
当資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとにドイチェ・アセット・マネジメント株
式会社が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。当資料記載の情報及び見通しは、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況
によって予告なく変更することがあります。当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として記載したものであり、その銘柄・企業の株式等の売買を推奨す
るものではありません。 D-151203-1                                                                                                                                                                                 1/4 

臨時レポート 

ブラジル・レアルの変動と見通し 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

（％）

(年)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GDP(前年同期比） GDP（前期比）

（％）

(年)

 2015年7-9月期GDP成長率は前期比-1.7％と、統計開始以来最悪となりました。 

 景気悪化を受けて失業率も急上昇し、消費にも打撃となっています。 

 中銀調査によるGDP予想（11月27日時点）は2015年、2016年ともにマイナス成長となり、市場では景気
後退の更なる長期化が予想されています。 

2015年12月3日 
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 

出所：Bloomberg 
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【図表】ブラジル・レアル（対円、対米ドル）の推移 
（2008年1月1日～2015年12月2日、日次） 

【図表】失業率の推移 
（2003年1月～2015年10月、前年比、月次） 

ブラジル・レアルは再び変動 

 ブラジル・レアルは9月半ばの安値圏からは反発
したものの、足元では再び変動しています。 

 ペトロブラスの汚職問題に絡み与党政治家が逮
捕されたことやGDP（国内総生産）成長率が予想
以上に悪化したことが原因です。 

 政治的混乱による財政健全化の遅れが、レアル
安の最大の要因となっています。 

景気後退が長期化 

【図表】ブラジルGDP成長率の推移 
（2005年～2015年、四半期ベース） 
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出所：Bloomberg 
※2015年は、7-9月期まで。 出所：Bloomberg 
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中銀は追加利上げの可能性を示唆 

 インフレ率は10％手前まで上昇、政策目標の範
囲（2.5％～6.5％）への収れんも2017年以降にず
れ込むと見られます。 

 政府による規制価格の上昇（電力等）に加え、レ
アル安が要因です。 

 中銀は3会合連続で政策金利を14.25％に据え置
きましたが、直近の会合で追加利上げの可能性
を示唆しています。 

 主要先進国における低金利環境が続く中、ブラジ
ルの金利の高さは目立っています。 

 

【図表】政策金利とインフレ率の推移 
（2008年1月1日～2015年12月2日、日次） 

ペトロブラス問題の影響が拡大 
 11月25日、大手投資銀行BTGパクチュアルのCEO、及び与党のアマラル上院議員がペトロブラス汚職

事件の捜査を妨害したとして身柄を拘束されました。 

 アマラル議員は財政健全化を主導していたことから、政策運営にも影響が出始めています。 

 金融界を巻き込む事態となったことに加え、更なる大物議員の名前も挙がっており、影響の拡大が懸念
されます。 

出所：Bloomberg 
※インフレ率は2015年10月まで 

財政健全化策を巡る協議は継続 

 11月半ば、財政拡大法案に対する大統領拒否権が議会承認され、レアルも一時反発しました。 

 しかし、アマラル議員逮捕の余波で、2015年の財政目標引下げ法案の審議が遅延し、政府は予算法※に
基づき11月30日から公務員の旅費や電力等100億レアルの歳出を凍結、また、この審議のため大統領の
訪日も中止されました。 

 議会では、更なる歳出削減を目指した複数の法案が審議されており、注目されています。 

  ※ブラジル予算法では、基礎的財政収支黒字の目標達成が出来ない場合、政府予算の凍結が義務付けられている 

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 

出所：各種資料を基にドイチェ・アセット・マネジメント㈱が作成 

財政健全化法案 内容

財政拡大法案への大統領拒否権
公務員賃上げ、教員の税優遇に関する法案。11月半ば、大統領
による拒否権が議会承認され、財政の更なる悪化は回避。

レパトリエーション法
海外にある無申告の財産について、費用支払いと引き換えに本
国送金を許可。歳入増を見込む。

小切手税（CPMF）
居住者の銀行預金引き落としへの課税。歳入増を見込む。不成
立の場合には、エネルギー税を引上げる案も出ているが、次年度
以降のインフレ上昇要因となるリスクも。

鉄鋼輸入関税の引上げ 鉄鋼輸入にかかる関税を15％～20％引上げ。歳入増を見込む。

2015年財政目標の引下げ
審議遅延中。予算法に基づき公務員の旅費や電力等の100億レ
アルの歳出を凍結。
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レアル安による債務増大リスクは低い 

 ブラジルでは、財政の健全化が急務となっていま
すが、対外債務の殆どは自国通貨建てとなってい
ます。 

 外貨準備高は3,600億米ドル程度と対外債務を十
分にカバーできる水準です。 

 このため、レアル安による対外債務の拡大は懸
念されていません。 

今後の見通し 

 ペトロブラスの汚職問題による政治的混乱の拡大からレアルは変動が続く見通しです。 

 政治的混乱の収束と、財政健全化の進展はブラジルに対する市場の信認の回復、及びレアルの
安定には欠かせません。 

 レアル安が進んできたことに加え、インフレ率に落ち着きの兆候が見られれば、主要先進国に比
較し高めの利回り等を求める需要につながる可能性もあります。 

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 

出所：Bloomberg 
※対外債務は、四半期ベース、2015年は4-6月期まで。 

【図表】外貨準備高及び対外債務の推移 
（2000年1月～2015年10月、月次） 
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ご留意事項 
 
 
●投資信託に係るリスクについて 

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投資元本が保証されていないため、
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投資一単位当たりの価値が変動します。したがって
お客様のご投資された金額を下回ることもあります。 

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご購入に際しては、事前に最新の投資信託説明書（交付目論見書）や契約
締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。 

 

●投資信託に係る費用について 

【お申込みいただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。】 

 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％（税抜3.50％） 

 換金時に直接ご負担いただく費用･･･信託財産留保額 上限1.0％ 

 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2.0404％程度（税込） 

 その他費用･･･上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。 

  投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 

 

≪ご注意≫ 

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、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、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における
最高の料率を記載しております。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関
の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及
び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者
保護基金の対象とはなりません。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、ご購入
に際しては、事前に最新の投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で
判断して下さい。 

なお、当社では投資信託の直接の販売は行っておりませんので、実際のお申込みにあたっては、各投資信託取扱いの
販売会社にお問合せ下さい。 

 

                    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

                    金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第359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 
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