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1. アウトルック

• 2017年には2013年以来初めて、債券にとって弱気な要因が幾つか浮
上する可能性がある。すなわち、経済指標の改善やインフレ率の上昇、
金融緩和策の縮小、リスク・プレミアムの上昇などの要因が台頭する
と予想されるのだ。ターム・プレミアムを押し下げていた各種要因が
消滅するにつれ、国債価格がテクニカル要因よりもファンダメンタルズ
に左右される体制にシフトするともみられる。そうなれば、利回りには
一段の上昇余地が生まれる⸺長期ファンダメンタルズに基づく我々の
「公正価値」分析によれば、推定利回りは3%前後に達する。過去に
おいては、金利上昇はスプレッドのタイト化を伴った。成長見通し改善
の影響は、リスクフリー利回りおよび米ドル上昇の影響を凌ぎ、米リス
ク資産にとって強気な意味合いを持つ。クレジットについても証券化
商品についても、景気敏感セクターが好パフォーマンスを記録するとみ
られる。それとともに、米国金利をアンダーウェイトすることは、引き
続き適切なヘッジ戦略になると考える。

• 過去最低水準にある先進国の利回りが、これから先も新興国市場に
おける「適切な」キャリー機会とスプレッドを下支えすると見込まれる。
一部の新興国債券を含めて、高利回り資産への資金流入が、継続的な
「上押し」効果を及ぼすと考えられる。「トランプ・タントラム（癇癪）」
が新興国特有の現象ではなかった以上、投資家を新興国資産に誘引し
てきた様々な要因は、今も健在であろう。だが、米国の政策に対する
不透明感の高まりに対しては、新興国資産は依然脆弱だ。トランプ・タ
ントラムはロシア、インドネシア、コロンビアの利下げサイクルを幾分
先送りさせかねない。

• 経済成長が加速するとの見通しや、インフレ期待の上昇、米国クレジッ
トへの需要は、米国のクレジットに対する強気な環境を作り出すと思
われる。12月から2017年にかけて、米国市場と欧州市場の乖離が続く
こととなろう。
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11月はドナルド・トランプ氏が米国の次期大
統領に選出されたことが市場の焦点となっ
た。明らかに市場はトランプ氏の勝利に備
えていなかった。しかしながらさらに意外
だったのは、市場の反応の方向だ。大統
領選後、市場はすぐにリスクオン・モードに
シフトした。まさに「噂で売り、事実で買え」
という市場の格言通りの展開となった。選
挙前日に、米国債利回りはおよそ15ベーシ
ス・ポイント（bps）低下したが、翌日には反
騰、月末時点で50bps超の上昇となった。
連邦準備制度理事会（FRB）が利上げに
動く確率が高まり、ドルの実効為替レートは
新高値を付けた。

市場のシナリオが一変したことは注目に値
する。1ヵ月前には、米10年債について
極端に弱気な見通しを持っていた関係者
は2％しかいなかった。言い換えれば、低
成長・低リターン、長期にわたる経済成長
の低迷シナリオが広範に受け入れられてお
り、FRBすらそうした認識を抱いていたの
だ。今や、市場は成長加速とインフレ率上
昇に焦点を当てている。共和党が上下両
院を掌握したことから、以前の基本シナリオ
――ヒラリー・クリントン氏が次期大統領とな
る一方、議会は分裂する――と比べて、イ
ンフラ支出が拡大され、減税策が導入され
る蓋然性が高まっている。トランプ氏が法
人税減税など、産業界に優しい改革に注
力すれば、企業の景況感と設備投資は反
発し、生産性と経済成長が押し上げられる
こともあり得る。他方、新興国市場はトラン
プ政権が推し進めようとしている政策の保
護主義的側面を無視してはいない――新
興国ではスプレッドがワイド化し、メキシコ・
ペソなどの通貨が売られている。仮にトラン
プ次期大統領が保護主義的公約を貫くよう
なら、世界の経済成長見通しは不透明感
が強まるが、いずれにせよ、米国のインフレ
率は上昇する公算が大きい。

我々は高成長・高インフレのみならず高ボ
ラティリティの時代を迎えようとしているのか
もしれない。先行き、様々な政治的リスク・
イベントが待ち構えている――イタリアの国

民投票の余波、オランダ、フランス、ドイツ
の総選挙など、懸念材料には事欠かない。
2016年には、現在の秩序に不満を抱いて
いる人々は、実際にはサイレント・マジョリティ
とも考えられることが明らかになった。この
ため今後、政情などに関しさらなる衝撃に見
舞われ、ボラティリティが高まる恐れがある。

