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選別姿勢を強める時

債券｜債券運用部門｜マクロ・インサイト｜2017年 11月

本書はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの債券運用部門が作成したレポートを邦訳したものです。2017年11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2017年10月末現在です。

概要

追加利上げ期待が一旦は後退したものの、市場は10月、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げペースを加速
させる可能性や、税制改革法案が成立する可能性があることに気付いた。世界中で成長モメンタムが持続し、減
税が現実味を帯びてきたことに照らせば、リスク資産を巡る環境は極めて明るいと言える。インフレ率が予想以上
に上昇しない限り、多くの債券は現在予想されている利上げペースの下でも、十分に魅力的なキャリーを提供す
ることができるとみられ、事実、そうなる公算は大きいだろう。さらに今後は銘柄の選別が重要になると思われ、
金利感応度が特に高い債券や、ファンダメンタルズが健全とは言えない債券を避け、見通しが改善している証券
に焦点を合わせたい。

先進国の金利 /為替市場：米国では経済が力強さを増し、税制改革法案成立の可能性が高まるなか、市場の利
上げ期待が高まった。対照的に、欧州中央銀行（ECB）はハト派的スタンスを維持し、欧州市場の利回りに下げ
圧力を及ぼした。これを受けて、ユーロ圏周縁国のスプレッドは縮小した。9月の流れを引き継いで、大半の主
要通貨が対米ドルで続落した。

米国のインフレ率は引き続き落ち着いた水準で推移するかもしれないが、力強い成長ダイナミクスが変化しない
限り、FRBは利上げを続行すると考えられる。インフレが目標を下回っているとはいえ、FRBの利上げ続行の意
向について、市場は安心し過ぎているとも思える。新FRB議長が2018年にどのような政策運営を行うか、注視
したい。FRBが積極姿勢を強め、経済成長が力強さを増し、税制改革が現実味を帯びてくれば、長期金利には
上押し圧力がかかろう。通貨に関しては、リスク・リターン・プロファイルは今や、米ドルに対してより中立的もし
くはポジティブなスタンスを取るべきことを示唆していると思われる。米ドルはとりわけ対スイス・フランで、金
利や成長格差が正当化する以上に大幅に下落しているとみることができる。

新興国の金利 /為替市場：10月の新興国債券資産のリターンはまちまちだった。米国債利回りの上昇にもか
かわらず、米ドル建て新興国国債および新興国社債インデックスは、ともにポジティブなパフォーマンスを記録し
た。これに対し、現地通貨建て国債は2017年初来最悪の月間パフォーマンスに終わった。中国では、第 19回
中国共産党大会が開催され、成長スピードよりも成長の質を重視することが確認された。成長軌道の修正は、
製造業の高度化、地方・金融・国営企業改革および一帯一路構想を推し進めることによって達成を目指す。

新興国の債券資産は年初来好パフォーマンスを維持しており、投資家はファンダメンタルズとバリュエーション
に基づいて選別姿勢を強めている。年末に向けて、ポジショニングと政治リスク（北朝鮮、北米自由貿易協定
［NAFTA］、米税制改革）がパフォーマンスに一段と大きな影響を及ぼす展開も予想される。加えて11月の石
油輸出国機構（OPEC）総会が波乱を呼ぶ公算もある。こうした状況下、いずれ一部の新興国通貨が再び好パ
フォーマンスを見せ始めることを、我々は以前よりも楽観視している。



グローバル債券市場レポート

2 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント　|　債券

クレジット市場：10月、米ドル建ておよびユーロ建てクレジットのスプレッドはいずれもグローバル金融危機後の最もタイトな水準とな
り、低格付け債がとりわけ好調に推移した。産業セクターではボラティリティが若干上昇、エネルギーや消費（市況）などのセクターが
アウトパフォームしたのに対し、医薬品セクターが幾分軟化したことを主因に消費（非市況）セクターがアンダーパフォームした。

現在のバリュエーションでは、スプレッドの劇的な縮小は予想されないとしても、現在の環境が続くなら、年末に向けて、スプレッドは
徐々に縮小を続けるとの予想を継続する。クレジットをこれまで通りロングし、非金融セクターよりも金融セクターを選好する。ハイイー
ルド市場と転換債市場の期待リターンは低下したものの、引き続き魅力的な投資機会が散見され、両セクターに対してポジティブなス
タンスを続ける。

証券化商品市場：10月は、エージェンシー・モーゲージ担保証券（MBS）は横ばいとなった。クレジット関連証券化商品が引き続き
アウトパフォームした。商業用不動産担保証券（CMBS）のスプレッドは 10月に総じて縮小した。個別に見ると、CMBSのパフォーマ
ンスは担保のタイプと引き続き密接に連動した。ハリケーン・ハーベイ、イルマ、マリアの影響を巡る不透明感が、引き続きヒュース
トン、フロリダ、プエルトリコの不動産に若干圧力を及ぼした。10月に欧州のMBSのスプレッドは引き続き縮小し、2017年初来では
30－ 100bpsタイト化した水準にある。

証券化資産に関しては、依然としてキャリーが主役の座にある。この数ヵ月間、スプレッド縮小ペースは減速しており、これ以上のスプ
レッド縮小は望めない可能性もある。しかしながらさらなるスプレッド縮小がなくとも、現在のクレジットおよび金利環境を踏まえるな
らば、クレジット関連証券化資産は金利敏感証券化資産を引き続きアウトパフォームすると考えられる。

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。2017年 10月31日現在。上記は米ドル・ベースのパフォーマンス。

図表2
主要市場の金利水準および対10年債
スプレッド

金利 為替

先進国 水準

月次 
変化

（BPS）

月次 
変化率
（％）

米国 2.38 5

英国 1.33 -3 -0.86

ドイツ 0.36 -10 -1.42

日本 0.07 0 -0.99

エマージング債スプレッド

米ドル建 
エマージング債 305 -1

現地通貨建 
エマージング債 622 16

エマージング社債 225 -7

クレジット・スプレッド

米国投資適格 95 -6

ユーロ投資適格 87 -9

米国ハイイールド 347 -31

ユーロ・
ハイイールド 257 -9

証券化商品スプレッド

エージェンシーMBS 11 -1

米国BBB格CMBS 353 3

出所：ブルームバーグ、JPモルガン。2017年10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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債券市場見通し

