グローバル債券市場レポート

最も重要なのは「安定化」
債券｜債券運用部門｜マクロ・インサイト｜ 2020 年 9 月

ネガティブなマクロショックが夏場の流動性低下と
重なる場合、8 月は投資家にとって厳しい月になる

ことがあり、価格変動は増幅され、
休暇のキャンセ

ルを余儀なくされることがあります。幸いなことに、
今年の 8 月は堅調であり、過去 3 ヶ月間に見られた
ポジティブな傾向が継続しました。マクロデータは
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すなわち、過 去において投 資 家を悩ませてきたマクロリスク ― 感 染 率

状 況によって、感 染 拡 大に関してはアップサイド、
ダウンサイド、両方のリス

の上昇、米中間の緊張、英国の EU 離 脱問題 ― が続くこと、あるいは 政

クがあります。私たちは依 然として「下 落局面で買う」
ことが正しい戦 略

であっても、弱まるような事態です。米国の財政 拡 大は勢いを弱め始め

の両方）の一定の安定化が必要ということです。

府や中央 銀 行が金融市場に提供してきた強 力な支援が、たとえ一時的

ており、新たな景気 刺激 策はまだ合意されていません。多くの国で一時

だと信じる傾向があるものの、確かなのは市場 価格と指標（医療と経済

金やその他の所得支 援 策が 期 限を迎えており、増 加する債 務を抱える
国家がこれらを更新する余裕があるかどうかは不透明です。また、抑制

された需要の後 押しが薄 れ、感 染 率が再び上昇し始めるにつれ、経 済

はロックダウンの再開に対処しなけれ ばならなくなり、景 気回 復のペー

スは 鈍 化しているように思われます。経 済指 標は全 般 的に予想を上回
る状 態が続いていますが、現在のアップサイド・サプライズのペースが 持
続する可能性は低いように思われます。

とはいえ、神 経 質になるには 時 期 尚 早だと考えています。こうした動き
は、年末あるいは 2021 年には、
スプレッドをさらに縮小させることにつな

がる可能性があります。インフレ率が中央銀行の目標値を大きく下回り、
経 済 的リスクが 下 方に偏っている中、中 央 銀 行 が今 後 何年もの間、極

めて緩和的である以 外のことを想像することは難しいです。中央 銀 行の

政策によって生じた国債利回りの低下によって、政 府は、必要と感じれば

より多くの資金を費やせるという自由裁量を与えられてきました。経済指

標 は依 然として改善を示しており、COV I D -19 に対する医 療 の進 歩の
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債券

最も重要なのは「安定化」

債券市場アウトルック

これまで、8 月の金融市場はおおむね不安定な月でしたが、
今年 初めの

上げないことを約束（信 認を得た上で）
したり、国債やその他の資産を直

ては、間違いなく救いとなりました。経済・市場の動向がほぼ横ばいであ

た度合いにあります。

悲惨な出来事を受けた後、束の間の休息を享受した多くの投資家にとっ

ることから、私たちの投資見通しについても、経済指標の改善や金融・財
政面での相当程 度の支 援を踏まえ、引き続き慎 重ながらも強 気の見 方

をしており、大きな変 化はありません。しかし、私たちはロングポジション
を維持しているものの、バリュエーションの上昇は、
リスク資 産へのエクス
ポージャーを減らす要因となります。

接購入することによって、
中央銀行が金利を非常に低い水準にペッグさせ

したがって、近いうちに国債利回りが有意に上昇するリスクはほとんど見
当たりません。ほとんどの中央銀行が既に問題無く引き下げられる最低

水準に利下げを行っていることから、利回りのさらなる低下も起こりにくい

ように思われます。金 利をさらに引き下げ、
特にマイナス圏にすることは、
経済にあまり役に立たず、金融セクターに混乱をもたらす可能性がありま

少なからぬダウンサイド・リスクは残っています。COVID-19 のショックから

す。しかし、
さらに悪化する局面があった場合には、
さらなる利下げやその

として通常のキャパシティを大きく下回っており、
特にサービス部門で顕著

対するヘッジとして質の高い国債を保有する機会があると考えています。

経済が当初の予想よりはるかに早く回復したにもかかわらず、経済は依然

です。活 動の当初の回 復を後 押ししたペントアップ・ディマンドの一 部は

現在衰えつつあり、場合によっては財政支援プログラムも終わりつつあり

ます。欧州を中心とする多くの先進国では、
COVID-19 感 染率の上昇に

直 面しており、局 所 的なロックダウンや制 限 が 経 済 正常 化を妨げてい

ます。過去に投 資家を悩ませた地 政学的リスクの多く ― 米国と中国の
緊 張、米 国の追 加 財政 刺激 策の議 論 難 航、
ブレグジット、ロシアと欧 州

の緊張 ― は根強いです。

同時に、
COVID-19 ワクチンの開発も進展し続けており、パンデミックのよ

り持続的な解決につながる可能性があります。中央銀行や政 府もまた、
経済回復を軌道に乗せるために必要なことは何でも行うことにコミットし

ています。FRB の政策が平均インフレーション・ターゲティングに移行する

ことは、景気回復が定着すれ ば、政 策の正常化が遅れる可能性が高い
ことを意味し、米国のインフレ期待を押し上げる効果があり、
その結果、実

質利回りが低下し、金融政策が実質的により緩和的になりました。しかし
ながら、
市場のインフレ予想指標は依然として落ち着いており、近い将来

インフレ率の上昇を受けて、
中央銀行が金融引き締めを行う可能性は低
いと考えられます。それどころか、
インフレ目標を達成するために、追 加緩
和される方向にリスクは傾 斜しています。同様に、経済指標は予想以 上

