グローバル債券市場レポート

金利における小さな一歩、
金融政策における大きな前進
債券｜グローバル債券運用部門｜マクロ・インサイト｜ 2022 年 4 月

3 月 は、再 び 市 場 にとって 難しい月と
なり、2022 年 1 – 3 月期は 1980 年代 以

降で最悪レベルの四半期となりました。
ロシアがウクライナに侵 攻した際に示
した国 債の「安 全資 産」としてのステー
タスは、
一時的なものとなり、
国債は 3 月
に大きな下落を見せました。実際、戦争
やロシアに対する制 裁 がインフレ、スタ
グフレーションを引き起こすことを市 場
が理解するのに、
それほど時間はかかり
ませんでした。
この新たなショックは、サプライチェーンの混乱による

世界経済の過熱により、すでに上昇しているインフレ
状態をさらに悪化させるため、経済成長へのマイナ
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3 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。

済に対して否定的な意味合いを持つにもかかわらず、

上記は 2022 年 4 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 3 月末時点です。
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米ドルは方向感の乏しい展開となりました。欧州の通貨は小幅に

下落しました。また、日本銀行（BoJ）が他の中央銀行に追随するよう
な金融引き締めをする意思がないことを明らかにした結果、日本円は

続き堅調に推移しました。金融市場の流動性の低下は著しく、頻繁

に日次での大きな価格変動をもたらしました。

大きく下落しました。 新興国通貨はラテンアメリカが牽引し、引き
図表 2
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主要市場の金利水準および対 10 年債スプレッド

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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注記：変化率がプラスの場合、米ドルに対して通貨が上昇していることを意味
します。出所：ブルームバーグ 2022年3月31日時点
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上記は 2022 年 4 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 3 月末時点です。
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金利における小さな一歩、金融政策における大きな前進

債券市場アウトルック
ロシアのウクライナ侵攻は、世界経済における不均衡をさらに拡大し

とも 2024 年になると見ています。これはかなり先の話であり、今年

はないものの）成長率の低下を通じて現れると思われます。インフレ

インフレが抑制される程度に景気を減速させると見ており、1994 年

ました。その影響は、インフレ・サイクルの長期化と激化、
（景気後退

率は 2023 年までの間に予想されていた水準にまで既に上昇しまし

た。コモディティ価格と食品価格はさらに上昇し、足元のインフレを

の利上げサイクルでは、米国や世界経済を不況に陥れることなく、

の利上げサイクルのようなものだと解釈しています。世界経済は

非常に高い水準から減速していることを念頭に置く必要があります。

巡る問題を悪化させる可能性が高いため、中央銀行はタカ派的な政

とはいえ、地域によっては問題が起こるところもあるでしょう。欧州と

目すべきです。 経済が好調なうちに金融引き締め策を実施し、信頼

も成長を牽引し続けるでしょう。

策と行動を継続することになるでしょう。この点に関して、FRB に注

に足るインフレ対応へのコミットメントを示すため、年内に 250bps の

利上げを行う可能性が非常に高いでしょう。特に新型コロナウイルス
関連で実施した財政政策などを考えると、政策があまりにも長く、緩
和的であったことに疑いの余地はなく、FRB は「追いつき」、できるだ

