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2019年市場見通し

リスク資産、とりわけエマージング債券市場
にとって2018年は困難な年となりましたが、
2019年に対しては明るい見通しが描けま
す。魅力的なバリュエーション、緩やかな成
長／インフレ率の落ち着きといった世界的に
ポジティブな経済環境、米連邦準備制度理
事会（FRB）の引き締めサイクルが終了に
近づいている公算が大きいこと、などの要
因がその牽引役になると目されます。加え
て米国の双子の赤字拡大が米ドルの大幅
な上昇余地を限定的にし、エマージング債
券のさらなる追い風になると期待されます。

過去のパフォーマンスを分析すると、エマー
ジング市場経済のネガティブなGDPギャッ
プが終わりに近づき、潜在成長率に向けて
収斂する時に、エマージング債券はアウトパ
フォームする傾向があることがわかります。
主要エマージング経済では金融政策がす
でに適切に引き締められており、現地通貨
建て戦略を後押しすると見込まれます。ス
ティープなイールドカーブが投資家に超過
ターム・プレミアムを提供している点も好材
料となります。加えて、総じて割安なエマー
ジング通貨がキャリー／デュレーションに起
因する現地通貨建て債券のリターンを補完
すると思われます。特に、米ドルが下落し、
エマージング市場の中央銀行がタカ派的な
スタンスを取るとの我々の予測が現実化す
るなら、そうしたことが言えるでしょう。

クレジットについては、米ドル建て債券市
場の指標となるJP Morgan Emerging 
Markets Bond Index Global（EMBIG）
は、過去の平均水準と比較しても、米国ハ
イイールド債などの伝統的な比較対象と比
べても、割安感があるように映ります。さら
に、我々のソブリン・スプレッド・モデルは、
ファンダメンタルズの観点から、スプレッドに
はおよそ40ベーシス・ポイントの縮小余地
があることを示唆しています。すでに高い
キャリー（2008年以降で最も高い）を勘
案すれば、エマージング市場の外貨建てソ
ブリン債は現在のバリュエーションで魅力
的な投資機会を提供している可能性があ

ります。米ドル建て社債の指標であるJP 
Morgan Corporate Emerging Markets 
Bond Index（CEMBI）についても同様の
ことが言えます。2018年に同インデックス
は絶対的、及び相対的にスプレッドの観点
で、米国ハイイールド市場や欧州ハイイール
ド市場をはじめとする他のクレジット市場を
大幅にアンダーパフォームしました。ファンダ
メンタルズの全般的な改善を映して、デフォ
ルト特性が他のクレジット市場並みかむしろ
低くなっているにもかかわらず、CEMBIが
アンダーパフォームしたことが注目されます。

世界経済はすでに同時成長局面にも超緩
和的な金融政策下にもないうえ、貿易を巡
る緊張と地政学的リスクが高まっている今、
投資家は当然のことながら、厳しさを増す
投資環境に慎重な姿勢で臨まなければなり
ません。加えて、エマージング市場におけ
る投資機会を捕捉するためには、国や資産
クラスによって選別姿勢を強める必要があり
ます。我々は、バリュエーションが魅力的で、
マクロ経済のファンダメンタルズが底堅く、対
外ショックを耐えられると考えられる国に焦点
を合わせます。また、政治的なダイナミクス
により経済の枠組みが強化されると期待さ
れる国も、エマージング債券への投資に関
わるリスクを取れる投資家に、興味深いアル
ファ創出機会を提供すると思われます。

世界経済の安定成長／穏やかなインフレ 
がエマージング資産の追い風に
2018年は、世界経済が安定して同時成長
局面に入るとのコンセンサス・テーマは、想像
とは異なる展開を見せました。米中間の貿
易を巡る緊張や地政学的リスクを受けて、市
場のボラティリティが高まったことによります。
米国が金融政策の正常化を進め、ドルが大
幅に上昇するという事態も、逆風となりまし
た。加えて、2017年末に米国が成長率押
し上げにつながる税制を導入する一方、中
国経済が減速し、欧州経済の成長が失望
的な水準にとどまったことが、世界同時経済
成長シナリオを一段の試練にさらしました。
かかる背景の下、エマージング市場は大幅

