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  クレジット・ストラテジスト      

ロベコのグローバル・マクロ・チームが 9 月に公表し

た四半期アウトルック「ツイン・ピークス」の中で説明し

たように、最終的に景気後退につながる利上げサイク

ルにおいて、一般に金利はクレジット・スプレッドよりも

先にピークに達します。子細に見ると、金利は通常、

FRB による最後から 2 番目の利上げのタイミング近辺

でピークに達します。現在は 2 つのピークの間に位置

すると、ロベコは考えます。インフレ圧力が弱まる中で、

金利は低下に転じるようになり、一部の市場ではピー

クアウトした可能性があります。クレジット・スプレッドに

ついても、10 月半ば以降は大幅にラリーしていますが、

企業財務に打撃を与えるような景気後退のシナリオが、

市場において想定されるようになると、再び拡大に向

かうと見られます。  
 

景気後退入りの確率が上昇して、コンセンサスの一

部を形成するようになる過程で、市場では銘柄間のば

らつきが拡大する見通しです。相対的に質が高い銘柄

は、金利の低下と質への逃避の動きの恩恵を受ける

2023 年 1-3 月期                     
クレジット四半期アウトルック 

 

金利上昇懸念から格下げ懸念へ 

  

 

 市場の注目はインフレから経済成長にシフトする見通し 

 スプレッドはピークに達していない（ユーロのスワップ・スプレッドを除く） 

 銘柄間のばらつき拡大見込みから質の高い銘柄をオーバーウェイト 

 
 

https://www.robeco.com/jp/insights/2022/09/fixed-income-outlook-twin-peaks.html
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可能性があるのに対して、相対的に質が低い銘柄の

