グローバル債券市場レポート

ああ、なんという月、四半期、年なのだろう！
債券｜グローバル債券運用部門｜マクロ・インサイト｜ 2022 年 7 月

6 月はインフレと景気後退の地殻が衝突しており、少な
くとも足 元では景 気 後 退 が優 勢となっています。中央
銀行はタカ派的な姿勢を継続、
あるいは強化しており、
経済指 標は引き続き悪く、総じて予想を下回る結果と
なっています。その結 果、
6 月及び年 初 来の金融市場
のリターンは、歴 史的としか言い表せないものであり、
しかも歴史的に悪いものとなりました。実際、
グローバ
ルにクレジット市場は上半期として過去最悪のパフォー
マンスを記 録しました。6 月の債券のリターンは、米国
債の -0.88% から新興国債券の -9.19% まで幅 広く、年
初来のリターンは二桁のマイナスになりました 1 。2022 年
に本当に驚くべきことは、全ての債券のリターンが大き
なマイナスとなっただけでなく、
リターンの乖 離 が非常
に小さかったということです。新興国債券のリターンは、
投資適格債券が -19.69%、
ハイイールド債券が -20.96%
であるのに対し、米 国 債 券 のリターンはハイイールド
債 券 が -14.04% 、投 資 適 格 債 券 が -14.39% となりま
した 2。クレジット・リスクとデュレーション・リスクをどの
ように管 理するかは問 題ではなく、
いずれも同 様に悪
化しています。このようなリスクオフ環境下で、米ドルが
大幅に上昇し、長期で米ドルに対して弱気な投資家の
多くを困惑させたことは 驚くことではありません。
国債市場もボラティリティから免れることはできません
でしたが、月半ばに利回りが低下したことで、希望が
生まれました。まず、高いインフレ率（5 月発表の米国
消費者物価指数は 8.6％と予想を上回った）
と FRB のタ
カ派的姿勢（予想を上回る 75bps の利上げと「ドット・
プロット」の大幅上方修正）により、2023 年末までの
FRB の金利予想の中央値が 3.8％に上昇し、10 年米国
国債利回りは、6 月の最初の 14 日間で 62bps 上昇しま
 出 所：ブルームバーグ、2022 年 6 月 30 日時点。米国債は
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Bloomberg US Treasuries Total Return Index Value
Unhedged USD、外貨建て新興国債券はJPM EMBI Global
Diversifiedのハイイールド・サブ・インデックス、新興国債券
（投資適格債券）はJPM EMBI Global Diversifiedの投資適
格サブ・インデックス、新興国債券（ハイイールド債券）はJPM
EMBI Global Diversifiedのハイイールド・サブ・インデックス。
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6 月 30 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。

 出所：ブルームバーグ、2022年6月30日時点。ハイイールド債券は
ICE BAML US High Yield Index、投資適格債券はBloomberg
US Corporate Investment Grade。

2

上記は 2022 年 7 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 6 月末時点です。
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した。その後、景気後退懸念が大幅に高まり、驚くことに、市場におい
て FRB が示唆した利上げの織り込みが剥落し始めたため、月半ばにか
けて利回りが 46bps 低下しました。景気後退の可能性が大幅に高まっ
たにもかかわらず、国債利回りは月間では上昇しました。欧州では金
融引き締め観測がさらに大きく後退し、ECB、スウェーデン、ノルウェー
の中央銀行で利上げ予想が 60 - 90bps 引き下げられました。この利
上げ予想の引き下げが実現するかどうかはまだ分からないものの、今
後数ヶ月間の中央銀行による金融政策が重要であることが 改 めて
強調されました。
クレジット市場はインフレと景気後退の両方のシナリオを嫌気し、月間
を通じて軟調なパフォーマンスとなりました。米国の IG スプレッドは
25bps 拡大し、米国の HY スプレッドは 163bps 拡大しました。欧州国
債は米国債以上に下落し、欧州社債は米国社債よりリターンが悪化
するなど、欧州債券は米国債券よりもリターンが悪化しました 2。欧州
のエネルギー危機によりインフレが継続し、収束は見えておらず、欧州
中央銀行（ECB）にはほとんど手立てがない状態です。しかし、インフ
レ懸念よりも景気後退懸念の方が強く、欧州でインフレ率が過去最高
を更新したにもかかわらず（そして第 3 四半期もその傾向が続くと思わ
れます）、ドイツの 2 年国債利回りは 6 月後半に 58bps 低下し、米国債
と同じようなパフォーマンスになりました。