追加利上げ期待が一旦は後退したものの、
市場は10月、FRBが利上げペースを加速
させる可能性や、税制改革法案が成立す
る見通しがあることに気付いた。こうした状
況を背景に、米金利と米ドルは上昇を続け
た。金利が上昇するに伴い、明るい景気見
通しと企業決算の好調を映して、ほとんどの
スプレッド商品がタイト化した。

度重なる挫折を経て、米議会はようやく
1.5兆ドルの減税を含む2018年度予算決
議案を可決、税制改革の実現に向けて歩
みを進めた。予算決議案可決を受けて、恐
らくは2018年第1四半期に、財政調整プ
ロセスを通じて税制改革法案が成立する余
地が生まれている（予算決議案が上下両
院で最終的に可決されれば、財政調整法を
活用して、上院の単純過半数で税制改革
法案を通過させることが可能になる。共和
党は定数100議席の上院において52議席
を占めているため、民主党の賛成がなくとも
税制改革法案を可決できることになる）。中
間選挙が視野に入るなか、共和党には重
要法案を成立に導く強い動機がある。この
ため 何らかの形で税制改革法案が成立す

ることを、我々は楽観視している。注目され
る主な政策は、規制緩和と法人税減税であ
る。一連の政策が国内投資の拡大を促が
し、生産性が改善する可能性がある。

成長モメンタムが持続し、減税が現実味を
帯びてきたことを踏まえれば、2018年のリス
ク資産を巡る環境は明るいと言えよう。今
年のセンチメント改善が来年の設備投資の
拡大につながり、成長モメンタムが長期化す
ることもあり得る。テクニカル面について言え
ば、世界のファンド・マネージャーを対象に実
施した調査によれば、キャッシュ・ポジション
は平均を大幅に上回る状態が続いている。
2015年から16年にかけて、ファンド・マネー
ジャーは市場が上昇している局面でさえ、さ
らなるリスク事象の発生に備えてキャッシュ
を積み上げた。センチメントの好転とともに、
これらのファンド・マネージャーは今、市場参
加の必要性を感じてキャッシュ水準を引き下
げ始めている。このこともボラティリティ低下
に寄与すると思われる。

クレジット・サイクルが進展するにつれ、スプ
レッド商品にとっては利上げが不確実性の
源泉となる。だが、FRBからカナダ中銀、
イングランド銀行に至るまで、各国中央銀行

は経済・金融市場の混乱を最小限に抑える
べく、金融政策正常化を緩やかに進めるこ
とに注力しているようだ。ECBは資産購入
ペースを徐 に々縮小する意向とみられるもの
の、2018年末あるいはそれ以降まで、ネット
での買い手にとどまろう。インフレ率が劇的
に上昇し、中央銀行が後手に回っていると
感じる事態とならない限り、一部のスプレッド
商品は現在予想されている利上げペースの
下でも、十分に魅力的なキャリーを提供する
ことができるとみられ、事実、そうなる公算は
大きいだろう。

今後、銘柄の選別が重要になると考えられ
るなか、シナリオが改善している銘柄や、比
較的金利感応度の低い銘柄に焦点を合わ
せたい。資産クラスについては、スプレッド
商品は今年、極めて良好なパフォーマンス
を記録したが、相対的に見れば、今もさほ
ど割高感はない。一方で、経済ファンダメン
タルズを踏まえるならば、安全資産である国
債が最も割高な資産クラスとみられる。この
ため、同セクターはアンダーウェイトするのが
賢明であろう。いずれにせよ現在のバリュ
エーションに照らし、債券市場に対するロン
グ・ポジションを年初の水準よりも縮小する。

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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先進国債券市場

当月のレビュー

米国では経済が力強さを増し、税制改革法
案成立の可能性が高まっており、市場の利
上げ期待が高まった。対照的に、ECBは
ハト派的スタンスを維持し、欧州市場の利回
りに下げ圧力を及ぼした。この結果、ユー
ロ圏周縁国のスプレッドは縮小した。米
10年債利回りは5bps上昇、イールド・カー
ブはフラットニングした。独10年債利回りは
10bps低下した。10月はポルトガルが9月に
続いて最も高いリターンを記録し、同国債の
対独国債スプレッドは31bps縮小した。次
に好パフォーマンスを記録したのはイタリア
で、対独国債スプレッドは28bps縮小した。

9月の流れを引き継いで、大半の主要通貨
が対米ドルで続落した。最も大幅に下落し
たのがニュージーランド・ドル。総選挙が予
想外の結果となり、中道左派の労働党とポ
ピュリスト政党のニュージーランド・ファースト
党の連立政権が誕生したことが嫌気され、
ニュージーランド・ドルは売られた。さらに、
NAFTA交渉を巡るネガティブなニュースを
受けて、メキシコ・ペソがアンダーパフォーム
した。原油価格は続伸し、ブレント原油価
格は61ドルで10月を終えた。

米国では、連邦公開市場委員会（FOMC）
の議事録要旨で9月のFOMCにおけるメッ
セージが繰り返された。理事の多くは、景
気循環要因が中期的にインフレ率を押し上
げる可能性があるため、現在の力強い見通
しに変化がなければ、追加利上げを実施す
るのが適切だとみている。経済指標につい
ては、9月の総合消費者物価指数（CPI）
上昇率は2.2%となり、前月の1.9%を上
回った。一方、コアCPIは前月比横ばいの
1.7%にとどまった。第3四半期の経済成
長率は極めて良好で、前期比年率3.0%に
達し、コンセンサス予想の2.6%を凌いだ。

ユーロ圏については、ECBは10月の理事
会で、10月から量的緩和のテーパリング（段
階的縮小）を開始する計画を発表した。政
策理事会（MPC）は2018年1月から資産

