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足元のロシア市場について
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 2020年3月末以降、ロシアの通貨ルーブルは上昇しています。
 ロシアは対外的なショックに対する耐性をこれまで強化してきており、そのことが投資家に
とって魅力となると考えられます。

ロシア・ルーブルは回復傾向に

2020年5月19日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

 新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化懸念、またそれに伴い需給バランスが悪化した原油の価格急落等により、
新興国や資源国の通貨は2020年3月にかけ、軒並み大幅下落しました。

 2020年3月末以降も多くの新興国・資源国通貨が軟調となる中、ロシアの通貨ルーブルは値を戻しています。

出所：Bloombergのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント㈱が作成
※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。

【図表】新興国・資源国通貨の騰落率（対円）
2019年末と2020年3月末、2020年3月末と2020年5月15日時点の比較

 ロシアにおける新型コロナウイルス感染者数は約29万人と世界で二番目に多い水準となっています（2020年5月19
日時点）。また、ロシア政府が2020年3月28日～5月11日を『非労働日』としたことで、経済活動への影響も深刻な
ものとなることが想定されます。

 それでもルーブルが回復傾向にある背景には、他の新興国・資源国に比べ、ロシアが対外的なショックへの耐性を強めて
いることがあると考えられます。
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ロシアの対外的なショックへの耐性をチェック！

 景気悪化局面の長期化が懸念される中、新興国の脆
弱性が注目されています。

 金融危機以降、新興国の債務は拡大してきました。景
気悪化局面では返済能力が低下するため、財政状況
が厳しい国では債務再編や債務不履行の可能性（リ
スク）が高まると懸念されます。

【図表】新興国の債務（対GDP比）の推移
2001年12月末～2019年12月末、四半期

 新型コロナウイルスに対し、依然抜本的な解決策が見
出せない中、市場では今後もリスク回避的な動きが強ま
り、新興国市場からさらなる資金流出が起こる可能性は
十分にあると見ています。

 一方で、その状況が落ち着けば、『割安』となった市場へ
の投資機会を狙う投資家による『選別的』な投資が増
えると見込まれます。その際には『対外的なショックへの耐
性』がポイントとなり、それを強化しているロシア市場が選
好されやすくなることが期待されます。

 具体的には、政府債務残高が低位となっていることや、
外貨準備高が潤沢であること等がロシアの健全性を示
す例として挙げられます。

 なお、Bloombergはロシアが1年後に景気後退局面
入りする確率を27.5％と予測しています。

出所：BIS、IMF、Bloombergのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント㈱が作成
※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。

【図表】政府債務残高（対GDP比）の予測
2019年時点

【図表】外貨準備高/適正外貨準備高*
2019年時点

*外貨準備高/適正外貨準備高：各国の外貨準備高が
IMFが適正とする外貨準備高（予測）の何倍あるかを示
す指数。1倍～1.5倍以上あることが望ましいとされる。

※ 上記グラフはIMF World Economic Outlook
（2019年10月）の予測を使用して作成しております。

【図表】1年後に景気後退局面入りする確率
2020年5月15日時点のBloomberg予測
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今後の見通し
＜株式市場＞
 原油需要の回復が意識され始めていることや、主要産油国であるサウジアラビアと原油市場安定化に向け協力関係を
構築しつつあること等はロシア株式市場にプラスに働くと見込まれます。

 また、ロシアの大手企業の多くは国営であり破たん（デフォルト）するリスクが低いこと等も市場を下支える要因になると
思われます。

 加えて、これまで財政健全化を進めてきたことで、景気下支えのための財政政策を行う余裕があることは、他の新興国と
の比較で評価されることも期待されます。

【図表】ロシア株価指数（ルーブル建）の推移
2013年12月31日～2020年5月15日、日次

＜債券市場＞
 相対的に高い金利水準を有していること、また対外的なショックへの耐性の強化等が評価され投資適格級の格付を維
持していること等から、ロシア債券に対する投資家からの旺盛な需要が今後も継続すると予想されます。

 また、ロシア中央銀行が将来的な利下げを示唆していることに加え、インフレ圧力が限定的であることもロシア債券市場
のサポート材料になると見られます。

【図表】ロシア債券指数の推移
2013年12月31日～2020年5月15日、日次

出所：Bloombergのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント㈱が作成
※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。

※ 2013年12月31日時点を100として指数化

※ 2013年12月31日時点を100として指数化
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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。
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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3.85％（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2.068％（税抜

1.88％）
 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：日本証券業協会、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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

＜当資料で使用している指数に関する留意事項＞
＜株式＞
ロシア株価指数：MOEXロシア指数
＜債券＞
ロシア国債（ルーブル建）：JPモルガン・GBIロシア指数（ルーブル建）、ロシア社債（米ドル建）：JPモルガン・社債指数ロシア（米ドル建）
JPモルガン・GBIロシア指数（ルーブル建）、JPモルガン・社債指数ロシア（米ドル建）は、JPMorgan Chase & Co.の子会社であるJ.P. Morgan Securities LLC
（以下「J.P. Morgan」といいます）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P. Morganは、 JPモルガン・GBIロシア指
数（ルーブル建）、JPモルガン・社債指数ロシア（米ドル建）及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、又は販売奨励の目的でJPモルガン・GBIロシア指数
（ルーブル建）、JPモルガン・社債指数ロシア（米ドル建）及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、又は奨励するもの
ではありません。J.P. Morganは、証券投資全般若しくは本商品そのものへの投資の適否又はJPモルガン・GBIロシア指数（ルーブル建）、JPモルガン・社債指数ロシア
（米ドル建）及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示又は黙示に、表明又は保証するものではありません。
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