け早く政策を中立に近づける必要があります。50bps の利上げを連

続で複数回で実施し、バランスシートを予想以上に早く縮小する必要

さえあるかもしれません。今のところ、市場はこれをうまく受け止め

ており、クレジット・スプレッドの拡大は比較的小規模で、ドル高も小

幅なものにとどまっています。しかし、インフレ率が十分に低下しな

い場合（まだわからないものの、現時点における FRB による年末のイ

ンフレ予想ほどではないでしょう）、来年に予想以上の追加の金融引

き締め策を実施し、政策金利のターミナル・レート（最終到達点）が
かなり高くなることが予想されます。この場合、2023 年に景気後退

が起こる可能性が高まり、クレジット資産のパフォーマンスの足を引っ
張るでしょう。

FRB のタカ派的な姿勢は、世界中に影響を及 ぼしています。実際、

新興国の中央銀行は 1 年以上にわたってインフレと戦ってきました。
東欧では、ECB のタカ派的な発言を受けて、ここ数週間で利上げを

加速させてきました。中国と日本は例外であるものの、世界的な政

策の均一化と頑強なインフレが、世界的に利回りを上昇させるでしょ

う。オーストラリアなど、中央銀行が利上げを控えている国でさえ、
長期債の利回りが急上昇しています。数ヵ月の間には明確にならな

いものの、インフレがピークに達する（あるいは景気後退が予想され

る）までは、利回りは引き続き上昇圧力にさらされるでしょう。

中央銀行がこれほどタカ派的でいられる理由としては、成長が堅調で

あることが挙げられます。インフレは家計や企業にとっては税金のよ

うになっており、利回りは上昇しているものの、労働市場や企業の収
益性が消費を強く下支えしています。そのため、現在の利回りの水準

と見通しを考慮すると、今年も来年も景気後退が起こることを見込ん

でいません。私たちの分析では、景気後退が起こるのはどんなに早く

中国、アセアンは景気が低迷する可能性が高いでしょう。米国は今後

その結果、企業によって収益性に乖離が生まれる可能性が高いでしょ

う。エネルギー、コモディティ、防衛の各セクターは恩恵を受けると
思われます。ヘルスケアと通信セクターは影響が小さく、公益事業に

ついては、規制やコモディティのエクスポージャー次第だと思われま

す。資本財、消費セクターはマイナスの影響を受けると思われるもの
の、少なくとも危機の前には強い需要が見られました。しかし、欧州

企業がよりマイナスの影響を大きく受けることは否定できません。と
はいえ、スプレッドは年初より拡大し、欧州社債のパフォーマンスは著

しく悪化しています。

クレジット・ファンダメンタルズは様々です。クレジットの質はまちま

ちで、収益はピークに達した可能性が高く、レバレッジと利益率は横

ばいです。しかし、バランスシート、流動性、債務返済能力は極めて

高い水準を維持しています。また、デフォルト率は落ち着いた水準が

続き、格下げよりも格上げの方が多い状態が継続すると見ています。

したがって、企業の信用力は依然として健全であると見ており、下落

局面ではポジションの追加を検討するでしょう。とはいえ、中央銀行

が今後 18 ヵ月にわたってインフレを抑制しようと取り組むため、経済

成長は鈍化し、その環境下で成長し続けられる企業を選別することが

重要になるでしょう。アクティブ運用がパフォーマンス向上の鍵になる

と思われます。投資適格債券よりも小幅にハイイールド債券を選好し

ているものの、これは個別要因やセクター要因によるものです。新興

国債券が足元でアウトパフォームしました。これは、新興国債券のパ

フォーマンスが過去 12 ヵ月の大半の期間でアンダーパフォームしてい
たことに加え、地域格差が大きく、（インフレ・サイクルが多少長期化

しても）中南米が戦争から経済的恩恵を得ていること、ブラジルや南
アフリカのようなコモディティの輸出国が利益を得ていることが要因

です。この傾向は今後も継続すると思われます。市場は国やクレジッ

トによる違いを重視すると見ており、投資価値を見出すには国レベル
の分析が不可欠になるでしょう。

上記は 2022 年 4 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 3 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

3 月は、中央銀行の政策に対する期待が変わり、先進

ルギー価格を脅かす戦争が長引いています。また、

2 年物ドイツ国債の利回りがプラスとなり、米国債
市場で 2 年と 10 年、5 年と 30 年の金利が逆転しま

ロックダウンが実施されており、サプライチェーンの

ンの 金 利 が 歴 史 的 に上 昇し、2014 年 以 降 初 めて
した。ウクライナ戦争を背景としたエネルギー価格

の上昇により、インフレ率は高止まりし、インフレ率

時点では、中央銀行がインフレに直接対抗するため

の手段は、比較的制限されています。しかし、ウクラ

型コロナウイルスの感染再拡大などが起きているに

時点における予測よりも慎重な対応を迫られる可能

期待を織り込み始めることになれば、中央銀行は現
性があります。為替相場の方向性については、確信

レ圧力に真剣に取り組み、必要な措置を取る用意が

が持てない状況です。

3 月の新興国債券インデックスは、ロシアのウクライナ

バリュエーションが投資家にとってのリスクを補って

事会
（FRB）
のタカ派姿勢強化の織り込みなどを受け、

ては楽観的な見方をしています。ロシアとウクライ

イナの紛争によるコモディティ価 格上昇の影 響によ

くでしょう。ファンダメンタルズはまちまちで、FRB に

継 続しています。新興国の中央 銀 行は、従 来 通りの

やや積極的にそのことを織り込んでいるようです。成

あることを示しました 1。

侵攻、
中国の不動産市場の下落、米連邦準備制度理

全面的に売られる展開となりました。ロシアとウクラ

り、ほとんどの新興国ではインフレ圧力が高い状況が

金融政策で対応し続けています。米ドル建ての社債 2、
現地通貨建てのソブリン債 3、米ドル建てのソブリン債 4

のリターンはマイナスになりました。

2

分断が継続もしくは悪化する可能性があります。現

イナ戦争が激化する、もしくは市場が景気後退への

もかかわらず、依然として大きく立ちはだかるインフ

1

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて中国で

は予想以上に上昇しました。中央銀行の政策が再び
主要なテーマとなりました。中央銀行は、戦争や新

新興国市場

インフレは予想以上に高い状態が続くでしょう。エネ

国国債の利回りが大きく上昇しました。短期ゾー

出所：ブルームバーグ、2022 年 3月31日時点。
出所：J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified

