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デジャブ？いいえ、2022 年は 2021 年とは
異なる様 相を呈するでしょう
債券｜グローバル債券運用部門｜マクロ・インサイト｜ 2022 年 1 月

2021 年 12 月の金融市場は、感染力の強いオミクロン変

異株により新型コロナウイルスの感染者が急増したにも

かかわらず、堅調な展開となりました。株式市場は堅調
に推移し、クレジット・スプレッドはタイト化し、新興国市
場も上昇しました。11 月後半に株式市場とクレジット市場

は軟調な展開となりましたが、11 月後半における下落分

のすべてではないものの、大半を取り戻しました。国債利

回りは上昇しました。そして、一部の国では大きく上昇し

ました。しかし、欧州および米国における利回り上昇は、
強気の経済見通しを押し下げるものとはならず、利回りが

2021 年後半のほとんどの期間における範囲内に戻った
にすぎません。10 – 12 月期は、供給制約が緩和し始め、
在庫が補充されつつあるため、製造業の生産高が大きく
改善し、経済見通しが非常に明るいものとなりました。

しかし、2021 年の年末は、年始とは大きく異なる様相とな
りました。2021 年の年始は幸先の良い状況でした。ワクチ
ンおよび大規模な財政刺激策が実施され、重要なことに、
インフレが十分に抑制されていました。市場および FRB は
少なくとも 2023 年半ばまでは金融政策を変更しないと予
想していました。足元では、世界は非常に感染力の強い変
異株に直面しています。また、FRB は非常にタカ派寄りで
あり、2022 年に複数回利上げを実施することが織り込まれ
ています。加えて、米国の財政政策は不透明であり、インフ
レが急上昇しています。したがって、表面的には、2022 年
初めの状況は、2021 年初めの状況に類似しているように
見えるものの、どう考えてもデジャブではありません。

3 つの質問に答える必要があります。第一に、オミクロン

変異株はどの程度経済的に影響を及 ぼすのでしょうか。
第二に、マーケットはどの程度 FRB を恐れるべきなのでしょ
うか。第三に、インフレは鈍化するのでしょうか。
オミクロン変異株がアジアを襲う以前に、オミクロン変異
株感染の波により、世界の感染者数は記録的な水準まで
増加しました。このことは、成長にマイナスの影響を与える
可能性が高いです。私たちの想定では、オミクロン変異株
感染の波は、感染力の強さ、症状の軽さ、高水準のワクチ
ン接種などから、比較的早い段階で収束するものと思われ
ます。そのため、1 – 3 月期には経済活動に打撃を与えるも
のの、それほど大きな打撃とはならないでしょう。また、オ
ミクロン変異株感染の波は、モノよりもサービス（自粛の
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増加、移動量の減少）に影響を与えるでしょう。モノの生産量への影
響は比較的小さい一方で、サービスの供給、需要に悪影響を及ぼす可
能性が高いため、インフレへの影響はやや不透明です。