な資金流出に見舞われ、対外不均衡を抱え
る国は、マクロ経済の不均衡を抑制するた
め、政策の枠組みの強化を迫られました。

2019年の世界経済の見通しとして、我々は
インフレ率と経済成長がともに緩やかなペー
スになると予想しています。FRBによる金融
引き締め、今年末までに予定されている欧
州中央銀行（ECB）による債券買入プログ
ラムの終了（及び恐らくは早ければ2019年
下半期にも見込まれる利上げ）、最近の原
油価格下落 1に伴う世界的に大幅なディスイ
ンフレ・ショックの影響が相まって、世界のイ
ンフレ見通しは引き続き落ち着いた水準で推
移するとみられます。さらに、これらの要因
は、中国からの輸入品すべてに対する関税
を引き上げた場合に予想される物価上昇圧
力を相殺するとも考えられます 2。定性的に
考えて、エマージング市場のインフレ見通し
は先進国と同様に、全体として穏やかで安
定した足取りをたどる公算が大きいでしょう。
但し、アルゼンチンやトルコといった特殊要因
がある国と、程度の差こそあれ金融政策が
過度に緩和されているとみられる中東欧諸
国は、その例外となるとも思われます。

先進国の成長は減速を余儀なくされそうで
す。この最大の理由は、FRBによる金融政
策の正常化と、昨年の財政テコ入れ策の影
響が剥落するなどの要因です（中間選挙
が終った今、新たな財政テコ入れ策が導入
される余地は限られています）。経済がす
でに10年近く拡大局面を辿っていることも、
そうした予測を裏付けています。加えて、
貿易を巡る不透明感の高まりは、投資を冷
え込ませ、ひいては経済成長にブレーキを
かけかねません。欧州の自由主義諸国に
ついても同様のことが言えます。これらの国
では、欧州中央銀行（ECB）による景気下
支え効果が薄れるうえ、根強い政治的リスク
（イタリア、ブレグジット（英国のEU離脱）、
ドイツの首相交代など）に伴い、成長ペー
スが鈍化する公算が大きいとみられます。

米国経済の成長鈍化とインフレ圧力の落ち
着きに加えて、米国株及び住宅市場が不安

1 ブレント原油は2018年 11月30日現在、10月の高値から26%下落しています。  
2 一部の推定によれば、中国からの輸入品すべてに追加関税をかければ米国のインフレ率は50ベーシス・ポイント上昇する可能性があります。
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定な動きを見せる環境において、現在市場
が織り込んでいる以上にFRBが大幅な利
上げに動くシナリオは、まったく正当化されな
くなっています。我々の予測の妥当性が裏
付けられ、その当然の帰結として来年は米ド
ルが軟調になる可能性があることは、エマー
ジング資産の追い風となるはずです。米ドル
が下落するとの見方は、バリュエーションに
よっても支持されます。ドルは実質ベースで
10％程度割高になっています。購買力平価
（PPP）アプローチも、我々の行動的均衡為
替レート（BEER：Behavioral Equilibrium 
Exchange Rate）モデルも、ドルが同様に割
高な水準にあることを示唆しています。

一方、来年はエマージング市場の成長も、
全体として減速するとみられます。その最
大の理由は、中国の経済成長が緩やかな
がら確実にスローダウンしているからです。
米中貿易紛争の展開と、今までは抑制され
ていた中国政府の政策対応によっては、さ
らに下振れとなることもあり得ます。

しかしながら、エマージング市場個々に見
ると、全体像を眺めた場合と比べて、成長
の様相にはより大幅なばらつきがあります。
一部の主要エマージング市場は、数年にわ
たる経済縮小と調整局面を脱して回復に向
かい始めており、政策面で失望的な展開が
起きない限り、潜在成長率に向けて回復を続
けるものと予想されます。中南米ではブラジ
ルとコロンビアがこのカテゴリーに入るとみら
れます。アジアではインド、インドネシア、フィリ
ピンが、潜在成長率に近い成長を見せると
期待されます。他方、欧州のエマージング市
場は減速に向かう公算が大きいでしょう。トル
コは、今年の夏に自ら招いた危機に引き続き
対応を迫られるに伴い、経済成長は失望的
な水準にとどまるとみられます。一方、急成
長を記録している中東欧諸国は、供給サイド
の制約が足枷になるにつれて、徐々に潜在
成長率に向けて減速すると思われます。

中国以外のエマージング市場は 
回復局面に：エマージング債券に追い風
向こう1年間のエマージング債券についての
我々の見解を示すために、景気の各局面―
回復期、拡大期、減速期、縮小期―におけ
るエマージング市場の債券、通貨、株式の