購入額を現在の600億ユーロから300億
ユーロに削減する計画で、9月までこのペー
スを維持する。一方、バランスシートの規模
を維持するため、償還金の再投資は続ける
意向。このように緩やかなペースでテーパリ
ングを続けることは、政策環境は欧州の資
産の追い風になることを示唆している。9月
の経済活動は引き続き堅調だった。製造業
購買担当者指数（PMI）は9月の58.0から
10月には58.6に上昇した。

英国に目を転じると、過去数ヵ月間の金融
政策委員会（MPC）メンバーのタカ派的
な発言を受けて、市場は現在、11月2日の
MPCで利上げが決定されると予想してい
る。9月はインフレ率が小幅続伸、3.0%に
達して前月の2.9%を上回った。

日本について言えば、日銀は金融政策決定
会合で市場コンセンサスどおり現行政策の
維持を決定した。安倍首相は解散総選挙
を宣言、10月22日に投票が行われ、与党自

図表3
主要国の国債利回り

国

10年債 
利回り

(%)

月次
変化 

(BPS)
スプレッド

(BPS)

月次
変化 

(BPS)

2–10年 
イールド 
カーブ
(BPS)

月次
変化 

(BPS)

（対米国債スプレッド）

米国 2.38  	 5 78 -7

英国 1.33  	 -3 -105  	 -8 87 -3

ドイツ 0.36  	 -10 -202  	 -15 111 -4

日本 0.07  	 0 -231  	 -4 23 4

オーストラリア 2.67  	 -17 29  	-22 85 -4

カナダ 1.95  	 -15 -43  	 -19 56 -3

ニュージーランド 2.92  	 -5 54  	 -10 91 3

欧州 （対独国債スプレッド）

ベルギー 0.60  	 -13 24  	 -3 123 -3

フランス 0.76  	 1 39  	 11 135 12

ドイツ 0.36  	 -10 111 -4

ギリシャ 5.47  	 -19 511  	 -9 236 -13

アイルランド 0.58  	 -16 22  	 -6 114 -10

イタリア 1.83  	-28 146  	 -18 210 -24

オランダ 0.47  	 -11 11  	 -1 120 -5

ポルトガル 2.07  	-31 171  	-21 221 -20

スペイン 1.46  	 -14 110  	 -4 180 -12

デンマーク 0.47  	 -8 10  	 2 108 -9

ノルウェー 1.61  	 2 125  	 12 108 5

スウェーデン 0.79  	 -13 43  	 -3 157 -4

スイス -0.08  	 -6 -44  	 4 77 -1

出所：ブルームバーグ　2017年10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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民党は絶対安定多数を獲得した。総選挙
の結果、安倍首相は現在のアベノミクス政
策の維持や憲法改正に向けて強力な支持
を得たことになる。このことは株式の追い風
となる一方、円に対しては円安要因となる。

アウトルック

米国のインフレ率は引き続き落ち着いた水準
で推移するかもしれないが、力強い成長ダ
イナミクスが変化しない限り、FRBは利上げ
を続行するだろう。インフレが目標を下回っ
ているとはいえ、FRBの利上げ続行の意図
について、市場は安心し過ぎているとも思え
る。我々は、FRBが12月に利上げに踏み
切るとみている。FRBが積極姿勢を強め、
経済成長が力強さを増し、税制改革が現実
味を帯びてくれば、金利に上押し圧力がか
かり、年末に2.60%に達することは十分に
考えられる。反面、地政学的ノイズの高まり、
経済成長の伸び悩み、インフレ指標の停滞
などの事態が、こうした見解に対するリスク
となる。新しいFRB議長が2018年にどの
ような政策運営を行うか、注視したい。

欧州中央銀行（ECB）と独国債のパフォー
マンスも、世界の国債市場に影響を与え得
る。2017年一杯、独国債は景気回復に
いち早く反応するとともに、予定されている
ECBの月次資産購入額のテーパリングに対
しても反応すると思われる。このため、年
末に向けて独国債利回りは上昇に転じるこ
とも考え得るが、リスク・リターン・プロファイ
ルは依然として魅力に欠けよう。ユーロ圏
周縁国の国債入札は引き続き順調で、対独
国債スプレッドは縮小するとみていいだろう。
スペイン中央政府がカタルーニャ州の独立
を阻止したことにより、10月には政治リスク
が和らいだ。しかしながら、イタリアの総選
挙が相変わらず不安要因となっている。

他の先進国の中では、日本国債利回りは低
水準にとどまりそうだが、イールドカーブ・コ
ントロールを停止するとの観測が強まれば、
10年物日本国債利回りは0.10%を幾分
上回ることもあり得る。また、豪国債をオー
バーウェイトするのは合理的だと思われる。
オーストラリアの経済見通しに加えて、中国
経済の予想外の失速リスクに対する良好な

ヘッジになるからである。

通貨に関しては、リスク・リターン・プロファイ
ルは今や、米ドルのショート/アンダーウェイ
トは得策ではないことを示唆していると考え
られる。最近の米ドル下落は行き過ぎの感
が強い。FRBは引き締めペース加速に向
けて政策反応関数を変更しつつあるとみら
れ（実質金利の上昇に繋がる）、米ドルの
支援材料となろう。米ドルはとりわけ対スイ
ス・フランで、金利や成長格差が正当化す
る以上に大幅に下落していると思われる。
欧州で経済ファンダメンタルズの改善がリス
ク選好姿勢の上昇につながれば、安全通
貨と見なされているスイス・フランから資金
が流出する可能性がある。総じて欧州は
明るさを増しており、ポーランド・ズロチなど
のユーロに連動する傾向のある通貨に対し
ポジティブなスタンスを取る。一方、新興国
通貨はこのところ苦闘している。このため、
新興国の堅固なファンダメンタルズが再び
鮮明になるまで、新興国通貨のポジションを
引き下げた。しかしながら中期的には、こ
れらの通貨を支えるファンダメンタルズにつ
いては、引き続きやや強気にみている。

