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新興国投資は長い目で 
 11月の米大統領選挙がトランプ氏勝利という予想外の結果となって以来、新興国通貨市場は総じ
て軟調に推移しています。  

 米国や日本の株式市場が大幅に上昇するなど投資家心理が改善している環境にもかかわらず、新興
国通貨が下落した一因は、米長期国債利回りの急速な上昇にあると思われます。米国債利回り(10年
債)は11月8日の時点では1.8％台で推移していたものの、足元では2.3%台となっています。 

 今後は、相場は徐々に落ち着きを取り戻すと予想されます。選挙結果が予想外であったことやトラ
ンプ氏の個性が際立つこと、同氏が大統領に就任し政策の方向性が見えるまで数ヵ月を要することか
ら、期待感や思惑がやや先行した部分もあり、今後状況が鮮明になるにつれ、相場もやや調整すると
見込まれます。米金利の上昇や米ドル高の圧力が総じて強いという大きな方向性は変わらず、総じて
新興国通貨には逆風となると思われますが、徐々に各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）
や相場変動要因にも注目が集まり、より選別的な投資が行われる環境になると予想します。従いまし
て、新興国投資にはやや長い目でみた視点が必要になると思われます。 

 

新興国通貨の下落要因 

 新興国通貨の下落要因としては、トランプ氏の

掲げる政策がもたらす影響が懸念されています。

中でも、下記が注目されています。 

①移民抑制 

②保護貿易 

③規制緩和 

④減税・インフラ投資の実施 

同氏の政策は全体として米国経済にプラスの影響

を与えるとともに、インフレや利上げペースの加

速、米ドル高をもたらす可能性があり、結果とし

て新興国からの資金流出につながるとされていま

す。選挙後の動きとしては、新興国通貨ではメキ

シコペソやトルコリラ、ブラジルレアルなどの下

落が目立ち、アジアでもマレーシアリンギットや

インドネシアルピアなどが下落し、通貨防衛のた

め為替介入した国もあります。米国との経済の結

びつきの強さや、財政面での相対的な脆弱さ、そ

れまでの通貨上昇への反動などが着目されました。 

 

 

   

出所：ブルームバーグが提供するデータを基に 

アセットマネジメントOneが作成。 
※上記は、将来における主な通貨の対米ドル騰落率を示唆、保証す

るものではありません。 

11月8日（米大統領選の結果判明日）比の 
主な通貨の対米ドル騰落率 

（2016年11月30日現在） 
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トランプ政権がもたらすアジア諸国への影響 

 移民抑制に関しては、トランプ氏がメキシコ

国境からの不法移民を標的にしていることを考

慮すれば、悪影響はメキシコに集中すると考え

られます。また、保護貿易に関しては、総輸出

に占める米国向けの割合が大きいメキシコに加

え、対米貿易黒字が目立つ中国が注目されま

す。ただし、関税の大幅な引き上げなどにより

米中関係が大幅に悪化した場合、世界経済に与

える影響が強いため、両国に本格的な摩擦が生

じる政策は取らないとの見方が強まっていま

す。世界的に保護主義が拡大した場合には、外

需依存度の比較的高い香港やシンガポール、韓

国などアジアの国々にも影響が大きくなるとみ

られます。 

 

  

 

出所：ブルームバーグが提供するデータを基に 

アセットマネジメントOneが作成。 
※上記は、将来におけるドル・インデックスの推移を示唆、保証する

ものではありません。 

※インターコンチネンタル取引所(ICE)が算出する指数（6通貨で
構成される）を使用。主要国通貨（ユーロ、円、英ポンドな
ど）に対する米ドルの総合的な価値（貿易規模などを加味して
計算して算出）を指数化したもの。 