に良好でしたが、経済はいまだに通常の水準をはるかに下回る水準で運

営されており、経済指標が予想以 上であっても緩和的バイアスにほとん

ど脅威を与えません。

この中央銀行の支援は、政 府が経済を支えるために自由に財政 支出を
増やすことを助けています。多くの先進国では、政府債務残高対 GDP 比
率が 100% を超えて上昇すると予想されている一方で、国債利回りは史

上最低水準で推移しており、
これは、投資家が財政収支の悪化に決定的

に無関心であることを示唆しています。要因の一 部には、政 府と家計の

間の支出のシフト、
つまり政府は支出を増やす一方、家計貯蓄率は上昇し

ており、将来、
より高い税金によって家計が政府債務を返済する可能性が

高まっていることも言えます。しかし、
その主な要因は、長期間金利を引き

他の革新的な政策が打ち出される可能性があるため、
さらなるストレスに
中央 銀 行による緩和は、
いくつかの通 貨、
特に米ドルの下落を引き起こし

ています。為替レートの変化は、2 つの経済の間の相対的な変化に起因

しますが、Fed はこれまで実質金利を意図的に引き下げることにより、
ドル
安傾向を後押ししてきました。G10 の他のほとんどの通貨に対して米ドル

が割高であるとの、われ われの評価を踏まえると、
さらなる米ドル安が予
想されます。

われわれは、
社債、
特に投資適格債も、
中央銀行の行動、
特に購入プロ

グラムによって引き続き非常に良好にサポートされていると考えています。

しかしながら、依然として厳しい経済見通しにもかかわらず、良いニュース

はますます価 格に織り込まれ、信用スプレッドは長 期平均近 辺かそれを
下回るまで縮小しています。これらを背景に、
引き続き社債への投資を選

好しているものの、
ポジションの規模を縮小し、
保有銘柄のクオリティを向
上させることで、
リスクを徐々に削減し続けています。

エマージング市場は引き続き利回り獲得の観点から魅力的です。ドル安

傾 向と先 進 国における緩 和策は、エマージング市 場を強くサポートする
要因となります。
しかしながら、多くの新興国は先進国に比べて状況が良

くないなど、かなりのマクロ・リスクは依然として存在します。
バリュエーショ
ンも上昇しており、
特定の国や資 産では投 資機 会が見られるものの、資

産クラスへの幅広いエクスポージャーを取るのには慎重になっています。

高格付けの証券化商品は、利回りが低く、
アップサイドは限られるものの、
借り換えリスクは限定的で、
中央銀行の支援によりダウンサイドリスクも限

定的であることから、
引き続き安定したパフォーマンスを示しています。ボラ

ティリティの見 通しが低いということは、たとえそれが期待リターンの低い
水準を意味するとしても、資産クラスがポートフォリオにとって依然として魅

力的であることを意味します。格付けの低い証券 化商品では、
スプレッド

がそれほど縮小していないにもかかわらず、
ファンダメンタルズ面でのリス

クが大きいため、
より高いリターンの機会が存在します。また、全般的には
ローンの延滞は当初懸念されていた水準をはるかに下回っています。

上記は 2020 年 9 月時点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2020 年 8 月末時点です。
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先進国債券市場／
為替

