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先月の投資環境ワンポイント 各地域・市場間のリターン比較

【グローバル株式マーケット】 ・・・・・・ p.2
主要先進国株は中旬以降に持ち直す展開

【グローバル・リート マーケット】 ・・・・・・ p.3

総じて買い優勢の展開

【エマージング債券マーケット】 ・・・・・・ p.4
インドネシア：経済健全化はルピア相場を支えるのか

出所：Bloomberg

直近3ヵ月のグローバル3市場 直近3ヵ月の対ドルレート

注）エマージング債券はJ.P. Morgan EMBI Global Diversified、世界株式はMSCIワールド・
インデックス、世界リートはS&P先進国REIT指数に基づく（すべて米ドル建、配当込み）。
直近は2014年12月31日。

注） 直近は2014年12月31日。

出所：Bloomberg

出所：Bloomberg

グローバル3市場マーケット・マンスリー
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●●●グローバル株式マーケット

 主要先進国株は中旬以降に持ち直す展開

2014年12月の米国株は、中旬にかけて下落した後に反発する展開となりました。

原油価格の下落が続いた中、産油国、とりわけロシアの財政に対する不安感が台頭

して同国の通貨が対米ドルで急落しました。リスクを回避する動きは米国の株式市

場にも波及し、株価は中旬にかけて軟調に推移しました。しかしその後、米国の金

融政策について、緩和的状況が続くとの安心感が拡がったことなどから、下旬にか

けて株価は戻り歩調を辿りました。

欧州では追加金緩和期待などを背景に通貨ユーロが対米ドルで軟化した影響もあ

り、米ドル建てで見ますとドイツ株の戻りは相対的に鈍いものとなりました。

出所：MSCI

先月のグローバル株式マーケット ★最近の注目トピック

MSCIワールドと国別株価指数の推移

出所：Bloomberg

米国のガソリン価格の推移
（1ガロンあたりの平均価格、単位：米ドル、期間：2012年1月5日～2014年12月29日）

ガソリン価格の低下は米国の消費者へのプレゼント

2014年の秋以降、米国におけるガソリン価格の下落が顕著になってきました。

12月の金融市場では一時、原油価格の下落が産油国へもたらす負の影響が懸念され

る局面もありました。一方、自動車社会と言われる米国の消費者にとっては歓迎すべ

き状況となっています。ガソリン代が浮くことにより、今年の米国の個人消費が喚起

されることが想定され、株式市場においても自動車やレジャー関連など、幅広く消費

に関連する企業の収益にプラス効果がもたらされることが期待されます。
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●●●グローバル・リートマーケットの動向

先月のグローバル・リートマーケット ★最近の注目トピック

出所：S&P

先進国および各国リート指数(現地通貨建、配当込み）

（2014年6月末～2014年12月末）（2014年6月末＝100）

出所：S&P

注） 世界および各国リートは、S&P先進国REIT指数に基づく。
世界は米ドル建。

総じて買い優勢の展開
2014年12月のグローバル・リート市場は上昇しました。ギリシャにおけ

る政治不安などが重石となったものの、影響は限定的なものに留まり総じて

上昇基調となりました。

国別では豪州の上昇が目立ちました。米ドルが豪ドルに対して強含んでい

ることなどを背景に、米国に資産を有する銘柄などが上昇しました。また、

日銀による追加金融緩和策などを受けて良好な地合いが続く日本も相対的に

高いリターンを記録し、投資需要の高さを裏付ける結果となりました。

豪州、日本には見劣りするリターンに留まったものの、米国も総じて買い

優勢となり、主要市場は概ね堅調な1ヵ月となりました。

堅調さが目立つ米住宅リート
良好なパフォーマンスを記録した2014年の米国リート市場ですが、中でも

住宅セクターの好調さが目立ちました。

住宅セクターは、下図（左）のとおり、業種別では も高い上昇率を記録し

ました。住宅セクターが好調であった要因としては、2013年が相対的に低調

であった反動という側面もありますが、中長期的な投資環境が良好であること

が大きな要因となっています。

米国では人口が増加傾向にあることに加えて、2000年代中盤以降、住宅所

有率が低下基調にあり構造的に住宅の賃貸需要が高まっていることが、住宅セ

クターにとって追い風となっています。

●米国リート業種別年間騰落率

（2014年）
（％）
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●米国住宅所有率推移
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★最近の注目トピック

