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概要 

迫り来る景気後退 
ロベコは年初から一貫して、金融政策の引き締めに

焦点を当てつつ、中央銀行が直面するジレンマ（「チェ

ックメイト（Czech mate）に陥る」）とその後のインフレ対

応を優先する政策判断（「インフレ・ゲーム」）について

論じてきました。3月以降、この先数四半期の間に景気

後退に陥るシナリオについて、リスクというより確率の

問題であると指摘してきましたが、最近では市場のコン

センサスもこの見解に収斂しつつあります。 
 
もっとも、一部の市場において景気後退シナリオが

織り込まれる一方で、そうではない市場も見受けられ

ます。今年に入って債券市場では、ボラティリティが歴

史的に高い水準に達した結果、これまでの位置関係が

瓦解することとなり、多くの場合、市場間、銘柄間のス

プレッドは例外的な水準に達し、イールドカーブも通常

とは異なる形状に変化しています（同時に投資機会と

も捉えられます）。前回の四半期アウトルック「ツイン・

ピークス」では、債券市場における今後の相互作用に

ついて、命題を提示しました。その中で、国債利回りが

低下する一方で、クレジット・スプレッドに関しては、今

年度全体を通して見られた拡大トレンドが復活すると

予想しました。この見通しに変化はありません。  
 

グローバル債券マクロ・アウトルック 

リセッション・トレード 

 

 イールドカーブの逆イールド化がさらに進行し、2023 年に向け投資

機会が蓄積･･･ 

 ･･･一方で多くの G7 諸国では景気後退入りの確率が上昇 

 英ポンドの投資適格債とユーロのスワップ・スプレッドには、景気後

退シナリオを織り込む水準からアップサイドが期待 

https://www.robeco.com/jp/insights/2022/03/fixed-income-outlook-czech-mate.html
https://www.robeco.com/jp/insights/2022/03/fixed-income-outlook-czech-mate.html
https://www.robeco.com/jp/insights/2022/06/fixed-income-outlook-the-inflation-game.html
https://www.robeco.com/jp/insights/2022/09/fixed-income-outlook-twin-peaks.html
https://www.robeco.com/jp/insights/2022/09/fixed-income-outlook-twin-peaks.html
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10 月以降、大方の国債市場では、利回りがようやく

