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  クレジット・ストラテジスト

米国債市場では、1 月～4 月期に、1788 年以降で最

も大きな調整が見られました。その上、クレジット・スプ

レッドも拡大しました。債券市場におけるリプライシン

グ（価格水準の調整）の動きは、あらゆる評価基準に

おいて非常に大きなものでした。世界情勢には厳しさ

がにじみ、弱気相場入りも容易に想定されます。その

一方で、パニックやボラティリティが投資機会に結び付

くこともあります。既に投資機会が生じるようになった

市場も散見されます。足元の水準で投資適格債市場

には割安感が存在するため、ボラティリティに耐えられ

る投資家、長期的な投資のホライズンに備えることが

できる投資家にとっては、購入を始めるタイミングかも

しれません。一方、ハイイールド債市場はその段階に

至っていませんが、同市場の中でも信用力の高い銘

柄は既に魅力的であると判断しています。信用力の低
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 インフレ圧力が高まる中で、経済成長に対するリスクも増大 

 年初来の調整を受けて、バリュエーションは大幅に改善  

 債務残高が過去最高の水準に達する中で、セーフティーネットは除

外された  
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い B 格～CCC 格の銘柄は依然として脆弱であるとみら

れ、景気後退入りの懸念が強まる中で、さらにアンダ

ーパフォームする可能性があります。  

 

足元の混乱に至った経緯を振り返ると、パンデミック

危機下においては、政策対応の効果は高い対処療法

であると考えられましたが、大規模な財政政策と金融

政策がセットで行われることによって、インフレという病

の重要な要因の 1つである「大盤振る舞い」の時代が、

さらに延長される結果となったのです。  

ファンダメンタルズ 

経済においては、過熱状態が続く分野も数多く存在

しますが、先行指標は景気後退入りのリスクを一段と

示すようになっています。消費者景況感指数、生産者

景況感指数、イールドカーブの逆イールド化、住宅取

得能力指数などは、軒並み状況の悪化を予兆してい

ます。インフレ高進への対応として、金融政策が積極

的に引き締められている現状を踏まえると、これは意

外なことではありません。 

中央銀行にとって、需給バランスを改善し

インフレ抑制を図るためには、金融環境をさ

らに引き締める以外の選択肢はありません 

現在、中央銀行にとって、需給バランスを改善しイン

フレ抑制を図るためには、金融環境をさらに引き締め

る以外の選択肢はありません。引き締め政策を終了

する前に、インフレが低下に向かう明確な証拠を確認

する必要があります。このため、インフレ局面が長引く

ほど、市場が被る痛みが強まることになります。インフ

レ圧力がわけもなく自然に消滅する可能性は低いよう

です。昨年、政策当局は「一過性（transitory）」という単

語を用いて、自然に消滅するシナリオを期待していま

したが、この単語もずいぶん前に否定されてしまいま

した。1955 年以降の歴史が参考になるのであれば、ラ

リー・サマーズ氏とアレックス・ドマッシュ氏が初めに想

定したように、インフレと労働市場が現在のように過熱

する状況において、FRB が金融政策を引き締めると、

確実に景気後退につながると結論付けざるをえません。  

  

インフレは欧米諸国においてはオーバーシュートし

ていますが、中国では概ね抑制された状態が続いて

います。米国の場合、インフレ高進を後押しした主要な

要因が、需給ギャップが既に解消された段階において

過剰な財政刺激策が実行されたことであることは、極

めて明白です。一方、欧州においても、過剰な財政支

出という側面が存在しますが、それに加えて、ロシア・

ウクライナの軍事衝突に起因する食品・エネルギー価

格ショックと、外国為替のチャネルを通じたインフレの

輸入という要因も存在します。 

  

米国では、インフレが実質所得に対して 1970年代以

降で最大の打撃を与えています。中国のマクロ情勢が

脆弱な状況において、急激な金融引き締めと相まって、

景気後退に陥る真のリスクが存在するとロベコでは考

えています。1970 年代の事例とは、他にも類似点が存

在します。当時の政策当局も、インフレは外的ショック

に端を発したものであり、一過性のものであると主張し

ていました。1つ 1つが一過性のショックであったにもか

かわらず、総合的に個人のインフレ期待を押し上げる

要因となり、インフレのダイナミクスを一段と定着させ、

賃金と物価の自己強化的な上昇スパイラルを招く結果

になりました。現時点でインフレが制御不能に陥る様

子は見受けられませんが、そのような種類のインフレ

は対応が極めて困難になりうるため、中央銀行は必死

に回避しようとしています。 

 

