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2019年市場見通し：証券化商品

米国の連邦準備制度理事会 (FRB)の金融
政策が、緩和的な状態から中立水準に
移行することから、我々は、引き続き金利
とクレジット市場双方においてボラティ
リティは高止まるものと予想しています。
2019年にかけて、不動産および消費者
クレジットが健全性を維持することから、
ほぼすべてのクレジット関連の証券化商品
における基本的な見通しについてポジティブ
を維持しています。しかし、時価ベースの
ボラティリティが上昇することは懸念して
います。FRBが 1兆 7,000億ドル分の
保有しているMBSの削減、そして銀行も
エージェンシー MBSの持高を削減する
可能性があることから、需給面での逆風
も考えられ、エージェンシー・モーゲージ
担保証券 (MBS)については警戒感を
強めています。証券化商品は全体的として、
昨年よりも多数のセクターにわたって利回り
が高くスプレッドも拡大していることから、
2019年は2018年初頭よりも高い利回り
を享受しながら順調にスタートできると
考えています。2019年は金利がレンジ
相場になると予想しており、証券化商品は
キャッシュフローがリターンの源泉になる
ことで、魅力のあるリスク調整後の投資
機会を提供すると考えています。

金利と金融政策
2018年、米国においては金利の上昇と
FRBによる金融引き締めが大きなテーマで
した。我々は、2019年に25ベーシスポイント
(bp)の利上げが2回から4回行われるもの
と予想しています。経済状態にもよりますが、
最終的なフェデラルファンドレートは3%から
3.5%の間に落ち着き、10年物の米国債
利回りも3%から3.5%のレンジになり、イー
ルドカーブは平坦な状態が続くと予測して
います。引き続き失業率は低く、賃金は上昇
していくと予想していますが、他方で、グロー
バルな逆風と金利上昇の影響から、全般的
な国内総生産 (GDP)の成長率は低下する
と考えます。こうした予測はクレジット関連の
証券化商品にとって良い状況といえるでしょう。

米国の家計および消費者の信用状況が
健全であること、また、住宅ローンと商業用
不動産ローンの金利が歴史的に見れば比較
的低い状態で抑制されるからです。金利上昇
の懸念から、我々は2018年には相対的に
デュレーションの短期化ポジションを維持しま
した。金利引き上げの影響に関する懸念の
多くが現実のものとなりつつありますが、我々
は引き続きデュレーションの短期化ポジ
ションを維持します。イールドカーブの平坦化
が進んでいること、また、デュレーションを
長期化しても最低限のプレミアムしか享受
できないことを勘案した結果です。

緩やかな経済成長とブレグジットやイタリアの
政治をめぐる不確実性を受けて、欧州と
英国の中央銀行は緩和的な政策を続けて
いくと予想しています。欧州中央銀行 (ECB)
は、資産担保証券 (ABS)の買い入れプログ
ラムの終了を表明していますが、買い入れ
金額が相対的に低い水準にとどまっていた
ことから、この変更によって欧州のABSの
価格評価（バリュエーション）に重大な影響
が出るとは考えていません。低金利がヨー
ロッパのほぼ全域にわたり、住宅価格、消費者
クレジット、経済全般の健全性にポジティブな
影響をおよぼしてきましたが、将来すぐに
これらのような状況が悪化するとは予測して
いません。英国はブレグジットの影響により
緩やかな景気後退を迎えると考えています
が、ユーロ圏のほとんどの国々では、穏やか
な経済成長が続くものと予想しています。

エージェンシー・モーゲージ担保証券 
(MBS)
米国のエージェンシーMBSにとっては、金利
の上昇、デュレーションの伸長、スプレッドの
拡大、ボラティリティの上昇、FRBのMBS
買い入れ削減がもたらした需給面での逆風
によって、2018年は難しい1年となりました。
エージェンシーMBSは、証券化商品市場
の中で最も金利に敏感なセクターで、証券
化商品市場全体の過半数を占めています。
固定金利の住宅ローンを原資産とすること
から、エージェンシーMBSについては住宅
ローンの期限前返済のスピードがそのデュ
レーションの決定に重要な役割を果たし
ます。2018年の金利上昇を受けて、住宅
ローン市場の大半では金利を要因とした
借り換え見通しの観点から、アウト・オブ・ザ・
マネー（金利水準を誘因とした、住宅ローン
の借り換えにメリットがない）の状態となり、
住宅ローンの期限前返済のスピードも大幅
に鈍化しました。2018年はエージェンシー
MBSにとって荒れた年でしたが、金利上昇
とボラティリティの上昇がもたらすマイナスの
影響の大半は既にこのセクターに織り込まれ
ていると考えます。金利が70から100bps
上昇し、MBSのデュレーションが1年以上
長期化し、金利のボラティリティとモーゲージ・
オプションのコストが上昇し、さらに米国債
に対する名目スプレッドが20から30bps拡
大したからです。1しかし、FRBの買い入れ
減少にともなう供給サイドからのプレッシャー
は、2019年に入っても続き、加速する可能性