低下するようになりました。一部の市場では、利回りが

ピークに達した模様です。とは言え、市場が不安定化

することも考えられ、また、米国経済に関する先行指標

と遅行指標の間には、依然として大きな隔たりが存在

しています。すべての市場において利回りがピークに

達したとは、想定するべきではありません。 

先行指標への収斂   
景気後退入りを予想するロベコの見解がコンセンサ

スになったようですが、米財務長官や米国の主要な投

資銀行を始めとして、主要な当事者の中には否定的な

見解も見受けられます。また、景気後退入りを予想す

る当事者のほとんどは、明確な根拠を示すことなく、経

済の緩やかな縮小を想定しています。 
 
議論が収束しない要因として、購買担当者景気指数

（PMI）や住宅関連データ、米供給管理協会（ISM）新規

受注指数、さらには ISM 景況感指数を始めとする、先

行指標と一致指標が景気後退入りを示唆しているのに

対して、労働市場やインフレに代表される遅行指標が、

異なるメッセージを発していることが挙げられます。遅

行指標が先行指標に収斂する過程で、市場価格も変

化すると見られ、これは時間の問題であるとロベコで

は考えています。 
 
米国の労働市場では、需給の逼迫感が依然として

残存していますが、弱まりつつあることは明らかです。

非農業部門雇用者数は、4 カ月連続で 30 万人を下回

りました。これは、2021年の平均（56万人強）と 2022年

上期の平均（44 万人強）を下回る水準になります。さら

に、低調な家計調査の結果が、事業所調査の結果の

悪化につながる恐れもあります。ロベコは基本シナリオ

として、エネルギー関連の脆弱性や消費者が被る実質

ベースでのダメージに起因して、欧州と英国はハードラ

ンディング型の景気後退に陥ると想定していますが、こ

の 2 つの地域の方が景気後退に関する議論ははるか

に先行しています。米国市場ではまだその段階にあり

ませんが、欧州と英国の一部のスプレッド関連商品に

おいて景気後退シナリオが織り込まれるようになり、こ

れまでの数週間において魅力的な投資機会が浮上し

ていることも、おそらく意外なことではありません。  
 
欧州市場と英国市場の動向は、経済が停滞する環

境において、まずは国債市場、次にクレジット市場とい

う順番で、景気後退が魅力的な債券投資の機会を提

供する、という好材料を想起させるものです。10 月に利

回りがピークに達する直前に強調したように、年初来

の債券のトータルリターンは、長年にわたって見られな

かったような水準に落ち込んでいます。一方、来年に

は反転する可能性があり、投資のタイミングによっては、

いくつかの質の高い債券のカテゴリーにおいて、2桁の

リターンが期待されます。 

金利戦略   
今後予想される景気後退は、インフレが政策目標を

大幅に上回る状況と重なる可能性が高いという点で、

過去 35 年間の景気後退とは異なります。今世紀に入

ってからも、（2008 年夏のように）ヘッドライン（総合）の

消費者物価指数（CPI）が高い水準において景気後退

入りした事例は存在しますが、今回は違いが相当大き

いため、1970 年代頃の景気後退局面における動向や

価格の推移の方が、関連性が高いでしょう。しかしなが

ら、1968～82 年の 4 回の景気後退局面においても、債

券利回りは大幅に低下しています。定義上、景気後退

とは、実質 GDP のマイナス成長（前四半期比）、最終的

な利下げ、インフレの循環的な低下を意味します。足

元の価格動向を踏まえると、原油価格は来年 3 月まで

に前年比マイナスとなる見通しです。米国の商品価格

については、上昇率が 6 月までにゼロ近辺まで低下す

ると予想しています。また、独自の分析に基づき、賃料

の上昇さえも来年年央に向けて低下に向かうと見てい

ます。インフレの長期的な動向はさておき、2023 年は

循環的なパターンが支配的となり、質の高い国債のリ

ターンはプラスに転じる見通しです。  
 
ポートフォリオ構築の観点から、また、今後の市場の

改善をどのようにとらえるべきかという観点から、イー

ルドカーブ戦略のメリットとデュレーション戦略のメリット

を引き続き区別して考えています。  

イールドカーブ戦略とデュレーション戦略  
以前にも言及したように、大規模なデュレーション・ト

レードから収益を上げるためには、経済成長の短期見

通しとインフレの長期見通しという、2 つの要素を正確

に判断する必要があります。一方で、イールドカーブ戦

略においては、短期見通しが大きな役割を果たします

（インフレ・プレミアムは概ねイールドカーブ全体に存在

し、金利とインフレの長期的な水準はある程度は政策

金利に織り込まれていることが理由）。ここでは、イー

ルドカーブ・トレードを成功させる際の課題を軽視して

いるわけではありません（ポジション構築のタイミング

を正確に見極めるのは容易なことではありません）。そ

うではなく、債券型資産のバリュエーションは、循環的

https://www.robeco.com/docm/pmup-global-total-return-bond-general.pdf
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な平均回帰（イールドカーブ）の影響が支配的であって、

長期的な不確実性（デュレーション）から比較的遮断さ

れる場合に、見極めやすいと考えているのです。短期

的な経済成長見通しに関するデータについては、可視

性が高いと見ていますが、長期的なインフレ見通しに

関するさまざまなシナリオについては、謙虚な姿勢で

検討しています。 
 
米国債市場（および他のいくつかの国債市場）にお

いて、逆イールド化の動きが過去 40年間で最も進んで

いることは、幅広く認識されています。インフレの高進

を受けて金融政策対応が必要となり、中立金利を上回

る水準まで利上げが行われている状況を踏まえると、

これは合理的な動きであると考えられます。その結果、

1968～82 年にも観察されたように、逆イールド化が起

きやすい状況につながっています。しかしながら、その

後は循環的な平均回帰が生じて、順イールドの形状に

戻るのが常であり、今回のパターンが異なると考える

理由はありません。経済成長が足踏み状態となり、

2023 年後半から 24 年にかけて、中央銀行がその使命

の 1 つである経済成長に対応する必要が生じた場合に

は、なおさらのことです。  

市場のセグメンテーションとクロス・マーケットの投資機

会 
ロベコがデュレーション戦略よりも選好するもう 1 つ

の金利戦略は、クロス・マーケットに関する戦略です。

足元の投資機会に関する詳細は、金利戦略のセクショ

ンをご覧下さい。要約すると、債券市場では、投資哲学

の観点から、すべての市場参加者が（例えば）米国市

場対比でオーストラリア市場を観察できるわけではあり

ません。また、すべての市場参加者が、（例えば）スウ

ェーデン市場で取引するために必要な流動性と機動性

を備えているわけではありません。さらに、すべての市

場参加者が、カナダなどの AAA/AA 格の市場対比で、メ

キシコなどの新興国の現地通貨建て債券を柔軟に取

引するマンデートを備えているわけではありません。

2020～21 年に中央銀行が市場に介入し、その後 2022

年に入って債券市場がボラティリティの上昇に見舞わ

れた結果、多くの場合、クロス・マーケットの位置関係

は最近 20～30 年間で最も極端な状況となり、魅力的

な投資機会につながっています。  

 

