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新興国市場の混乱は収束か?
本レポートに掲載されている例はすべて、状況を仮定的に解釈したものです。あくまで説明のために使用しています。 また本レポートに記載されている見解は、
著者個人のものです。必ずしもCME Groupならびに関連機関の見解ではありません。 本レポートおよびその内容を、投資の助言もしくは実際に市場で経験した
結果として受け取らないようにしてください。

nsightsMarket

「新興国市場」を広く大きな資産クラスとして、十把一からげにし

てしまうのは、楽だし、簡単だ。最近では「EM」と、しゃれた略語で

総称されるようになった。しかし、そのようにひとくくりに扱うのは、

賢明とはいえないだろう。 ちょうど米国や英国、日本、欧州連合

（EU）といった先進国と同じように、新興各国の構造的問題や政

治、社会基盤の発達過程には、非常に大きな違いがあるからだ。 

むしろ、新興各国の違いのほうが顕著といえる。個別に認識すべ

きだ。 ところが一般には、新興国関連のリスク商品はおしなべて

先進国に比べて流動性に乏しいことから、そのように分類されて

いるのだと信じられている。特に市場が売り一色のときはそうだ。

そのため、流動性が問われるとき、新興国市場の状況がさらに悪

化してしまい、それが「不安の伝播（飛び火）」を引き起こしてしま

うのである。 いいかえれば、市場を発展させ、流動性をさらに改

善させていけば、次に不安の伝播が発生したとき、降りかかる火

の粉を振り払うのに役立つだろう。

本レポートでは、今回新興国市場で起きた不安の伝播の原因

とその構造について検証する。 結論からいうと、2013年春と

2013/14年冬に起きた不安の伝播は、基本的に次の４つの要因

で説明できると考えている――(1) 2013年に米国株が相対的に

上昇した。(2) 多くの新興国で経済成長が減速した。(3) 政治リス

クが高まった。(4) こうした流動性の低い市場への資産配分に変

更があった。よく声高に主張されている「米連邦準備制度理事会

（FRB）の量的緩和（QE）縮小のせいで新興国通貨が大量に売ら

れた」という説に、私たちは同意しない。 次に、新興各国の違い

を説明するため、ブラジル、インド、中国が直面している課題につ

いて概説しよう。どの国も、伝播の恐怖に直面しながら、また自国

の経済および政治が進化していくなかで、通貨を管理している。 

さらに、米国経済の加速や、数年におよぶ低迷から脱しつつある

欧州経済の緩やかな成長とともに、新興国通貨のNDF（差金決

済型先渡取引）が一段と活発になることが、2014年の新興国市場

の安定に一役買うことについて論じよう。 ただし、この経済展望に

基づいた非常に楽観的な市場シナリオは、政治リスクがどう進展

するかにかかっている点に注意してほしい。

新興国に不安が伝播した原因
市場ではよくあることだが、特に過ちがあったとは思えないところ

にまで火の粉は降りかかる。 2013年５～６月と2014年１月に新興

国市場で起きた大量売りの原因は、まず当時の米国市場を振り

返ることで探り当てることができるだろう。
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2013年５月、ベン・バーナンキFRB議長（当時）が「QE縮小」に

ついて言及した。そして2013年12月、連邦公開市場委員会

（FOMC）で資産買い入れ縮小策の開始が正式に決まった。とこ

ろが、それにもかかわらず、米国株は力強く上伸し、高値を更新し

た。 それと対照的だったのが債券である。2013年４月末に1.7％を

下回る水準だった10年物米国債の利回りは、2.6～3.0％の新しい

レンジへと上昇した。「縮小発言」前の水準から優に100ベーシス

ポイント上がったわけだ。 FRBが近々QEを縮小するという政策変

更を2013年の米国株は事実上無視できたのに対し、米国債は激

しく叩き売られたのである。ここからQE縮小が新興国不安の原因

ではないと分かる。 ポイントは、米国債が矢面に立って利回りが

上昇した一方で、米国株は楽観的に成績を伸ばしたことである。

つまり、今回２度にわたって新興国で不安が伝播した大きな原因

のひとつは、QE縮小というよりも、米国株の上昇にあったのだ。 
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しかも2013年の新興国株はかなり低迷した。そのため資産配分の

