値動き
を底固いものとしました。

主要指標であるブルームバーグ・バークレイズ米国社債（1-
10年）指数の収益率は、為替ヘッジ無しで約0.8%のプラス、
為替ヘッジありで約2.3%のプラスとなりました。2017年12月
末現在、米国社債指数の利回りは約2.9%で、およそ同じ
残存期間の米国債を約0.7%上回っています。

日本債券: 先進国外国債券: 米国投資適格社債:

(1)各資産クラスのレビュー:  2017年1月~2017年12月

景気回復とともに、米国では2015年と2016年に1回ずつで
あった利上げが2017年には安定的に3回実施され、欧州で
も国債買い取りを中心とする積極的な金融緩和策の解消
見通しが明確となったものの、米国を中心に10年長期金利
は動意の少ない横ばいに近い推移となりました。

各国で賃金やインフレ率に過熱感がない中、積極的かつ
大幅な利上げの加速は想定されず、世界的に幅広い債券
投資需要と共に長期金利への上昇圧力は抑制されました。

主要指標であるシティ世界国債指数（除く日本）の収益
率は、為替ヘッジ無しでは対ユーロの円安の恩恵もあり約
5.1%のプラス、為替ヘッジありで約0.6%のプラスとなりました。
また米国10年国債の利回りは2.41%に0.04%低下し、ドイ
ツ10年国債は0.43%に0.22%上昇しました。

日本株式: 先進国外国株式: 外国為替:

ドル円相場は、前2016年末にトランプ氏の米大統領選挙で
の勝利を受けて100円代前半から118円台まで短期間で円
安が進んだ後、2017年は一年を通して変動幅が少ない、横
ばいに近い推移となりました。

年当初は、トランプ新政権に対する期待の剥落や、過度な
米国利上げ期待の後退とともに110円台まで緩やかに円高
回帰となり、その後は、日米ともに堅調な成長を実現する中、
年末にかけて107円台から114円台の狭い範囲で上下する
動意に欠ける展開が続きました。

米ドル円の為替レートは116.6円から112.7日へ約3.4%の円
高となり、ユーロ円は123.0円から135.3円へ約10.0%の円安
となりました。

日本銀行が10年国債利回りを0%前後で推移させることを目
指す積極的な金融緩和政策を明確に維持する中、低い利
回りで動意に欠ける展開が続きました。

安定的にプラス成長が続きインフレ率がマイナス圏を脱してプ
ラスで推移する中、10年長期金利は、概ねマイナス圏で推移
していた2016年とは異なり安定的に0.0～0.1%の範囲内のプ
ラス圏で推移しました。米国を中心に海外では金融緩和策
の縮小傾向が明確となったものの、日本では政策変更期待
は高まりませんでした。引き続き、1年程度の短期国債は
0.2%前後のマイナス圏で推移しました。

主要指標である野村BPI指数の収益率は約0.2%のプラスと
なりました。また10年国債の利回りは0.05%で横ばいとなりまし
た。

年当初は米国における減税政策などへの期待から米国で株
高となったことが日本の株価を下支えし、その後は予想を上
回る業績拡大が外国人投資家の買いも伴って市場の大幅
な上昇を促しました。

株式ETFの買い取りを含む日本銀行の積極的な金融緩和
政策が維持されたことの他、中国を中心にアジア経済に対す
る過度な悲観論が後退したこと、ドル円為替レートが2016年
より円安水準の110円台前後で安定推移したことも、企業の
収益拡大を支えました。

主要指標である東証株価指数（TOPIX）の収益率は約
22%のプラスとなりました。

経済成長の波が、米国だけでなく欧州や新興国に広がる中、
企業業績の着実な拡大を背景に大きく上昇しました。

欧州で懸念されていた反EUの動きが仏大統領選挙で払
しょくされたことや、北朝鮮を中心とする地政学リスクが一定
の収束を見せたこと、貿易や原油価格の回復とともにブラジ
ルやロシアなど新興国の成長が明確に拡大に転じたことが、
上昇に寄与しました。また年を通して、市場の変動幅が抑
制されたことも投資家の安心感を高めました。

