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※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※以下、ピムコジャパンリミテッド提供のレポートをご紹介します。

足元のブラジルレアルの動向と今後の投資のポイントについて
ブラジルレアル（以下、レアル）は、大手格付け機関による格付け見直しおよび格下げ、またルセフ大統領の弾

劾手続きの開始などを背景に値動きの荒い展開に。さらに、財政健全化を主導してきたレヴィ財務相の辞任の

表明等により、1レアル＝30円台に

レアルは当面、各種報道のヘッドラインにより神経質な展開が予想されるも、格下げなどの悪材料を既に一定

程度織り込んでいる可能性。中長期での経済成長を見据え、長期ファンダメンタルズ対比で割安な水準からの

インカムを主軸とした投資は引き続き有効に

9月下旬の為替介入後に上昇に転じたレアルは、11月下旬以降は再び上値の重い展開に

外貨建て
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見通し及び意見は予告なく変更されることがあります。

期間：2015年6月末～2015年12月21日 出所：WMロイター

【2015年6月末以降のレアルの推移（対円）】

財政目標の下方修正と財務相の辞任

• 12月2日、2016年の基礎的財政収支目標を
達成する上で鍵の一つとされる追加税制
(CPMF)が議会を通過、財政健全化にプラス
に

• 一方、12月16日には景気の低迷が鮮明とな
る中、政府が2016年の財政目標の引き下げ
を発表

• 12月18日、財政健全化を主導してきたレ
ヴィ財務相の辞任が発表され、財政健全化
の進捗に対する懸念が高まり下げ足を強め
る結果に

• ただし、後任のバルボザ氏は財政健全化の
流れを引き継ぐ点を強調

レアルは一定の格下げを織り込む水準

• 12月9日、大手格付け会社ムーディーズ社
が90日以内の格付け(外貨建て長期債務
BBB-格)見直しを発表

• その後、12月16日にフィッチ社が大手格付
け会社で2社目となる非投資適格水準
(BB+)への格下げを発表

• フィッチ社の格下げは予想よりも早いタイミ
ングであったものの、レアルの下落率（対
米ドル）は終値ベースで前日比-0.3%に留
まる

• 上記を鑑みるとレアルには既に一定程度
の格下げは織り込まれている可能性

足元の市場は弾劾成立を期待する反応

• 12月2日に下院議長がルセフ大統領の弾
劾請求受理を発表し、議会での正式な弾
劾プロセスが開始

• 12月8日の下院決議(1回目)では、弾劾賛
成派が予想を上回る3分の1超の票を獲得
し、弾劾の成立に対する期待からレアル
は上昇

• しかし、弾劾の成立には上下院の3分の2
以上の賛成票が必要。現段階で弾劾成立
へのハードルは高い

一進一退の緊縮財政策 格下げに対する懸念 大統領弾劾プロセスの開始

1レアル

＝30.0円

(12月21日)

フィッチ社による格下げ

(外/自/ネ BBB→BBB-)

内閣改造や公務員削減

などの緊縮策発表

15年-17年
財政目標引き下げ

ムーディーズ社による格下げ

(外/自/安 Baa2→Baa3)

S&P社による格下げ

(外/ネ BBB-→BB+)

16年財政目標
を再度引き下げ

当局が為替介入を再開・強化

追加的な緊縮策 (金融取引税)の発表

(円)

16年財政目標引き下げ

フィッチ社による格下げ

(外/自/ネ BBB-→BB+)

大統領弾劾手続き

開始

※カッコ内、格付けに関する表記

外：外貨建て長期債務

自：自国通貨建て長期債務

安：見通し安定的

ネ：見通しネガティブ

ムーディーズ社が

90日以内の格下げ

検討を発表

(外/自/ネ)

【基礎的財政収支(対GDP比)の推移】 【大統領弾劾手続き】【ブラジル長期債務格付けの変化】

追加税制が

議会を通過

足元のレアル相場の主な変動要因（各日付は現地時間ベース）

S&P社が格付け見通し

を変更（安→ネ）

ペトロブラス社への

汚職容疑で有力議員

が身柄拘束

市場予想を下回る

7-9月実質GDPの発表

① 議会議長への弾劾請求の送付

② 議長が弾劾請求を受理

③ 下院が審議委員会を設置

④ 下院審議。2/3以上の賛成票で上院審議へ

⑤ 上院での審議中は副大統領が任務代行

⑥ 上院審議で2/3以上の賛成票で弾劾成立

→ 任期終了まで副大統領が大統領就任

高裁の指示で

委員会メンバーを

選び直し

2014年12月末時点

2015年12月16日時点

S&P フィッチ ムーディーズ

BBB-
BBB+

BBB- BBB-

BB+ BBB- BB+ BB+ Baa3 Baa3

Baa2 Baa2

（％）

5月時点* 7月時点*

12月16日
時点*

政府予想

※2015年-2018年は政府計画のデータを使用
出所：ブラジル企画･予算･運営省

期間：2014年12月末～2015年12月16日
出所：ブルームバーグ

出所：PIMCO

レヴィ財務相辞任

*予想値

自国通貨建て
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※上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