国債、株式市場およびその他の米国のリス
ク資産の価格は、こうした基本的な見通し
の変化を改めて織り込み始めている。世界
的に、経済成長と程度の差こそあれインフ
レに関わるファンダメンタルズは、米大統領
選前から上昇トレンドにあった。さらに、ほと
んどのリスク資産が年初来高値を記録して
いる中で、米国債の水準は、今も1年前の
水準からほとんど変わっていないことに注目
する必要がある。年初来の利回り低下の
大半は、中央銀行と外国勢の買いによる国
債の需要増大を背景とする、ターム・プレミ
アムの低下に牽引されたものだった。米ド
ル・ヘッジコストの増大に伴い、現地通貨へ
のヘッジバック後で、今では米国債は外国
人投資家にとって魅力が薄れている。ター
ム・プレミアムを押し下げていたこれらの要
因が消滅するにつれ、国債価格がテクニカ
ル要因よりもファンダメンタルズに左右される
体制にシフトする可能性がある。そうなれ
ば、利回りには一段の上昇余地が生まれる
――長期ファンダメンタルズに基づく我々の
「公正価値」分析によれば、推定利回りは
3%前後に達する。

過去において、金利上昇はスプレッドのタイ
ト化を伴ってきた。成長見通し改善の影響
は、リスクフリー利回りおよび米ドル上昇の
影響を凌ぎ、米リスク資産にとって強気な意
味合いを持つ。事実、11月に米クレジットお
よびハイイールド・スプレッドはタイト化した。
将来的には、イールドカーブがスティープニ
ングするに伴い、金融関連クレジットが好パ
フォーマンスを見せよう。成長志向の政策
運営が行われ、恐らくは規制関連の重荷
が軽減されることにより、銀行貸出の収益
性が向上すると見込まれる。要するに、ク
レジットについても証券化商品についても、

景気敏感セクターが好パフォーマンスを記
録するとみられる。それとともに米国金利を
アンダーウェイトすることは、引き続き適切な
ヘッジ戦略になると考える。

金利および為替見通し 

2017年には2013年以来初めて、高利回
り債にとって幾つか弱気な要因が浮上する
可能性がある。すなわち、経済指標の改
善やインフレ率上昇（最近の状況と比較し
て世界的な協調姿勢が強まる）、金融緩和
策の縮小、リスク・プレミアム上昇などの要
因が台頭すると予想されるのだ。基本的に
このことは、過去数年にわたり債券利回りを
押し下げてきた要因が、すべて反転するこ
とを意味する。しかしながら、FRBはインフ
レ期待の上昇を容認したい考えであること
から、引き続き「ハト派的」な利上げの道筋
をたどり続けることもあり得る。こうした利上
げの道筋は、予想される米国および世界的
な持続的景気拡大を腰折れさせることはな
かろう。2017年に2回もしくは3回の利上
げがあると予想することは合理的だ。この
環境において、長期債は引き続きアンダー
パフォームするとみられる。以上の見通しを
踏まえて、これまで通り米国のデュレーショ
ンをアンダーウェイトする。さらに、インフレ
連動債を通じたインフレに対する現在の市
場のプライシングは、インフレ上昇の可能性
を過小評価していると考える。

欧州中央銀行（ECB）による継続的な資
産買い入れにより、ユーロ周縁国の実質金
利は引き続き低下するとみている。ECBの
目的は、インフレ期待を上向かせるべく、必
要な金融および経済のリバランスを実施す
ることにある。以上の観点から、これまで
通りイタリアとスペインのインフレ連動債を選
好し、ユーロ圏のデュレーションを小幅ネガ
ティブとする。但し、ユーロ圏中核諸国の
利回りが最近の取引レンジから逸脱すると
はみていない。

多くの新興国でファンダメンタルズが改善し
ていると見受けられるなか、新興国資産は
引き続き妙味があろう。中欧の債券が依然

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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魅力的で、インドネシアおよびアルゼンチンの
債券も同様である。ブラジルに対しては、戦
術的にポジティブなスタンスを継続する。だ
が、そのためには、政治的な変化が長期的
な改革につながるとの確証が必要である。

通貨ポジションについては、ノルウェー ･ク
ローネを含め、割安感の出ている通貨にエ
クスポージャーをとっている。ノルウェーは
G10諸国の中で、インフレが目標を上回っ
ている数少ない国の1つだ。にもかかわら
ず、通貨は過去数年にわたり大幅に下落し
ている。日米金利の拡大と、日米中央銀行
の政策の乖離を勘案し、日本円もアンダー
ウェイトする。

新興国市場見通し

米国の選挙終了後、グローバル債券市場
は米国の財政政策の大幅な緩和を織り込
みつつある。米財政政策の大幅拡大に伴
い、経済成長が押し上げられ、米ドルが上
昇、その結果、すでに選挙前から進展し始
めていた先進国のイールドカーブのスティー
プニングが加速しよう。次期米政権が実際
にどのような財政、通商、移民政策をとるの
か判断するのは時期尚早ながら、市場は早
くも世界の債券見通しの変化のみならず、
メキシコなど、新政権の政策にとりわけ大き
な影響を被る恐れのある新興国の見通し
も、改めて織り込み始めている。だが、米
大統領選以降の市場の反応はまた、ポジ
ション巻き戻しが資産価格の重要な牽引役
だったことを示唆している。