過去のパフォーマンスについて検証を行いま
した。まず、中国を除くエマージング市場の
GDPギャップを計算し、GDPギャップの水準
と前四半期からの変化に基づいて各局面を
定義しました。図表1は中国を除くエマージン
グ市場が回復局面にあることを示しています。

次に、景気循環を通じた各資産クラスの四
半期ごとの平均リターンを推定しました。期
待通り、成長に対するベータの高いエマー
ジング株式は、景気回復局面では米ドル建
てハードカレンシー・エマージング債券とエ
マージング通貨をいずれもアウトパフォーム
したことが判明しました。拡大及び減速局

面では米ドル建てハードカレンシー・エマー
ジング債券が最も高いパフォーマンスを記
録する傾向が見られたのに対し、景気後退
局面では現地通貨建て債券が最も優れた
リターンを記録しました。

中国を除くエマージング市場の現在の景気
循環の局面を、我々は回復期と考えていま
す。過去のパフォーマンスが将来の潜在リ
ターンの有益な情報を与えてくれるとするな
らば、本分析はエマージング市場に対する
我々の前向きな見解を裏付けています。つ
まり回復期には、エマージング株式にこそ
出遅れたものの、すべてのエマージング債

図表1
推定GDPギャップは中国を除くエマージング市場が回復局面にあることを示唆…
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Haver　データは1996年12月～2018年9月 

図表2
…そして、エマージング市場の資産は回復局面でアウトパフォームする傾向 
各資産クラスの景気サイクルを通じた平均四半期リターン

資産クラス別パフォーマンス

エマージング 
米ドル建て 
債券

エマージング 
現地通貨建て

債券
エマージング
通貨 

エマージング
株式

エマージング
社債

回復期 3.3% 2.7% 0.5% 4.8% 3.0%

拡大期 2.3% 0.7% -0.4% -0.9% 0.6%

減速期 2.7% -0.3% -3.0% -3.3% 0.4%

縮小期 1.5% 2.3% -0.2% 1.5% 2.2%

インデックスのパフォーマンスは説明目的でのみ提示したもので、特定の投資のパフォーマンスを表すこと
を意味するものではありません。過去の実績は将来の投資成果を保証するものではありません。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Bloomberg　2018年9月現在　注：四
半期リターンについて、エマージング米ドル建て債券及びエマージング株式は 1994年3月～ 2018年9
月。エマージング現地通貨建て債券、エマージング通貨、エマージング社債の始点はそれぞれ2003年
3月、2003年6月、2002年3月。エマージング米ドル建て債券の指標は JP Morgan EMBIGインデック
ス、エマージング現地通貨建て債券の指標は JP Morgan GBI-EM Global Diversifiedインデックス、エマー
ジング株式の指標はMSCI Emerging marketインデックス、エマージング通貨の指標は JP Morgan GBI-
EM Global Diversified FXインデックス、エマージング社債の指標は JP Morgan Corporate EMBI Broad 
Diversified Compositeインデックスをそれぞれ使用しています。GDPギャップの推計は以下の国に基づ
きます：ブラジル、チリ、コロンビア、チェコ共和国、ハンガリー、インドネシア、インド、メキシコ、マレー
シア、ナイジェリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、ロシア、タイ、トルコ、南アフリカ。
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券戦略がポジティブなリターンを記録したの
です。しかしながら先に述べたように、厳し
さを増すグローバル・シナリオの下、エマー
ジング債券投資に対して選別的なアプロー
チを取り、個別の展開に大きく着目する戦略
が、ベータに基づく戦略をアウトパフォームす
るというのが我々の見解です。以下のセク
ションでは国別の改善（悪化）要因につい
て、さらに触れていきます。

全ての指標がエマージング市場の 
ソブリン・スプレッドは投資価値を 
提供していることを示唆
我々が検討したすべてのバリュエーション
指標が、ソブリン・スプレッドに投資価値（バ
リュー）があることを示唆しています。例え
ば、EMBIGスプレッドは過去10年間の平
均に対して50ベーシス・ポイント近く割安だ
と思えます。加えて、Bloomberg Barclays 
U.S. Corporate High Yield IndexとEMBIG
のスプレッド格差は、過去10年以上にわた
り一貫してポジティブな領域にあったにもか
かわらず、現在はほぼゼロにまで縮小してい
ます。EMBIGのほうがクレジット格付けは
高いにもかかわらず、このような状況になっ
ているのです（EMBIGの格付けはBB+、