レアル投資FAQ（よくあるご質問）2015年12月22日

①：レヴィ財務相の辞任の影響はどの程度あるのでしょうか？

②：ムーディーズ社による格下げ*の可能性と起きた場合の影響はどの程度でしょうか？

③：大統領の弾劾が起きた場合、レアルは下落するのでしょうか？

• 財政健全化を主導してきたレヴィ氏の辞任により、財政健全化の進捗が遅れるとの観測が市場で高まったことはレアルに
とって当面のマイナス材料に

• ただし、後任のバルボザ氏は就任会見でレヴィ氏が進めてきた財政健全化の流れを継続することを強調。財務相の交代を
機に財政健全化の方向が急激に変更される可能性は現時点では低い

• また、バルボザ氏は官庁や中央銀行での経歴が長く、政治的な能力はレヴィ氏よりも高いと見られることから、その調整能
力や現実的な政策の実行力には期待することが可能

• 12月9日に大手格付け会社ムーディーズ社がブラジルの格付けを今後90日以内に見直す方針を発表した後、レヴィ財務相
の辞任や財政健全化目標の引き下げが行われたことは、今後の格付けアクションにはマイナスに働く可能性

• しかし、12月16日にフィッチ社がBBB-から非投資適格水準にあたるBB+に格下げした際も、下落幅が前日比-0.3%（対米ド
ル）に留まるなど、格下げに関する一定程度のネガティブなニュースは織り込んでいる可能性

• また、仮に格下げ等によりレアルが大きく下落する場合においても、9月下旬に政治的不透明感や追加格下げへの懸念から
2002年10月来の安値となる1ドル=4.2478レアルに達した際には、中央銀行・財務省協調での介入がみられており、当局によ
るレアル安への警戒姿勢が続く環境においては、同水準を超えて無制限に下落する可能性は限定的と考えられる

• 12月2日に、大統領の弾劾プロセスが開始された際、市場の反応は大統領弾劾による構造的な変化に対する期待が先行
し、前日比で1.2%（対米ドル）上昇する結果に

• しかし、弾劾実施には議会の3分の2以上の承認が必要であること、また、弾劾プロセス開始後にリーダー的な存在である
クーニャ下院議長が自身の汚職に関する疑惑で捜査を受けていること、更に12月17日に 高裁が弾劾委員会のメンバー選
考のやり直しを命じるなど、弾劾プロセスは拙速に進まない可能性

• 足元で市場は大統領の弾劾をプラスとして捉えられているものの、弾劾が起きなかった場合においてもルセフ政権の財政健
全化を重視した政策に変更がないものとみられ、どちらの局面に進行した場合にも財政健全化という正しい方向に進む限
り、中長期で下落し続ける可能性は限定的と考えられる

コラム：レアルを活用した中長期投資の有効性

【レアルを活用した米国ハイイールド債投資の要因分解（累積）】
（インデックスベース、円ベース）
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総合収益：233%

レアル投資による
金利収入：106%

米国ハイイールド債への
投資による金利収入：129%

米国ハイイールド債への
投資による損益：-14%

為替損益：-18%

インカム

インカムの積み上げが
総合収益の土台に

*2015年12月21日時点

期間：2004年12月末～2015年11月末

出所：BofAメリルリンチ、JPモルガン、ブルームバーグ

米国ハイイールド債券はBofAメリルリンチ 米国ハイイールドBB-Bインデックス、レアルの為替取引プレミアムは

JPモルガン・ELMIプラス・ブラジルサブインデックスと米ドルの短期金利(1ヶ月 Libor)を使用

高いインカム（金利収入）の中長期的な積み上げが収益の土台に

• 米国ハイイールド債などの高利回り債券にレアルを組み合わせることにより20％弱*の利回り獲得が可能に

• インカムは常にプラスという特性から、中長期では着実に積み上がったインカムが総合収益の土台に

• 一方、海外債券への投資には債券価格や為替の変動リスクが伴うものの、中長期では総合収益に対する影響は小さくなる傾向

• レアルの高い利回りがハイイールド債の利回りに上乗せとなることを鑑みると、インカムを主軸とした中長期の投資がより有効

*格付けは外貨建て長期債務を指します
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【 ご留意事項 】
●当資料はピムコジャパンリミテッドの情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる

情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

●ご購入のお申込みの際は 新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断
ください。

●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価
額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益
は全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではあり
ません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するもので
はありません。また、今後予告なく変更される場合があります。

●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示
唆あるいは保証するものではありません。

● 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開
発元もしくは公表元に帰属します。


