グローバル債券市場レポート

恐怖と希望：
ソフトランディングかハードランディングか
債券｜グローバル債券運用部門｜マクロ・インサイト｜ 2022 年 6 月

市 場は、景気後 退とインフレへの懸 念の変 化を
背景に、高いボラティリティに引き続き晒されてい
ます。このジェットコースターのような動きによっ
て、金融市場のパフォーマンスは非常に多様なも
のになりました。米 国においては、
4 月末 以 降、
インフレを受けた金融引き締め懸 念が強かった
ため、利回りの上昇、
クレジット・スプレッドの拡大、
株価の下落が見られました。しかし、月半 ばまで
は、景気減速懸念（経済成長に関するネガティブ・
サプライズ）が高まる中、米国国債利回りが低下
（bps）低
し、利上げ予想が約 25 ベーシスポイント
下した結果、
株式相場が回復を見せました。5 月
末までに、
10 年米国国債利回りは約 9bps 低下
し、S&P500 は月央までに 6 ％下落したものの、
月を通してみるとほぼ横 ばいとなりました。米国
連邦準備制度理事会（FRB）がハト派的になると
の見 通しを受けて
（成長の懸 念を背景に）
、米国
のイールドカーブはスティープ化しました。
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5 月 31 日時点）各インデックスは情報提供のみを目的として掲載して

おり、特定の投資実績を示唆するものではありません。過去の実績
は将来の成果を保証するものではありません。

下した（利上げ回数見込みが 1 回減少した）珍しい月と
なりました。カナダ銀行（中央銀行）は、インフレ率を

上記は 2022 年 6 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 5 月末時点です。
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早期に低下させるために「何でもする」必要性について、非常に力強

いコメントを発表しました。

インフレ率がピークに達し、景気が減速し、FRB がイールドカーブに
織り込まれている以上の利上げを行う可能性が低いとの見方が市場

に活気をもたらしました。それは、5 月 5 日に米国国債利回りが 3%

を超え、経済の状況からかけ離れた水準であると認識された局面で
特に顕著でした。5 月中旬における米国国債利回りの低下はやや異

常であり、この状態が続くとは考えにくいでしょう。5 月中旬は、米国
国債の名目利回りが低下した一方、実質利回りが上昇し、インフレ期

待の低下を示唆する結果となりました。名目利回りと実質利回りは通

常、強い正の相関が見られます。また、コモディティ価格（特に原油

と食料品）の上昇圧力を考えると、インフレ期待が大きく低下すると考

えるのは直感的には難しいでしょう。そのため、10 年米国国債利回り
の低下が 2.75% の水準で止まったことに驚きはありませんでした。

各国の中央銀行に対する相対的な評価によって債券のリターンは異

なりました。5 月は、米国国債と米ドル建て債券がプラスのリターン

を確保したものの、米国以外の債券のリターンは総じてマイナスとな

りました。ハイイールド社債は引き続き売り優勢の展開となり、FRB
のタカ派的な姿勢が軟化した恩恵をそれほど受けませんでした。実
際、短期金利の低下を予想することは債券にとって好材料である一

方、実質金利の上昇とインフレ率の低下は格付けの低い発行体に

とって好材料ではありません。ユーロ建て社債（IG および HY）は、

ECB のタカ派的姿勢の強まりや利回りの上昇、インフレ指標の悪化
を背景に、低調なパフォーマンスとなりました。5 月の新興国債券の

リターンは非常にまちまちなものとなりました。外貨建て債券は、スプ
図表 2

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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債券市場アウトルック
残念ながら、ボラティリティが落ち着く気配は見えていません。金利

市場が弱気な局面の大部分は過ぎ去ったとはいえ、（たとえ低下した

としても）高いインフレ率と利上げが上昇圧力となって、債券利回り
を上昇させ続けるでしょう。中央銀行は、イールドカーブに織り込ま
れている通りの行動を取る可能性が高いでしょう。パウエル FRB 議長