図表3
EMBIGは過去平均と比べても米HY債と比べても割安 
EMBIGのスプレッドは過去10年間の平均と比較してワイド…    …さらに米ハイイールド債と比較しても妙味
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インデックスのパフォーマンスは説明目的でのみ提示したもので、特定の投資のパフォーマンスを表すことを意味するものではありません。過去の実績は将来の投
資成果を保証するものではありません。
投資には元本喪失などのリスクが伴います。一般に、債券投資はクレジットおよび金利リスクにさらされます。ハイイールド債券投資はより高いクレジットおよび
金利リスクにさらされる可能性があります。外国証券は通貨、政治、経済、市場リスクにさらされます。エマージング市場への投資は先進国への投資以上のリス
クがあります。投資を行う前に各資産クラスのリスクについて詳細にご検討ください。

出所：JP Morgan、Bloomberg Barclays　データは2010年 1月から2018年 11月まで

図表4
我々のソブリン・スプレッド・モデルによれば 
EMBIGスプレッドは40bp割安
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予測／推定は現在の市場環境に基づいており、変更される可能性があり、かつ実現を保証するものでは
ありません。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Bloomberg、Haver　データは2018年11月
20日現在
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BloombergBarclays U.S. Corporate High 
Yield Indexの格付けはB+で、前者の方が3
ノッチ高い）。しかも、米国経済が減速するとの
我 の々見通しと、このところ米国ハイイールド債
がEMBIGをアウトパフォームしている点を踏ま
えるならば、クロスオーバー投資家はエマージ
ング市場のソブリン・クレジットの相対価値ポ
ジションの再構築を検討するとも思われます。

加えて、ファンダメンタル面の国内・対外要
因と比較してスプレッドの割安感を探る我々
のフェアバリュー・ソブリン・スプレッド・モデ
ルによれば 3、エマージング市場のソブリン・
スプレッドは40ベーシス・ポイント程度割安
になっています。

図表4から読み取れるように、全体としては
エマージング市場のソブリン・スプレッドはファ
ンダメンタルズと比較して総じて割安な位置
にあるものの、地域や国によって大きなばらつ
きがあります。同モデルはアフリカと程度の差
こそあれ中南米が割安な一方、欧州ソブリン
には割高感があり、アジアのスプレッドはフェ
アバリューとなっていることを示しています。
国別では、以下の国が今後1年間にアルファ
を創出する可能性を秘めていると考えます。

• 南アフリカ：2019年には経済が若干力
強さを増すと考えており、中央銀行はタカ
派的姿勢で臨むとみられます。財政面で
もポジティブ・サプライズの可能性があり、
南アフリカ資産全般にわたってスプレッド
の縮小が期待されます。5月の大統領選
挙ではシリル・ラマポーザ氏の勝利がほ
ぼ確実視されます。とはいえ同氏が改革
路線を追求し、既得権益層に切り込める
かどうかは、どの程度の票差で勝利する
かがカギになるものと思われます。

• インドネシア：インドネシアのスプレッドに
対してはポジティブにみています。経常収
支の不均衡拡大と過度のインドネシア・ル
ピー（IDR）安に伴う財政安定性への脅
威に対処すべく、インドネシア中銀（BI）と
政府は断固たる政策対応をみせており、
かかる最近の措置がスプレッドの追い風
になるはずです。2019年に通貨の安定
性が増せば、インドネシア中銀は外貨準備

高を再び積み増すことが可能となり、スプ
レッドのさらなる支援要因になると思われ
ます。このことはジョコ・ウィドド大統領再
選を後押しし、市場が好意的に受け入れ
やすい政策の継続が確実視されます。

• ウクライナ：次期大統領選に向けて
首位を走るティモシェンコ氏のポピュリズム
（大衆迎合）的公約にもかかわらず、選
挙結果は政策の大幅変更につながるも
のではないと我々はみています。同国の
親欧米路線は広く国内的なコンセンサスと
なっていることや、来年に始まる対外債務
の償還額急増に対処するには多国籍機
関からの資金調達に頼らざるを得ないこと
が、そのように考える根拠です。国際通貨
基金（IMF）の要請を盛り込んだ2019年
予算案が最近議会を通過したことを受け
て、スプレッドが縮小することも考えられま
す。予算案の成立に伴い、IMFはスタン
ドバイ合意（SBA）の第1回支払いを実
施するとともに、欧州連合（EU）及びそ
の他の多国籍機関からさらなる資金調達
を受けられる公算が大きいためです。

