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2つのシナリオから日米市場を予想
2020年4月21日

＜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。

4月以降、株式市場には薄明りが戻ってきましたが、依然として神経質な展開が続いています。米国経済の
⾒通しに対する楽観論と悲観論が混在していることがその背景にあると考えています。楽観論と悲観論が拠
り所とする2つのシナリオに基づいて、日米株式、米国10年国債利回りの今後の道筋を描いてみました。
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図表1 日米株式、米10年国債利回りの推移

早期回復シナリオ

新型コロナウイルスの感染拡大を背景に日米株式は
2-3月に20%を超える大幅な調整を余儀なくされ、世
界経済の体温計と考えられる米10年国債利回りも大き
く低下しました。4月に入ると市場に薄明りが戻って
きましたが、依然として神経質な展開が続いています
（図表1）。株価がこのまま上昇を続けると考える楽
観論と⼆番底を覚悟すべきと考える悲観論が市場に混
在していることがその背景にあると考えています。

米国で新型コロナウイルスの新規感染者数が頭打ち
となってきた現在、楽観論と悲観論を分けているのは
米国経済に対する⾒通しの違いです。米国経済が早期
に回復に向かうか、それとも景気後退が⻑期化するか
という点です。これは、現時点で⾏動制限を緩和し経
済活動を部分的に再開させることが正しい判断なのか、
仮に再開されても、感染の再拡大を防ぎながら個人や
企業が経済活動をすぐに正常化することができるかと
いう論点に置き換えることができるかも知れません。

以下では、楽観論、悲観論が拠り所とする2つのシ
ナリオに基づいて、ISM製造業景況指数（以下ISM）
の今後の推移を予想し、各シナリオにおける日米株式、
米10年国債利回りの今後の道筋を描いてみました。

米国経済の先⾏き⾒通しが焦点

（図表1-2の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成このシナリオでは、5月には新型コロナウイルス問
題が世界的に終息に向かい、6月以降は人々の⽣活パ
ターン、国境を越えた人・モノの移動、企業の経済活
動が徐々に平時に戻っていくことを想定しています。
米国の実質GDP成⻑率は4-6月期に⼆桁のマイナスに
なっても、7-9月期にはプラス圏に浮上し、景気後退
の⻑さは史上最短となるケースです。このシナリオで
も次回のISMは大幅な下落を免れませんが、その後は
V字回復に向かうと予想されます（図表2）。これは各
国の政策が本来の目的を達成するシナリオです。

このシナリオでは、欧米で新型コロナウイルスの感
染拡大が止まらず、アフリカなどの新興国でも感染が
爆発し、人々の⽣活がなかなか元に戻らない状況を想
定しています。ワクチンができるまでは⽣活パターン
の正常化は難しいとの専門家の意⾒も聞かれます。医
療制度が貧弱で財政的な⼿当ても難しい新興国では、

図表2 ISM製造業景況指数の推移・予想

後退⻑期化シナリオ
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一旦感染が広がれば爆発的な拡大は免れないと考えら
れています。ドイツでは⾏動制限が緩和された後も、
レストランなどの閉鎖、大きなイベントの禁止等は夏
まで続けられる⾒込みです。1970年以降の米国の景
気後退は平均12ヵ月続いており、今回の景気後退が本
年1-2月に始まり、平均的な期間続くと仮定すれば、
⾜元の景気後退は来年年初まで続くと考えられます。
このシナリオでは、ISMは年後半まで下落が続き、来
年になってやっと上昇に転じると予想しています。

（作成︓投資情報部）以上

図表3 米国株式︓NYダウ平均

図表3-5は、各シナリオにおける米国株式、日本株
式、米10年国債利回りの⾒通しを⽰しています。「早
期回復シナリオ」では、日米株式とも、目先、景気指
標や企業収益の一層の悪化を受けてやや下落しても、
その後は、年後半の景気回復を織り込む形で上昇に転
じると予想しています。米10年国債利回りも同様に目
先は低下しても、来年3月にかけて1.5%程度まで上昇
すると予想しています。「後退⻑期化シナリオ」では、
日米株式とも9月前後まで不安定な展開を続け、その
後は反転すると予想しています。一時的に3月の下値
近辺まで下落する可能性も否定できません。日本株式
の底が米国株式よりも深く、戻りも緩やかなのは、国
内の感染がこれから本格化する可能性があり、次の景
気回復局⾯でも、GAFA(*)など米国企業の成⻑⼒が日
本企業を凌駕すると考えるからです。米国債利回りが
上がりにくいのは、超低⾦利が継続する米国外からの
資⾦流入が続き、米国の「日本化」が懸念される可能
性があるからです。逆に、米国債利回りの低位安定が
流動性の⾯で株価を下⽀えすることも考えられます。

各シナリオの実現可能性としては、早期回復シナリ
オが60％、後退⻑期化シナリオが40%と考えていま
す。⾜元では後者の可能性が高まっているようにも感
じますが、結局はこれら2つのシナリオの中間的なも
のに落ち着くかもしれません。いずれにしても、現時
点では、どちらのシナリオにも決めつけず、今後発表
されるISMなどの重要指標に柔軟に対応できるポート
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図表5 米10年国債利回り

図表4 日本株式︓日経平均株価
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（図表3-5の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

フォリオを構築することが肝要だと考えています。
（*）GAFAはGoogle, Amazon, Facebook, Appleの4社

（注）3月23日はNYダウ平均が終値ベースで3月の最安値を付けた日
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＜本資料に関するお問合わせ先＞
フリーダイヤル 0120-048-214 （9:00〜17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く）

皆様の投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資し
ますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が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。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】

• 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はあり
ません。

• 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

• 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配
金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われます
ので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を
超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ファンドの収益率を示すものでは
ありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。

【お客様にご負担いただく費用】

 お客様が購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料：購入価額×購入口数×上限3.85％（税抜3.5％）

 お客様が換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内

 お客様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）の実質的な負担

：純資産総額×実質上限年率2.09％（税抜1.90％）
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含め
た報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の
実際の組入比率により変動します。

その他費用・手数料

監 査 費 用：純資産総額×上限年率0.0132％（税抜0.012％）
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務
の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。
（監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示す
ことはできません。）

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計
金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【岡三アセットマネジメント】
商 号：岡三アセットマネジメント株式会社
事 業 内 容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業
登 録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370号
加 入 協 会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三ア
セットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個
別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」
の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。