世界の経済成長については、米国の成長
加速の恩恵は、次期大統領がどの程度保
護主義的な貿易政策をとるかにより、一部
相殺される公算が大きい。正味の効果が
明確になるまでにはなお時間が必要だが、
メキシコと中国が引き続き最大の焦点とな
ろう。次期大統領と共和党内の伝統的に
貿易志向の強い勢力が協力し合えば、保
護主義的スタンスの影響は弱まるものと思
われる。とりわけ、米国の景気見通しを損
ないかねない、大衆迎合的な選挙戦中の
公約を達成するよりも、米国経済の成長加

速がより重要視されれば、尚更そのように
言える。2017年にはブラジルとロシアのネ
ガティブな影響が弱まるにつれ、新興国の
成長が回復し、先進国との成長格差は再
び拡大に向かうとみられる。中国について
は、中期的には成長減速が続こうが、足元
の成長見通しは引き続き財政・金融政策の
支援が得られるか否かにかかっている。最
近の中国の経済指標からは、経済の底堅
さがうかがえるものの、2017年第1四半期
から第2四半期にかけて、成長が再度減
速することもあり得る。だが、中国は依然と
して十分な政策のバッファーを有しており、
2017年の経済成長のあまりにも急速な鈍
化は回避できるとみている。

過去最低水準にある先進国の利回りが、
今後も新興国の「適切な」キャリー機会と
スプレッドを下支えすると思われる。一部の
新興国債券を含めて、高利回り資産への
資金流入が、引き続き「上押し」効果を及
ぼすとみられるためである。「トランプ・タント
ラム」が新興国特有の現象ではない以上、
投資家を新興国資産に誘引してきた様々
な要因は、今も健在であろう。例えば、先
進国市場の利回りは依然極めて低位にあ
り、新興国の経済指標は下げ止まったもよ
うである。米FRBが数回の利上げを実施
するとの不安は薄れ（もっとも来年は、利上
げが1回に留まる確率よりも、2回の利上げ
が行われる確率の方が高そうだ）、中国経
済の失速懸念も後退している。新興国資
産は、米国の成長加速を背景に、12月に
1回利上げが行われるだけなら、その影響
を吸収できよう。だが、米国の政策不透明
感の高まりに対しては、新興国資産は依然
脆弱だ。トランプ・タントラムはロシア、インド
ネシア、コロンビアの利下げサイクルを幾分
遅延させかねない。

クレジット市場見通し

12月に向けて、経済成長加速の思惑や
金利動向、欧州の政治的不透明感、イン
フレ期待が引き続き欧米の投資適格市場
およびハイイールド市場を支配すると考え
る。11月には経済成長加速の見通しが台

頭、インフレ期待の上昇および米国クレジッ
トへの需要と相まって、米国クレジットに対
する強気な環境を作り出した。こうした状
況（成長が加速するとのセンチメント、インフ
レ期待の高まり、明るいテクニカル環境、規
制緩和への期待感）が米国クレジット市場
に対するポジティブなセンチメントを支えるな
か、2016年末に向けて、米国市場がアウト
パフォームすると見込まれる。欧州では、経
済の低成長とイタリアの政情不安が、引き続
き投資適格市場およびハイイールド市場を
支配すると予想される。12月から2017年
にかけて米国と欧州の乖離が続き、明るさ
を増す米国のマクロ経済、ファンダメンタル
ズ、およびテクニカル的背景が、欧州のクレ
ジットとの比較で、米国のクレジットにさらに
強気な環境を用意することとなろう。

証券化商品市場見通し

エージェンシー・モーゲージ担保証券
（MBS）はアンダーウェイトを維持する。
11月に名目スプレッドが歴史的な水準に低
下し、オプション調整後スプレッド（OAS）
が縮小しているうえ、ボラティリティが高
まったことによる。11月には住宅ローン金
利が47bps上昇するのに伴い、期限前
償還リスクに代わってデュレーション長期
化リスクが台頭した。11月にエージェン
シーMBSは年初来のリターンのほぼ半分
を失った結果、今や年初来のパフォーマン
スは冴えない。この数年間、金利ボラティ
リティが相対的に低水準にとどまるなか、
エージェンシーMBSは高いリターンを創
出してきた。しかしながら、過去のスプレッ
ドやオプション調整後スプレッド（OAS）の
観点から、MBSには割高感が出ていると
思われる。さらに、ボラティリティが上昇し、
デュレーション長期化リスクが台頭するに
伴い、11月にはエージェンシーMBSのリ
スクが上昇した。加えて、現在はクレジッ
ト関連モーゲージ証券のほうが、より高い
リスク調整後リターンと、キャッシュフロー・
キャリーを提供していると考えられる。