景気後退入りの確率が上昇しているというコンセン

サスが形成されつつある一方で、コモディティ価格に

は下落の兆しが確認されています。例えば木材価格

は3月初旬の半値以下となり、米国の住宅市場におい

て、30 年物住宅ローン金利が 3%から 6%へと 2 倍の

水準に上昇した影響が生じている様子を示しています。

また、他の複数のコモディティ、例えば原油でさえも、

上昇基調から外れるようになったとみられます。このこ

とは、市場が想定する金融引き締め政策が物価上昇

を抑制する十分な効果を発揮することを示す、好材料

として受け止められます。対照的に、賃金の上昇圧力

が高まり続けると同時に、インフレ期待も引き続き上昇

傾向にあります。 

  

企業の収益率は循環的に高い水準にありますが、

これは景気減速直前の現象として珍しいことではあり

ません。2020 年から 2021 年にかけては、供給の制約

と政策支援がマージンの拡大に寄与するなど、企業は

堅固な価格決定力を確保していました。主要な地域に

おいては、企業収益は 2019年を 20～40%上回る水準

に軒並み達しました。ポジティブに考えると、この先厳

しい環境に向かう前に、企業は基盤の強化に成功した
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と捉えられます。一方、ネガティブに考えると、事態は

これから悪くなる一方ということになります。企業の健

全性を判断する上で、金利感応度に注目することは重

要なポイントの 1つになります。金利感応度は、負債比

率と負債返済スケジュールの関数として決定されます。

バランスシート上で財務レバレッジが高く、変動金利型

の負債が大きい企業の方が、脆弱性が高いことは明

らかです。B 格～CCC 格の LBO（レバレッジド・バイアウ

ト）銘柄が典型的ですが、買収に際しては、レバレッジ

ド・ローン市場が利用されてきました。この指標におい

ては、投資適格企業の方が健全性は高いと見られま

す。多くの場合、負債が低金利で長期間固定化されて

いるからですが、投資適格のユニバースの中でも、脆

弱性の高い不動産や小売り関連の企業など、例外は

存在します。  

  

ガスの供給が逼迫していることや、交易条件ショック

を受けて電気やガスのユーロ換算価格が非常に高い

水準に押し上げられていることを踏まえると、欧州の

方が状況は厳しいようです。プーチン大統領は欧州各

国に圧力をかけるために、ガス市場を利用しているこ

とは明らかです。ロシアが供給量を削減するたびに、

市場価格は反応します。その結果、欧州各国のロシア

に対する支払いが増える一方で、ガスの供給量は減

少します。痛みを被るのはイタリアとドイツを中心とす

る欧州企業であり、競争力は悪化します。ロシアへの

依存度を引き下げることが絶対的に重要であり、また、

代替資源や再生可能エネルギーへの投資を加速させ

る必要もあります。エネルギー危機は欧州諸国にとっ

てマイナス要因ですが、同時に、ECBが FRBのように積

極的に利上げを行う動きが抑制されることにもつなが

ります。  

 

ロベコは欧州の銀行をオーバーウェイトとしていま

す。（2007～2009 年の）世界金融危機が脳裏に焼き

付いているお客様も多いため、同セクターについてコメ

ントしておくべきでしょう。パンデミック危機の下で、公

的保証付き融資という形で、大量の中小企業の信用リ

スクが銀行のバランスシートから政府系機関に移転さ

れました。主に南欧諸国で多く見られ、イタリアでは残

高が GDP の 10%を上回る水準に達しています。このた

め、デフォルト率が上昇した場合でも、損失の一部は

政府が負担することから、銀行は部分的に保護されて

いることになります。銀行が難局を乗り切る上で、自己

資本の健全性と、信用損失が過去の景気悪化時を下

回るという見通しが、プラスに作用するであろうと判断

しています。次の景気後退局面において、銀行がスト

レスの震源地になることはないという安心感が存在し

ます。 

銀行が難局を乗り切る上で、自

己資本の健全性と、信用損失が

過去の景気悪化時を下回るという

見通しが、プラスに作用するでし

ょう 

中国の経済情勢は米欧とは異なります。インフレが

比較的抑制されているため、「ゼロコロナ政策」や現在

も続く不動産セクターの苦境に伴う痛みを和らげるた

めに、中国政府は追加的な財政刺激策を講じることも

可能です。中国において与信推進力（クレジットインパ

ルス）がプラスに転じたことは、先行きの状況改善を示

唆する初期のシグナルであるとも考えられます。  

バリュエーション 

今年に入って、米国債は 1788 年以降で最悪の下げ

を記録しています。加えて、クレジット・スプレッドは拡

大しています。足元の金融引き締め局面においては、

国債とクレジット資産の間に正の相関が明確に確認さ

れるため、分散投資のメリットが失われています。どの

程度の金融引き締めが必要になるかがはっきりしない

ため、金利のボラティリティは上昇基調にあり、スプレ

ッド拡大の要因になっています。  

 