1  出所：Citi YieldBook 2018年 11月28日現在

図表1
見通しの概要

セクター 見通し

米国エージェンシーMBS ネガティブ 2018年には割安になったが、依然として供給面からは逆風

米国非エージェンシー RMB ポジティブ 過去 10年ほど割安ではないものの依然として投資魅力がある

欧州RMBS ポジティブ 住宅ローン金利の低さが住宅価格に対するサポート材料

米国CMBS ミックス 個別の証券ごとにリスクプロファイルが大幅に異なる

米国ABS ポジティブ 消費者の信用状況は引き続き健全

欧州ABS 中立 クレジット環境はポジティブなものの、相対価値は低め
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金利のレンジ相場においてキャッシュフローのリターンが優位になる可能性が高まる

があります。FRBは2018年当初は、毎月
約200億米ドルのエージェンシーMBSの買
い入れでスタートしましたが、2018年の年
末には、新規買い入れを行わない水準で終
えようとしています。2 FRBのエージェンシー
MBS保有残高は、2018年を通して1兆
7,700億米ドルから1兆6,700億米ドルま
で1,000億米ドル超減少し、2019年には
ポートフォリオはさらに大幅に縮小すると予想
しています。3需要の弱まりを受けて2019年
にはエージェンシーMBSのスプレッドがさら
に拡大すると予想しているものの、エージェ
ンシーMBSにはスプレッドの拡大を補って
あまりあるキャリーがあることから、米国債を
アウトパーフォームすると依然として予想
しています。エージェンシーMBSの中ではよ
り高いデュレーション調整後キャリーを提供し、
金利の安定局面においても引き上げ局面に
おいても恩恵を受けることができるという点
で、我々は高クーポンのMBSを引き続き
選好しています。

米国住宅市場のファンダメンタルと　　
非エージェンシー住宅ローン担保証券
(RMBS)
2018年に米国の住宅価格は、7年間連続
して約5％から6％上昇しましたが、住宅価格
上昇は金利上昇と相まって住宅の値ごろ感
にネガティブな影響を及ぼし始めました。今後、
米国の住宅価格の上昇は米国の経済成長
の状況との影響を受け、その取得能力に
よって制約を受けることになると予測してい
ます。4住宅取得能力がますます低下している
にもかかわらず、経済が堅調であること、過
去と比較すると住宅供給が相対的に少ない
ことから、住宅需要は依然として健全です。
需給面でのこの好ましいダイナミックにより、
米国の住宅価は2019年も3％から4％上昇
を続けると予測しています。

非エージェンシー住宅ローン担保証券
(RMBS)の2019年のパフォーマンスは引き
続き良好であると考えますが、最近数年の
好調にはおよばないでしょう。堅調な米国
経済と住宅価格の上昇傾向を反映してモー

ゲージ・ローンの延滞および債務不履行率
が低下していることから、モーゲージの市場
環境は引き続き健全です。非エージェンシー
RMBSのスプレッドは、過去数年間にわたっ
て大幅に縮小してきましたが、今後の大きな
スプレッドの縮小の可能性は低下していると
考えます。非エージェンシーRMBSは他の
セクターと比較すると、ある程度魅力ある
リスク調整後キャリーを提供していると
考えます。2019年のパフォーマンスは、価格
上昇に対する期待が低下する中、主にキャッ
シュフローに基づくリターンとなるでしょう。
過去数年にわたって我々は非エージェン
シー RMBSを大幅なオーバーウェイトから
中程度のオーバーウェイトへとその幅を低下
させましたが、依然としてこのセクターの
評価はポジティブです。