は、金利の「正常化」を「迅速に」行う必要があると繰り返し述べて

います。これは、FF 金利を 2022 年中に少なくとも 2.5% にまで引き
上げることを意味しており、さらに引き上げられるリスクの方が高い

です。FRB が金利を 2.5-2.75% の水準まで引き上げれば、その後の
利上げペースは減速する一方で、利上げは続くと思われます。金利

が「正常」な水準をどの程度超えるかはデータに大きく依存していま

す。つまり、夏の終わりから秋の初めにかけての経済の状況次第で

しょう。成長率の鈍化が続けば、労働市場が緩み、賃金の伸びが鈍
化します。最も重要なのは、インフレ率が低下していれば、FRB は金

融引き締めのペースを緩め、経済成長を維持できることです。しかし、

これらの条件が整うかどうかは全く不明です。そのため、6 月の連邦

公開市場委員会（FOMC）で FRB が政策金利のターミナル・レートを

引き上げる可能性が高く、市場が容易に混乱しかねないという懸念が
残ります。

中央銀行は総じてタカ派的方向性を維持しており、すでに大幅な利

上げを実施した国の中央銀行でも同様です。昨年にいち早く利上げ

を実施したニュージーランド準備銀行（中央銀行）は、利上げの減速

または終了を発表すると予想されていたものの、「（利上げを）やり
過ぎる方が、やり過ぎないよりもリスクが少ない」と述べ、タカ派寄

りの姿勢を強めました。欧州でもインフレ率が予想以上に上振れし、
経済成長はロシアによるウクライナ侵攻前に予想されていたほど大

きな打撃を受けておらず、ECB でも同様の考え方が主流になりつつあ

ります。中央銀行がよりタカ派的なレトリックと行動を取ると予想さ
れています。

中央銀行は理由なく行動しているわけではありません。5 月の景況感、

中国がコロナ関連の制限を解除することになれば、供給面での改善

を上回る需要拡大効果が見られ、（少なくとも現時点では）世界経済

にとってはプラスに働くでしょう。家計と企業のファンダメンタルズは

極めて堅調であり、コロナ関連の制限が解除された場合、コモディ

ティ価格は引き続き堅調に推移することが見込まれ、中央銀行がイン

フレを抑制するのが困難になるでしょう。

社債の見通しはまちまちです。シンプルに考えると、ハードランディ

ングは悪、ソフトランディングは善です。いずれの状況になるのかを

見極める必要があるものの、スプレッドは直近のレンジ（米国 IG：

+120-150bps、米国 HY：+350-550bps（やや高い水準））で推移す

ると思われます。企業が高インフレと供給、原材料価格の問題（そし
て、もちろん企業の混乱の継続）に対処するため、企業やセクター間

のボラティリティは高い状態が続くと思われます。4 月と 5 月における

スプレッド拡大により、スプレッドは景気後退局面を示す水準（+150

bps）に入りました。経済の回復力が高い状況が続いており、利回り

の絶対値が上昇していることを考慮すると、スプレッドが拡大し過ぎ

であることが分かります。一方、企業業績が大幅に改善する可能性

は低く、IG のスプレッ ドは年初の水準と 5 月のワイドな水準の間の

レンジにとどまっています。依然として、キャリーの高い社債を選好し
ています。また、4 月、5 月の売り相場の中で、過度に売られた社債
が存在しており、個別要因に投資機会があると見ています。

5 月の新興国債券は、5 月は 2 つの市場で状況が異なりました。現地

通貨建て債券がアウトパフォームした一方で、外貨建て債券が大幅

に出遅れました。現地通貨建て債券のリターンは、新興国通貨の堅

調なパフォーマンスによって押し上げられました。エネルギー価格、
食料品価格の高騰を背景に財政収支及び経済成長が悪化し、外貨建

て債券のパフォーマンスは引き続き低迷しました。リストラクチャリン
グの危機に瀕している新興国も存在し、リスクも残っています。高い
原油価格、食料品価格の恩恵を受ける国のリターンは堅調です。市場

は国やクレジットによる違いを重視すると見られ、投資価値を見出す

労働市場、個人消費に関するデータは回復を見せています。確かに、

には国レベルの分析が不可欠になるでしょう。先進国の中央銀行が

データもあるものの、堅調な労働市場や力強い所得増加、健全なバ

興国債券は軟調に推移する可能性が高いでしょう。米ドル建て債券

全米供給管理協会（ISM）のデータなど、予想を下回る結果になった

ランスシート、高い貯蓄を背景にサービスセクターの支出は引き続き
堅調に推移しています。経済のファンダメンタルズは非常に堅調で

あり、インフレ率が大きく低下すると考えるのは困難です。製造業の

現在のタカ派的姿勢を維持し、インフレ率が高い状況が続く間は、新

は非常に投資魅力があるものの、上昇に転じるきっかけとなるような
材料が乏しい状況です。

成長率はピークに達しているものの、サービスセクターは成長余地が

あります。私たちは、景気後退よりもインフレを警戒しています。

上記は 2022 年 6 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 5 月末時点です。
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当月のレビュー