非エージェンシーMBSは、引き続き相対
的に安定性が高く、魅力的な債券資産の

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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1つとみている。魅力的なキャリー、ファン
ダメンタルズの改善、ネット･ベースでの供
給減少を背景に、非エージェンシーMBS
のオーバーウェイトを維持する。非エージェ
ンシーMBSの対米国債利回りスプレッド
は、投資適格級で150－225bps、シニア
非投資適格級で225－275bpsに達して
いる（損失調整後ベース）。米国経済が
概ね堅調で、住宅ローン金利が依然とし
て低く、住宅取得能力が過去平均を上回
る状況下、住宅市場の見通しを引き続きポ
ジティブとする。供給面では、2016年に
非エージェンシーMBSの残高は700億－
800億米ドル減少すると予想される。また
新規発行額はわずか300億－400億米ド
ル前後にとどまる見通しである。

商業用不動産ローン担保証券（CMBS）
については、引き続き慎重ながらもオー
バーウェイトとしている。AAA格CMBSは
2016年に好調に推移した結果、今や他
の資産クラスと比較して適正価値しか提供
していないと思われる。BBB格CMBSは
今年、ほとんどのクレジット・セクターをアン
ダーパフォームした。同セクターに対するス
ポンサーシップも依然低調だと感じられる。
しかしながら、失業率が低く、米国経済が
緩やかな成長を続ける限り、商業用不動
産市場のファンダメンタルズは引き続き堅
調に推移すると考える。こうした健全な経
済状況を追い風に、クレジット関連CMBS
はパフォーマンスの改善が見込まれる。と
は言え、最近、スプレッドのボラティリティ
が高まっていることや、今後、新規オリジ
ネーションや発行が増加する見通しに照ら
せば、需給ダイナミクスに幾分の懸念が残
る。さらに、2015年末から2016年にか
けてオリジネーションされたCMBSについ
ては、ここ数年にわたる不動産価格の高
騰が若干の不安要因となる。このような状
況を考慮し、引き受けの際の不動産バリュ
エーションに若干割高感のある新発案件よ
りも、発行後時間が経過しているCMBS
を選好する。発行後時間が経過している
CMBSは、直近の不動産価格上昇の恩

恵を享受している。12月から2017年にか
けてCMBS市場のボラティリティは高止ま
りしそうだが、CMBSは魅力的な利回りを
提供するのみならず、市場ファンダメンタル
ズの改善からこれまでどおりメリットを享受
するとの考えは変わらない。

欧州については、MBSおよびCMBSにつ
いて、これまでの大幅なオーバーウェイトか
ら穏やかなオーバーウェイトにシフトする。
英国のEU離脱決定を受けてファンダメンタ
ルズの不透明感が強まっているとみられるに
もかかわらず、今やスプレッドはBrexit前の
水準よりもタイトになっていることによる。し
かしながら全体としては、同セクターに対し
てポジティブな姿勢を堅持する。ECBとイ
ングランド銀行（BoE）は当面、金利を低水
準にとどめるとの確信は揺るがず、こうした
緩和策により欧州経済と、より重要なことに
は不動産市場は恩恵を受けるとの考えは

変わらない。欧州では住宅用不動産担保
証券（RMBS）およびCMBSの新規発行
額は今も失望的なまでの低水準にとどまっ
ている。だが、発行以来時間が経過した
RMBSやCMBSの中には依然として魅力
的な案件が散見される。ファンダメンタルズ
が今も良好で、金利が低く、不動産価格が
上昇傾向にある点を踏まえて、引き続き欧
州RMBSおよびCMBS市場を選好する。

2. 市場サマリー

11月は米国に先導される形で先進国の利
回りが急騰し、イールドカーブが総じてス
ティープニングした。ドルは他通貨に対し
て上昇した。FRBが他の中央銀行を上
回るペースで金利を引き上げるとの見通し
を、引き続き市場が織り込んだことによる。

11月に米10年債利回りは56bps上昇、
2年債－10年債のイールドカーブは28bps

図表1
資産別年初来リターン（%）
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出所：トムソン・ロイター、データストリーム。2016年 11月30日現在。上記は米ドル・ベースのパフォーマンス。

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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スティープニングした。独10年債利回り
は11bps上昇、独2年債利回りは11bps
低下した。スペイン、イタリア、ポルトガル
の10年債利回りはそれぞれ33－39bps
上昇した。ギリシャの10年債利回りは
173bps低下して他市場をアウトパフォーム
した。救済融資の前提となる改革の進展
度に対するレビューが好結果となり、債務
減免の可能性が高まったためである。日
本の10年債利回りは7bps上昇した。

ドルは他の大半の通貨に対して上昇した。
対ドルでユーロは3.6%下落した。英ポン
ドは2.2%上昇し、11月に対ドルで上昇し
た唯一の通貨となった。日本円は8.4%
下落し、11月の最弱の通貨となった。メキ
シコ・ペソは8.3％の下落となったが、ドナ
ルド・トランプ氏が次期大統領になることが
決定し、貿易見通しに暗雲が垂れ込めた
ことが背景である。