• ザンビア：同国通貨に対する持続的な
下落圧力が、政策の行き詰まりを招いて
いる現在の政治経済の枠組みに変化をも

たらす契機になると、我々はみています。
硬直状態に陥っている政治状況が変化
する兆候が明らかになり、ポジティブな政
策が実行されている確かな見通しが開か
れれば、ザンビアの米ドル建て債券には投
資価値が見いだせる様になります。

• トルコ：輸入に対する国内需要の欠如、
原油価格の下落、地政学的交渉ポジショ
ンの強化が経常収支懸念を緩和し、ソブ
リン・スプレッドのサポートとなることもあり
得ます。しかしながら、我々は慎重姿勢
を維持します。3月の地方選挙が終わる
までは、一段のオーソドックスな政策を追
求する政府の意欲が薄れ、財政緩和スタ
ンスに舞い戻る可能性があるとみられるか
らです。かかる財政運営は金融引き締め
策と矛盾し、対外ショックに対する経済の
脆弱性を一段と増幅する恐れがあります。

• メキシコ：魅力的なバリュエーションにも
かかわらず、メキシコに対しては慎重な姿
勢を崩しません。国民投票の実施や長期
にわたり進められた新空港建設計画の中
止といった最近の政策決定が、ポピュリス
ト的方向への変化を示唆しており、財政
規律と現行の政策の枠組みの安定性に
対する懸念が高まっているからです。

3 �Revisiting Our Emerging Market Sovereign Spread Valuation Framework（当社エマージング市場ソブリン債スプレッドのバリュエーションの枠組みを再検
討）� エマージング債券運用チーム、インベストメント・インサイト、2018年

図表5
現地通貨建てエマージング債券を選好する理由は実質利回りの高さ、 
および先進国債券との実質利回り差
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インデックスのパフォーマンスは説明目的でのみ提示したもので、特定の投資のパフォーマンスを表すこと
を意味するものではありません。過去の実績は将来の投資成果を保証するものではありません。
出所 : モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Bloomberg、Haver　データは2018年 11月
20日現在
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エマージング市場と先進国の実質金利差 
の拡大、スティープなイールドカーブ、 
米ドルの下落が見込まれるなどの要因に 
より、現地通貨建て債券には価値が浮上
エマージング市場の実質金利は過去5年間
の高い水準からは低下しているものの、2％
という水準は依然極めて魅力的に映りま
す。同様に、先進国との実質利回りの差は
300bp弱と、今も魅力的な水準にあります。
とりわけインドネシア、トルコ、アルゼンチンな
ど資本流出に直面している国では、中央銀
行がタカ派的な金融政策スタンスを強める
に伴い、ここにきて利回り差が急拡大して
います。一方、先進国では金融緩和政策
が縮小傾向にあるにもかかわらず、実質利
回りは大幅にネガティブな領域にとどまって
います。FRBは引き締めサイクルの終盤に
近付き、その他の先進国の中央銀行は細
心の注意を払って金融緩和からの脱却を
図り、世界的にインフレ率は落ち着いた水
準にとどまっている一方で、エマージング市
場の中央銀行は根強い対外リスクに直面し
て、慎重にタカ派的バイアスを維持している
ことから、来年も実質金利差は引き続き高
水準にとどまると考えられます。

図表6はGDPギャップを横軸に実質利回り
を縦軸にとって、来年、興味深い割安な投
資機会が見込まれる国を特定しようとしたも
のです。とりわけ、左上の象限（つまり実質
金利がプラスで景気が冷え込んでいる国）
に位置する国は、高いキャリーを提供すると
ともに、ネガティブなショックに対応するのに
十分なクッションを提供してくれることもあり
得ます。高利回り国の中では、ロシア、イン
ドネシア、メキシコ、ブラジルが特に注目され
ます。対極に位置するのが中東欧諸国で、
これらの諸国はGDPギャップがほとんど解
消している（ルーマニアを除く。ルーマニア
のGDPギャップは大幅なプラス）上、実質
金利がマイナスとなっています。

加えて、一部のエマージング市場ではイー
ルドカーブが大幅にスティープ化しており、
デュレーション長期化による魅力的な投資
機会が生まれていると思われます。例えば
ペルーはエマージング市場の中でイールド
カーブが最もスティープですが、同国が長
期にわたり財政規律を維持し、通貨も安定