新興国債券市場
当月のレビュー

10月の新興国債券資産のリターンはまちま
ちだった。米国債利回りの上昇にもかかわ
らず、米ドル建て新興国国債と新興国社
債はともにポジティブなパフォーマンスを記
録した。これに対し、現地通貨建て国債は
2017年初来最悪の月間パフォーマンスに終
わった。それでも全体としては、世界の経
済環境は引き続き新興国債券資産の追い風
となっている。新興国の成長は回復途上に
あり、インフレは概ね低位安定している。主
要国の中央銀行は徐々に金融政策の正常
化に向けて舵を切りつつあるものの、今のと
ころはまだ緩和スタンスを維持している。新
興国の債券資産は年初来好パフォーマンス
を維持しており、投資家はファンダメンタルズ
とバリュエーションに基づいて選別姿勢を強
めている。年末に向けては、ポジショニング
と政治リスク（北朝鮮、NAFTA、米税制改

図表4
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。2017年 10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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革）がパフォーマンスに一段と大きな影響を
及ぼす展開も予想される。加えて11月の
OPEC会議が波乱を呼ぶ公算もある。

中央銀行は10月に活発な動きを見せた。ア
ルゼンチン中央銀行（BCRA）はガソリン価
格の上昇とコア・インフレ率の上昇圧力を理
由に、金利を150bps引き上げて27.75%
とし、市場を驚かせた。今年のインフレ率
が予想未達となるなか、アルゼンチン中銀
は2018年のインフレ期待を落ち着かせるこ
とに焦点を当てている。コロンビアでは、金
利据え置きとの市場コンセンサスに反して、
中央銀行（BanRep）は政策金利を25bps
引き下げて5%とした。コロンビア中銀は
GDPギャップの拡大と、インフレ見通しの改
善を利下げの理由に挙げた。メキシコでは、
ペソを支えるために中央銀行が40億ドルの
為替市場への介入を行うと発表した。投
資家がNAFTA再交渉の行方や2018年
の大統領選挙に対する予想を改めて見直
すにつれ、10月にペソは大幅にアンダーパ
フォームした。ロシア中銀（CBR）は総合イ
ンフレ率（低い）とインフレ期待（高い）との
乖離を踏まえて、コンセンサス予想通り政策
金利を25bps引き下げ、穏やかな緩和を続
行するとのシグナルを発した。ブラジル中銀
（BCB）はSelic金利を75bps引き下げて
7.5%としたが、今後はより穏やかなペース
で緩和を続けることを示唆した。

中国では、第19回中国共産党大会が開催
され、成長スピードよりも成長の質を重視し、
この目的達成のために製造業の高度化、地
方・金融・国営企業改革および一帯一路構
想を推し進めることが確認された。メキシコ
では、NAFTA再交渉の第4回会合が紛
糾したことや、左派のアンドレス・マヌエル・
ロペス・オブラドール候補が2018年に予定
されている大統領選挙に勝利する可能性
が懸念されて、金融市場では不安感が強
まった。仮に同候補が勝利を収めれば、ポ

図表5
主要経済指標

国 直近 コンセンサス 前回 時点

米国 労働市場 非農業部門雇用者数
（単位：千）  	 -33 80 169 9/30/2017

失業率（％）  	 4.2 4.4 4.4 9/30/2017

労働力率（％）  	 63.1 62.9 9/30/2017

時間当たり平均給与
（％、対前年比）  	 2.5 2.4 9/30/2017

経済活動 ISM製造業景況指数  	 60.8 58.1 58.8 9/30/2017

GDP（％、対前期比、
季節調整後年率）  	 3 2.6 3.1 9/30/2017

GDP（％、対前年比）  	 2.3 2.2 9/30/2017

インフレ CPI（％、対前年比）  	 2.2 2.3 1.9 9/30/2017

コアCPI（％、対前年比） 	 1.7 1.8 1.7 9/30/2017

欧州 労働市場 失業率（％）  	 8.9 9 9 9/30/2017

経済活動 PMI製造業景況指数  	 58.6 59 58 10/31/2017

GDP（％、対前期比）  	 0.6 0.5 0.7 9/30/2017

GDP（％、対前年比）  	 2.5 2.4 2.3 9/30/2017

インフレ CPI（％、対前年比）  	 1.5 1.5 1.5 9/30/2017

コアCPI（％、対前年比） 	 1.1 1.1 1.2 9/30/2017

英国 労働市場 失業率（％）  	 4.3 4.3 4.3 8/31/2017

平均一週間当たり給与
（％）  	 2.2 2.1 2.2 8/31/2017

経済活動 PMI製造業景況指数  	 55.9 56.2 56.7 9/30/2017

GDP（％、対前期比）  	 0.4 0.3 0.3 9/30/2017

GDP（％、対前年比）  	 1.5 1.5 1.5 9/30/2017

インフレ CPI（％、対前年比）  	 3 3 2.9 9/30/2017

コアCPI（％、対前年比） 	 2.7 2.7 2.7 9/30/2017

日本 経済活動 PMI製造業景況指数  	 52.9 52 9/30/2017

GDP（％、対前期比、
季節調整後年率）  	 2.5 2.9 1.2 6/30/2017

GDP（％、対前年比）  	 1.4 1.5 6/30/2017

インフレ CPI（％、対前年比）  	 0.7 0.7 0.7 9/30/2017

コアCPI（％、食品
およびエネルギーを除く、
対前年比）

 	 0 9/30/2017

出所：ブルームバーグ　2017年10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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ピュリスト色の強い異端的な政策にシフトす
る恐れがある。インドでは、インド準備銀行
（RBI）が公的銀行の資本増強を発表し
た。これに伴い、信用供与が拡大し、投資
が促されるとみられている。南アフリカでは、
ギガバ財務相が中期財政計画（MTBPS）
を発表した。同計画は2021年まで財政が
大幅に悪化することを示唆しており、同国は
国債発行によって赤字を穴埋めすることを
余儀なくされよう。財政計画発表を受けて、
年内にMoody’sおよびS&Pが格付けを引
き下げる公算が高まっており、現地通貨建
て国債と通貨ランドが売られた。