Index、2022年 3月31日時点。

3

余りあるほどの水準にあるため、新興国債券につい

ナの戦争は、今後もヘッドラインを占め、しばらく続

よる金融引き締めが懸念材料であるものの、市場は
長とインフレの動向は引き続き重要です。市場は国

やクレジットによる違いを重視すると見ており、投資

価値を見出すには国レベルの分析が不可欠になるで

しょう。

出所：JPM EMBI Global Diversified Index、
2022年 3月31日時点。

 出所：J.P. Morgan GBI-EM Global
Diversified Index、2022年 3月31日時点。
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上記は 2022 年 4 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 3 月末時点です。
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金利における小さな一歩、金融政策における大きな前進

当月のレビュー

クレジット市場

アウトルック

2 月の不安定な状況から一転、3 月は市場のボラティ

リティが落ち着き、
クレジット・スプレッドが縮 小しまし

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。市場はテクニカルな需要に下支え

た。3 月を通じて、
市場では、影響を受けた地域以外

られており、バリュエーションは最 近の水準と比 較し

まりました。セクターや企業関連のニュースは、
サプラ

ナの戦争が地 域外にまで波 及していないため、
世界

の市場にもシステミックな影響が及ぶとの見通しが弱

イチェーンにおけるコスト上昇の影響に関する憶測な

て魅 力的な水 準にあります。また、ロシアとウクライ
のデフォルト率が低く抑えられるとの予想もあります。

どにとどまりました 。

これは、新 規発 行の増加見 込みや金融引き締めに

なりましたが、月後半は堅調に推移しました。その間、

を示唆していることとバランスが取れています。

5

ハイイールド債 券市 場は、3 月前半に軟 調な展 開と
利回りは上昇し、
スプレッドは縮小しました。また、短

よりイールドカーブがタイト化し、潜 在的な景 気後 退

期間ではあるものの、同資産クラスに資金流入が見

られましたが、
これは足元の環境では極めて稀なこと
でした 6 。

グローバル転 換 社 債は、金 利上昇を受けた債券市

場におけるネガティブなセンチメント、ロシア・ウクラ

イナ紛 争 の 沈 静 化 期 待 による株 式 市 場 のセンチ

メント改善との間でバランスを取っています。2022 年

1 – 3 月期の新規発行 額は、株式市場の低迷等を背
景に、2009 年 1 – 3 月期を下回る水準の史上 2 番目

に低い水準となりました 7。

バンクローン

バンクローン
（変 動金 利ローン）市場は、債券市場の

他の市場と比 較して、落ち着いた動きを見せました。

あるため、
ローン市場が好調な 1 年になるという見通

ローン市 場のテクニカル面は、比 較 的バランスが 取

しを維持しています。また、
クレジット環 境は引き続き

市場が健全であることを示しています 8 。

性 が 和らぐには 時 間 がかかるでしょう。これまでの

れていました。ファンダメンタルズは、当月もクレジット

証券化商品

歴史的に金 利上昇はバンクローンにとって好材料で

エージェンシー MBS は 3 月もアンダーパフォームしま

した。市 場は量的 緩 和の終了と量的引き締めの開

始を予想しているため、
スプレッドは現在、
コロナ前の
水 準よりも大 幅に拡 大しましたが、FRB が買い入れ

の縮小を続けているため、エージェンシー MBS のス

プレッドはさらに拡大する可能性があります。インフレ、
中央銀行の政策、地政学的事象に対する懸念から、

魅力的な状 況にあります。他の危機と同様、
不確実

ところ、
バンクローンは耐性を示しております。

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

タルズという独特な組み合わせを有していると考えて
います。証券化クレジットに関しては、
引き続き良好な

見通しを持っており、
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。

ほ ぼすべてのリスク資 産 が 割 安となり、3 月の米 国

ノン・エージェンシー RMBS スプレッドは、
すべての
住宅セクターで大幅に拡大しました。米国 ABS のスプ

レッドも 3 月に拡 大したものの、
ファンダメンタルズは
堅調に推移しています 9 。

5
6

出所：ブルームバーグ 2022 年 3月31日時点。

出所：Bloomberg U.S. Corporate High Yield

Index、2022年 3月31日時点。

7

出所：Refinitiv Global Convertibles Focus
Index、2022年 3月31日時点。

8

9

出所：S&P/LSTA Leveraged Loan Index、
2022年 3月31日時点。
出所：ブルームバーグ、2022 年 3月31日時点。

上記は 2022 年 4 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 3 月末時点です。
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