ジェットコースターのような展開となり、市場のボラティリティは高位
で推移しています。ここ数週間におけるコモディティ価格の下落は、市
場のセンチメントがインフレ・ヘッジから成長ヘッジ（国債）へと変化
していることを反映したものです。市場は現在、ユーロ圏と米国のイ
ンフレ率が 2025 年までに 2% を下回ると見ています。今年初めて、国
債は景気変動リスクに対するヘッジとして機能し始め、先進国国債は
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クレジット市場が売られる中で上昇しました。もちろん、先進国国
債のパフォーマンスの改善は、中央銀行のタカ派的な姿勢が弱まり、
投資家が利上げ回数の減少をイールドカーブ全体で織り込むかにか
かっています。コア・インフレがまだピークアウトしていないため、こ
のことが正当化されるかどうかはまだわかりません。コモディティ価
格の大幅下落が持続すると仮定すれば、今後数ヶ月の間に（欧州以
外の）ヘッドライン・インフレ率が低下し、また、景気悲観論者の見方
とは逆に、消費者と企業のセンチメントが改善し、景気後退の可能性
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ああ、なんという月、四半期、年なのだろう！

債券市場アウトルック

6 月の市場のパフォーマンスは、私たちが異常な時代にいることを再
度強調するものとなりました。ボラティリティは過去 20 年間ではほと

んど見られなかった水準で推移し、市場はインフレ懸念と景気後退懸

念の間で揺れ動きました。経済と市場の最終的な行き着く先は、依

然として明確にはなっていないものの、わかっていることはあります。

加え、消費者サービスに対する繰越需要が依然として旺盛で、サービ

ス部門のインフレを抑制するのは困難であることがわかります。新型

コロナウイルスがこの回復を頓挫させるほど再拡大しなければ、財セ

クターのディスインフレが中央銀行による金融引き締めをすぐにでも

停止させるのに十分なほどインフレ率を低下させるのは困難でしょう。

景気後退懸念はあるものの、米国の労働市場と家計所得の伸びが堅

プラス面では、サプライチェーンにおける物流が徐々にではあるもの

引き続き堅調であり、弾力的であることを示しています。実際、毎月

低下にとって良い兆候となるでしょう。

調であることです。7 月 8 日発表の 6 月の雇用統計は、雇用の増加は

30 万人以上の雇用が増加していることから、景気後退が差し迫って
いるとは言えません。比較のための情報として、2010 年から 2019 年
の 10 年間、米国の雇用増加率は月平均 20 万人未満でした。雇用の
増加により、逼迫している労働市場がより逼迫し、インフレ率の低下