デフォルト率は上昇する公算が大きいようです。景気

後退シナリオが完全に織り込まれ、スプレッドがピーク

に達した段階で、ハイイールド債を含めてアウトライト

でオーバーウェイトとするタイミングが到来します。そ

のタイミングは、デフォルト率のピークよりもかなり早い

段階になることが一般的です。  
 
欧州では国債の供給が増加する結果、ユーロのスワ

ップ・スプレッドはさらに縮小すると予想しています。ユ

ーロの投資適格債については、クレジット・スプレッド

全体に占めるスワップ・スプレッドの比重が大きいこと

から、緩やかなオーバーウェイトとすることに問題はな

いと見ています。その一方で、サイクルの進行状況を

踏まえ、タイトな水準で取引されている市場に対しては、

より慎重に構えています。  
 

ファンダメンタルズ 

前回、先進諸国がインフレ対策に取り組んでいた際

には、ロベコがカバーする市場の大部分は、現在のよ

うな形では存在していませんでした。投機的階級として

発行された資産を取引する市場は存在せず、投資適

格階級の企業も資金調達の大部分を銀行に依存して

いました。とはいえ、先行きに関する手がかりを得るた

めに過去のサイクルに注目することは、有意義なこと

でしょう。  
 
ロベコは基本シナリオとして、米国と欧州は 2023 年

に景気後退を経験すると予想しています。両地域は同

じ年に景気後退局面を迎え、互いに影響を及ぼし合う

と見ていますが、根本的な原因は異なる見通しです。

米国では、典型的な好不況サイクルが実現する可能

性が高いのに対して、欧州では、エネルギー供給ショ

ックが景気後退の主因になると見られます。  

「米国では、典型的な好不況サイクルが実現

する可能性が高いのに対して、欧州では、エ

ネルギー供給ショックが景気後退の主因にな

ると見られます」 

景気後退が迫りつつあることを示唆するシグナルが、

複数存在しています。現在は、過去 40年間で最も厳し

い利上げサイクルの真っただ中にありますが、中央銀

行の利上げサイクルは、ほとんどの場合、景気後退に

つながることが確認されています。また、3 カ月/10 年

のカーブが逆イールドの状態で固定化されていること

も、先行きを占う有力な指標となっています。加えて、

消費者や生産者の景況感を反映する指標を中心に、

いくつかの先行指標には悪化傾向が明確に見受けら

れます。さらに、ロベコのボトムアップのセクター・アナ

リストも、以下の点を指摘するなど、景気後退が近いこ

とを注意喚起しています。    
 

• 米国の住宅建設業界ではキャンセル率が注文リス

トの 30%に上昇  

• 半導体業界では業績が低迷  

• サブプライム・オートローンの返済延滞の増加  
 
しかし、その一方で、業績が堅調なセクターも依然と

して存在しています。余暇関連を中心とするサービス

業は引き続き、コロナ後の需要回復の恩恵を享受して

います。また、サプライチェーンの制約が緩和される中

で、自動車・トラック業界は健全な受注残の消化を進

めています。これまでのところ、業績の伸びは底堅さを

維持していますが、新規受注が低調であることには留

意が必要です。 
 
大方の業種において、固定投資にそれほど過熱感

が見られないことが、足元のサイクルの好ましい特徴

と考えられます。その結果、欧米諸国のほとんどのセ

クターにおいては、設備投資を大幅に減らす必要は生

じない見通しであり、過剰設備に陥るリスクは限定的と

なっています。このため、景気後退の主因は、設備投

資の削減ではなく個人消費の減少になると予想してい

ます。  
 
債務残高の大きい企業にとっては、高インフレの環

境は好ましいという議論を耳にすることがあります。イ

ンフレが実質債務の水準を押し下げるという意味で、

部分的には的を射た議論といえるものの、クレジット投

資家は高水準のインフレに過剰な安心感を求めるべ

きではありません。インフレ率が高い環境ではマクロ

経済のボラティリティも高まり、勝ち組と負け組に分か

れやすい環境となります。  
 
高水準のインフレがコモディティ関連企業に恩恵を

もたらすことは事実ですが、景気後退局面において、

投入コストの上昇分を消費者に転嫁できない企業も数

多く存在します。クレジットは非対称的な資産クラスで
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あり、クレジット市場では、負け組の損失が勝ち組の利