米ドル建て新興国債券：10月の米ドル建て
新興国国債・準国債のリターンはJPモルガン
EMBIグローバル・インデックスで+0.18%と
なった。この結果、年初来のパフォーマンス
は8.92%に達した。10月は高利回り国債と
コモディティ輸出国の国債がアウトパフォーム
した。エクアドル、ガーナ、ヨルダン、モンゴ
ル、アンゴラ、エジプト、パラグアイ、アルゼン
チンが米ドル建て新興国国債市場全体をアウ
トパフォームした。ベリーズ、トルコ、メキシコ、
南アフリカ、レバノン、ベラルーシ、パキスタン
が出遅れた。

現地通貨建て新興国債券：10月の現地
通貨建て新興国国債のリターンはJPモル
ガンGBI－EMグローバル・ディバーシファ
イド・インデックスで-2.82%となり、年初来
のパフォーマンスは11.06%に低下した。
新興国通貨は対米ドルで2.20%値下がり
した。新興国国債のリターンは、現地通
貨ベースで-0.62%となった。利回り上昇
がパフォーマンスを下支えした。現地通貨
建て新興国債券ユニバース内の国別パ
フォーマンスをみると、ポーランド、チリ、ロシ
ア、ペルーがアウトパフォームした。これに
対しコロンビア、ブラジル、メキシコ、南アフリ
カ、トルコが現地通貨建て新興国国債市場
全体をアンダーパフォームした。

新興国社債：新興国社債の10月のリター
ンは、JPモルガンCEMBIブロード・ディバー
シファイド・インデックスで0.34%となった。

10月は、高利回り・低格付け社債が高格付
け社債をアウトパフォームした。地域別では、
ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン）、ア
フリカ（ナイジェリア）、アジア（中国、インドネ
シア）の社債が市場を先導し、中東および
欧州（イスラエル、トルコ）が出遅れた。

アウトルック

ファンダメンタルズの観点からは、新興国経
済は全体として改善を続けている。先進国
と新興国の成長率格差は、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
国がリードする形で再び拡大に向かってい
るもようである。中国については、中期的に
は成長減速が続きそうだ。政府が成長ペー
スよりも成長のクオリティを重視していること
による。米国では、年初来の大半を通じて
市場が懐疑的に見てきた「トランプ・リフレ・ト
レード」が改めて台頭し、米国債市場の売
りを誘い、米ドル安が一部反転、新興国リス
ク（特に新興国通貨）がアンダーパフォーム
した。税制改革の議会通過が確実になっ
たわけではないが（ひいては米国の成長率

へのインプリケーションも不透明）、市場は同
法案成立の可能性が高まったとの見方を織
り込んでいる。このことは少なくとも短期的
に、新興国資産の足枷となりかねない。

FRBが利上げへと舵を切り、バランスシート
縮小の開始を決定したことに対する投資家
の懸念を、世界各国の中央銀行による流
動性供給が打ち消す形となって、ボラティリ
ティは引き続き低位安定している。しかしな
がら、こうした明るいファンダメンタルズ見通
しを脅かしかねない要因も幾つかある。例
えば、ボラティリティの急上昇、誤った金融
政策の導入、地政学的緊張の高まりなど
が、そうした要因として挙げられる。さらに、
北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉を
巡る協議の決着が2018年にまでずれ込
むなか、目先、反グローバル化のリスクが強
まる公算が大きい。とはいえ、最終的な結
果については、引き続き前向きにみている。
NAFTAからの離脱は米国にとって経済的
に自らを不利な立場に追い込むことに他な
らず、米国の主要産業の既存のバリュー

図表6
新興国債券のスプレッド変化

国

米ドル建て 
債券スプレッド

（BPS）
月次変化
（BPS）

現地通貨建て 
債券利回り

（％）
月次変化
（BPS）

ブラジル 237  	 -3 8.8 +27

コロンビア 183  	 -2 6.4 +7

ハンガリー 95  	 +4 1.4 -7

インドネシア 163  	 -6 7.1 +28

マレーシア 109  	 -16 4.0 +14

メキシコ 247  	 +14 7.3 +34

ペルー 136  	 -4 5.5 +10

フィリピン 92  	 +1 4.8 -0

ポーランド 48  	 -2 2.8 +2

ロシア 182  	 -6 7.5 -6

南アフリカ 288  	 +22 9.7 +44

トルコ 303  	 +18 11.8 +93

ベネズエラ 3171  	 +77 – –

出所：JPモルガン。2017年 10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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チェーンを大混乱に陥らせかねないためで
ある。しかも、NAFTA離脱が政治的にポ
ジティブな影響を及ぼすかどうかも不透明
だ。NAFTA離脱決定が下されれば厳し
い打撃が避けられないとみられる産業（例
えば農業が盛んな州など）が、大統領の支
持基盤に含まれていることも、そうした見解
をとる理由である。

新興国債券の見通しについては、各国の
ファンダメンタルズとマクロ経済環境が引
き続き支援材料となっている点を勘案し、
2017年一杯は明るいとのスタンスを崩さな
い。投資家を新興国債券市場に誘引・後
押ししてきた各種要因は、今もなお健在で
ある。具体的に言えば、先進国市場の利回
りは依然として極めて低位である。新興国
の経済指標も回復に向かっているとみられ
る。FRBは緩やかな利上げを続けるもよう
である。米国の保護貿易主義的傾向は薄
れ、中国経済の失速懸念も和らいでいる。
米国で複数回の利上げが行われても、利
上げがインフレ率上昇ではなく成長加速を
背景とするものなら、新興国資産は十分に
その影響を凌ぐことができよう。だが、FRB
が過度にタカ派的スタンスを強めて不透明
感が高まる状況では、新興国資産は依然
脆弱な動きを示そう。中国の引き締め政策
への転換が予想以上の景気失速を招く場
合も、新興国資産に逆風が吹く恐れが大き
い。さらに、地政学的リスクが拡大すれば、
ボラティリティ急騰を引き起こしかねないこと
も、認識している。しかしながらそうした事
態は一時的かつ特定の国に限られるという
のが我々の見解であり、システミックな広がり
を見せるとは考えていない。