2022 年は、オミクロン変異株よりも FRB の行動の方が長期にわた
る影響を及ぼす可能性が高いでしょう（そうなることを本当に望んで
います！）。FRB は間違いなくタカ派になりました。2022 年に複数回
（2 – 4 回）の利上げが実施されること、早ければ 5 月に利上げが開始
されること、テーパリングが加速すること、3 、4 月に量的緩和（QE）が
終了すること、量的引き締め（バランスシート縮小）が 2022 年半 ば
に開始されることに異議を唱えることはほとんどないでしょう。重要
なことは、FF 金利の最終的な到達点（ターミナル・レート）について、
FRB も市場も（少なくともまだ）予想を引き上げていないということ
です。市場は FF 金利の最終的な到達点は、1.75% ～ 2.00% の範囲
内にあり、一方 FRB は 2.25% ～ 2.50% の範囲内にあると見ています。
➀市場が FRB の予測を織り込むようになり、長期債利回りを上昇させ
る、➁ FRB は頑固なインフレの波と戦う過程で、ターミナル・レートの
見通しをさらに引き上げる、という相互に関連する 2 つの弱気の展開
が起こる可能性があります。2022 年における流動性の低下と金利の上
昇（市場は 2022 年に 3 回の利上げ実施を既に織り込んでいます）が利
回り上昇を促すでしょう。量的引き締め（QT）が 2022 年にイールドカー
ブのスティープ化を促す引き金になるかもしれません。しかし、金融
市場にとって最大のリスクは、FRB がバランスシートをどのように管理
するかです。市場は利上げをどう織り込むかを知っているものの、バラ
ンスシートが急速に縮小する可能性がある場合にどうするにかについ
ては、ほとんどわかっていません。
最後に、米国だけでなく、多くの新興国、カナダ、英国、オーストラリ
ア、ノルウェー、ニュージーランドなど、多くの国で予期せぬ大規模な
世界的インフレ・ショックが金融引き締めを引き起こしていることから、
インフレ見通しは極めて重要です。良いニュースは、エネルギー関連の
インフレが沈静化すれば、インフレは 1 – 3 月期に収まると見ていること
です。インフレ率が低下すれば、この上昇局面における初めての低下
になるでしょう。残念なことに、このインフレ率の低下は、コア・インフ
レ率が低下することを意味するものではありません。コア・インフレ率
の動向は、需給ショックの両方に左右されてきました。コア・インフレ
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11 月の市場は軟調な展開となりましたが、12 月は、ほとんどの市場に
おいて絶対ベースでも 11 月との比較でも、非常に好調なパフォーマンス
となりました。イールドカーブは、以前よりも緩やかではあるものの、
フラット化が進みました。国債利回りは、概ね上昇し、11 月の利回り低
下の大半を埋める結果となりました。興味深いことに、英語圏の国債
市場は、中央銀行が非常にタカ派であったにもかかわらず、アウトパ
フォームしました 1。ハイイールド債券は、11 月のパフォーマンス悪化を
すべて取り戻しました。投資適格債券は、ハイイールド債券とそれほど
遜色なかったものの、11 月後半の損失をすべて取り戻すには至りませんで
した 2。12 月のクレジット市場におけるネガティブな点は、FRB がタカ派に
明確に転換したため、2022 年の期待リターンが低下していることです。

オミクロン変異株感染の波の今後の展開が、経済および市場に大きな
影響を及ぼすでしょう。これまでの動きを踏まえると、経済動向や政策
の反応を大きく混乱させることはないと思われます。当然のことながら、
一部のセクターは短期的には影響を受けますが、影響は短期的なもの
になることが見込まれ、堅調なトレンドが続くでしょう。これらのトレンド
は、経済成長および企業のキャッシュフローの下支え要因になっている
ように見えますが、残念ながら、目標インフレ率を上回っています。米国
は完全雇用（定義によるものの）を達成し、他のほどんどの国も生産量
および雇用が以前の水準に戻るもしくは以前の水準を上回ることから、
2022 年は、2021 年と同様、成長率が過去のトレンドを上回るでしょう。
残念ながら、高水準かつ持続的なインフレにより、金融政策に対する期
待が変化しています。世界中の中央銀行が金融緩和を縮小するという
傾向は、たった一か月前の予想よりも強まっています。金融緩和の縮小
がどのように行われるかは、2022 年の重大なイベントとなるでしょう。

