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11月1日の国会議員の再選挙での与党圧勝を市場は好感
トルコ経済、株式・通貨の現状と見通し

 11月1日の再選挙で与党・公正発展党（AKP）が圧勝。安定政権への期待から、足元で株式・為替市

場は大幅上昇。新政権が規制緩和などの構造改革を推進すれば、市場は一段の上昇も

 トルコ経済は利下げ効果もあり、成長率は拡大。但し、クルド問題など懸念材料もあり、今後の経済

に影を落とす可能性も
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 トルコリラも、年初来、国内の政局不透明感や経常収

支の赤字、米国の早期利上げ観測などから、軟調で

した。

 しかし、トルコ株式市場の動きと同様に、10月に入り、

米国の早期利上げ観測の後退、欧州での追加緩和

への期待感、再選挙での与党圧勝がプラスに働き、リ

ラ相場は大きく値を戻す動きにあります（図表2参

照）。

 特に、株式同様、再選挙後の11月2日（月）のリラ相場

は対米ドルで＋3.2％と大幅上昇しました（3日は

－0.2％と小幅反落） 。

株式市場はユーロ圏追加緩和期待、再
選挙での与党圧勝から、足元大幅上昇

 本年初からのトルコ株式市場は、国内では政局不

透明感、海外では米国の早期利上げ観測などから

9月末まで軟調でした。

 しかし、10月以降、株式市場は以下の理由から上

昇傾向に転じています（図表1参照） 。

①米国では軟調な経済指標が相次いだことに伴

い、同国の10月の利上げ観測が後退したこと

（実際、米連邦準備制度理事会（FRB）は10月

28日、政策金利の据え置きを発表）

②欧州中央銀行（ECB）のドラギ総裁が10月22日

の定例理事会後、12月に追加の金融緩和実施

を示唆したこと

③11月1日の国会議員の再選挙で与党AKPが圧

勝、安定政権への期待が高まったこと

 特に、再選挙後の11月2日（月）のトルコ株式市場

（BIST100指数）は前営業日比＋5.4％と大幅上昇

しました（3日は－0.9％と小幅反落）。

11月1日の国会議員の再選挙で、与
党は単独過半数を回復

 本年6月に行われた国会（一院制、定数550）議員

選挙で、与党・公正発展党（AKP）の議席数が政権

獲得以来初めて過半数に届きませんでした。AKP

はダウトオール首相が他政党との連立を模索して

いたものの、連立交渉は停滞したため、エルドアン

大統領は8月下旬、国会議員の再選挙実施を決定

しました。

 このような中、11月1日に国会議員の再選挙が実

施され、 AKPが単独過半数を大幅に上回る317議

席を獲得したと報じられています。

 トルコ選挙管理委員会は 終的な開票結果は選

挙後11～12日以内に公表、またこの間に各党から

の異議があれば検討するとしています。

リラ相場も１０月以降、大きく値を戻す動
き、特に再選挙結果を受けて大幅上昇
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図表2 トルコリラの推移
（2015年1月1日～2015年11月3日）
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図表1 BIST100指数の推移
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 今後の国内経済見通しについては、上述のクル

ド問題、インフレ高止まりなどの懸念材料から暫く

伸び悩む可能性が考えられます（図表5参照） 。

 但し、新政権が、再生エネルギーの活用による資

源輸入の抑制や産業の高付加価値化に向けた

教育改革などの構造改革に取り組めば、長期的

にはトルコ経済、ひいてはトルコ株式・為替市場

にとりプラスに働くものと思われます。

 また、これまでトルコ共和国中央銀行の政策運営

に政府の介入が度々見られましが、今後、改革

志向の強い新政権が樹立されれば、中央銀行は

独立性を取り戻すことで、市場からの信認が高ま

るとともに、通貨リラも見直される可能性が高いと

考えます。

 但し、米国の金融政策の行方などから世界の株

式・為替をはじめとする金融市場が不安定な動き

になり、これがトルコの金融市場に影響を及ぼす

可能性には留意が必要です。
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図表4 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）

株式・為替市場の見通し：新政権が改革
志向を強めれば一段の上昇も

 トルコを取り巻く投資環境には、クルド系の非合法武

装組織やイスラム国（IS）との問題など以下のような

懸念材料も残されています。

①11月1日の国会議員の再選挙の結果を受けて与

党が圧勝し、政局の不透明感は払しょくされたもの

の、クルド系の非合法武装組織やイスラム国（IS）と

の政治的問題が依然残ること

②輸入物価の上昇に伴い、当面、高インフレが続く

見込みであること

③ユーロ圏経済の回復力の弱さなどから外需が伸

び悩む可能性が考えられること

 但し、再選挙の結果を受けて与党・AKPは長期政権

への基盤作りが可能になったことから、投資家心理

が改善しており、これはトルコ株式・為替市場の好材

料に繋がると言えます。

 トルコは石油純輸入国ですが、原油安の継続は原材

料の値下がりを通じて企業の収益性の向上が期待

でき、これは株式市場にとりプラスに働くものと思わ

れます。

 トルコ経済は、本年1月、2月の景気下支えに向けた

利下げ効果もあり、成長率は拡大しています。本年

4-6月期の実質国内総生産（GDP）成長率は利下げ

を背景とした設備投資の拡大、ユーロ圏の緩やかな

回復に伴う外需の持ち直しなどから、前年同期比

＋3.8 ％と、1-3月期の＋2.5％から加速しました（図

表3参照）。

 一方、インフレ懸念が再燃しています。食料価格の

値上がり、通貨リラ安による輸入物価の上昇を背景

に、9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比

＋8.0％と2ヶ月連続して上昇しました（図表4参照）。
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図表3 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）

2013年 2014年 2015年（予想） 2016年（予想）
実質GDP成長率 4.2 2.9 3.0 2.9
消費者物価指数（年末値) 7.4 8.2 8.0 6.5
失業率 9.0 9.9 10.8 11.2
経常収支（対GDP比） -7.9 -5.8 -4.5 -4.7
政府債務残高（対GDP比） 36.1 33.6 32.1 32.6

図表 5 トルコ主要経済指標 （％）

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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【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）