インドネシア：ガソリン補助金撤廃など経済運営健全化はルピア相場を支えるのか

12月31日、インドネシア政府は1月からの燃料補助金の削減を公表。ガソリン補

助金を撤廃、軽油補助金をリッター1,000ルピアに固定しました。ガソリン価格は

リッター8,500ルピアから7,600ルピアに、軽油は同7,500ルピアから7,250ルピ

アへと引下げられ、以後は毎月価格の見直しが行われます。政府は、国際燃料価格

の低下を受けて、政治的な抵抗の大きい燃料小売価格引上げを行うことなく補助金

を大幅に削減。財政は原油価格や為替相場の変動の影響を受けづらくなり、硬直的

な歳出の比重も低下。信用力の改善に伴って、同国の外貨建長期格付をBB+とする

S&P社による近い将来の格上げの可能性も高まったとみられます。

為替市場では、昨年末よりルピア相場が不安定な動きを続けています。原油価格

とロシア･ルーブル相場が急落した12月半ばにルピア相場も急落し、同月16日には

一時1米ドル12,938ルピアと2008年の金融危機以来の安値を更新。市場参加者の

一部の脳裏には、2013年のルピア相場急落の記憶がよぎりました。

しかし、年末の相場急落は、年末年始の市場の流動性の低下や季節的な外貨需要

の高まりなどが重なって生じたものとみられます。現在の同国は、燃料補助金の削

減や政策金利の引上げなどの財政金融政策の引締め(図3)によって過熱気味だった景

気も沈静化し経常赤字も緩やかに縮小するなど、2013年当時より安定的であり、

経済運営も従来より健全化しています。

現大統領の就任を前に高まった政治的不透明感も低下しています。連立与党は、

当初議会の過半数議席を抑えた連立野党から開発統一党(PPP)を引き抜くことに成

功し、与野党の議席数はほぼ均衡しました。 大野党ゴルカル党では内紛が発生、

同党が分裂し一部が合流すれば与党の過半数議席も視野に入ります。就任直後に燃

料補助金の大幅削減など経済安定化策を実施した現政権の基盤が安定化した場合、

経済改革進展の期待から同国資産への資本流入を促すでしょう。足元でやや不安定

なルピア相場も、今後、徐々に安定を取り戻すと予想されます。

ガソリン補助金を撤廃し小売価格の市場連動を開始

出所：インドネシア･エネルギー鉱物資源省、PT Pertamina、インドネシア銀行(BI)、CEIC、Bloomberg

当初優勢だった野党と与党の議席数差は縮小

出所：インドネシア銀行(BI)、Bloomberg、インドネシア選挙管理委員会、各種報道
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政党名 議席数 議席率(%) (a) (b)
闘争民主党(PDI‐P) 109 19.5 与 与

民族覚醒党(PKB) 47 8.4 与 与

国民民主党(Nasdem) 35 6.3 与 与

国民良識党(Hanura) 16 2.9 与 与

ゴルカル党 91 16.3 野 野

グリンドラ党 73 13.0 野 野

国民信託党(PAN) 49 8.8 野 野

福祉正義党(PKS) 40 7.1 野 野

開発統一党(PPP) 39 7.0 野 与

民主党(PD) 61 10.9 中 中

議席数等の合計 560 100.0
(a) 9月末の与野党内訳

与党連合 207 37.0
野党連合 292 52.1
(b) 10月末の与野党内訳

与党連合 246 43.9
野党連合 253 45.2

国民議会議員選挙結果 (2014年)

注) (a) 9月末時点､(b) 10月末時点､与: 与党､野: 野党､中: 中立
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【図1】 ガソリン価格 (月次) 【図2】 ルピア為替相場(日次) 【図3】 政策金利と銀行間金利(日次) 【図4】 国民議会議員選挙結果(2014年)
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