益を上回ることから、何よりも安定性が必要になります。  
 
FRB と ECB は、インフレ率が政策目標に達する見通

しを確認するまでの間、金融政策を引き締める方針を

掲げています。インフレの高進が一服したことは明る

いニュースであり、このことは、利上げサイクルの終わ

りが視野に入るようになったことを意味します。しかし、

だからといって、FRB の利下げが近づいているわけで

はありません。賃金の水準が、より正常でインフレ目

標と整合的な水準まで低下する兆候を確認するため

に、FRB は特に労働市場の動きを注視すると見られま

す。そのような状況になるには、失業率の上昇が前提

条件であり、ひいては景気後退入りが避けられないと

も考えられます。  
 
中国経済は異なる段階にあります。先般、「ゼロコロ

ナ」政策に終止符が打たれました。直感に反すること

ですが、規制の緩和を受けてウィルスが急速に広がり、

消費者が自ら移動を控える結果、経済活動が短期的

に停滞する可能性があります。もっとも、この先数カ月

以内には、中国経済は回復する見通しです。  
 
世界経済が景気後退に陥るのを食い止める機関車

としての役割を、中国は取り戻すことができるのでしょ

うか。ロベコは懐疑的に見ています。端的に言って、中

国のフィスカルインパルスは力強さを欠いています。ま

た、財政状況を見る限り、過去に景気刺激策が求めら

れたタイミングで行ったような形で、財政支出を増やす

ことは容易でありません。  
 
また、中国において経済活動が再開することの影響

は、他の地域、とりわけ欧州にとっては、必ずしも明確

ではありません。かつての世界経済の成長エンジンの

復活はプラス要因になりえますが、コモディティに対す

る需要が強まり、インフレ圧力が強まることも考えられ

ます。特に欧州諸国にとっては、LNG の獲得競争が問

題になる可能性があります。 
 
投資家の立場としては、基本シナリオを想定するだ

けでなく、市場の変動要因であるテール（確率分布の

両端）イベントの発生確率にも注目するべきでしょう。

スプレッドがタイトな局面では、潜在的にネガティブな

テールリスクを見極める作業が中心となりますが、ス

プレッドがワイドな局面では、反対の作業を行う必要

があります。ロベコでは基本シナリオとして、景気後退

入りを予想しています。発生確率は低いながらも、発

生した場合にスプレッドの縮小要因となりうるイベント

として、以下が挙げられます。 
 

• ウクライナにおける戦争の早期終結（およびロシ

ア・欧州間の経済関係の正常化） 

• 予想より円滑な形での中国経済の新型コロナウィ

ルスからの脱却 

• 景気後退入りの回避とインフレ率低下の両立 
 
結論として、ファンダメンタルズについて前向きにな

る理由は、現時点では見当たりません。  
 

バリュエーション 

まず、明るい材料に注目すると、年初来、国債とクレ

ジットが同時に売られたことを受けて、オールインの名

目利回りは大幅に改善しています。債券市場では、利

回り水準が極めて低い状況、さらにはマイナス利回り

の状況が長年続きましたが、インカム重視型の投資家

にとって、潤沢な投資機会を見出すことが可能になり

ました。  
 
「TINA（他に選択肢はない：There is no alternative）」の

時代が終わったことは明らかです。足元で、米財務省

短期証券（T ビル）の利回りでさえも 4%に達するように

なりました。これは、1 年前までは、ハイイールド市場以

外では見当たらなかった水準になります。ロベコでは

クレジットの相対的な魅力を判断する際に、オールイ

ン利回りよりもオプション調整後スプレッド（OAS）に注

目していますが、OAS も拡大しました。もっとも、ほとん

どの市場においては、10 月半ば以降のラリーを受けて、

中央値に近い水準で推移しています。  
 
バリュエーションが特に魅力的な市場として、欧州

の投資適格債（特に金融債）が挙げられます。この市

場では、スプレッドが中央値を上回る水準で推移して

います。また、米国の同セクター対比でも、割安感が

存在します。  
 
欧州のスワップ・スプレッドは、5 年が 70bp に達する

など、依然として高い水準で推移しています。ドイツ国

債の希少性の問題を背景に、一時は 100bp まで広が

りました。来年に入ると、国債の発行増加や量的引き

締め（QT）政策の実施を受けて、スワップ・スプレッドは

長期平均の水準（40bp）に向けて、さらに正常化すると

予想しています。国債対比のスプレッド全体において、
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スワップ・スプレッドは大きな割合を占めることから、ユ

ーロの投資適格債にとっては好材料になります。  
 
ユーロの投資適格債の中では、金融債に割安感が

見受けられます。金融債のパフォーマンスには景気動

向が増幅されて反映されるため、従来のサイクルにお

いては、ハイベータ銘柄と目されることも珍しくありま

せんでした。今回のサイクルにおいては、自己資本基

盤が大幅に改善していることや、中央銀行のサポート

を背景に流動性の問題に直面する可能性が低下した

ことを踏まえ、脆弱性は低下したと見ています。個々

の脆弱な銀行について、例外は常に存在しますが、全

般的には、今次サイクルにおいて、銀行がシステミッ

ク・リスクの源泉になることはないと予想しています。  
 
先進国市場において景気後退入りが基本シナリオ

となる中で、「クレジット市場の相対的にリスクの高い

セグメントに対して、景気後退はどのような影響を及ぼ

すか」が重要な問題となります。スプレッドがどの水準

に達した段階で、買い始めるべきでしょうか。過去のデ

ータから、クレジット・スプレッドのピークはデフォルト率

のピークよりも早期に到来する傾向が、確認されてい

ます。また、ロベコのヒストリカル分析によると、ハイイ

ールド債のスプレッドが最もワイドな水準に達するの

は、デフォルト・サイクルの 3 分の 2 程度が経過した時

点でした。これから迎えるサイクルにおいては、デフォ

ルト率は 7.5%程度でピークに達すると予想するため、

5%近辺の水準がサイクルの 3 分の 2 程度に相当する

ことになります。  
 
デフォルト率は弱気な局面に入ったばかりであり、

ハイイールド債に積極的に投資するのは時期尚早と

思われます。足元でハイイールド債のスプレッドは、一

般的な景気後退局面においてピークとなる水準

（1,000bp）を大幅に下回ります。  
 
また、ハイイールド債市場では常々、ピークの水準

がディストレスト領域における「幻のスプレッド」の影響

を強く受けることには、留意が必要です。市場全体の

スプレッド水準が 1,000bp であっても、実際に 1,000bp

で取引される銘柄を見つけるのは容易ではありません。

相対的に質が高い銘柄（例えば 500bp 近辺）とデフォ

ルト候補の銘柄（例えば 5,000bp 近辺）に、市場が分

断されているからです。  
 

足元でハイイールド債市場の質が向上しているため、

デフォルト率は低い水準となり、市場スプレッドのピー

クもおそらく低い水準にとどまると見られます。  
 
 

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 12 月 

 
 