専門家が運用先を新興国株から変更したのは、ごく当然の成り行

きだったといえる。

図２

米国株が相対的に上昇したのも、単に米国経済が強くなったか

らだけではない。新興国市場全般で、景気減速と政治リスク増大

の組み合わせが起こったことに原因があった。先回のレポート「減

速するBRIC諸国が直面する構造的課題」（2013年12月９日付）に

もあるように、４大新興国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の経済

成長は減速している。４カ国で加重平均した実質国内総生産（実

質GDP）成長率は、2010年の8.2％から下落傾向にあり、2013年

推定値は5.5％、2014年予想値は5.1％だ。
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また政治リスクでは、さまざまな問題が噴出した。シリア内戦は、

神経ガスによる攻撃とそれをめぐる米ロ外交の対立で、より混迷

を深めた。トルコでは、公園広場の開発計画および政府上層部

を巻き込んだスキャンダルをめぐり、大規模なデモが起きた。ブラ

ジルでは、2014年のワールドカップや2016年のオリンピックに向

けて、政府がインフラ整備に資金を惜しみなく投じていたにもか

かわらず、中間所得者層が市中をデモ行進し、公共サービスの

改善を要求した。 タイでは、選挙制度を揺るがす政治的混乱が

起きた。 インドでは、総選挙で政権交代の公算が高いことから、

選挙運動が過熱していた。 アルゼンチンでは、深刻なインフレと

通貨安、そして政局の混乱に見舞われた。 ウクライナでは、政治

的緊張が暴動に発展した。 この１年、こうした緊張のなかには、

収束するものもあれば、激化するものもあった。そのなかで、米国

株は上昇し、最高値を更新し続けたのである。

力強く上昇する米国株と、景気が減速したうえに政治リスクが高

まった多くの新興国を見比べてみれば、年金基金や大学基金、

政府系ファンドなど、グローバルに資産を運用している多くの専

門家が、新興国市場から、米国株などの成熟国市場に運用先を

変えようと考えてもおかしくはない。この資産配分の変更によっ

て、新興国の株式と通貨は大きな打撃を受けた。しかも、このよう

に流動性が比較的低い市場やリスク商品から、流動性が潤沢な

市場に資産が配分されるようになったことが、さらなる事態を引き

起こした。 市場参加者が、ある資産クラスを「オフ（回避）」と判断

し、それが統一見解として広がっていくと、ただでさえ低い流動性

が、大量売りの影響で、さらに悪化してしまう。それが誰の目にも

はっきりと映り、不安の伝播となって現れたのだ。

投資家がある資産クラスのリスクを早く回避しなければと感じたと

き、あるいは市場の地合いに運用成績が左右されるようなとき、

まず直感的にすることは、問題になっている資産クラスのポジシ

ョンを何もかも縮小することだ。 これは、第三者が巨大ファンドや

機関投資家のために多額の資産を運用しているところで発生し

やすい。

例えば、ある巨大年金基金や政府系ファンドが、新興国関連のリ

スク商品から資産を移すと決めた場合、自分たちが顧客として託

している運用者（つまり新興国市場で資産を運用する第三者）か

ら、資金を引き揚げることになる。そうなれば、この第三者である

運用者は、投資家に返す資金を速やかに工面しなければならな

い。 多くの場合、売れるものは何でも売ることになる。 実際のとこ

ろ、ポートフォリオマネジャーやファンドマネジャーがポジションを

縮小するときは、できる限り迅速に売却できるものから処分するの

で、流動性のある資産が真っ先に対象となる。 新興国市場で最

も流動性があるリスク商品といえば、多くの場合、その国の通貨

だ。しかも、現地通貨建ての証券を売却して米ドルなど主要通貨

に交換するとなれば、その国の通貨がさらに売られることになる。

そのため、新興国の通貨と資産が大量に売られ、伝播の深刻さ

が目立ちやすくなる。この段階では、新興国市場の通貨と資産の

負のスパイラルが加速する。

通常は、最初に大きな混乱があり、そして比較的長い調整期間が

続く。 そしてこの調整期間に、新興国市場で運用するファンドマ
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ネジャーは、運用配分を再調整し、環境の変化に応じてポートフ