米ドル 
高 

米ドル 
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※2013年11月末を100として指数化。

アジア株式市場 

 香港市場(中国株)は下落しました。月初から

方向感に欠ける推移が続きましたが、米国の大

統領選挙の結果を受け新興国株式が総じて軟調

になったことから、売り圧力が強まりました。

中旬以降は、中国景気が安定的であること、香

港と深圳の相互取引開始が近づき資金流入期待

が高まったこと、出遅れ感のある消費関連銘柄

が物色されたことなどから、月末にかけて市場

は値を上げました。 

中国 

インド 

ＡＳＥＡＮ 

 インド市場は大きく下落しました。モディ首

相が脱税や汚職の対策として高額紙幣廃止を示

したものの、突然の発表であったことや消費を

中心に景気への悪影響が懸念されたことが悪材

料視されました。自動車メーカーなど関連銘柄

が大きく売り込まれました。また、米国大統領

選挙の結果を受けて、新興国市場から資金流出

が生じたことも市場の下落圧力を強めました。

月末にかけては、市場はやや落ち着きを取り戻

し、値を戻しました。 

 ASEAN市場は下落しました。シンガポールで

は、金融関連などが物色され、市場は上昇しま

した。タイでは、米大統領選挙の結果を受けて

軟調になる場面もありましたが、影響は相対的

に軽微で、石油関連などを中心に月末にかけて

値を戻しました。インドネシアでは、米大統領

選挙の結果を受け、通貨ルピアが調整したこと

が嫌気されました。資金流出に伴い、銀行や通

信、インフラなどの主要銘柄が下落しました。

マレーシアでは、通貨リンギットが調整したこ

とが嫌気され、通信やエネルギーなどの主要銘

柄が売られました。フィリピンでは、新興国株

式市場に対する投資家心理が悪化したことから、

相対的な割高感が嫌気され、通信や銀行などの

主力銘柄が大きく値を下げました。 

◆2016年11月のアジア株式市場動向 

各国・地域の株価指数の推移 

（2013年11月末～2016年11月末、月次） 

※中国：MSCI China Index、インド：MSCI India Index、 
 ASEAN：MSCI AC South East Asia Indexを使用。 

（ご参考） 
各国・地域の株価指数の 

期間別騰落率 

出所：ブルームバーグが提供するデータを基に 
アセットマネジメントOneが作成。 

※上記は、将来における各国・地域の株価指数の推移および騰落率 
を示唆、保証するものではありません。 

1ヵ月 1年 3年

上海総合 3,250.04 4.8％ ▲ 5.7％ 46.4％

ハンセン指数 22,789.77 ▲ 0.6％ 3.6％ ▲ 4.6％

ムンバイSENSEX30種 26,652.81 ▲ 4.6％ 1.9％ 28.2％

シンガポールST 2,905.17 3.2％ 1.7％ ▲ 8.5％

ジャカルタ総合 5,148.91 ▲ 5.0％ 15.8％ 21.0％

マレーシアKLCI 1,619.12 ▲ 3.2％ ▲ 3.2％ ▲ 10.7％

タイSET 1,510.24 1.0％ 11.1％ 10.1％

フィリピン総合 6,781.20 ▲ 8.4％ ▲ 2.1％ 9.2％

NYダウ平均 19,123.58 5.4％ 7.9％ 18.9％

TOPIX 1,469.43 5.5％ ▲ 7.0％ 16.7％

騰落率
2016年11月末

※上記コメントは、MSCI指数を参考にして執筆したものです。 



 
 
 
※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。 4 

48

49

50

51

52

53

54

55

80

90

100

110

120

130

140

150

13年11月 14年11月 15年11月 16年11月

株価指数（左

軸）

製造業購買担当

者指数 （右軸）

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

13年11月 14年11月 15年11月 16年11月

▲ 8

▲ 6

▲ 4

▲ 2

0

2

4

6

8

10

13年11月 14年11月 15年11月 16年11月

政策金利

卸売物価指数

（％）

※卸売物価指数は2016年10月まで。

出所：ブルームバーグが提供するデータを基に 
アセットマネジメントOneが作成。 

※上記は、将来における中国株価指数と中国製造業PMIの推移、イン
ド卸売物価指数（前年同月比）と政策金利の推移およびASEAN株
価指数の推移を示唆、保証するものではありません。 

 中国当局の政策や中国景気動向の影響を受けや
すい相場展開が続いています。マクロ経済面では、
インフラ投資や個人消費が景気を下支えし、緩や
かな減速基調が継続すると予想します。また、貿
易関係などにおいて中国と米国新政権との摩擦が
一部では懸念されますが、米中関係の著しい悪化
にはならないと見込まれます。今後も、債務の株
式化、国有企業再編、供給サイド改革※、高齢化対
策、インターネットなどの関連銘柄が注目される
と思われます。また、中国本土からの投資資金の
流入度合いも市場の変動要因になりつつあります。
米国新政権誕生への期待感や思惑を受けて、新興
国市場では相場変動がやや大きくなっています。
同政権の政策の方向性を見極めるには数ヵ月の期
間が必要とされることから、やや神経質な相場展
開が続くと想定します。 

※中国の全国人民代表大会（全人代）で決定された重点政策の

一つで、鉄鋼や石炭、非鉄など過剰生産能力を淘汰する施策

のこと。 

 