市場ではボラティリティが非常に高いため、バリュエ

ーションの評価も短い時間で変わる可能性があります。

10 月半ば頃には、今よりも多くの市場に割安感が存在

していましたが、最近 6 週間の力強いベアマーケット・

ラリー（弱気相場における上昇局面）を経て、ユーロの

投資適格債を除いて、評価を引き下げざるをえないと

判断しています。 

「最近 6 週間の力強いベアマーケ

ット・ラリーを経て、ユーロの投資

適格債を除いて、評価を引き下げ

ざるをえないと判断しています」 

テクニカル 

高金利と低成長という現在の環境において、収益性

が低くレバレッジの高い分野が、最も脆弱であることは

明白です。ロベコでは、ハイイールド債市場と、それ以

上にレバレッジド・ローン市場の中で、相対的に質が

低いセグメントに脆弱性を見出しています。  
 
保守的な企業は金融が緩和的な時期に、償還スケ

ジュールの長期化を図りました。また、金利の上昇は
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ファンダメンタルズの長期的な懸念材料ではあるもの

の、2023 年に関しては、大多数の企業にとって利払い

負担の増加は軽微にとどまり、予想される景気減速局

面において、一定の底堅さにつながる見通しです。  
 
もっとも、レバレッジド・ローン市場の状況は異なり、

その定義上、金利の上昇は企業の資金調達コストの

増加に直結します。従来、財務レバレッジの高い企業

の資本構成上では、レバレッジド・ローンはシニア・トラ

ンシェを構成し、ジュニア・トランシェにおいてハイイー

ルド債が信用補完の役割を果たしていました。そのよ

うな状況は、最近 10 年間で様変わりしています。  
 
最近では、「ローン・オンリー」の企業（資本構成上で、

アグレッシブな財務スポンサーのわずかな出資を除い

て劣後部分が存在しない企業）が調達するレバレッジ

ド・ローンが、大半を占めるようになりました。これらロ

ーンを発行する企業の多くにとっては、ハイイールド債

市場のバイサイド・アナリストによる審査を通過するの

が難しく、ハイイールド債の発行が不可能であったと

考えられます。 
 
“CLO 組成マシーン”の利益最大化を追求する目的

において、金融工学の役割がファンダメンタルズ・リサ

ーチの役割に肩を並べるようになって以来、レバレッジ

ド・ローンを組成するハードルは大幅に低下しています。

最近のレバレッジド・ローン市場では、B 格の中でも信

用力が低く、現状の格付けを保つために求められる財

務レバレッジの水準を辛うじて維持する企業による、

極めて規律の低い契約内容に基づく組成が、圧倒的

多数を占めるようになりました。景気後退局面に入る

前の段階から、格付けの推移は既に下向きのトレンド

を形成しています。 
 
この点はハイイールド債市場にとっては好材料であ

り、特に質の低い企業がローン市場に流れるようにな

ったことから、従来のサイクルと比べて発行体の質が

大幅に向上しています。ハイイールド債の起債市場で

は泡沫会社による発行が減少したため、デフォルト率

は従来よりも低い水準でピークアウトする見通しです。

一方、悪材料としては、レバレッジド・ローン市場とハイ

イールド債市場の両方において積極的に取引する投

資家が、トラブルに陥ったレバレッジド・ローン市場か

らハイイールド債市場に影響が波及することで、優良

な保有資産の売却を強いられるようになる可能性があ

ることが挙げられます。 
 

 
FRBのシニア・ローン・オフィサー・サーベイによると、

貸し出し基準は厳格化しています。その結果、相対的

に質が低い企業にとっては、与信へのアクセスが困難

になりつつあります。ECB の銀行貸出サーベイにおい

ても、同様の傾向が見受けられます。  
 
また、ここでは、金利市場とクレジット市場との相関

関係を点検しておくことも重要になります。2022 年はイ

ンフレが主要なテーマとなる中で、ほぼすべての資産

クラスの間で正の相関が確認されるなど、例外的な 1

年になりました。インフレの上昇は、金利の上昇とクレ

ジット・スプレッドの拡大につながりました。 
 
もっとも、長期的に見ると、通常は両者の間には負

の相関が存在します。金利の上昇は、良好な企業業

績に支えられた経済の底堅さを反映する動きであり、

そのような環境において、クレジット・スプレッドは縮小

に向かいます。反対に、景気が減速すると、一般にス

プレッドは拡大して金利は低下します。2023 年には、

両者の相関は負の関係に戻ると予想しています。初

回の利下げを見越して、金利市場が堅調な地合いと

なるのに対して、経済指標の下振れによって、クレジッ

ト市場は周期的に弱含む可能性があります。   
 
利上げサイクルの終わりが近いと見られるのに対し