していることを踏まえるならば、とりわけ魅力
的に思えます。さらに来年、ブラジルの現
地通貨建て債券の利回りはアウトパフォー
ムする可能性があります。来年1月1日に
発足するジャイル・ボルソナロ次期政権は、
社会保障改革と緊縮財政を公約に掲げて
勝利しました。中東欧では、堅固な財政ポ
ジションを誇るポーランドのイールドカーブが
魅力的に見えます。年金制度の第3の柱

が稼働を始めるに伴い、2019年下半期に
はポーランド国債に対する需要が高まる見
通しであることも、ポーランド国債の追い風
になると見込まれます。ロシアの利回りにつ
いても、地政学的緊張（経済制裁）が変わ
らないことを前提に、保守的な財政スタンス
とロシア中銀のオーソドックスな政策運営に
支えられ、来年はアウトパフォームするとも
考えられます。最後に、メキシコでは、デュ

図表6
実質利回りが高くGDPギャップがマイナスになっている 
エマージング市場の現地通貨建て債券が魅力的な投資機会を提供
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インデックスのパフォーマンスは説明目的でのみ提示したもので、特定の投資のパフォーマンスを表すこと
を意味するものではありません。過去の実績は将来の投資成果を保証するものではありません。
出所 : モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Bloomberg、Haver　データは2016年7月
から2018年 10月まで 

図表7
エマージング市場のデュレーションの拡大を選好し、 
スティープなイールドカーブを持つ国に着目
現地通貨建て債券のイールドカーブ（10年－2年）の勾配
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出所 : Bloomberg　データは2018年 11月23日現在
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レーションが長い債券のポジションを取るこ
とは避けます。アンドレス・マヌエル・ロペス・ 
オブラドール（AMLO）新政権の下、政治
的な不透明感が高まっていることと、潜在
的な財政リスクに照らしてリスクプレミアムの
水準が低いことによります。

米ドルの下落と全般的に割安なエマージン
グ通貨が、現地通貨建て債券のキャリー／
デュレーションに起因するリターンを補完する
可能性があります。事実、我々の中期及び長
期バリュエーション・モデル（それぞれBEER
とPPP）はエマージング通貨の多くが割安で
あり、したがって現地通貨建て債券利回りへ
のエクスポージャーは、潜在的リターン特性
の改善に繋がる可能性を示唆しています。

エマージング社債のバリュエーションは
デフォルト期待と比較して魅力的な模様
ハイイールド債を中心に、エマージング社債
スプレッドは2018年第2四半期末以降、
急速な調整に見舞われていますが、クレジッ
ト・ファンダメンタルズに対する評価を踏まえ
れば、この調整は行き過ぎだと思われます。

エマージング市場クレジットに対する我々の
確信は、各種指標（クレジット、経営陣の行
動など）の改善に根差しています。これら
の指標の改善を支えているのが、グローバ
ル金融危機終了以降の、そしてより最近で
は2015～ 2016年のエネルギー及びコモ
ディティ市場の深刻な下落を受けたエマー
ジング企業の行動です。

2018年にエマージング企業は、先進国の
クレジット市場に対するサポート材料と同
様のサポート材料により、ファンダメンタル
ズの全般的な安定と転換を果たしました。
エマージング市場の企業は長期にわたる金
融緩和を追い風に、有利な調達環境を利
用し、積極的な債務に対する管理を通じて
財務体質の強化を図ったのです。このこと
はコールや早期テンダー、買い戻しの大幅
な増加や、全般的な負債満期の長期化及
び債務の元利金返済状況の全般的な改善
といった状況からも明らかです。

エマージング市場の企業の経営陣が健全
な事業運営を行っていることの証左として
挙げられるのは、投資活動が増加に転じた

図表8
現地通貨建て債券のキャリー／デュレーションに起因するリターンを 
割安なエマージング通貨が補強
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予測／推定は現在の市場環境に基づいており、変更される可能性があり、かつ実現を保証するものでは
ありません。
出所 : モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、Bloomberg、Haver　データは2018年 11月
23日現在　CZK、HUF、PLNは対EURでモデル化しています。