中国 

インド 
 米国の金利上昇は総じて新興国市場からの資金
流出を招きやすいことに加え、米ドル高インドル
ピー安の環境は輸入インフレをもたらすことから、
インド経済への影響が懸念されます。ただし、イ
ンド国内では、長年の課題であったGST(物品・
サービス税)の導入による税制改革の進展が注目さ
れます。また、インド準備銀行は、総裁が交代す
るものの、金融政策は現行路線が踏襲される方向
であり、市場の安心感につながっています。グ
ローバルな投資資金の流れから、インドの株式市
場も影響を受けやすい環境が続くと予想します。
しばらくは、変動の大きな相場環境が継続するこ
とが想定されますが、中期的には相場は緩やかな
上昇基調となることが期待されます。 

 ASEAN市場も他の新興国と同様に、海外市場の
影響を受けやすい変動の大きな状況が続くと見込
まれます。米国を中心に世界的な保護貿易主義が
拡大した場合の域内経済への影響を不安視する見
方も一部にありますが、現在のところ、そのよう
な兆候はみられず大きな懸念にはならないと見込
んでいます。シンガポールは、金融など相対的に
出遅れ感のある銘柄が注目されます。タイでは、
国王の崩御を受けた国内消費や企業活動の減速度
合いが不透明要因となっています。インドネシア
では、政策の実行や財政再建などが期待されます。
マレーシアでは、不正資金疑惑を含め、政治的不
透明感を払拭できるかが焦点です。フィリピンで
は、新政権による政治・経済面での運営力の信頼
回復が期待されます。 

（2013年11月末～2016年11月末、月次） 

インド卸売物価指数（前年同月比）
と政策金利の推移 

◆アジア株式市場の見通し （2016年11月末現在） 

ASEAN株価指数の推移 
（2013年11月末～2016年11月末、日次） 

中国株価指数と 
製造業購買担当者指数（PMI）の推移 

（2013年11月末～2016年11月末、月次） 

※株価指数：MSCI China Indexを使用。 

※ASEAN： MSCI AC South East Asia Indexを使用。 

ＡＳＥＡＮ 
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アジア債券 

※S&P社の現地通貨建て長期債務格付けを使用。 
出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 
※上記は、将来におけるアジア現地通貨建て債券（除く日本）のパフォーマンス推移、10年国債利回りの推移、各国・地域の10年国債利回り

および格付けを示唆、保証するものではありません。 

◆ 2016年11月のアジア債券市場動向 

アジア現地通貨建て債券（除く日本）の 
パフォーマンス推移 

（2013年11月末～2016年11月末、月次） 

各国・地域の10年国債利回り 
（2016年11月末現在） 

※アジア現地通貨建て債券（除く日本）：Markit iBoxx Asia Local 
Bond Index（トータルリターン、ヘッジなし・米ドルベース）を
使用。 

 11月のアジア諸国の10年国債利回りはおおむ

ね上昇（価格は下落）しました。米国大統領選

挙で、共和党のトランプ候補が大方の予想を覆

して勝利した後、同氏の政策がインフレを進行

させるとの見方が広まり海外金利が上昇したこ

と、保護主義的な政策がアジア諸国の経済に悪

影響を与えるとの観測が高まったことなどを背  

景として資金が流出し上昇しました。 

 韓国の10年国債利回りは上昇しました。海外

の金利上昇の動きにつられたことや、外国人投

資家の国債に対する需要減少などが上昇要因と

なりました。10月の韓国の失業率は、市場予想

比良好な結果となりましたが、国債市場への影

響は限定的でした。中国の10年国債利回りは上

昇しました。2015年以降債券市場へ急速に流入

してきた理財商品※の資金が、中国当局が進める

規制強化の動きを受けて流出したと見られてい

ます。一方、インドの10年国債利回りは低下し

ました。脱税や汚職の対策として高額紙幣廃止

が決定され、高額紙幣の両替に制限が設けられ

たことなどから銀行預金が増加しました。銀行

がその資金をインド国債に向けたことなどが低

下要因となりました。 
※ 主に中華人民共和国において取引される高利回りの資産運用

（投資信託）商品。  

（2016年5月末～2016年11月末、日次） 

米国 10年国債利回りの推移 
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アジア通貨 

出所：ブルームバーグが提供するデータを基に 
アセットマネジメントOneが作成。 

※上記は、将来におけるアジア通貨の騰落率（対米ドル）を示唆、
保証するものではありません。 

出所：各種資料を基にアセットマネジメントOneが作成。 
※上記は、作成日時点のものであり、予告なく変更されることがあります。 

アジア通貨の騰落率（対米ドル） 

※為替の見通し（人民元およびインドネシア
ルピア）については「マーケットマンス
リー（為替編）」をご参照ください。 

◆ 2016年11月のアジア通貨動向 

注目のイベント等 

【中央経済工作会議】 
(中国) 