クレジット市場では、あらゆるセグメントのスプレッド

が、明らかに中央値の水準を上回っています。ユーロ

建ての投資適格債とハイイールド債に関しては、第 1

四分位に達しています。全面的な景気後退シナリオに

おいては、スプレッドはさらに拡大するでしょうか。その

可能性はあるとみています。それでは、最もワイドな水

準に達するまで、全面的にアンダーウェイトとすべきで

しょうか。それは賢明な選択とは言えません。景気後

退入りのリスクが高いことは認識していますが、そのシ

ナリオ通りとなる確率が 100%ということはありません。

市場において、リプライシングが急速に進んでいること

を踏まえ、現時点で一部のクレジットを買い始めるの

が賢明と言えるでしょう。  
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投資適格債については、ポートフォリオのベータが 1

を若干上回っても問題ない水準に達しています。なか

でも、ユーロ建ての投資適格債には、ドイツ国債対比

で割安感がありますが、スワップ・スプレッドの拡大に

よるところが大きいと言えます。スワップ・スプレッドと

クレジット・スプレッドを別々に管理することのできる洗

練度の高い投資家は、金利スワップか SSA（ソブリン、

国際機関、政府機関）債のポジションを通じて、スワッ

プ・スプレッド部分のエクスポージャーを優先すべきで

しょう。  

 

ハイイールド債と新興国債券のポートフォリオにお

いても、ベータのアンダーウェイト幅を縮小しています

が、全てのポートフォリオにおいてプラスにしているわ

けではありません。特に「幻の利回り」を多く含むベン

チマーク対比で運用するポートフォリオについては、ベ

ータを 1 以上に引き上げるのは容易なことではありま

せん（「幻の利回り」とは、ディストレスト企業について

観察される利回りと定義されます。デフォルトの危機に

瀕しているため、真のクレジット・インカムが実現する

可能性は極めて低く、中国の不動産企業や米国の一

部の CCC格の企業がこれに該当します）。  

 

ハイイールド債については、投資適格債よりも慎重

な見方をしています。歴史的な基準で見ると、現在の

ハイイールド債と投資適格債のスプレッド比率はタイト

であり、リスク調整後ベースでハイイールド債がアンダ

ーパフォームする余地が残されます。とりわけ、信用

力の低いセグメントが脆弱であるとみています。このセ

グメントでは、景気後退局面において、銘柄固有のリ

スクが高まり、ボラティリティが拡大する見通しですが、

そのリスクは十分に織り込まれていません。通常の景

気後退局面において、デフォルト率が年率 10%に達す

ることは珍しくありません。ここでは、デフォルト率が遅

行指標であることを強調したいと思います。したがって、

デフォルトが顕在化し始めた段階では、既に市場をオ

ーバーウェイトしているべきなのです。 

 

市場のサイクル |  マーケット・セグメントに対する我々

の見解のマッピング 
 

 
出所：ロベコ、2022年 6月 

テクニカル 

年初来、中央銀行の政策が資産価格の主要な決定

要因となっていることは明らかです。物価を安定させ、

（オーバーシュートしてデフレを引き起こさない範囲で）

インフレ率を政策目標まで引き下げるために、金融政

策をどの程度引き締めるべきかについては、大きな不

確実性が存在しています。債券市場では、この不確実

性を背景にボラティリティが大幅に上昇し、リスク・プレ

ミアム、すなわちクレジット・スプレッドの拡大につなが

っています。 

  

市場参加者は、量的緩和（QE）政策の実施を見越し

て下落局面で買いを入れることが賢明であった、過去

10 年間の行動パターンを払拭しなければなりません。

「FRB プット（悪材料が出ても FRB が緩和姿勢で相場を

支える状況）」が消滅し、欧州でも「社債買い入れプロ

グラム（CSPP）」が終了したことを踏まえると、それはも

はや賢明な戦略とは言えません。とは言え例外も存在

します。ECBはユーロ圏における分断（fragmentation）リ

スクに対する懸念と対応へのコミットを表明しており、

市場の分断化を防止する新しいツールの策定を進め

ています。コア国と周縁国の国債利回りの格差が ECB

にとって許容できない水準を超えた場合に介入を可能

とするような制度が、整備される公算が大きいようです。

したがって、欧州のソブリン・リスクを対象とする、ECB

の「プット」が新たに誕生することも考えられます。  
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四半期アウトルックのセッションに参加されたゲスト