図表9
エマージング・ハイイールド社債 vs 米国ハイイールド社債スプレッド
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、J.P. Morgan　2018年 11月現在
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のがこの12～18ヵ月間であることです。そ
れも2016～ 2017年に売上高とEBITDA
（利払い、税金、減価償却、のれん代償
却前利益）の回復を確認してから、投資拡
大に踏み切った点が挙げられます。重要な
ことは、割安なマネーの調達が可能だった
にもかかわらず、名目債務の水準は抑制さ
れてきたということです。グロス及びネット・
ベースでレバレッジ比率が低下する一方、
売上高、利益率、収益性は改善しており、
この事実はエマージング市場がクレジット・
サイクルの底を脱し、より持続的な安定期に
入ったことを示唆していると思われます。

かかる改善はデフォルト見通しに最も明瞭
に表れています。アルゼンチンやトルコなど
の国で個別要因によるネガティブな展開が
起きたにもかかわらず、今年末のデフォルト
率は年初に我々が予想した2.5％を大幅に
下回る水準となりそうです。

2019年に向けて、エマージング社債のハイ
イールド債のスプレッドが拡大していること
がとりわけ注目されます。エマージング社債
のデフォルト率は引き続き低水準で推移し、
米国ハイイールド債のデフォルト率とほぼ同
じ水準にとどまるとみられることを考えれば、
なおその感が強いと言えます。

投資適格社債についても、エマージング
社債のクレジット・クオリティの抜本的な改
善（今後12～ 18カ月にわたり、格上げ件
数が格下げ件数を引き続き上回ると予測）
を踏まえるならば、スプレッド拡大はやや直
感に反するとみられます。これは米国の状
況とは対照的で、米国では借入金による自
社株買いと合併・買収（M&A）活動が、
2019年に信用格付けの重石になると想定
されます。

図表10
エマージング社債指標と最近の傾向

グローバル アジア

欧州 
エマージング
市場 中南米

中東＆ 
アフリカ

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

成長率

売上高 -7% 13% -8% 13% -8% 22% -3% 7% -7% 6%

EBITDA 0% 13% 4% 12% -12% 20% 5% 11% -9% 11%

総負債 1% 4% 0% 5% 4% 11% 0% -2% 6% 8%

純負債 1% 2% -3% -3% 11% 26% 2% -5% 8% 12%

設備投資 -15% 7% -12% 12% -12% 16% -25% -8% -7% -6%

各種レシオ          

総レバレッジ 3.0x 2.7x 2.9x 2.7x 2.5x 2.3x 3.6x 3.1x 2.6x 2.5x

純レバレッジ 1.9x 1.7x 1.6x 1.4x 1.7x 1.8x 2.8x 2.4x 1.6x 1.6x

EBITDA利益率 20.0% 19.9% 17.3% 16.8% 21.8% 21.6% 23.3% 24.0% 33.4% 34.9%

インタレスト・ 
カバレッジ

6.4x 6.5x 8.5x 8.3x 6.7x 7.7x 3.8x 0.0x 8.6x 9.2x

出所 : JP. Morgan、Bloomberg　2018年9月現在 分析は発行残高を有する対外債券発行体を対象とし
ています。したがって構成発行体は変化します（100％準国債、金融、不動産及びデフォルト企業は除く）。

図表11
エマージング市場vs先進国デフォルト率
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予測／推定は現在の市場環境に基づいており、変更される可能性があり、かつ実現を保証するものではあ
りません。
出所 :モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、J.P. Morgan　エマージング市場デフォルト率
は2018年9月現在のディストレスト・トレードを含みます。
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リスクと機会
2019年のエマージング債券の見通しに対
し我々は全般的に前向きなスタンスを取っ
ていますが、我々のシナリオの実現を阻むリ
スクも幾つか存在します。最大のリスクは、
様々な形で取り上げられている、米中貿易
関係の悪化です。G20首脳会議が開催さ
れていたアルゼンチンの首都ブエノスアイレ
スで12月1日、米中首脳会談が開かれ、米
中貿易戦争の「休戦」が成立したこと4は正
しい方向に向けた一歩だとしても、最終的
な決着がつくかどうかは予断を許しません。
米国の攻撃対象には中国の発展モデルに
不可欠な要素が含まれていることや、中国
当局が妥協に消極的だともみられるためで
す。貿易戦争が世界経済にネガティブな意
味合いを持つことは明らかですが、関税導
入合戦はまた、貿易フローのシフトと他の国
へのサプライチェーンの移転をもたらし、一
部のエマージング市場の追い風になるとも
考えられます（例えばブラジルやアルゼンチ
ンは中国向け大豆輸出のシェア上昇が見込
まれるほか、貿易制裁を避けるべくサプライ
チェーンの一部が製造コストの低いアジア諸
国に移転されることにより、これらの諸国は
恩恵を享受することもあり得ます）。さらにま
た、対ロシア制裁の形で地政学的懸念が改
めて浮上する恐れは否定できないとしても、
中間選挙が終わった今、さらなる制裁を科
す米国側の動機は薄れています。