主要指標であるMSCIコクサイ指数の収益率は、為替ヘッジ
無しでは約19%のプラス、為替ヘッジありで約18%のプラスと
なりました。

出所：SSGA
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日本で緩やかな経済成長が継続することが予想され、また企
業業績の改善が実績と予測ベースで明確な中、年間で上昇
する期待が強いと考えています。

2017年の大幅な上昇を受けても株式価値評価（バリュエー
ション）は割高化していないことや、米国の明確な利上げ基
調から大幅な円高余地が抑制され得ること、先進国と共に
中国を始めアジア経済の安定も上昇を支えると考えています。

ただし17年における大幅かつ安定的な上昇を受けて、上昇
幅はより緩やかとなり、北朝鮮問題など地政学リスクも含めて
株価の変動幅は高まる余地があると考えています。

日本銀行がマイナス金利政策とともに10年長期国債の利回
りを0%程度にコントロールする政策を変更する可能性は低く、
長期と短期金利ともに現状の水準から大きく乖離することは
想定していません。ただし、海外主要国で金融引き締め傾向
が明確な中、米欧で長期金利に一定の上昇圧力がかかるこ
とも想定され、日本国債の利回りにも上昇圧力がかかりやす
く、期待収益は低くなると考えています。

リスクシナリオとして、賃金とインフレ率の上昇が想定外に加速
した場合には、日本銀行が10年国債利回りの管理目標をプ
ラスに変更する余地もあり、その場合には長期金利が上昇し
て債券の投資収益が悪化する余地があります。

(2)各資産クラスの見通し:  2018年（2018年1月現在）

3

安定的な成長を続けて金融政策に明確な変化が想定され
ない日本固有の要因より、米国の経済や金融政策、地政
学的リスクを含む世界の金融市場環境に左右される展開を
予想しています。

円安要因として、米国における継続的な利上げ見通しが挙
げられます。一方で、ある程度の利上げは既に市場で織り
込まれており、投資資金が米国から魅力度の高いその他地
域に流出することや、日本の経常黒字や地政学的リスクの
高まりを円高要因と捉えています。強弱材料が交錯してレン
ジ相場を想定しています。

米国では堅調な経済成長や雇用市場の回復を受けて、
前2017年の3回に続き2018年も3回の利上げが想定され、
また欧州では金融緩和策の一環として行う国債買い取りを
解消する方針が明確となる中、米国と欧州ともに長期金
利に上昇余地があると想定しています。

ただし、各国で賃金やインフレ率に過熱感がない中で、積
極的かつ大幅な利上げは想定されず、最終的な利上げの
到達水準も低く想定される為に、将来の短期金利を織り
込む長期金利への上昇圧力は極端に強まらないと考えて
います。

各国で成長の緩やかな拡大が見込まれ、企業業績の改善
が実績と予測ベースで明確な中、年間で上昇する期待が
強いと考えています。

米国では減税効果や緩やかなペースの利上げが追い風とな
ると想定され、世界的には原油価格の上昇や貿易量の拡
大が上昇を支え得ると考えます。また株式価値評価（バ
リュエーション）の面では、米国より欧州や新興国などその他
地域の魅力が相対的に高いと考えています。

主要なリスクとして、地政学的な問題の他、インフレを背景と
した米国利上げの加速と米ドル高が、米国企業の収益を圧
迫して新興国からの資金引き上げを促すことが挙げられます。

Thomas

経済と企業ファンダメンタルズが安定的に改善する中で、企
業の倒産リスクが急激に高まる可能性は低く、低利回りで
推移する国債に対する利回り向上策として社債に対する需
要から堅調に推移すると考えています。

ただし、デフォルトリスクの対価として考えられる国債に対する
上乗せ利回りは2016年初から安定的に縮小の一途を辿っ
ており、縮小余地は徐々に限られてきます。利回り低下によ
る債券価格の上昇期待は以前より低くなっており、国債に
対する上乗せ利回りの安定推移を受けて、国債に対して緩
やかな超過収益の獲得が想定されます。

日本債券: 先進国外国債券: 米国投資適格社債:

日本株式: 海外株式: 外国為替:

出所：SSGA
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