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世界中で上昇する⾦融資産価格。今後の⾏⽅は？
年初来、世界中で⾦融資産の価格が上昇しています。いくつかの例外を除いて、先進国・新興国を問わ
ず、株式市場・債券市場が同時に上昇しています。今後の⾦融市場の⾏⽅を、⽶国経済の3つのシナリオ
に基づいて、予想してみました。
図表1 世界の株式市場の推移

世界中で⾦融資産価格が上昇

(期間：2017年1⽉4⽇〜2017年7⽉26⽇)
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（注)上記のMSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作
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。

イイールド債や、欧州に加えて新興国の現地通貨建て
国債も上昇しました。通常、株式などのリスク資産が

図表2 世界の債券市場の推移

上昇すれば、その対極にある安全資産の代表である⽶
国債は下落しますが、⽶国債の年初来のパフォーマン
スもプラスを維持しています（図表2）。様々な⾦融
市場のボラティリティが歴史的な⽔準まで低下してお
り、まさに世界をまたにかけた「バブル」の様相との
⾒⽅もあります。
⼀⽅、世界同時の相場上昇についていけなかったの
が、コモディティ（商品）とJ-REITです（図表3）。
これらの資産が下落した理由は、シェールオイルの増
産が原油価格の上昇を抑えたり、定期分配型投信の販
売抑制によって資⾦流⼊に陰りがでてきたことなど、

図表3 年初来で下落した資産クラス

個別要因と考えています。
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（図表1-3の出所）Bloombergのデータなどから岡三アセットマネジメント作成

＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞
■本資料は、投資環境に関する情報提供を⽬的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を⽬的として作成し
たものではありません。■本資料に掲載されている市況⾒通し等は、本資料作成時点での当社の⾒解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、
将来の運⽤成果を保証するものでもありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客
様ご⾃⾝で⾏っていただきますようお願いします。

1

情報提供⽤資料

岡三アセットマネジメント

ストラテジストの眼
図表4 ⽶国ISM製造業指数とOECD景気先⾏指数

参加者の期待インフレ率は、⽇⽶欧ともに、中央銀⾏
がインフレ⽬標とする2%を下回ったままです(図表
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（図表4-6の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

に「１.政策復活シナリオ」が続くと予想しています。
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