が非常に困難なものになると考えています。さらに、インフレを大き

く減速させるためには、実質金利が上昇する必要があります。実質

金利は年初から大幅に上昇しており、経済指標は悪化しているもの

の、コア・インフレの主要素である賃金上昇と住宅市場を減速させる
のに十分なほど高い水準にあるかはまだ明らかではありません。

の改善しているという証拠があり、財へのアクセスの改善と価格の

社債のパフォーマンスも不安定になりそうです。IG と HY の両市場は、

悪いニュース（業績悪化、景気悪化、金融引き締め）が続くとの予想

を反映したものとなっています。スプレッドは健全な経済と通常言え

る水準を上回っており、このことは比較的早期に景気後退が起こる
可能性を織り込んでいることを意味します。しかし、労働市場に勢い

があり、家計と企業のバランスシートは健全であることから、今年は

景気後退が起こる可能性が低く、クレジット市場が現在のファンダメ

ンタルズを過小評価していることを意味します。しかし、金融政策が

ますます制約的になるにつれて、成長は引き続き圧力にさらされるこ

FRB の「ドット・プロット」による FF 金利のピークの低下とインフレ・

とになります。第 2 四半期と第 3 四半期の決算は、コストインフレと

に言っても野心的なものでしょう。インフレ率の低下は、成長率が

す。現在のファンダメンタルズ対比で割安であるにもかかわらず、ファ

リスクの後退（予想インフレ率の低下）を示す市場の動きは、控えめ

景気鈍化に対してビジネスモデルが底堅いかを理解する上で重要で

トレンド以下の水準に低下し、失業率が上昇することを意味します。

ンダメンタルズの悪化が予想されるため、クレジットに対して慎重か

目・実質ともに）持続不可能なレベルの急成長からの調整に過ぎな

ディティ価格が下落し、中立／やや制約的な水準に達すると中央銀行

る可能性、すなわちスタグフレーションのシナリオとなり、FRB は金

性が高い（3 か月前よりは可能性が低いものの）と考えています。

今のところ、経済成長の鈍化は、景気サイクルにおける 2021 年の（名

い可能性があります。また、景気が減速すれば、インフレ率が高止ま
融引き締めを止めようとしないでしょう。そのため、現在の景気減速

が続くと考えることや、現在の景気減速がインフレ率を FRB の目標値

に戻すことができるほどのものであると考えるのは時期尚早でしょう。

インフレは市場が考えている以上に持続力があるのかもしれません。
欧州やアジアも同様の状況になっています。今夏にインフレ率が前年

比ベースでピークを迎える可能性があると見ていますが、これは FRB

が市場の楽観的な見方（2023 年の利下げ）と同じ時期に金融緩和を
実施する可能性が低いことを示唆しています。さらに、エネルギー事

情を考えると欧州の経済状況はより厳しいように見えますが、6 月に

おける劇的な利上げの織り込みの調整（低下）は積極的なものである

ように思えます。
（インフレ率上昇の大半がサプライチェーン／エネル

つ楽観的な見方を維持しています。サプライチェーンが改善し、コモ
が利上げを急がないと考えられることから、ソフトランディングの可能
新興国は引き続き厳しい状況が続いています。一方、新興国には

デフォルトが起こる可能性が低いと考えているものの、デフォルトの

可能性を大きく織り込んでいる国もあり、投資機会が生じています。
新興国は、中央銀行が現在のタカ派的な軌道を維持し、インフレが高

止まりする限り、苦戦を強いられる可能性が高いものの、バリュエー

ションは極めてネガティブな展開を織り込んできています。一部の国

ではリスク・プレミアムが大きいため、機動的な買いを検討している
ものの、新興国債券には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。

