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景気の順調な拡大と改革の前進が今後の支援材料に

メキシコ経済、株式・通貨の現状と見通し

 メキシコの景気は順調に拡大し、またインフレ率は低

水準に抑えられているなど、新興国の中で同国経済

の安定感が目立っています。

 景気は2014年から、個人消費をけん引役に、緩やか

ながらも回復基調を続けています。

 直近では、2015年4-6月期の実質国内総生産（GDP）

成長率が前年同期比＋2.2％と、1-3月期の＋2.6％

からはやや減速しました（図表１参照）。

 しかしながら、今後は、雇用の改善、低インフレを背

景に、引き続き消費の堅調な拡大が見込まれ、個人

消費主導で景気は回復基調を続けるものと当社では

見ています。主要輸出先である米国経済の回復も輸

出を押し上げ、メキシコ経済を支えることが見込まれ

ます（米国向け輸出は輸出全体の約8割）。

 メキシコ経済は消費主導で順調に拡大、インフレは抑えられ、ファンダメンタルズは比較的良好

 エネルギー改革を中心とする一連の改革は、メキシコ経済の成長ポテンシャル押し上げに寄与

 今後、景気は上向く見通しであり、株式市場に追い風。特に消費関連株が有望。また、エネルギー

改革は資本財、素材セクターに恩恵を与えよう。通貨ペソも底堅い動きを予想
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景気は順調に拡大、インフレ率は低
く、ファンダメンタルズは比較的良好

 一方、インフレ率は低く抑えられています。9月の

消費者物価指数（CPI）は前年同月比＋2.5％と

8月の＋2.6％から僅かながら低下し、過去 低

を記録しました。電力を含めたエネルギー価格

の下落、電話料金の引き下げなどが指数全体を

押し下げています。

 インフレ率は、年初来、メキシコ銀行（中央銀行）

が目標レンジに設定する2～4％内で推移してい

ます（図表2参照）。
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出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成
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出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成

図表1 実質GDP成長率（前年同期比）の推移
（2012年1-3月期～2015年4-6月期）

 このように、景気は堅調でインフレが抑制されて

いるばかりでなく、国際通貨基金（IMF)の見通し

では、2015年の経常収支赤字の対GDP比は

2.4％、政府債務残高の対GDP比は52％にとど

まっています。メキシコの経済ファンダメンタルズ

は比較的良好と言えます（図表3参照）。
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図表2 CPI（前年同月比）の推移
（2012年1月～2015年9月）
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出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成
（年/月）

2013年 2014年 2015年（予） 2016年（予想）
実質GDP成長率 1.4 2.1 2.3 2.8
消費者物価指数（CPI)上昇率 4.0 4.1 2.6 3.0
失業率 4.9 4.8 4.3 4.0
経常収支（対GDP比） -2.4 -1.9 -2.4 -2.0
政府債務残高（対GDP比） 46.4 49.8 52.0 52.1

図表 3 メキシコ主要経済指標 （％）

出所：国際通貨基金（IMF）のデータをもとにHSBC投信が作成、予想はIMF
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出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成