の 1名は、ECBは次のステップとして、クレジット・スプレ

ッドに上限を設定するような新しいツールを用意する

可能性があると指摘しました。ロベコでは、その確率が

高いとはみていませんが、仮に実現した場合、欧州ク

レジットにとっては強力な支援材料になるでしょう。現

時点では、ECB が社債買い入れを終了したことが、欧

州の投資適格債の低調なパフォーマンスの一因となっ

ています。 

市場は脆弱な状況にあります。先進国市

場では債務残高が過去最高の水準に達し、

中央銀行のサポートがもはや期待できなくな

るなど、金融システムには安定性のリスクが

存在します 

年初来の調整は、流動性が極めて乏しかった 2020

年 3月や 2008年 9月の状況を連想させるものでした。

また、投資銀行のバランスシートが世界金融危機前と

同じではないことを、再確認するきっかけにもなりまし

た。金融規制の強化、リスク管理の厳格化、現物有価

証券保有の意欲低下といった要因によって、投資銀行

は市場が急変した際のショック・アブソーバーとして機

能しなくなりました。このため市場では、誰もが出口を

求める状況において、流動性が急激に悪化することに

なりました。このような市場環境において、逆張り的な

スタンスを取ることの重要性が改めて浮き彫りになりま

した。他の誰もが同じ方向を向いているタイミングでは、

出口を急ぐべきではありません。市場は脆弱な状況に

あります。先進国市場では債務残高が過去最高の水

準に達し、中央銀行のサポートがもはや期待できなく

なるなど、金融システムには安定性のリスクが存在し

ます。  

 

ミューチュアルファンドの資金フローは流出超過とな

っていますが、ほとんどの場合、リターンを追随する傾

向が見られることから、これは意外なことではありませ

ん。したがって、先行指標として捉えるべきではありま

せん。発行市場の動きも低調ですが、これにも同じこと

が言えるため、前向きな兆しとして考えるべきではあり

ません。供給の減少は、単にクレジットに対する需要

の低下を反映するものです。  

 

ここで導かれる唯一の結論は、中央銀行が金融環

境を急速に引き締める中で、テクニカルは引き続き脆

弱であるということです。この状況が変わるのは、イン

フレ圧力に緩和の兆しが確認された場合に限られるで

しょう。  

結論 

総じて言えば、足元のバリュエーションは、クレジット

市場に対していくぶん前向きなスタンスで臨むべきこと

を示唆していますが、その一方で、ファンダメンタルズ

とテクニカルは依然として脆弱な状態です。市場は QE

の期間中に、FRB と戦うべきではないことを学習しまし

たが、今回の引き締め局面においても、同じことが言

えます。インフレとの戦いに取り組む FRB は、副次的な

ダメージとして市場環境の悪化を受け入れようとして

います。スプレッドが一段と拡大する展開も十分想定

されることから、悪化した段階でベータをさらに引き上

げることを検討する方針です。景気後退入りのリスク

が高まる中で、市場もそのシナリオに向けて変動して

います。とは言え、現時点では、パニック売りや正当化

されないほどの下落という段階には至っていません。

そのような機会が向こう 3～6カ月の間に生じることも、

十分考えられます。  

ポジショニング 

ロベコは前四半期の段階で、投資適格債とハイイー

ルド債のポートフォリオにおいてリスクをいくぶん積み

増しています。投資適格債については、過去データに

基づくと、スプレッドは魅力的なリターンが期待される

水準に達したとみています。だからといって、スプレッド

がさらに拡大する可能性がないわけではありませんが、

アップサイドとダウンサイドのバランスが改善したこと

から、先進国の投資適格債に関しては、少なくとも中

立的なポジショニングは正当化されるだろうと考えてい

ます。  
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 建設的 中立 慎重 

ファンダメンタルズ    
バリュエーション    

テクニカルズ    
投資適格債           

ハイイールド債    
金融債    

非金融債    

エマージング債    
出所：ロベコ、2022年 6月 

 

 

ハイイールド債市場と新興国債券市場では、景気後

退局面において弱含むとみられるセグメントが増加し

ています。そのようなセグメントのスプレッドは、この先

6～12 カ月の間に想定されるデフォルト率の上昇を織

り込む形で、さらに拡大すると予想しています。 

 

エマージング・ポートフォリオにおいては、相対的に

魅力ある水準で取引される先進国市場の投資適格債

の取引を通じて、ベータを引き上げる機会が見受けら

れます。中核的な新興国市場のクレジットについては、

アンダーウェイトを据え置きます。  

 

ハイイールド債のポートフォリオにおいては、質の高

い個別銘柄の選定にフォーカスすることによって、サイ

クルを通して市場全体をアウトパフォームできることを

証明してきました。このスタンスを維持しつつ、好機が

到来した段階で、デリバティブ取引を通じてベータを引

き上げる方針です。現時点では、ハイイールド債ポート

フォリオのベータは 1をわずかに下回っています。  

 

一方、欧州の銀行セクターに関しては、今回のサイ

クルでは弱気相場の震源地になる可能性が低いと考

えられることから、オーバーウェイトを据え置きます。

欧州の銀行は、パンデミック危機下で設定された中小

企業向けの公的保証付き融資プログラムによって、あ

る程度保護されています。 
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