ォリオを最適化する。そして当初の投げ売りに巻き込まれて過小

評価された新興国の資産を購入し、優位性を得ようとするわけだ。

実際、2013年４月30日から2014年１月31日までを見てみると、新

興国通貨の動きを３つの期間に区分できる。図１にあるように、こ

の９カ月間で代表的な新興国通貨のスポットレートは９～21％下

落した。例外は、アルゼンチンペソの深刻なまでの下落（－35％）

と、中国人民元の真逆を行く小幅上昇（＋0.3％）である。この期

間全体のばらつきを量的に測るため、新興国通貨のスポットレー

トの変化率から標準偏差を出してみた。 この計測では、標準偏

差が０％となった場合、完全な相関を示すことになる。

つまりこの場合、すべての通貨が一緒に同じだけ動くわけだ。 そ

して標準偏差が高くなるほど、ばらつきが広がり、変動の相関性

は低下する。 今回例として挙げた国（図１参照）の対米ドルレー

トのばらつき具合は、この期間全体で8.4％であった。２つの例外

であるアルゼンチンと中国を除くと、ばらつき具合は4.5％に下が

る。これは新興国通貨が「ひとかたまり」となっていたことを示して

いる。 しかし、不安が伝播した期間だけ見ると、このばらつき具合

はさらに下がった。新興国通貨がより連動し、その相関性がより

強まったのである。

不安伝播の第一回戦は、FRBのQE「縮小発言」があった2013年

４月30日から７月５日までとする。この期間、新興国の通貨変動の

標準偏差は、3.0％に近づいた（アルゼンチンと中国を除く）。これ

は新興国通貨が、よりまとまって動いたことを意味する。ここから

新興国に不安が飛び火したと分かる。ただし、これまで主張して

きたように、それとQE「縮小発言」を関連付けるのは誤りであろう。

なぜなら、このときには新興各国で、大きな政治的問題や混乱も

あったからだ。

次の2013年７月６日から12月31日までの期間では、関連性の低

下が見られる。ばらつき具合は5.4％に上昇した（アルゼンチンと

中国を除く）。 ここは不安の伝播よりも各国の違いが注目された

調整期間である。 新興国の為替レートの変動は広い範囲でばら

ついており、ロシアルーブル（＋1.4％）やメキシコペソ（＋0.3％）

のように安定した通貨もあれば、インドネシアルピア（－18％）のよ

うに深刻な通貨安に陥った通貨もあった。

そして新興国の通貨変動に再び強い関連が見られたのが、第２

回戦となる2014年１月である。 ばらつき具合は、2.1％にまで低下

した（アルゼンチンと中国を除く）。この短い期間では、かなりひと

かたまりになったわけだ。

ただし、伝播した期間が１～２カ月と比較的短いこと、そして各国

の違いが、またすぐに表面化し始めたことに注目してほしい。 レ

ポートの最後に再度論じるが、市場の流動性が改善され、新興

国通貨がさらに活発に取引されるようになれば、降りかかる火の

粉を振り払う一助になると私たちは確信している。もっとも、そうな

れば、特定国の政治リスクの高まりに、より注意が払われるように

なるだろう。

３つの事例研究
新興各国に違いがあることを強調するため、３大国――ブラジ

ル、インド、中国――について見てみたい。2013年４月30日から

2014年１月31日までの期間を研究対象とした。この期間に、ブラ

ジルレアルは17％、ボベスパ指数（ブラジルの株価指数）は15％

下落している。 またインドルピーは、ブラジルレアルと同じように

14％下落したが、インドSENSEX指数は５％上昇した。 為替レー

トの変動幅を制限している中国では、人民元が２％近く上昇した

が、上海総合株価指数は６％下落した。このように通貨に起きた

ことが、株式に起きるとは限らない。国別に分析する必要がある

のは明らかだ。

ブラジル ブラジルは、通貨と株式がともに混乱した例のなかでも

興味深い新興国である。というのも、不安が伝播する直前に、金

利引き上げのサイクルが始まっていたからだ。 それにもかかわら

ず、ブラジルレアルは深刻な打撃を受け、対象期間中は特に大

きく落ち込んだ。 ブラジル中央銀行は、2013年４月から始めた政

策金利の引き上げを、その後も積極的に行い、７回連続で利上

げをした。ブラジル銀行間翌日物取引金利は7.25％から10.5％と

なった。 金利を引き上げたもともとの理由は、インフレへの懸念と

されている。しかし、その後の度重なる利上げは、通貨安を受け

てのものであった。通貨安もまた将来的にインフレ圧力を高める