先進国債券市場

米国では、11月の会議で連邦公開市場委員
会（FOMC）は金利を据え置いた。議事録
によれば、委員会メンバーは比較的早期の
利上げを見込んでいる。11月の経済指標は
まずまず堅調だった。10月の非農業部門雇
用者数は16万1,000人増加にとどまり、予
想の17万3,000人増加に届かなかった。と
はいえ、9月の数値は15万6,000人増から
19万1,000人増に上方修正された。失業
率は4.9％に小幅低下、コンセンサス予想と
一致した。労働参加率が62.8％に低下し
たことによる。時間当たり平均賃金は2.7%
から2.8%に上昇した。ISM（サプライマネ
ジメント協会）発表の10月の製造業指数は
51.9に上昇し、コンセンサス予想の51.7を
上回った。第3四半期のGDP成長率は速
報値の前期比2.9％から同3.2%に上方修正
され、コンセンサス予想の3.0%を上回った。
10月の総合CPIは1.6％となり9月の1.5%か
ら上昇した。10月のコアCPIは2.1%だった。

ユーロ圏では、ECBのマリオ・ドラギ総裁が
12月の会合で資産買い入れプログラムの延
長と規模について決定が下されるとの見通し

を示した。経済指標を見ると、10月のユーロ
圏製造業PMI（購買担当者景気指数）は
53.5となり、9月の水準から横ばいだったが、コ
ンセンサス予想の53.3を上回った。2016年
第3四半期のユーロ圏GDP成長率は前期
比0.3%となり、速報値並びにコンセンサス予
想と一致した。10月のユーロ圏インフレ率は
0.5%となり、9月の0.4%から上昇した。

英国では、11月の金融政策委員会でイング
ランド銀行は金融政策を据え置いた。委員
会によれば、ポンド安を最大の原因に、インフ
レ率は予想を大幅に上振れした。委員会は
インフレ上振れを容認するにも限度があると
強調した。経済指標については、10月の総
合CPI上昇率は前年比0.9%となり、9月実

績およびコンセンサス予想の1.1%を下回っ
た。9月の失業率（3カ月平均）は4.8%と
なり、8月の水準から低下した。第3四半期
のGDP成長率は前期比0.5%と変わらず、
コンセンサス予想と一致した。10月の英国
の製造業PMIは9月の55.5から54.3に低
下、コンセンサス予想の54.5を下回った。

日本については、日銀は引き続きイールドカー
ブを現在の水準近辺に保つことを目標に、
資産購入を行っている。経済指標では、
11月の製造業PMIは51.1となり、10月の
51.4から低下した。10月の全国コアCPI
（食品およびエネルギーを除く）上昇率は
0.2%となり、9月の水準並びにコンセンサス
予想の0.1%を上回った。

図表2
主要国の国債利回り

国

2年債
利回り   

(%)

当月
変化 

(BPS)

5年債
利回り   

(%)

当月
変化 

(BPS)

10年債
利回り   

(%)

当月
変化 

(BPS)

オーストラリア 1.76 12 2.25 30 2.72 38

ベルギー -0.66 -3 -0.31 1 0.63 24

カナダ 0.70 16 1.01 32 1.59 39

デンマーク -0.53 -8 -0.18 0 0.40 11

フランス -0.62 -3 -0.08 19 0.75 29

ドイツ -0.73 -11 -0.43 -3 0.28 11

アイルランド -0.54 -42 -0.02 6 0.88 24

イタリア 0.05 5 0.89 24 1.99 33

日本 -0.16 8 -0.09 10 0.03 7

オランダ -0.69 -9 -0.29 3 0.43 16

ニュージーランド 2.14 14 2.49 30 3.13 42

ノルウェー 0.63 -31 0.77 -34 1.67 28

ポルトガル 0.34 -3 2.25 38 3.71 39

スペイン -0.12 5 0.48 31 1.55 35

スウェーデン -0.71 3 -0.15 19 0.54 28

スイス -0.92 -3 -0.66 8 -0.13 27

英国 0.13 -14 0.61 2 1.42 17

米国 1.11 27 1.84 54 2.38 56

出所：ブルームバーグ　2016年11月30日現在

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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新興国債券市場

11月、新興国国債資産は売り圧力にさらさ
れ、2016年の好パフォーマンスにブレーキ
がかかった。パフォーマンスに重くのしか
かったのは、米10年債利回りの上昇。資
産フローも新興国債券市場の逆風となっ
た。加えて、米大統領選におけるドナルド・
トランプ氏の予想外の勝利が当初、リスク
資産の売りを誘った。その後、投資家の
焦点はトランプ氏の勝利が米国経済にポジ
ティブな影響を及ぼす可能性にシフトした。
11月に国際商品は値上がりした。世界経
済の成長期待の改善や、月末に開催され
た石油輸出国機構（OPEC）総会で減
産合意が成立したことが追い風となった。
OPECは8年ぶりに減産で合意、これを受
けて原油価格は50ドル／バレルを突破、ダ
ウンサイド・リスクも低下した。

ブラジルではミシェル・テメル大統領の側近、
ジェデル・ビエイラ・リマ氏が辞任に追い込ま
れたことを受けて、改めて政治的不透明感
が高まった。リマ氏が権益を持つ建物の建