実質金利の低下は、2021 年における大きなサプライズでした。先進国
経済が急拡大し、失業率が大幅に低下し、賃金が予想以上に上昇し、イ
ンフレが反発しました。過去 20 年以上にわたって、インフレは期待、予
測を下回る状態が続いてきましたが、2021 年は、20 年以上ぶりにイン
フレが予想以上に上振れした年でした。マクロ経済は非常に堅調であっ
たにもかかわらず、名目利回りは過去 3 四半期にわたって大きく低下
し、実質利回りはマイナスの領域まで大幅に低下しました。足元の市場
は、イールドカーブ全体にわたって実質利回りが長期にわたってマイナ
ス圏で推移することを織り込んでいます。これは非常に悲観的な予測で
あり、構造的な低迷に戻らなければ（その可能性を完全に排除すること
はできませんが )、そのシナリオは起こりえないでしょう。実質利回りの
低下は、様々な要因によるもので、金融緩和策のように、重要性が薄れ
ていくはずです。FRB は、インフレを鈍化させるために実質金利を上昇
させる必要があります。FRB がどの程度まで実質金利を上昇させる必
要があるかは、金融市場の反応次第でしょう。長期利回りが上昇すれば
するほど、金融引き締めの必要性は下がります。量的引き締め開始の
動きが予想されますが、市場は、金利上昇と量的引き締めが組み合わ
さった障害をあまり経験したことがないため（FRB もない）、不確実な
要素があります。これらのイベントを見越して、米国主導の実質利回り
上昇はすでに起こっています。したがって、2022 年には、流動性とイン
フレが低下するため、名目利回りおよび実質利回りは上昇するでしょう。

（世界的に流動性が高い点以外で）長期債利回りを低く抑えている重要
な要因の 1 つとしては、ターミナル・レート（政策金利の最終到達点）、
すなわち政策金利のピークが過去の高値を更新しないと予想している
ことが挙げられます。実際、現在のサイクルにおける政策金利のピー
クが前回のサイクル（2015 年 -2018 年）を大きく下回る水準になるとい
うのが、現在の市場の予想です。しかし、債券のバリュエーションに関
するリスクは、利上げペースや利上げの開始時期によるものというより
は、利上げサイクルの期間と政策金利の最終到達点によるものです（た
だし、利上げペースや利上げ開始時期はイールドカーブの形状にとって
は重要です）。インフレが長期にわたることがわかれば、市場とFRB の
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両方でターミナル・レートの予想が引き上げられる危険性があります。
とはいえ、2022 年にはインフレ率は低下し、生産量と雇用の増加は鈍
化し、FRB は新しい情報を見て、金融引き締めサイクルを調整する、と
見ています。単なるインフレ恐怖症かもしれません。インフレがどの程
度低下しているかよりわかるようになる年央には、FRB は金融引き締め
を減速させることができるでしょう。もちろん、その逆も真実です！

他の中央銀行も、FRB のメッセージを強化しており、カナダ銀行が近く
利上げに踏み切り、イングランド銀行、ニュージーランド準備銀行、ノ
ルウェー銀行もすでに利上げを開始しています。新興国の中央銀行の
多くは、過去 12 か月で、多くの場合、積極的に利上げを実施してきまし
た。インフレ率が上昇し続ければ、予想以上の利上げが見込まれます
が、新興国の中央銀行は、先んじて利上げを実施しているため、FRB が
利上げモードに入ったとしても、経済が悪化し、インフレが低下すれば、
利上げを止める可能性は高いでしょう。インフレショック後にインフレが
再び目標を下回る水準まで低下することはないとはまだ確信できてい
ないことを踏まえると、欧州中央銀行（ECB）は緩やかに進むでしょう。
しかし、ECB は、今年、量的緩和の規模を大きく縮小し、おそらく量的
緩和を終了させるでしょう。そして、利回り低下圧力は弱まるでしょう。
日本においても、インフレ率は予想以上に高い水準となっており、日銀
による政策変更が織り込まれていないことから、2022 年に政策サプラ
イズが起こる可能性があります。中国は、唯一 FRB とは異なる金融政
策を取っています。中国による成長目標とデレバレッジのバランスを取
る試みとゼロコロナ戦略があるため、中国人民銀行（中央銀行）は、

2022 年も金融緩和モードを維持するでしょう。

最近、クレジット投資家はより神経質になっており、クレジット・スプレッ
ドが拡大しています。しかし、これは、デフォルト・リスクの急上昇やファ
ンダメンタルズの悪化を反映したものではなく、スプレッドが非常にタイ
トになっていたことによるものだと考えています。スプレッドがさらに拡
大する場合には、投資の好機になるでしょう。新興国に関するリスクの
大部分は、引き続き現地通貨建てのものです。インフレ圧力が依然とし
て強い中、非常にタカ派的な中央銀行が、ここ数か月で大幅な利上げ
を実施しているにもかかわらず、強気に転じるのは時期尚早です。FRB
が今後数か月で緩和的な姿勢から脱却することも課題であると思われ
ます。政治的な影響を受けている国もあります。