可能性があると考えられたからだ。 一方、ブラジルが短期金利を

引き上げた同じ時期に、金利を少し引き下げたのが、なんとメキ

シコであった。 ところが、メキシコペソは比較的平穏に推移し、 

ブラジルレアルの落ち込みの半分にも満たない下落で済んだ。

新興国の経済は通常、成熟国の経済ほど、金利に反応しない。 

とはいえ、経済成長が試練を迎えているときに金利を引き上げた

のである。 ブラジルのGDP成長率（年率）は、2013年推定値が

2.0～2.5％であり、2010年の７％から下がっている。 通貨不安の

かなり前から始まっていた景気の減速が、おそらく昨年ブラジル

株が低迷した一因といえるだろう。そして新興国への資産配分が

変更されことにともなう通貨の大量売りで、事態はさらに悪化した

わけだ。
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図４

図５

インド インドには、難しく根の深い構造的問題がある。補助金の

支出が莫大なうえに増えており、政府財政の健全性が懸念され

ている。 特に燃料への補助金は、増大する経常赤字の元凶の

ひとつである。 現在インドでは、石油需要のなんと80％を輸入に

頼っており、しかも国民のために相当額の補助金を交付している

のだ。また金の輸入も、関税を引き上げたとはいえ、経常赤字の

一因となっている。 経常赤字は増加の一途をたどっており、GDP

比で約5.8％に達する。

インドは相当厳しい通貨管理と資本規制をしいているため、通貨

について判断するうえで、経常収支がさらに重要な要素となる。 

国が資本の流れを制限してしまえば、資本を呼び込んで膨らむ

経常赤字を相殺するのは非常に難しい。 例えば、インドは海外

からの直接投資（FDI）に、大いに依存している。 ところが、FDIの

流れは、市場参加者のリスク選好、特にインド国内で事業を展開

する外国企業に政府がどう対応するかによって、変わりやすい。 

FDIが減速すれば、短期的な資本の流れで経常赤字を埋めるし

かない。つまりルピー安だ。しかし、その代償として将来、インフ

レ圧力が高まるかもしれない。 一方でインド株は、現地通貨ベー

スで緩やかに上昇した。ルピー安は、多くの輸出関連企業の収

益に長期的なプラス要因となるからだ。ブラジル株のように政治リ

スクへの不安が高まって打ち消されることはなかった。

図6	

図７	

中国 かつての中国の経済成長モデルでは、大型インフラの建

設が主であり、経済の多くの面で政府が重要な役割を果たして

いた。しかし、中国経済が成長し、近代化するにつれて、当然な

がら、政府主導のさらなる大規模なインフラ計画から得られる経

済的恩恵は、それほど見込めなくなってきている。 今後中国は、

サービス部門の近代化と、通貨、金利、エネルギー価格といった

生産要素の自由化を目標に定めるだろう。ただし、現在の中国

ではまだ、比較的厳しい通貨規制が施されており、通常は為替

レートの変動が狭い範囲に制限されている。
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図8

図９

ただインドでも、政治リスクへの不安が重要な要因となってきてい

る。 次の総選挙まであと２カ月というところで、世論調査によると、

インド国民会議派（ソニア・ガンジー氏とラーフル・ガンジー氏の

党）が、インド人民党に大敗を喫すると予測されているからだ。

新しい首相が誰になるかは、まだ分からない。一党が国会で過半

数を占めるのは、非常に難しい状況だ。 それは1989年以来、実

現していない。

なお、中国政府の資本規制や通貨政策を見ているだけでは、グ

ローバルな資産配分の変更が中国市場に与える影響について、

誤った見解を持ってしまうかもしれない。 長期にわたりGDPの実

質成長率が10％であった中国経済は、緩やか減速し、2013年に

は約7.7％となり、2014年にはわずか6.5～7.0％になると予測され

ている。

そのため中国株は、新興国株が全体的に売られる状況から免

れることはできなかった。 上海総合指数は、2013年に6.7％下落

し、2014年１月にはさらに４％下げた。

もうひとつ指摘しておきたいことがある。それは、国が為替レート

の変動を制限しようとする場合、その影響が、為替変動を抑える

ための基本的なツールである外貨準備高に現れやすいことだ。 

事実、2013年12月に中国は米国債を売り越した。これは人民元

に下押し圧力があったことを物語っている。

今後のシナリオ