先進国市場

アウトルック

先進国国債のリターンは国によってまちまちでした。
中央銀行の政策と理事会メンバーのコメントが 5 月の

中央銀行は、景気を後退させずにインフレを抑制さ

せるというソフトランディングを実現するために、依然

リターンを左右する結果となりました。FRB がハト派

として厳しい舵取りを迫られています。米国の消費

一方で、ECB やイングランド銀行（BOE）
、オーストラリ

越えたことを示しているかもしれませんが、重要なの

寄りの姿勢を見せたことで米国金利の大半が低下した

ア準備銀行（RBA）は驚くほどタカ派的な姿勢を示し、
米国外では総じて金利が上昇しました。市場は成長及

び景気後退に対する懸念をさらに織り込み始め、リスク

者物価指数（CPI）の若干の低下は、景気がピークを
は、インフレがいつまで続くか、インフレがどの程度高

い状態が続くかでしょう。

資産が売られる展開となりました。その結果、リスク資

産と米国債の負の相関が見られ、米国債は安全資産と

して魅力度が高まりました 1。

新興国市場

5 月の新興国債券のリターンはまちまちで、現地通貨

投 資 機 会 の ある領 域 は 残っている一 方、足 元 の

建て債券指数は通貨高が主な要因となってプラスの

バリュエーションは投資家にとって十分魅力的な水

債、
社 債の両方で）平均的にスプレッドが拡 大したた

及び食料品価格が上昇しているため、先進国市場

リターンとなった一方、外貨建て債券指数は（ソブリン

準になっているように思われます。エネルギー価格

め、低 調なパフォーマンスとなりました。新興国 債券

と新興国市場の両方でインフレ圧力が当面続くと思

ら引き続き資金流出が見られました 2 。

きな懸念材料ではあるものの、市場はそのリスクを

全体、現地通貨建て債券、外貨建て債券のファンドか

われます。そのため、FRB による金融引き締めは大

適切に織り込んでいるように見えます。この多様な

ユニバースから投資機会を見出すには国レベルの分
析が不可欠になるでしょう。

1

出所：ブルームバーグ、2022年5月31日時点。

2

出所：ブルームバーグ、2022年5月31日時点。

上記は 2022 年 6 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 5 月末時点です。
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恐怖と希望：ソフトランディングかハードランディングか

当月のレビュー

クレジット市場

アウトルック

月の大半は、
インフレ率及び金利の上昇、流動性の減

少が企業や消費者に与える影 響への懸念が継 続し

今後は、
スプレッドがレンジ圏で推移する可能性が高

いと見ています。市場は、
より魅力的なバリュエーショ

た結果、
リスク・センチメントが悪化しました 3 。

ンと堅調な企業 業 績に下支えされているものの、
市

た。5 月は、投資適格社債のスプレッドが若干拡大し、

カル面での悪化やマクロの不透明感がマイナス要因

その結果、
社 債セクターは、
アンダーパフォームしまし

欧州社債は米国社債のパフォーマンスを大きく下回り

場ボラティリティが高い中、需要不足を受けたテクニ

となっています。

ました。ハイイールド債券市場は、大きな下落を見せま

ハイイールド債券市場については、慎重な見方をして

債は、5 月も下落し、
株式と債券の両方のリターンを下

ティの高い展開が続いており、ハイイールド債券を取

したが、月末には急上昇しました。グローバル転換社
回る結果となりました 4 。

バンクローン市場も 5 月はリターンがマイナスとなりま

した 。
5

います。ハイイールド債 券 市 場 は、
今 年は ボラティリ

り巻く環 境 が短 期 的に大きく好 転することを示 唆す
る材料がほとんど見られません。ローン市場の相対

的に堅調な信用力には引き続き確信を持っているも

のの、欧州の地政学面の状況により見通しが不透明
になっています。

証券化商品

5 月は、景 気後 退への懸 念から、証 券 化商品のクレ
ジット・スプレッドがさらに拡 大しました。一方で、政

府 保証のあるエージェンシー MBS のスプレッドはタ

証 券 化商品市 場は、依 然として短いデュレーション、
魅 力的な利 回り、強 固なクレジット・ファンダメンタル

ズという特有の組み合わせを有していると考えていま

イト化しました。エージェンシー MBS は 5 月に反 発

す。証 券 化クレジットに関しては、引き続き良 好な見

しましたが、量的緩和の終了と量的引き締めの開始

はセクター配分及び銘柄選択が重要になるでしょう。

し、米国債とクレジット資産の両方をアウトパフォーム
の可能 性を市 場が 織り込んでいるため、エージェン

シー MBS のスプレッドは依 然としてパンデミック前よ

りも大幅にワイドな水準にあります。当月の米国のノ

通しを持っており、経 済 が 低 迷すれ ば、
今 後 数年 間

エージェンシー MBS と金 利リスクには慎 重な姿 勢
を維持しています。

ン・エージェンシー RMBS スプレッドは、ほぼすべての
住宅セクターでさらに拡大しました。米国の ABS スプ

レッドも 5 月に拡大したものの、
クレジット・
ファンダメン
タルズは引き続き堅調に推移しています 6 。

3

出所：Bloomberg U.S. Corporate High Yield
Index、2022年5月31日時点。

4

出所：Refinitiv Global Convertibles Focus
Index、2022年5月31日時点。

5

6

出所：S&P/LSTA Leveraged Loan

Index、2022年5月31日時点。
出所：ブルームバーグ、2022年5月31日時点。

上記は 2022 年 6 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 5 月末時点です。
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