12月中に開催予定 

 11月のアジア諸国の通貨市場は、おおむね下

落しました。米国大統領選挙で、共和党のトラ

ンプ候補が大方の予想を覆して勝利した後、同

氏の政策がインフレを進行させるとの見方が広

まり海外金利が上昇したこと、保護主義的な政

策がアジア諸国の経済に悪影響を与えるとの観

測が高まったことなどから、米ドル買いアジア

通貨売りが進みました。 

 人民元は、中国当局による人民元安容認の噂

なども、米ドル高人民元安要因となりました。

マレーシアリンギットは、原油価格が上値の重

い推移となっていることや、国内株式、国内債

券市場からの資金流出などから下落しました。

シンガポールドルは、中国の経済指標が市場予

想を下回ったことや、10月の輸出統計が市場予

想比弱い内容となったことなどを受けて下落し

ました。インドネシアルピアは、10月の貿易収

支の内容が市場予想比良好な結果となったもの

の、海外市場のドル買いの流れを受け、下落し

ました。 

1ヵ月 1年 ３年

人民元 6.90 ▲ 1.9％ ▲ 7.2％ ▲ 11.7％

香港ドル 7.76 ▲ 0.0％ ▲ 0.0％ ▲ 0.0％

韓国ウォン 1,177.82 ▲ 2.9％ ▲ 1.5％ ▲ 10.2％

インドルピー 68.60 ▲ 2.8％ ▲ 3.1％ ▲ 8.9％

シンガポールドル 1.43 ▲ 3.0％ ▲ 1.6％ ▲ 12.4％

インドネシアルピア 13,557.00 ▲ 4.0％ 2.2％ ▲ 13.3％

マレーシアリンギット 4.47 ▲ 6.1％ ▲ 4.7％ ▲ 27.8％

タイバーツ 35.71 ▲ 1.9％ 0.3％ ▲ 10.2％

フィリピンペソ 49.85 ▲ 2.8％ ▲ 5.4％ ▲ 12.2％

米ドル（対円） 114.46 9.2％ ▲ 7.0％ 11.7％

対米ドル 2016年11月末

騰落率

中国では、毎年12月に同会議が開催され、翌年度の経済政策の運営や金融政

策のかじ取りなどが議論されます。中国経済は当初の想定よりも安定的して

おり、金融市場も安定を見せています。ただし、米大統領選挙の結果を受け、

世界の金融市場を取り巻く状況は変化しており、人民元も対米ドルでは下落

基調が継続しています。そのため、今後当局が自国の経済や金融市場の安定

に向け、どのような姿勢で臨むのかに注目が集まります。 

日付 国 イベント 期間 前回

12/9 中国 消費者物価指数（前年比） 11月 2.1%

12/9 ﾏﾚｰｼｱ 鉱工業生産（前年比） 10月 3.2%

12/12 インド 消費者物価指数（前年比） 11月 4.2%

12/12 インド 鉱工業生産（前年比） 10月 0.7%

12/13 中国 鉱工業生産（前年比） 11月 6.1%

12/13 中国 小売売上高（前年比） 11月 10.0%

12/13 中国 固定資産投資（除農村部、年初来、前年比） 11月 8.3%

12/15 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 貿易収支 11月 12億7百万米ドル

12/15 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 海外在留労働者からの送金 10月 23億8千3百万米ドル

12/21 ﾏﾚｰｼｱ 消費者物価指数（前年比） 11月 1.4%

1/1 中国 製造業購買担当者指数（PMI） 12月 51.7
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【投資信託に係るリスクと費用】 

● 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（リート）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、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。 

 

● 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4.104％（税込） 

  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2.6824％（税込） 

 

 

 

 ■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。 

※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。 
 
※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。 

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項 

【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。 

公社債投信およびグリーン公社債投信の換金時手数料：取得年月日により、1万口につき上限108円（税込） 
その他の投資信託の換金時手数料：ありません 

 

※ 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。 

当資料で使用している指数について 
●MSCI China Index、MSCI India Index、MSCI AC South East Asia Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指

数に対する著作権、知的所有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。 

●東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の
公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは、㈱東京証券取引所が有しています。 

●「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limited（以下、「Markit」）の登録商標であり、「Markit iBoxx Asia Local Bond 
Index」の著作権、知的所有権はMarkitに帰属し、同社からの使用許諾に基づいて使用しています。 
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