私たちは新興国市場に対して、依然として政治的リスクがあると

はいえ、経済的見地から肯定的である。 そして今回の新興国全

般の市場分析と３つの事例研究から、いくつかの結論に達した。

第一に、2013年と2014年初めに起きた新興国通貨の大量売りは、

米国株の相対的上昇、多くの新興国での経済成長の減速および

政治リスクの高まりが組み合わさったことによるものであった。

しかも新興国の通貨・株式市場の流動性が比較的不足していた

ことが、不安の伝播を助長した。多くのアナリストが挙げている原

因、つまり「新興国市場でのリスク回避の環境を生んだ最大の責

任はFRBのQE縮小にある」は、新興国通貨に不安が伝播した理

由にならないのは明らかである。

第二に、評論家はよく、この一件を「新興国部門での不安の伝

播」としてかたづけているが、実際には、新興各国の通貨や株式

の成績に、明らかに大きな違いがあった。アルゼンチンペソやト

ルコリラといった通貨が最も不安定だったのは、自国の政治リスク

が頭をもたげたからだ。 しかも、比較的厳しく通貨を規制している

国ほど、免れることができなかった。インドルピーは急落した。た

だ、中国は米国債を売り越すことで、市場の潜在的な下押し圧力

にあいながらも、為替レートを望ましい範囲にとどめた。

第三に、市場でどのような嵐が吹き荒れても、その後は通常、相

反する２つのシナリオが現れる。ひとつは、嵐が過ぎた後に、絶

好の買い機会が落ちていることだ。もうひとつは、嵐がさらに猛威

を増し、通貨と株式がさらに下落することである。現在のところ、

私たちの見解では、嵐は過ぎた可能性のほうが高い。なぜなら、

一段と力強い足取りで成長している米国経済と、いくらか緩やか

に改善している欧州経済が、グローバルに資本が流れる土台を

固めているからだ。それが新興国の通貨を支えてくれる。 ただ

し、政治的観点からは、引き続き多くの国に、相対的に高いリスク

がある。 したがって、その国の政治リスクがこれからどう展開する

かによって、2014年は新興各国の通貨と株式の成績に大きな開

きが出るだろう。

第四に、ロンドン、CME Groupの世界的な電子取引プラットフォ

ーム、そして各地域のオフショアセンターや取引所で、為替市場

が拡大を続けており、新興国通貨がさらに活発に取引されてい

る。これが、より楽観的なシナリオの実現を促してくれる。しかも、
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国内事情から為替レートが管理され、資本の移動が規制されて

いる国の通貨でさえ、NDFが活発に取引されている。

通貨取引がさらに活発化しているのは、グローバルな経済統合

が徐々に進んでいる兆しといえる。そこからこの先、市場がさらに

発展し、必要とされる流動性を供給できるようになっていくのが見

えてくる。 そしてこの流れは、成熟国の経済状況がどのように改

善しても、新興国がその恩恵をすぐに受けられるぐらいに結びつ

きを強めてくれるはずだ。

なお、不安が伝播したことで、新興国やその中央銀行は、自国通

貨が市場で投機家の餌食にされてしまったと考えがちだ。 しか

し、私たちの見解は異なる。それは、通貨の流動性の高さに大き

く左右されるのだ。 むしろ流動性が不足しているところでは、グロ

ーバルな資産配分の変更が、さらに危険な要因となり、さらに不

安の伝播を助長することになる。一方、流動性に比較的優れ、取

引がさらに活発なところには、火の粉は飛びにくくなるだろう。資

本規制と資本移動には「平行」の関係があるのだ。 国が資本の

移動を規制すると、それに並行して、外国人投資家はその国に

資本を投入することに慎重になる。資金を持ち出しにくくなるから

だ。 一方、国が実際に資本移動や通貨変動の自由を認めると、

それに並行して、その国は資本を呼び込む比較優位性を得られ

る。 いいかえれば、「資金を引き出せるよ」といわれれば、そこに

資金を投じるし、「資金は引き出せないよ」といわれれば、そこに

は資金を投じないのだ。

そして、流動性が改善され、取引が活発になるほど、各国の違い

が鮮明に表れる。

それは将来、不安が伝播する可能性を下げるだけの違いだ。今

のように不安が伝播しやすいときでさえ、これから数年のうちに、

流動性が改善し、火の粉が降りかかりにくくなり、その影響は弱ま

ると期待させる兆しがあるのだ。
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