米ドルは通常、経済や金融の見通しを測るのに良いバロメーターです

ギー問題によるものであるとしても）欧州のインフレ率がピークに達

が、依然として警告サインを示し続けています。ドル高になるのは、

ECB による利上げ回数が減少するという市場予測は時期尚早と思わ

て、インフレ率が高く、経済が減速する必要があるときです。現在、

する気配はありません。ユーロ圏経済が景気後退に陥らない限り、
れ、欧州債券の利回りにも上昇圧力がかかる可能性があります。

中央銀行がタカ派的であるのには理由があります。ほとんどの新興

国の中央銀行は、先進国よりも早い時期に利上げを開始したにもか

かわらず、ほとんどの新興国のインフレ率は過去最高を更新し続けて

います。このことは、新興国の中央銀行による利上げがほぼ終わっ

ていることを示唆しているというよりは、先進国で更なる引き締めが

景気が悪く、大きな下振れリスクがあるとき、もしくは景気が良すぎ

金融市場ではこの 2 つのシナリオがかなりの割合織り込まれており、

米ドルが上昇を継続していることを示しています。ソフトランディング、
低成長、低インフレ、景気後退なしというシナリオでは、米ドルは明

らかに高い水準から下落する可能性があります。このシナリオは基本
シナリオではあるものの、事実というよりは希望です。

まとめると、ポートフォリオのポジショニングは依然として慎重なもの

あることを示唆している可能性があります。一方で、製造業の成長が

となっています。バリュエーション面での魅力は高まっており、機動

景況感指数で示されているように、サービス・セクターの動向は引き

る中央銀行の対応に伴うリスクが残っています。引き続き、景気後退

著しく減速したという証拠があるにもかかわらず、6 月の ISM 製造業

続き拡大基調にあります。旅行業界の事例を見ると、労働力不足に

的な買いは理にかなっているものの、主にインフレとインフレに対す

よりもインフレに対して懸念を有しています。

上記は 2022 年 7 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 6 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

6 月の先進国国債は、インフレ上昇のサプライズや

景気後退の懸念が高まっているにもかかわらず、イン

タカ派的な中央銀行、さらには弱い経済成長データ

フレが落ち着いていないことから、中央銀行がどの程

銀行が予想以上に利上げを行い、金融引き締めを継

るのかに注目が集まっています。中央銀行の現在の

に反応し、かなり不安定な動きとなりました。中央

度積極的に、またどれだけの期間、利上げを継続す

続するとコミットしたことに反応して、金利は月初に

レトリックはタカ派的ですが、経済成長がさらに鈍化

とから、中央銀行の期待が低下し、月後半には利回

全体として、先進国国債は不透明感から不安定な

急上昇しました。しかし、経済指標が低調であったこ

りが低下しました。ただし、月を通してみれば 10 年
国債利回りは 10-20bps 上昇しました。金利上昇と経

済成長への懸念を背景に、リスク資産全般のパフォー

すれば、このレトリックが変わる可能性があります。
状態が続くと思われますが、景気後退が回避される
限り、利回りは上昇傾向で推移するでしょう。

マンスは低下しました。インフレ圧力は依然として強
いものの、中期的なブレーク・イーブン・インフレ率は
中央銀行の目標水準を下回りました 3。

新興国市場

新興国債券は 6 月を通じて、売られる展開が続きまし

足元のバリュエーションはリスク対比で投資家にとっ

た。新興国債券ユニバース内では、
マイナスのリターン

て十分魅力的な水準であるため、新興国債券に対し

となりました。投資家は近い将来における景気後 退

でもマクロ経済環境は厳しいものとなっていますが、

であったものの、
社債インデックスが最も高いリターン
の可能 性をより真 剣に考え始めており、新興国 債券
市場もその影響を免れないでしょう4 。

て楽観的な見方をしています。資本市場のどの領域

新興国の投資家はすでにこの大半を織り込んでいる

と思われます。インフレ圧力とインフレに対する中央
銀行の対応が、コモディティ価格やウクライナ戦争

の影響、中国のゼロ・コロナ政策などの他の要因に

比べ、新興国債券にとって最も重要な要因であるこ

とに変わりはありません。市場では、国やクレジット

ごとの違いに重きが置かれることになるでしょう。

3

出所：ブルームバーグ、2022年 6月30日時点。

4

出所：ブルームバーグ、2022 年 6月30日時点。
新興国社債は、JP Morgan CEMBI Broad
Diversified Index。

上記は 2022 年 7 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 6 月末時点です。
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債券