図表3 ペソの推移
（2014年1月2日～2014年12月17日）

対円（左軸）

出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成

図表5 メキシコペソの推移
（2015年1月2日～10月22日）

 メキシコペソは、年初来、米国の利上げ観測、原

油価格の下落、新興国通貨全般に対する投資

家センチメントの悪化などを背景に、対米ドルで

下落基調となり、対円でも6月下旬以降は下落し

ました。

 しかしながら、8月半ば以降は、中央銀行による

為替介入や比較的良好な国内経済指標などか

ら、底堅く推移しています（図表5参照）。

株式市場、ペソ相場の見通し

 メキシコ株式市場は、年末から来年にかけて底

堅い動きを当社では予想しています。

 景気回復基調の継続、ペニャニエト政権が推進

する構造改革は、株式市場の支援材料となること

が見込まれます。

 セクター別には、個人消費の堅調な拡大が見込

まれることから、特に消費関連を有望視していま

す。また、エネルギー改革から恩恵を受ける素

材、資本財セクターにも注目しています。

 当面のリスク要因としては、米国の利上げが挙げ

られます。中央銀行は、為替相場への影響や物

価への波及懸念から、米国の利上げに追随して

利上げを行う可能性が高いものと思われます。し

かしながら、当社では、米国の利上げは米国景

気の回復を確認しつつ、緩慢なペースで進められ

るものと見ています。このため、メキシコ経済への

影響は限定的と考えます。

 ペソ相場は、今後、相対的に良好な経済ファンダ

メンタルズに加えて、米国が利上げを行なっても

中央銀行がそれに追随する見込みであることな

どから底堅い推移が見込まれます。

ペソ相場：年初来下落基調ながら8月
下旬以降は底堅く推移

株式市場：年初来4月まで上昇基調、
8月以降は一進一退

 メキシコ株式市場は年初から4月にかけて、ギリ

シャ債務問題の懸念後退、堅調な国内景気指標な

どを背景に上昇しました。

 その後、8月以降は、米国の利上げを巡る不透明

感や中国経済の減速懸念などから下落したもの

の、9月末からは米国の年内利上げ観測の後退な

どから値を戻しています（図表4参照）。

 メキシコでは2012年12月に発足したペニャニエト

政権が、エネルギー改革、通信改革、教育改革、

財政改革など、長年の課題である社会構造改革

に次々と着手してきました。

 中でも、改革の目玉であるエネルギー改革は、こ

れまで国営石油会社ぺメックスが独占してきた石

油・天然ガス分野を民間資本に開放する一大事

業として注目されます。民間企業を対象とした鉱

区入札が段階的に実施されており、第1フェーズ

の入札（2015年7月15日）は14鉱区のうち2鉱区と

期待を下回りましたが、9月30日に行われた第2

フェーズ（浅海域の9鉱区）の入札では、3分の2の

6鉱区に応札がありました。また、12月15日に入札

が予定される第3フェーズ（陸地の26鉱区）では、

既に59社が予備申請済みと報道されています。

 一連の構造改革は、海外からの投資を促進し、メ

キシコ経済の成長ポテンシャル押し上げに大きく

寄与するものと考えられます。メキシコへの投資

は、構造改革の推進による「成長ストーリー」が描

ける点において、魅力があると考えます。

 また、メキシコは自動車産業の米国向け生産基地

として注目されています。昨年の自動車生産台数

は世界第7位となっており、日系をはじめ世界の自

動車メーカーが進出しています。

エネルギー改革は着実に前進、構造
改革が成長ポテンシャルを押し上げ

40,000

42,000

44,000

46,000

15/01 15/03 15/05 15/07 15/09

図表4 IPC指数の推移
（2015年1月2日～10月22日）
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出所：ブルームバーグのデータをもとにＨＳＢＣ投信が作成
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【当資料に関する留意点】

 当資料は、ＨＳＢＣ投信株式会社（以下、当社）が投資者の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の金
融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。

 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、
データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。

 当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。

 当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務を一切負いません。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としており、当該資産の市場に
おける取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し損失が生じる可能性があります。従いまして、
投資元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険機構
または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資
者保護基金の保護の対象ではありません。購入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見
書）」および「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」を販売会社からお受け取りの上、十分にその内
容をご確認頂きご自身でご判断ください。

投資信託に係わるリスクについて投資信託に係わるリスクについて

投資信託に係わる費用について投資信託に係わる費用について

※上記に記載のリスクや費用につきましては、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、ＨＳＢＣ投信株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく
それぞれの費用における 高の料率を記載しております。

※投資信託に係るリスクや費用はそれぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、かならず
「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 上限3.78％（税込）

換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額 上限0.5％

投資信託の保有期間中に間接的に
ご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬） 上限年2.16％（税込）

その他費用 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。
「投資信託説明書（交付目論見書）」、「契約締結前交付書面（目論
見書補完書面等）」等でご確認ください。
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号
加入協会 一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

ホームページ
www.assetmanagement.hsbc.com/jp

電話番号 03-3548-5690
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）