当月のレビュー

アウトルック

8 月には、米国をはじめとする先進国で感染が増加

私たちは、金融政策が先進国市場全体にわたって

続けたことから、リスク資産は上昇しました。米ドル

援することによって、世界経済と金融市場の持続的

したにもかかわらず、ほとんどの経済活動が改善を
は、ソブリンのイールドカーブのスティープ化とハト
派的な中央銀行を背景に弱含みました。米国を中

緩和的であり続けることを期待し、リスク資産を支

な安定を確保することができると考えています。過

去数カ月間積極的な金融緩和を行ってきたほとん

心に、FRB が平均インフレーション・ターゲティング

どの中央銀行は、現在は、新たに公表される経済

を上回ることを許容しやすくなると予想されることか

オプションを検討しています。経済指標は概して予

ンド銀行（BoE）は、金利および債券買入れプログラ

に偏っており、インフレ期待は中央銀行のターゲッ

への移行を表明したことで、インフレ率が目標水準

ら、インフレ期待は引き続き上昇しました。イングラ
ムを据え置き、ECB の政策にも大きな変更はありま
せんでした。

指標をモニタリングしており、追加的な財政政策の
想より良好でしたが、依然としてリスクは悪化方向

トに近づいているものの、金融政策はすぐには引き
締められることはなく、一方、逆の動きに対しては

追加緩和が想定されるような環境だと考えられま

す。米ドルについては、依然として割高な水準であ

り、他国と同様に緩和的な金融政策が想定される

ことから、他の G10 通貨に対しては今後数カ月は
下落傾向が続くと考えています。

新興国債券市場／
為替

Fed の平均インフレーション・ターゲティングへのシ

フトは、リスクの高い資産をサポートし、米ドル安傾

我々は、最近では、平均インフレーション・ターゲ

ティングという FRB の新しい戦略に後押しされるよ

向を後押しし、新興国市場にとって好ましい背景を

うな、先進国における緩和的な金融政策を背景に、

いるものの、新興国社債が堅調なパフォーマンスに

する姿勢を維持しています。米国の実質金利の低

ドル建てソブリン債は、米国債の下落はマイナス寄

国対比で改善した場合には、主にハイイールド債と

もたらしました。現地通貨建て債券はやや出遅れて
なるなど、新興国市場は堅調に推移しています。米

与したものの、スプレッド縮小がけん引し、好調に

推移しました。現地通貨建て債券は、金利が上昇し

たことと、新興国通貨が対ドルでわずかに下落した

ことから、マイナスのリターンとなりました。新興国

社債に関しては、ハイイールド債が投資適格債を上
回りました。セクター別では、紙・パルプ、運輸、金

属・鉱業セクターが堅調で、石油・ガス、通信、多
角産業セクターが軟調でした。

短期的には新興国債券に対して慎重ながらも選好
下とそれに伴うドル安は、特に新興国の成長が先進

通貨を下支えするはずです。新しい治療／ワクチン
開発の進展は、さらにセンチメントを押し上げる可
能性があります。一方、新興国の資産に対して比

較的肯定的な見方を維持するものの、特に新興国

の投資適格債については、数カ月前に比べてバリュ

エーションの魅力度が落ちていると考えています。

また、COVID-19 との闘いにおける後退、米国の大

統領選挙が近づくことに伴う米国／中国の緊張の

高まり（貿易・テクノロジー企業の問題／地政学）
、
他の地域での地政学的紛争
（インド／中国、
ロシア／

ベラルーシに対する制裁の可能性）など、リスクは

引き続き多く、リスクセンチメントの重しとなるで

しょう。

上記は 2020 年 9 月時点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2020 年 8 月末時点です。
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最も重要なのは「安定化」

クレジット市場

当月のレビュー

アウトルック

8 月のスプレッドは縮小しました。新発債の発行増

スプレッドは長期平均に近い現在の水準近辺で安

は米ドル建て市場の重しになったものの、引き続き低

水準のヘッジコストが米ドル・ユーロ市場をサポート

定化し、投資家にキャリーは提供するものの、今後

のキャピタルゲインは限定的なものになると予想し

しました。スプレッドが縮小するその他の要因として

ています。われわれは引き続き社債を選好しつつ、

かったこと、金融政策及び財政政策がサポートする

をアンダー・ウェイトしています。ここ数カ月の強い

は、ファンダメンタルズに関するネガティブ材料が少な
環境が続いていることが挙げられます。

特に金融機関や公益企業を選好し、産業セクター

相場上昇を受け、需給といったテクニカルやバリュ

エーションに対して投資家がより反応しやすい環境

と考えています。

証券化商品

8 月は、6 月と 7 月のモーゲージ市場と証券化市場

AAA 格のスプレッドは現在、COVID-19 による拡大

の状況が繰り返され、クレジット・スプレッドが縮

の 80 ～ 90% 回復しており、現在のクレジット環境

傾向が続きました。主に Fed によるエージェンシー

思われますが、FED による 1,000 億ドル規模の TALF

小し、年初のスプレッドの拡大から徐々に縮小する

MBS の継続的な買い取りを背景に、国債金利は上
昇した一方で、エージェンシー MBS の債券価格は

基 本 的に変 わりませんでした。米 国のノン・エー

を考慮すると、今後大幅に縮小する可能性は低いと
資金が用意されていることを考えると、スプレッドが
大幅に拡大する可能性も低いと思われます。Fed は

引き続き大量のエージェンシー MBS を買い続けて

ジェンシー MBS のスプレッドは引き続き縮小しまし

います。格付けの低いセクターのファンダメンタルズ

スははるかに安定しており、航空機やモーゲージ・

全体的には、さらにスプレッドが縮小する余地が大

た。オフィスおよび住宅向け CMBS のパフォーマン
サー ビシング ABS な どのより困 難 に 陥った ABS

セクターでは、2 月よりかなり幅広い水準で取引さ

は、パンデミックの影響によって大きく異なりますが、

きいと思われます。

れているものの、スプレッドが小幅に縮小しました。

上記は 2020 年 9 月時点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2020 年 8 月末時点です。
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