では、各市場についてはどのように考えればよいのでしょうか。基本的
に、私たちは、引き続きリスクの高いシクリカルなセクターをオーバー
ウェイトしていますが、数か月前よりオーバーウェイト幅を削減していま
す。ハイイールド債券、証券化クレジット、変動金利ローンは、国債や
エージェンシー MBS、投資適格社債を上回るパフォーマンスを見せるも
のの、2021 年ほどはアウトパフォームしないと見ています。ターミナル・
レートの期待値が低く、実質利回りがかなりマイナスであるため、長期
債の魅力度が相対的に低下しています。しかし、この結果は、FRB が意
図的であれ偶然であれ、行動し過ぎないことが前提になります。市場
が景気後退リスクが高まると感じた場合、パフォーマンスの順位が逆転
し、投資適格社債が上位に来て、国債がアウトパフォームするでしょう。
現地通貨建て新興国債券は、中央銀行の利上げ幅を考えると、魅力的
に見えます。例えば、メキシコ、ブラジル、南アフリカ、ロシアの現地通
貨建て債券が挙げられます。外貨建て債券については、選別的に見て
おり、2021 年にアンダーパフォームしたハイイールドのソブリン債のパ
フォーマンスが反転するでしょう。いったんインフレ率がピークに達する
と、リスク・プレミアムは大きく低下するでしょう。短期ゾーンの債券は、
高いリスク・プレミアムが織り込まれているため、魅力度が高まっていま
す。中国がゼロコロナ戦略をどのように進めるかは、需要サイドと供給
サイドの両方に影響を与えるでしょう。もちろん、オミクロン変異株は、
他の未知の変異株が現れるリスクと同様に、依然としてリスクです。

1
2

出所：Bloomberg Global Treasury indices データは2021年12 月31日時点。
出所：Bloomberg Global Corporate Index、ブルームバーグ
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グローバル債券市場レポート