ああ、なんという月、四半期、年なのだろう！

当月のレビュー

クレジット市場

アウトルック

5 月末の上昇は一過性のものとなり、6 月には再び軟

今後、投 資適格債券のスプレッドは、魅力的なバリュ

調な展開となりました。ブルームバーグ米国社債イン

エーションを示すものになると見ていますが、個々の

のスプレッドは月を通じて拡大しました。エネルギー、

ものとなるでしょう。第 2 四半期決算における発行体

デックスとブルームバーグ欧州総合社債インデックス
株 式、
コモディティは、景 気後 退 ／経 済減 速への懸

念の高まりを受けて、
下落しました。ニュースでは引き
続き、
ファンダメンタルズに対する期待の悪化に関する

発行体レベルで見たファンダメンタルズとは 矛盾した

の業績が債券価格の示す水準よりも堅調であること
が確 認されるか、
マクロ環 境のセンチメントが変 化し
景気後 退のリスクが低下することが、上昇のきっかけ

ものが大半でした 5 。

となるでしょう。

応、景 気後 退 懸 念の高まりに対する懸 念を受けて、

場については引き続き慎重な見方をしています。引き

2020 年 3 月に次ぐ2 番目に悪いリターンとなりまし

ており、ハイイールド債券を取り巻く環 境が短 期的に

の拡大は、2008 年 6 月に次ぐ規模でした 6 。

ません。ローン市 場の相 対的に堅 調な信用力には

威が世界全 体の市場を動 揺させ、
6 月のグローバル

の状況により見通しが不透明になっています。

インフレ率の上昇、
中央銀 行による積極的な政 策 対

ハイイールド債 券の月間リターンは、過 去 10 年 間で

た。JP モルガンによると、
6 月単体で見ると、スプレッド
インフレ率の上昇と迫りくる景気後 退という2 つの脅

転 換 社 債は 8 ヶ月連 続で下 落しました。転 換 社 債

2022 年第 3 四半期に入り、米国ハイイールド債券市

続き、
リスク資産の市場全体のボラティリティが高まっ
大きく好転することを示唆する材料はほとんど見られ
引き続き確信を持っているものの、欧 州の地 政学面

は引き続き下落しており、債券 価 格は 既に低い水準

にあります。そのため、
6 月のグローバル転換 社 債の

パフォーマンスは、
リスクオフの月にお ける株 式 の

リターンよりも社債のリターンに近いものとなりました。

Refinitiv Global Convertibles Focus Index は、
MSCI のグローバル株式インデックスおよびブルーム

バーグのグローバル・クレジット・インデックス以 上に
下落しました 7。

バンクローン市場の 6 月のリターンもマイナスとなりま

したが、
他の資産クラスよりは相対的に良いリターンと
なりました 8 。

証券化商品

景気後 退への懸念から、証券化商品のクレジット・ス

多くの証券 化セクターのクレジット・スプレッドは、パン

プレッドはすべての住宅ローン、証券 化商品でさらに

デミックの最 盛 期の水 準に戻りましたが、
クレジット

規のローン組 成が鈍 化しているため、供 給も先 細り

レッドの拡 大の主な背景は、
クレジット・ファンダメン

ます。エージェンシー MBS のスプレッドは 6 月にさら

的な発 行 額と金 利上昇に伴う需要の低 迷という需

拡 大し、需要は総じて低調なものとなっています。新

しているほか、
セカンダリー取引も動きが鈍 化してい

に拡大し、2022 年は 6 ヶ月中 5 ヶ月で拡大しました。
米 国のノン・エージェンシー RMBS 、
CMBS 、ABS の

スプレッドはいずれも 6 月に再び大幅に拡大しました
が、
クレジット・
ファンダメンタルズは総じて健全な状態

を維持しています。欧州の証券化市場のスプレッドも

の状 況 は足 元では 大 幅に改 善されています。スプ

タルズに対する懸 念というよりも、第 1 四半 期の記 録

給関係によるものであると考えています。証券化クレ

ジット関しては、引き続き良 好な見 通しを持っており、

経 済 が 低 迷すれ ば、
今 後 数年 間はセクター配 分と

銘柄選択が重要になるでしょう。

拡大しましたが、
住宅市場は引き続き堅調です 9 。

5

出所：ブルームバーグ・インデックス

（Bloomberg U.S Corporate Index、

Bloomberg European Aggregate
Corporate Index）、2022年6月30日時点。

6

7

出所：Bloomberg U.S. Corporate High Yield
Index、2022年 6月30日時点。

出所：Refinitiv Global Convertibles Focus

Index、2022年 6月30日時点。

8

出所：S&P/LSTA Leveraged Loan

9

出所：ブルームバーグ、2022年 6月30日時点。

Index、2022年 6月30日時点。

上記は 2022 年 7 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 6 月末時点です。
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