て、QT のサイクルは始まったばかりであり、FRB、ECB、

イングランド銀行はそれぞれ、バランスシートの縮小に

着手しています。ECB は「TLTRO（貸し出し条件付長期資

金供給オペ）」において、既に 7,440 億ユーロの早期返

済を受けていますが、2023 年には返済がさらに進む

見通しです。また、「資産買い入れプログラム（APP）」に

基づく再投資を、2023 年 3 月から月間 150 億ユーロ減

額する方針を決定しています。同時に、国債発行額は

ネット・ベースで増加する見通しです。 
 
米国では、クレジット市場は、供給が増加する国債

と競合するため、QT の影響は間接的なものとなる見通

しです。一方、欧州市場では、イングランド銀行は「社

債買い入れプログラム（CBPS）」を通じて英ポンドの投

資適格債の発行残高の 5%を買い入れ、ECB は「コーポ

レート・セクター買い入れプログラム（CSPP）」を通じて

ユーロの投資適格債の 15%を保有しています。これら

の需要は消滅し、反転しつつあることから、クレジット

市場では新たな買い手が早急に必要になります。  
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もっとも、市場が本格的な機能不全に陥った場合に

は、金融政策上の使命というよりも金融システムの安

定化という使命の下で、中央銀行による政策支援が復

活する可能性があることには、留意が必要です。この

ことは、「債務連動型運用（LDI）」からの売り圧力を背

景に金利が急上昇した際に、イングランド銀行が暫定

的に債券を買い入れた事例においても、明確に確認さ

れています。中央銀行の「プット（悪材料が出ても緩和

姿勢で相場を支える状況）」は健在ですが、現在は発

動されるような状況からはほど遠いようです。  
 
マイナス要因を相殺する材料としては、クレジット投

資家の間で保守的なポジショニングがコンセンサス化

していると見られること、多くの投資ポートフォリオでは

現金残高が高い水準にあることが挙げられます。   
 
中央銀行が引き続き市場を牽引している、というの

がテクニカルに関する結論になります。中央銀行が市

場から流動性を吸い上げ続ける限り、導かれる結論は

保守的なものにならざるを得ません。 
 
 

結論 

現在は、金利のピークとクレジット・スプレッドのピー

クの間にあり、大方の市場においてはこの先 3～6 カ

月の間にスプレッドは拡大する見通しです。歴史的に

見てバリュエーションの魅力が高いユーロの投資適格

債は例外であり、スワップ・スプレッドの縮小が追い風

となる可能性があります。  
 
景気後退入りの確率が上昇する中で、市場では銘

柄間のばらつきが拡大する見通しです。相対的に質が

低い銘柄のデフォルト率が上昇する一方で、相対的に

質が高い銘柄は、いずれ金利の低下と質への逃避の

動きの恩恵を受ける可能性があります。ロベコでは、

質の高い銘柄を選好する戦略を推奨しています。 
 
景気後退シナリオが完全に織り込まれ、スプレッド

がピークに達した段階で、ハイイールド債を含めてア

ウトライトでオーバーウェイトとするタイミングが到来し

ます。そのタイミングは、デフォルト率のピークよりもか

なり早い段階になることが一般的です。金利の上昇懸

念とボラティリティは峠を越したものの、クレジットのボ

ラティリティは高止まりする見通しであり、2023 年には

投資の好機が到来する可能性が高いと見ています。

いまは辛抱が肝要です。 
 

ポジショニング 

ロベコは欧州の投資適格クレジットに対しては建設

的であり、ベータを小幅にオーバーウェイトとすること

に抵抗はありません。根拠としては、バリュエーション

が魅力的であることと、スワップ・スプレッドがさらに縮

小する見通しであることが挙げられます。  
 
ハイイールド債市場では引き続き質の高さを重視し、

より安定的なノンシクリカル銘柄を選好しています。ポ

ートフォリオのクレジット・ベータに関しては、バリュエ

ーションに照らしてより建設的なポジショニングが正当

化された 10 月半ばには、一時的に中立的な水準に引

き上げたものの、再びアンダーウェイトの方向に戻して

います。  
 
新興国市場の評価は、どの投資ユニバースをター

ゲットにするかによって大きく異なります。市場の分散

度が非常に高く、ディストレスト銘柄が大きなシェアを

占めるため、ベンチマークのスプレッドは高い水準に

達しています。投資機会が散見されますが、ベータの

方針よりも銘柄の選択が重要であると考えています。 
 

 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 12 月 
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