FRBが現在市場が織り込んでいる以上の
引き締めに動けば、ネガティブ・サプライズ
が起こり得ます。しかしながらすでに述べ
たように、現在のディスインフレ傾向が、追
加的な輸入関税導入や一段の労働市場の
逼迫を背景とする物価上昇圧力を相殺す
ると見込まれます。

さらに、2019年には2000億ドル以上のエ
マージング社債が償還期限を迎えることか
ら、クレジット分野におけるテクニカル的な供
給要因を注視することも重要になるでしょう。
金融環境が逼迫し、企業セクター全体で
借換えリスクが高まる事態は考えにくいにせ

よ、供給が前倒しで行われれば、来年早々
にもパフォーマンスの逆風となりかねません。

最後に、政治情勢が個別リスク（及び／ま
たは投資機会）をもたらす可能性がありま
す。とりわけ注視する必要があるのは欧
州です。欧州では政治的動揺が様々な分
野に波及し、金融政策の正常化を目指す
ECBの計画に大幅な狂いが生じることも否
定できないからです。これらのリスクの中で
特に注目すべきなのはブレグジット、イタリア
の予算案を巡る欧州委員会との対立、そし
てドイツ与党の党首交代です。さらに来年
には、一部のエマージング国で選挙が行わ
れます。ナイジェリアでは2月に大統領選挙
が実施され、再選を狙う現職大統領と前副
大統領の一騎打ちとなりそうですが、両候
補者の経済政策に大きな違いはありません。
インドネシアでは、4月の選挙でジョコ・ウィド
ド大統領が再任されるとみられ、したがって
従来の政策が維持される見込みです。ウ
クライナの大統領選挙は、世論調査では元
首相のユリア・ティモシェンコ氏がリードして
います。2019～ 2020年には巨額の対外
債務の返済が予定されています。ウクライ
ナの新欧米的姿勢には国内で広範な支持
があるため、どちらの候補が勝利しても、す
でに執行されている改革案が覆る余地は極

めて限定的です。インドでは、4～ 5月に行
われる総選挙でナレンドラ・モディ首相が再
選される模様です。背景には、再選確率を
高めるため、人気取り的な政策を掲げてい
ることがあります。南アフリカの大統領選挙
では、現職のシリル・ラマポーザ大統領の勝
利がほぼ確実視されています。しかしなが
ら、同氏が改革路線を追求し、既得権益層
に切り込めるかどうかは、どの程度の票差
で勝利するかがカギになるものと思われま
す。アルゼンチンではマウリシオ・マクリ大統
領が再選される確率は、経済危機が逆風
となって、ここにきて低下しています。この
結果、IMFのスタンドバイ・プログラムの持
続可能性が疑問視されています。一方、ト
ルコの地方選挙を受けてボラティリティが高
まる恐れがあります。とりわけ再選の可能
性を高めようと時期尚早の政策緩和に踏み
切るなら、なおさらそうした展開となりそうで
す。最後にメキシコ（12月1日）とブラジル 
（1月1日）の政権交代は資産パフォーマン
スに大きな影響を及ぼす公算があります。
先にも述べたように、メキシコに対しては慎
重に見ていますが、ブラジルの新政権は、
蜜月期間を利用して議会で社会改革法案
を成立させ、債務の持続可能性を巡る懸念
を緩和させることもあり得ます。

図表12
エマージング市場投資適格社債の格付は改善傾向
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、JP Morgan、Moody �s、Standard & 
Poors、Fitch　2018年9月現在

4 米国は 1月 1日から予定していた中国からの輸入品2000億ドル相当への関税率引き上げを90日間延期する一方、中国は相当量の農産品、エネルギー製品、工
業製品を米国から購入することで合意しました。この3ヵ月の間に両国は米国の中国市場へのアクセス、知的財産権の保護、技術移転などの重要問題について交
渉することになります。 
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