築を承認するよう圧力をかけたとして、リマ氏
とテメル大統領が非難されていた。この件が
テメル大統領の弾劾に発展するとはみられて
いないものの、政府の改革への取り組みが
後退することを、投資家は懸念している。

コロンビア政府と左派ゲリラ組織、FARC（コ
ロンビア革命軍）との修正和平合意が、議
会で130対0で批准された。和平合意反
対派は投票を棄権した。国民の多くが10
月の当初和平案に反対したことを考慮し
て、和平案に修正が加えられた。合意成
立を受けて、FARC戦闘員は5日以内に特
定地域に移動し、150日以内にすべての武
器を国連に引き渡すことが求められる。新
たな和平合意の下でも、戦闘員は投獄され
ず、活動が特定の地域に限定されることに
なる。さらに2018年から2026年まで10
議席が与えられる。重要なことは、今や関
心が財政改革案の成立にシフトするとみら
れることである。コロンビアが信用格付けの
引き下げを回避するためには、改革法案を
成立させることがカギとなろう。

南アフリカでは、与党アフリカ民族会議
（ANA）がジェイコブ・ズマ大統領に対す
る辞任要求を拒否したことを受けて、ズマ
大統領は政治生命の危機を乗り越えた。
ズマ大統領はゴーダン財務相との最近の
政争に敗れたことで影響力は低下したもの
の、権力の中枢に居座る力をまざまざと見
せつけた格好となった。米大統領選挙以
降、メキシコでは通貨下落が続いているが、
メキシコ中央銀行（Banxico）はこれに対
応すべく金利を50bps引き上げ、市場予想
通り翌日物金利を5.25%とした。メキシコ
中銀ではまた、アグスティン・カルステンス総
裁が来年退任し、国際決済銀行の総支配
人になることが決まっている。

社債市場

予想される財政刺激策がインフレに及ぼす
影響や、貿易の縮小、FRBによる積極的な
利上げ開始を投資家が織り込むに伴い、米
金融市場の情勢は一変した。対照的に、欧
州クレジット市場は11月に下落した。米国と
比較して経済成長見通しが冴えないことへ
の懸念や、イタリアの政情不安に対する危
惧、スワップ・スプレッドの拡大が欧州クレジッ
ト市場の逆風となった。

投資適格債については、超過リターンで見
てもスプレッドで見ても、米投資適格債が欧
州投資適格債をアウトパフォームした。トラン
プ氏の次期大統領決定により、米国の景気
見通しが明るさを増し、市場のトーンが低成
長・低インフレから高成長・インフレ上昇にシ
フトしたことが、米国市場を後押しした。大
統領選挙以降、財政刺激策や規制改革な
ど、成長押し上げにつながる政策が導入さ
れ、実質GDP成長率が加速する蓋然性
が高まったことが好感され、市場を一段高に
押し上げた。具体的な成長支援策は、政
府支出の拡大、減税（限界所得税率の引き
下げ、キャピタルゲイン税率の引き下げ、法
人税率の引き下げなど）、規制当局による監
視・介入の手が緩められるなどの形をとると
みられる。ドッド＝フランク規制の緩和をはじ
め、様 な々産業関連規制の緩和が予想され
ることも、金融市場の追い風となる。加えて、

図表3
対米ドルでの月次為替変化率
（プラス：上昇、マイナス：下落）
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出所：ブルームバーグ。2016年 11月30日現在

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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トランプ氏が公約に掲げてきた公共インフラ・
防衛支出の拡大は、経済成長を現在の低
成長トレンドから加速させる可能性がある。
最後に、総需要が力強さを増すに伴い、企
業の価格支配力も改善が見込まれる。

11月にはこうしたマクロ経済要因を背景に、
米投資適格市場では強気センチメントが勢
いを増した。利回り上昇が利回りに敏感な
投資家を引き付けるなど、テクニカル要因
も引き続き米投資適格市場を下支えした。
11月の米投資適格市場のリターンは、超過
リターンで見て0.52%となった。米投資適
格市場は3bpsタイト化し、11月末時点で対
国債スプレッドは124bpsに低下した。11月
は金融関連クレジットは5bpsタイト化、産業
関連クレジットは4bpsタイト化した結果、金
融関連クレジットが産業関連クレジットをアウト
パフォームした。とりわけ注目されるのは、資
本ストラクチャー下位の金融関連リスクが市
場全体をアウトパフォームしたこと（11月に
13bpsタイト化）。次期トランプ政権下で規
制強化の流れが反転する見通しを、市場が
織り込んだことによる。

11月は欧州の投資適格市場のリターンは超
過リターンで見て－0.85%となり、米投資適
格市場をアンダーパフォームした。欧州投資
適格クレジットのスプレッドは11月に17bpsワ
イド化し、月末のスプレッドは125bpsとなっ
た。興味深いのは、この結果、2011年のソ
ブリン危機以来初めて、欧州7年物および
10年物社債のスプレッドが米国のスプレッド
を上回ったことだ。欧州投資適格市場でも
米国と同様に、金融関連クレジットが産業関
連クレジットをアウトパフォームした。金融関連
クレジットは11月に15bpsワイド化したのに対
し、産業関連クレジットは18bpsワイド化した。