欧州の住宅ローン担保証券(RMBS)
住宅ローンにおける低金利環境と経済状況
の改善により、欧州全域にわたり住宅価格
の上昇が2019年に入っても続くものと考え
ます。特にスペイン、ポルトガル、アイルランド、
ギリシャといった住宅価格の上昇の可能性
が大いに見込める地域の住宅ローン担保
証券 (RMBS)を高く評価しています。また、
オランダ、ドイツ、英国の一部地域における
RMBSにも注目しています。英国の住宅価格
は弱含むものの、住宅供給が限られているこ
と、また住宅ローン金利が低いことから、大幅
な住宅価格の下落は起こらないものと予想し
ています。英国におけるRMBSの中では、
過去に貸し付けられた経年化が進んでいる
ローンを我々は強く選好しています。これら
のローンは、貸付対象の住宅の価格に大幅
な含み益が生じているという点と、長年にわた
り順調にローンが返済されている点において
優れています。最後に、住宅ローンに関する
法制が確立されている国においては、債務
不履行の際に迅速な抵当権の実行が可能
であることから、そのような国も高く評価して
います。

米国の商業用不動産担保証券 (CMBS)
米国の商業用不動産は、金融危機以後大きく
上昇したものの過去 2年間は安定化して
おり、2019年も相対的にフラットな動きと
なると予想しています。商業用不動産の状況
は、高い入居率水準、賃料の上昇、健全な
米国経済を受けて、ポジティブな評価を維持
していますが、金利の上昇が2019年の逆風
となる可能性があります。商業用不動産
市場は、アセットクラスや個々の物件ごとに
クレジットの質が大幅に異なる可能性がある
という点でかなり特異なセクターです。我々
は、商業用不動産のハウジング・セクター、
オフィス用ビル、配送センターといったセク
ターを良好に評価しています。小売ショッピング
センターに関しては、「アマゾン効果」がもた
らす消費行動への影響や、箱物店舗の生き
残りという点から引き続き懸念を抱いてい
ます。ホテルのバリュエーションについては、
収益とバリュエーションのボラティリティが高い
ことから慎重な見方をしています。

欧州の商業用不動産担保証券 (CMBS)
ヨーロッパの都市の多数がブレグジットに関連
して恩恵を受ける一方で、ロンドンは過剰な
建設ラッシュとオフィススペースの需要減少と
いう負の影響を受ける可能性があり、欧州の
商業用不動産市場は二極化していくと予想
しています。我々は英国の商業用不動産へ
のエクスポージャーを大幅に回避しており、
英国の商業用不動産担保証券 (CMBS)の
2019年の見通しについても慎重です。証券
化市場の広がりがないことから過去数年間
にわたって証券化商品の供給が引き続き
限定的であり、投資機会対象の発掘も困難
であるものの、欧州の商業用不動産全般に
関してはポジティブな見方を維持しています。

消費者クレジットと資産担保証券 (ABS)
低失業率、賃金上昇、貯蓄率の上昇、より
保守的な消費者の負債水準から、米国の
消費者クレジットは引き続き改善しています。
クレジットカード債務、自動車ローン、消費者
ローンは良好で、この好ましい傾向は2019年

2  出所：米国連邦準備制度 2018年 11月28日現在 3  出所：米国連邦準備制度 2018年 11月28日現在 4  出所：Bloomberg、S&P CoreLogic Case-Shiller 
US National Home Price 2017年9月30日現在
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も続くと考えています。消費者向け貸付資産
担保証券 (ABS)は、2018年にスプレッドが
縮小した数少ないセクターの一つで、そのため
相対的な評価では、一年前に比べると若
干魅力度が劣るようにも見えますが、我々は
ファンダメンタルズ面でクレジット見通しの
観点から、引き続きポジティブと位置づけて
います。2020年から2021年に景気後退
が起きても、リスクのエクスポージャーを限定
できるという点から、我々は消費者向け貸付
資産担保証券 (ABS)が持つ相対的な短期

デュレーションという特徴を好意的に評価し
ています。

欧州のABSのスプレッドは依然として相対的
にタイトであり、相対的に魅力度が低いと
考えております。ファンダメンタルズ面では、
クレジット環境は、概ねポジティブなように感じ
るものの、各国の貸付法制度や経済状況に
よって異なっております。