クレジット市場 
当月のレビュー

グローバル・クレジット市場は10月も好パ
フォーマンスを見せ、スプレッドが縮小を続け
た。経済指標は引き続きプラス圏内で推移し、
インフレも落ち着いた水準にとどまっている。
中央銀行は金融政策正常化に向けた道筋を
慎重にたどり始める意向を崩していない。

10月に、世界の株式市場は好調に推移し、
主要株価指数は総じて上昇、地域や時価
総額により2～ 4%値上がりした。原油は
5%以上値上がりして10月を終えた。VIX
ボラティリティ・インデックスは7%上昇したが、
それでも過去の水準と比較すれば、極めて
低い水準にとどまっている。米国と欧州の投
資適格社債のスプレッドは縮小し、低格付け
債が最も高いパフォーマンスを記録した。

2017年の大半と同様、10月は投資適格
債のスプレッドが幅広く縮小した。米国およ
び欧州市場のすべてのセクターと格付けに
わたり、対米国債スプレッドが縮小。非金
融債と金融債は同程度にタイト化したとは
いえ、BBB格非金融社債と劣後金融社債
がわずかに他セクターをアウトパフォームし
た。産業セクターではボラティリティが若干
上昇、エネルギーおよび消費関連景気敏感
セクターなどのセクターがアウトパフォームし
たのに対し、医薬品セクターが幾分軟化し
たことを主因に消費（非市況）セクターがア
ンダーパフォームした。欧州投資適格債は
非金融債を先導役に、米国市場をアウトパ
フォームした。米国と同様、欧州市場でも
エネルギーおよび消費（市況）セクターが最
も高いパフォーマンスを記録した。金融部
門では保険セクターが最も高いパフォーマン
スを達成した。

金融市場が引き続き正常化の道筋をたどる
兆候が鮮明になるなか、AIGはノンバンク
SIFI（システム上重要な金融機関）の指定
を解除された。金融安定監督評議会は金
融商品グループを中心に、AIGが危機以
降、事業リスクの大幅引き下げに向けて各
種措置を講じていることを認めた。金融危
機においては、このことが最大の焦点となっ
ていた。MetLifeはSIFIの指定解除を巡
り係争中であり、Prudentialが唯一残った
ノンバンクSIFIとなった。

10月には大手米銀全行が決算発表を行っ
た。収益の傾向は引き続きすべての銀行
に共通している。伝統的な銀行業務では
収益が依然好調で、総資金運用益（NII）

は総じて増加、資産内容も健全だった。ト
レーディング業務は軟調な一方、株式業務
は改善を見せた。自己資本比率もなお健
全で、全般に前年の水準を上回った。配
当性向は上昇したが、力強い増益となった
ことが奏功し、自己資本比率にネガティブな
影響は及ばなかった。消費者部門（自動
車ローンおよびクレジットカード）はやや低迷
したが、いずれもクレジット・クオリティに影響
を及ぼすことはなさそうである。

最後に、合併・買収（M&A）に関わる
ニュースとしては、米ドラッグストア・チェーン
大手のCVS Healthが米医療保険大手の
Aetnaの買収交渉を進めていると報じられ
た。報道によれば、買収価格は660億ドル
超に上るもようである。本案件が成立すれ
ば、米保険会社を含む過去最大のM&A
案件となり、保険から医薬品、給付管理、
小売りに至る垂直統合ヘルスケア企業が誕
生する。本案件には大規模な負債が含ま
れるとみられるため、CVA/Aetnaによる新
規起債が必要となろう。合体後の新会社
は、米投資適格債市場における最大の発
行体の1社になると思われる。

10月はハイイールド債および転換社債市場
も、9月に続いて堅調に推移した。リスク
選好の高まりと、好調なグローバル株式市
場が下支えとなり、両資産クラスともに好パ
フォーマンスを記録した。ハイイールド債市
場では投資適格債市場と同様のテーマの
多くが牽引役を果たし、高ベータ発行体が
アウトパフォームした。また、低格付け債が
高格付け債をアウトパフォームした。10月を
通じて株式市場が好調に推移し、転換社
債市場を支援した。転換社債については、
景気敏感セクターは、2016年にディフェン
シブ・セクターをアンダーパフォームした後、
2017年に入り一貫してアウトパフォームして
おり、企業収益の改善と経済成長が、景気
敏感セクターの追い風となることを背景に、
引き続き景気敏感セクターがアウトパフォー
ムする展開を想定している。

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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アウトルック

2017年一杯、力強いテクニカル要因、明る
いマクロ経済背景、低いボラティリティ、株
式市場の好調などの要因に後押しされ、ク
レジット・スプレッドは徐々にタイト化すると予
想される。スプレッドは長期的な中央値近
辺で取引されており、引き続き金融危機後
の最もタイトな水準を更新しているにもかか
わらず、グローバル・クレジットに対して慎重
ながらも楽観的なスタンスを維持する。現
在のバリュエーションでは、スプレッドの劇的
な縮小は予想されないが、現在の環境が
続くなら、年末に向けて、スプレッドは徐々
に縮小を続けるとの予想を継続する。

証券化商品市場
当月のレビュー

10月は、エージェンシーMBSは横ばいと
なった。クレジット関連証券化商品が引き続
きアウトパフォームした。カレントクーポン物
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4bps縮小して80bpsとなった。
デュレーションの等しい米国債に対するオプ
ション調整後スプレッド（OAS）は、前月比
1bp縮小して11bpsとなった。ボラティリティ
と期限前償還に関わる懸念が引き続き落ち
着きを見せたことによる。ブルームバーグ・
バークレイズ米国MBSインデックスは10月
に0.03%下落したものの、当月に0.12%
下落したブルームバーグ・バークレイズ米国
債インデックスを引き続きアウトパフォームし
た。同MBSインデックスは2017年初来
10カ月間に2.29%上昇し、2.13%の上昇
にとどまった同米国債インデックスをアウトパ
フォームした。10月に「バランスシートの正
常化」を開始するとの9月のFOMCにお
ける声明ににもかかわらず、FRBは10月
にエージェンシーMBSを約240億ドル買
い入れ、エージェンシーMBSポートフォリオ
の規模を1.76兆ドルに拡大した。しかしな
がら今後数週間以内にFRBはMBSの購
入額を削減するとの見方は変わらず、償還
金の再投資のペースダウンは、エージェン
シーMBS市場に重大な悪影響を及ぼすと
引き続きみている。