米国と欧州の投資適格クレジット市場のパ
フォーマンスの乖離は、年末から2017年に
かけて、一貫したテーマとなる公算が大き
い。米国における成長加速センチメントの
高まりが、このパフォーマンスの乖離のほと
んどを牽引すると思われる。加えて、米国
の金利の相対的な高さに基づく海外勢の

需要も、米国市場を引き続き後押しするだろ
う。さらに、米企業が海外利益をより低い税
率で送金することができるようになれば、起
債需要が低下し、純発行額が減少して、米
社債市場を巡るテクニカル環境は一段と力
強さを増すだろう。対照的に、欧州は利回り
環境が良好とは言えず、経済成長見通しも
冴えない。こうした状況に照らせば、欧州投
資適格クレジットは米国を引き続きアンダーパ
フォームするともみられる。

11月の米ハイイールド市場のトータル・リター
ンは－0.47%、超過リターンは1.28%となっ
た。超過リターン・ベースでCCC格クレジッ
トがアウトパフォームし、B格クレジット、BB格
クレジットがその後に続いた（超過リターンは
それぞれ、1.56%、1.5%、1.02%となった）。
投資適格クレジットと同様、欧州ハイイール
ド・クレジットも米ハイイールド・クレジットをア
ンダーパフォームした。欧州ハイイールド・ク
レジットのトータル・リターンは－0.81%となっ
た。米国、欧州ともに、高ベータ・クレジット
がハイイールド市場全体をアウトパフォームし

た。欧州では、最も高いパフォーマンスを上
げたセクターは、景気循環性の強い消費者
サービス（0.72%）と輸送サービス（0.66%）。
米国では、国際商品価格が11月半ばの底
から反発するに伴い、エネルギーおよび金
属鉱業が引き続きハイイールド市場全体をア
ウトパフォームした。11月には米国の政策の
成長志向へのシフトにより大きな恩恵を享受
するセクターもアウトパフォームした。

市場のボラティリティが高まり、金利が上昇し
たにも関わらず、11月のグローバル・クレジッ
ト市場の発行活動は活発だった。米国で
は、投資適格債の発行額が合計750億ドル
に達した。ハイイールド債については、米国
市場で合計150億ドルのハイイールド債が
値決めされた。欧州では、11月に34億ドル
のハイイールド債が発行された。

証券化商品市場

金利が大幅に上昇し、モーゲージのデュ
レーション長期化が大きな懸念材料となる
なか、11月にはエージェンシーMBSが強

図表4
新興国国債のスプレッド変化

国

米ドル建て債券
スプレッド

(BPS)

　
当月変化 

(BPS)

現地通貨建て債券
利回り
（％）

　
当月変化 

(BPS)

ブラジル 338 22 11.3 30

コロンビア 252 15 7.2 5

ハンガリー 156 4 2.2 22

インドネシア 229 -3 8.2 76

マレーシア 210 18 4.4 78

メキシコ 330 37 7.3 92

ペルー 173 18 6.4 58

フィリピン 107 -4 5.5 75

ポーランド 90 5 3.0 43

ロシア 206 -19 8.7 19

南アフリカ 293 11 9.5 36

トルコ 365 38 10.7 104

ベネズエラ 2343 27 – –

出所：JPモルガン。2016年 11月30日現在　　

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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い関心を集めた。エージェンシーMBSは
年間を通じて極めて安定的に推移し、ス
プレッドのボラティリティは最小にとどまり、
デュレーションの延長も相対的に小さかっ
た。米10年債利回りの上昇と足並みを
揃え、住宅ローン金利は47bps上昇して
3.98%に達した。住宅ローン金利の上
昇を受けて、住宅ローンの期限前償還ス
ピードが低下すると予想されており、その
結果、ブルームバーグ・バークレイズ米国
MBSインデックスのデュレーションは3.18
年から4.53年に1.35年長期化した。カ
レントクーポン物（新発物）エージェンシー
MBSの、デュレーションの等しい米国債に
対する名目スプレッドは、前月の水準から
幾分タイト化して95bpsとなった。オプショ
ン調整後スプレッド（OAS）の、デュレーショ
ンの等しい米国債に対するスプレッドは、
4bpsと横ばいになったものの、デュレーショ
ンの長期化と金利上昇を受けて、エージェ
ンシーMBSは引き続き大幅にアンダーパ
フォームした。11月は金利上昇とインデッ
クスのデュレーション長期化を受けて、ブ
ルームバーグ・バークレイズ米国MBSイン
デックスは1.77%下落した。とはいえ同イ
ンデックスは年初来では依然、1.69%のリ
ターンを記録している。FRBはエージェン
シーMBSの購入額を約380億ドルに若
干引き下げたが、それでも過去1年間の月
次平均を大幅に上回っており、最近の期
限前償還の増加を十分に補うことが可能
だ。金利上昇に伴って期限前償還ペース
が減速するにつれ、FRBの購入額も減少
するとみられるものの、FRBはエージェン
シーMBSポートフォリオの規模を1.75兆
ドル前後に維持している。