先進国市場

当月のレビュー

アウトルック

12 月の先進国市場では、オミクロン変異株と中央
銀行の政策会合の 2 つが金利の主な引き上げ要因
となりました。12 月は、オミクロンへの懸念による

の変動要因となるでしょう。リスクはインフレ上昇に

のの、先進国市場の大半で金利は上昇して引けまし

ます。全体的には、G10 通貨よりも多くの新興国通貨

安全資産への逃避により金利は低下して始まったも

た。12 月の米ドルは大きく動きませんでしたが、新興国
通貨はまちまちの展開となりました。

新興国市場

12 月の 新 興 国 債のリターンはプラスとなりました。

金融政策とコロナの状況が、引き続き先進国の金利
偏っており、タカ派的な中央銀行のバイアス、金利上

昇、イールドカーブのスティープ化が起こると見てい

に投資魅力があると考えています。

新興国債に対して、慎重な見方をしていましたが、

米ドル建てのソブリン債は、米 国 債 利 回りの上 昇に

オポチュニスティックな見通しに変更しました。世界

り堅 調な展 開となりました 3 。12 月の新興 国 社 債の

クロン変異株を巡る不確実性により、リスク資産の

資 適格 社 債を上回りました 4 。新興国 通 貨が対ドル

かし、世界経済は堅調に推移し、12 月のコモディティ

リターンはプラスとなりました 5 。

ハイイールド・クレジットが投資適格債券を上回るパ

より一 部 相 殺されたものの、スプレッドの 縮 小によ

リターンはプラスで、ハイイールド債券のリターンが投

で上昇したことなどを背景に、現 地 通 貨 建て債券の

的規模での金融引き締め政策、インフレの上昇、オミ
大幅な上昇余地は限定的になるかもしれません。し
価格は回復しました。このような背景から、新興国

フォーマンスを上げる可能性があります。現地通貨

建てでは、一部の通貨がかなり割安な水準になり、
不透明感が払拭されるシナリオではアウトパフォーム

する可能性があります。現地通貨建て国債について

は、積極的な金融引き締め策を既に織り込んでいる

イールドカーブを選好しています。

3

出所：JPM EMBI Global Diversified Index

データは 2021 年 12 月31日時点。

4

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |

4

出所 : JP モルガン CEMBI Broad Diversified

Index データは 2021 年 12 月31日時点。

債券

出所：JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Index データは 2021年 12 月31日時点。
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デジャブ？いいえ、2022 年は 2021 年とは異なる様相を呈するでしょう

当月のレビュー

社債

アウトルック

リスク資 産が総じて堅調に推移したことから、
12 月、

社 債のクレジット・スプレッドは大幅に縮 小しました。
休暇シーズンのため、企業関連のニュースは限定的で

したが、負債 調 達コストが低く、2022 年に景 気回 復

が見込まれることから M&A が引き続き主なテーマと
なりました。

12 月のハイイールド債券は、ボラティリティが大きく上

バリュエーションは完全に織り込まれているものの、

ファンダメンタルズが下支えされているため、
クレジッ

ト見通しのベースケースはほとんど変わらないとみて

います。足元の不 確実性が高く、
リスク資産に対する
投 資意 欲が欠如していることを踏まえると、2022 年

初頭はボラティリティの高い展開になると見ています。

昇したにもかかわらず、格付けの低い社債が牽引し、
高いリターンを記録しました。

グローバル転換 社 債は、株 式市場で最もパフォーマ

ンスのよかったセクター（エネルギー、金融、
不動産、
素材）のウェイトが同資産クラスでは相対的に低いこ

とが大きな要 因となって、株 式 市 場とクレジット市 場
の両方を 2 カ月連続で下回りました。

変動金利ローン

12 月は、変動金利資産への投資家の旺盛な需要に

より、シニアローン市 場は反発しました。ファンダメン

タルズは、
引き続き信用状況が健全であることを示し
ており、格付け別では、
コロナ時 代のリスクオン局面

ではよく見られる通り、
格付けの低いローンがアウトパ

証券化商品

引き続き、強いテクニカルとファンダメンタルズを期待し

ています。健全なクレジット環境と投資家による利回

り追求により、変動金利ローン市場への資金流入が
続いています。さらに、過去のトレンドを上回る経済成

長、堅調なクレジット指標、
低いデフォルト率が続くなど、

フォームしました。

ファンダメンタルズは堅調に推移するでしょう。

12 月のモーゲージ市場と証券化商品市場は、取引量

全般的に見て、証券 化市場は、短いデュレーションと

証 券 化商品の新 規 発 行 額は、
12 月に減 速したもの

ズという魅 力的な要 素を有していると考えています。

とボラティリティの点で落ち着いた展開となりました。
の、2021 年通年では金融危機後の最高額を更新し

ました。エージェンシー MBS のスプレッドはやや縮小

魅 力的な利回りと強固なクレジット・ファンダメンタル

証 券 化クレジットについては、依 然として良 好な見

通しを持っており、小幅にオーバーウェイトしています。

しました 6 。エージェンシー MBS に対する需 要は依

エージェンシー MBS や 金 利リスクには 依 然として

小しているものの）MBS の保 有を純 増させ、期 限前

オの運用を続けています。

然として旺 盛で、FRB は（MBS の買い入れ規 模を縮

償還の再投資を行っており、米国の民間銀行は保有

慎重であり、比 較的短いデュレーションのポートフォリ

額を増やし続けています。当月のノン・エージェンシー

RMBS 、CMBS 、ABS のスプレッドは 総じて拡 大しま

したが、
パフォーマンスはサブセクターによって大きく異
なる形となりました 7。

6

出所：ブルームバーグ データは2021年12月31日

時点。

7

出所：ブルームバーグ、2021年 12 月31日現在。

本資料は 2022 年 1 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2022 年 1 月末時点です。
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