非エージェンシーMBSのスプレッドは10月
も前月に続いて縮小し、2017年初来の好調
な足取りをさらに伸ばした。キャッシュフロー
とクレジット・パフォーマンスも改善を続けてい
る。米住宅市場のファンダメンタルズとモー
ゲージ市場の状況は依然明るい。全米の住
宅価格は8月に0.5%上昇し、過去1年間で
は6.1%上昇した。新規住宅ローン・デフォル
ト率は9月に年率0.66%に僅かながら上昇
したとはいえ、依然として過去10年間の最低
に近い水準で推移している。失業率が低く、
経済が緩やかな改善に向かっており、住宅価
格が現在の金利水準に照らして総じて無理な
く購入可能な水準にとどまっている状況にお
いて、住宅ローン関連クレジットのパフォーマン
スは、今後とも一段の改善が見込まれる。

商業用不動産担保証券（CMBS）のスプ
レッドは10月に総じて縮小した。個別に見
ると、CMBSのパフォーマンスは担保のタイ
プと引き続き密接に連動した。小売企業に
関わるネガティブなニュースが相変わらず小
売りショッピングCMBSセクターに重くのし
かかった。ハリケーン・ハーベイ、イルマ、マ
リアの影響を巡る不透明感も幾分残り、引
き続きヒューストン、フロリダ、プエルトリコの
不動産に圧力を及ぼした。ハリケーンの影
響を受けなかった商業施設以外のCMBS
のスプレッドは総じて好調を維持した。

一部には懸念される分野もあるが、基本的
にCMBSのパフォーマンスは依然としてま
ずまず堅調な足取りをたどっている。9月の
商業用不動産価格は前月比横ばいとなり、

図表7
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)
月次変化 

(BPS)

ユーロ
スプレッド水準

(BPS)
月次変化 

(BPS)

インデックス 95 -6 87 -9

産業（素材） 117 -10 77 -10

産業（資本財） 76 -5 73 -7

産業（消費財[市況]） 89 -7 85 -16

産業（消費財[非市況]） 87 -2 78 -7

産業（エネルギー） 120 -14 80 -14

産業（テクノロジー） 76 -5 60 -9

産業（運輸） 89 -6 80 -6

産業（通信） 136 -4 93 -11

産業（その他産業） 85 -4 109 -11

公益（電力） 93 -6 77 -9

公益（ガス） 99 -10 83 -9

公益（その他公益） 104 -6 82 -10

金融（銀行） 81 -6 86 -4

金融（証券） 93 -7 85 -7

金融（金融会社） 92 -3 78 -4

金融（保険） 102 -5 149 -21

金融（REIT） 112 -9 92 -12

金融（その他金融） 100 -7 119 -8

出所：ブルームバーグ。2017年 10月31日現在

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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2017年初来では引き続き0.2%の上昇を
記録している。商業用不動産価格は過去
数年にわたり10%超の上昇を続けてきた
後、この1年間は横ばいとなった。しかしな
がら、米経済の足取りが今も堅調なことを
踏まえるならば、価格が大幅に反落する事
態は考えにくい。商業用不動産の価格は
2007年8月に付けた前回の天井を26.9%
上回っている。複数世帯用住宅の空室率
は新規供給を反映して2017年第2四半
期に僅かに上昇した。それでも空室率は
依然4.6%と過去最低水準にとどまってい
る。最大の懸念分野は引き続き小売りショッ
ピング・センターとなる。2017年第２四半期
にモールの空室率は0.2%上昇して8.1%
となり、空室の目立つ商業施設の賃料は
2011年以来の水準に低下した。このよう
に懸念する兆候が一部にあるとしても、相
対バリュエーションの見地からは、全体とし
てCMBSは魅力的なクレジット・セクターの
1つと見なすことができよう。

10月に欧州のMBSのスプレッドは一段と
縮小し、2017年初来では30－100bpsタイ
ト化した水準にある。低金利と欧州経済の
緩やかな成長の兆候が、ブレグジットに関わ
る重大な懸念を抑え込んだ格好だ。ECB
は9月に資産担保証券（ABS）の買い入れ
を減速させた。これに伴い、2017年9月
末のECBによる欧州ABSの保有額は
3億ユーロ減少して241億ユーロに縮小し
た。9月は低調だったが、欧州のABSの
発行額は10月に再び増加して116億ユー
ロとなり、2017年初来の発行額は690億
ユーロに達した。それでも、2016年初来
10ヵ月間の発行額749億ユーロには届か
なかった。規制面での制約が続いている
ことを踏まえるならば、2017年一杯、証券
化案件の発行額は前年の水準を引き続き
下回りそうである。

アウトルック

証券化資産に関しては、依然としてキャリー
が主役の座にある。過去18ヵ月間にスプ
レッドが大幅にタイト化したにもかかわらず、
10月にはクレジット・リスク関連の証券化資

産が前月に続き金利に対する感応度の高い
証券化資産をアウトパフォームした。クレジッ
ト関連の証券化資産は依然としてリスク調
整後でより高い利回りを提供しているもようで
ある。この数ヵ月間、スプレッド縮小ペース
は減速しており、これ以上のスプレッド縮小
は望めない可能性もある。しかしながらさら
なるスプレッド縮小がなくとも、現在のクレジッ
トおよび金利環境を踏まえるならば、クレジッ
ト関連証券化資産のキャッシュフローのキャ
リーは金利敏感証券化資産を引き続きアウト
パフォームすると考えられる。低い失業率、
賃金成長の緩やかな回復、明るさを増す
GDP、依然として歴史的低水準にある金利
など、不動産および消費者の信用状況は基
本的に引き続き極めて健全である。一方、
金利環境についてはより懸念されると思われ
る。米国内外で経済成長が力強さを増し、
FRBは一段の利上げに動く意向とみられる
なか、資産購入ペースをスローダウンさせて、
「バランスシートの正常化」に動き始めてい
ることが、その背景。