キャッシュフローとクレジット・パフォーマンス
が引き続き改善するに伴い、非エージェン
シーMBSは11月にスプレッドがタイト化
した。この結果、非エージェンシーMBS
のスプレッドは大半の証券に関して、今や
2014年以降で最もタイトな水準となってい
る。基本的に、米住宅市場およびモーゲー
ジ市場の状況は依然として明るい。9月の

全米住宅価格は前月比0.4%上昇し、過
去1年間では5.5%上昇した。全米住宅
価格は2012年の底から38%値上がりし、
危機前のピークとなった2006年7月の水
準を上回り、新高値を付けた。10月に中
古住宅販売は2.0%増加し、前年同月の
水準を5.9%上回った。10月の住宅販売
市場は年率ベースで2007年2月以来の
最高を記録した。住宅在庫は17ヵ月連続
で減少、10月に0.5%減少して前年の水
準を4.3%下回った。売れ残り在庫は現在
の販売ペースで4.3ヵ月となり、9月の4.4ヵ
月から減少した。新築住宅販売は10月
に前月比1.9%減少したものの、2015年

10月の水準は17.8%上回った。最近の
住宅価格の上昇にもかかわらず、米国で
は過去の水準と比べて住宅が買い易い状
態が続いている。事実、所得の中央値と
住宅取得コストの中央値を比較する全米
不動産協会住宅取得能力指数は、過去
15年間の平均を約15%上回っている。

11月にはCMBSのスプレッドもタイト化
し、AAA格CMBSが約3bpsタイト化し
た。一方、BBB格CMBSは20－25bps
タイト化した。2016年初来のCMBSの
パフォーマンスはキャピタル・ストラクチャー
における位置により、大幅に乖離している。

図表5
社債セクター別スプレッド変化

セクター

米ドル
スプレッド水準

(BPS)
当月変化 

(BPS)

ユーロ
スプレッド水準

(BPS)
当月変化 

(BPS)

インデックス 129 -3 126 +17

産業（素材） 172 -4 117 +15

産業（資本財） 99 -3 98 +19

産業（消費財 [市況 ]） 120 -1 117 +18

産業（消費財 [非市況 ]） 114 -1 101 +16

産業（エネルギー） 169 -4 130 +21

産業（テクノロジー） 112 -6 81 +11

産業（運輸） 117 -4 107 +21

産業（通信） 159 -3 126 +17

産業（その他産業） 114 -2 166 +30

公益（電力） 120 -4 126 +25

公益（ガス） 132 -3 117 +24

公益（その他公益） 144 -16 97 +15

金融（銀行） 118 -4 123 +14

金融（証券） 140 -4 123 +8

金融（金融会社） 150 -9 98 +9

金融（保険） 136 -6 270 +19

金融（REIT） 144 -4 140 +26

金融（その他金融） 164 +0 162 +15

出所：ブルームバーグ・バークレイズ。2016年 11月30日現在

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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AAA格CMBSのスプレッドは2016年初
来25－30bpsタイト化したのに対し、BBB
格スプレッドは2016年初来50－75bpsワ
イド化した。11月のCMBSの新規発行
額は減少して合計80億ドル近辺となった。
年初来11月までの発行額はおよそ630億
ドルに達した。2016年通年の発行額は
700億－750億ドルに届きそうで、当初の
予想起債額の70%程度に迫ろう。基本
的に、CMBSのパフォーマンスは引き続き
健全だ。10月の商業用不動産価格はほ
ぼ横ばいとなったが、過去12ヵ月間では
4.7%上昇となった。商業用不動産価格
は過去数年にわたり年間10%超の上昇
を記録した後だけに、価格上昇ペースは
減速しつつあるが、依然としてプラス圏内
で推移している。商業用不動産価格は現
在、2007年8月につけた前回のピークを
26.3%上回っている。

11月に欧州MBSのスプレッドは小幅ワイ
ド化した。過去4ヵ月間に大幅にタイト化
した流れが反転した形だが、Brexit前の
水準より大幅にタイトな水準であることは変
わらない。供給が限られていることから、
ECBによるABSの買い入れペースは依然
鈍く、10月の欧州ABSポートフォリオは6
億ユーロ拡大したのみである。10月末現
在、ECBは212億ユーロの欧州ABSを
保有している。11月の欧州のABS発行
額は減少したが、2015年のペースを依然
上回っている。RMBS、ABS、CDOの
発行額はいずれも2015年の発行額を上
回ったのに対し、今年のCMBSの発行額
は前年の水準よりもはるかに少ない。

上記は2016年 12月現在の債券運用部門による見通しおよび意見を示すものであり、市場環境および経済環境等の変化により変更される場合があります。デー
タについては特に記載のない限り2016年 11月末現在です。
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