しかしながら、「バランスシートの正常化」を
開始する計画にもかかわらず、実際には10
月にFRBはMBSの保有額を圧縮しなかっ
た。事実、FRBのMBS保有額は100億ド
ル増加して1.76兆ドルに達した。このよう
に10月にはバランスシートは圧縮されなかっ
たにもかかわらず、今後数週間にもFRB
はMBS購入ペースをスローダウンさせ始
めると我々は引き続きみている。FRBによ
るMBS購入額の減少が見込まれるなか、
エージェンシーMBSはアンダーパフォームす
ると予想される。需要減少と潜在的な金利
ボラティリティの上昇、それに関連するモー
ゲージ・オプション・コストの上昇が見込まれ
ることによる。今やエージェンシーMBSの
名目スプレッドは過去20年間で最もタイトな
水準にある。過去数年にわたりFRBがエー
ジェンシーMBSを買い上げ、金利ボラティリ
ティを低下させたことがその背景にある。こ
れらの条件がいずれも反転すれば、スプレッ
ドは若干ワイド化することとなろう。オプショ
ン調整後ベースでは、エージェンシーMBS

のスプレッドは一見したほど割高ではない
にせよ、これらのオプション調整後スプレッド
（OAS）のバリュエーションは、金利ボラティ
リティとモーゲージ・オプション・コストが今後
も低水準で推移するかどうかにかかってい
る。現在のバリュエーションと、エージェン
シーMBS市場を巡る環境悪化の可能性に
基づいて、エージェンシーMBSを引き続き
全般的にアンダーウェイトする。

非エージェンシーRMBSは2017年初来最
も好調に推移しているセクターの1つである
ことは変わらない。今年、スプレッドが大幅
に縮小したとはいえ、このスプレッド縮小の
大半は、クレジット・リスクの低下とキャッシュフ
ロー・ダイナミクスの改善により、正当化される
とみられる。住宅ローンの延滞やデフォルト
は減少を続けており、期限前償還スピードも
加速し続けている。これらはいずれも、圧倒
的に額面以下の価格を付けているレガシー
非エージェンシーRMBSにとって、好ましい
キャッシュフロー環境を意味する。非エー
ジェンシーRMBSは、昨年の極めて力強い
パフォーマンスが再現される公算は小さいと
しても、米住宅市場が一段と上向き、非エー
ジェンシーRMBSのキャッシュフロー利回り
がリスク調整後で依然魅力的な相対バリュー
を提供している点を勘案すれば、今後数ヵ月
にわたり好パフォーマンスを持続すると期待さ
れる。ここからは、リターンはスプレッド縮小よ
りも、キャッシュフローに基づくキャリーにより
大きく依存することとなろう。

CMBSに対しては引き続きマチマチな見解を
とる。住宅やオフィス、ある程度シーズニング
したホテル・ローンを担保とするCMBSはこ
れまでどおり選好するが、小売りショッピング・
センターの担保構成比が高いCMBSや、
最近発行されたホテル・ローンを担保とする
CMBSにつぃては、慎重姿勢を崩さない。
小売りショッピング物件を巡る懸念はメディア
で様々に取り上げられており、毎週のように
店舗閉鎖や小売り企業の経営破綻のニュー
スが流れている。しかしながら、我々が注目
している住宅不動産やオフィス・ビル資産を
担保とするCMBSは、米経済の全般的な堅

上記は2017年 11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2017年 10月末現在です。
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調を映して、引き続き好パフォーマンスが期待
される。全般的に、2017年にCMBSのスプ
レッド縮小ペースは、他の大半のクレジット・セ
クターに出遅れてきたが、CMBSセクターで
は年末2ヵ月もしくは2018年には、スプレッド
の一段の縮小が見込めよう。

ABSについては、クレジット・カード・ローンや
自動車ローンを担保とする伝統的なABSよ
りも、消費者ローン、サブプライム自動車ロー
ン、航空機リース、各種住宅ローン・サービ
ス関連資産などを担保とするより複雑なABS
を選好する。これらの資産はより高い利回り
を提供する一方、高度な信用補完と堅固な
証券化ストラクチャーに支えられ、相対的に
保守的なリスク・プロファイルを維持している。

欧州については、発行以来かなり年月の
経過した（シーズニングの進行した）英国
RMBSおよび同様の周縁国のRMBSを引

き続き選好する。過去数年間、ECBによる
低金利の維持と資産購入を柱とする金融緩
和策を追い風に、欧州全域を通じて住宅価
格は着実に上昇基調をたどってきた。欧州
住宅市場の多くが、今も危機前の水準を下
回っており、回復の余地を残している。英国
では、ブレグジットが経済と住宅市場に及ぼ
す影響について、重大な懸念を抱いている
が、かなりシーズニングの進行した（発行以
来10年以上経過した）英国RMBSは、ブ
レグジットの圧力下でも底堅いパフォーマンス
を示すとみている。そのように判断する根拠
は次の4つである。1）シーズニングの進行
した英国RMBSを構成するローンの借り手
は、10年以上にわたり一貫して住宅ローン
の支払いを続けることにより高い信用力を実
証してきた。2）これらの借り手の大半は変
動ローンで住宅ローンを組んでいる。住宅

ローン金利が低下するに伴い、この10年
間にこうした借り手の返済額は半分近くに
減少している。3）英国の住宅価格は過去
10年間に25%近く値上がりしている。この
ため、ブレグジット関連の影響で住宅価格
が下落しても、これらの住宅ローンの借り手
にはある程度のクッションがある。4）多くの
シーズニングの進行した英国RMBSについ
て、過去10年間に証券化案件の資本ストラ
クチャーは大幅に改善した。つまりシニア債
の返済が進む一方、劣後証券が残存してい
ることを背景に、多くの証券について信用補
完水準が大幅に上昇している。シーズニン
グの進行したこれらの英国RMBSの現在の
リスク・プレミアム（スプレッド）は、当該証券
の実際のリスクを過大に評価していると思わ
れることから、オーバーウェイトを継続する。