債券のアセットアロケーション: 景気後退シナ

リオを織り込む水準の見極め  

米ドルのクレジットに関しては、年初から一貫して、

「景気後退シナリオは米ドルの投資適格債やハイイー

ルド債のスプレッドに織り込まれていない」と主張して

きました。その一方で、前回の四半期アウトルックの公

表後、ユーロのスワップ・スプレッドと英ポンドの投資適

格債には、そのシナリオが織り込まれるようになりまし

た。  
 
ユーロのスワップ・スプレッドは、10 月初旬に 110bp

近くまで拡大しました。週次ベースで見ると、これは

2020 年のパンデミック危機時、2011～12 年のユーロ圏

ソブリン債務危機時、2007～08 年の世界金融危機時

を上回る水準になります。今年の春以降は、景気後退

シナリオを織り込む水準で取引されていますが、バリュ

ー・ベースの投資機会全般と同じように、スプレッドが

最終的に縮小してアップサイドが具体化するまでには

時間がかかるため（今回のケースでは 2 四半期以上）、

忍耐力が必要になります。既にタイトニングが進んでい

ますが、2023 年には国債の新規発行や量的引き締め

（QT）といった、さらなる縮小要因が存在します。  
 
コーポレート・クレジットの領域に注目すると、英ポン

ドの投資適格債のオプション調整後スプレッド（OAS、

ICE BofA 英ポンド・コーポレート・インデックスに基づく）

は、英国債市場においてボラティリティが急上昇し、レ

バレッジのかかった「債務連動型運用（LDI）」の仕組み

に対する懸念が台頭する中で、10 月 12 日に 250bp を

超える水準に達しています。ロベコはディストレスト化し

た資産を買うことはありませんが、ディストレスト化した

売り手から優良な資産を買うことには前向きです。10

月には、多くの英国の年金基金が深刻なディストレスト

状態に陥る中で、ロベコは逆張りを重視する投資哲学

の下、「ボラティリティ急襲」というタイトルのレポートに

おいて推奨したように、年金基金が売却する資産を買

い向かうことに積極的なスタンスをとりました。その後、

英ポンドの投資適格債のスプレッドは 50bp 以上縮小し

ています。この事例は、2023 年の見通しを策定する際

に、消滅したとは思われないクレジット戦略に関する多

くのポイントを、浮き彫りにしています。  
 
 第 1 に、世界的に過去 40 年間で最も速いペースで

金融政策が引き締められる中で、金融市場は脆弱

化しています。  

https://al-in.jp/release/10349/
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 第 2 に、このような脆弱性を踏まえると、ボラティリ

ティが消滅する可能性は低いため、クレジット投資

家には忍耐力を発揮する余裕が生じます。通常、

ポジションを過剰に積み上げた投資家が売却を強

いられるタイミングにおいて、ボラティリティはアクシ

デント（渦中の当事者以外にとっては投資機会）を

生み出します。   

 第 3 に、従来は安全であるとの見方がコンセンサス

であった分野において（英国の LDI は「脱リスク」の

戦略であると日常的に表現されていた）、ボラティリ

ティの上昇時に顕在化した市場構造の脆弱性が、

波乱要因になることがあります。世界金融危機後

に銀行の自己資本規制が厳格化される中で、もて

はやされていた「スイス・フィニッシュ（他国より厳格

なスイスの規制）」は脆弱なものなのでしょうか。

“潮が引いたとき”には、何か他に発見されるのでし

ょうか。   

 第 4 に、各種の債券型スプレッド商品の動きには、

幅広く相関が確認されるものの、値動きが同期する

わけではありません。つまり、ある市場において投

資機会が浮上したからといって、他の市場でも浮上

するとは限りません。英ポンドの投資適格債のスプ

レッドが 250bp を超える水準に達した時点では、米

ドルの投資適格債のスプレッドは 170bp に過ぎませ

んでした。その後、前者の超過リターン（約 400bp）

が後者の 1.5倍以上となったことは、意外なことでは

ありません。幅広いモニタリング、先入観にとらわ

れないグローバルなアプローチ、取引実行の機動

性が、2023 年も再び重要になるでしょう。  

年初からクレジットは大きな変動要因とはなっていない  
2022 年は金利、中央銀行、インフレが主要なテーマ

になりました。米国市場では、債券価格が記録的な勢

いで下落する中でも、クレジットの OAS は底堅く推移し

てきました。そのため、債券セクター全体でボラティリテ

ィが同程度に上昇した場合には、クレジット・スプレッド

のバリュエーションは相対的に脆弱な状態に陥ります。

金融政策とクレジットの相互作用に注目すると、ディフ

ェンシブなポジションについては、「コインの表が出れ

ば一方が勝ち、裏が出れば他方が負ける」、という状

況が続いています。つまり、米国経済は景気後退入り

するかもしれない、あるいは、経済指標が底堅く推移し

ても、FRB は景気を冷やしてインフレを封じ込めるため

に利上げを継続する必要に迫られるかもしれない、と

いう状況になります。いずれの場合でも、足元でOASが

130bp 台で推移する米ドルのクレジット・スプレッドにと

っては、支援材料にはならないと思われます。 

一方、金利とクレジットの相互作用に注目すると、前

回の四半期アウトルックにおいて「ツイン・ピークス」と

いう命題を提示しました。市場参加者の間では、クレジ

ットと金利は同じ方向に動くという考え方、すなわち、

国債利回りが低下するとクレジットは買われ、金利が

急上昇するとクレジットは売られる、という関係性が定

着してしまったため、行動ファイナンスの観点からする

と、“パブロフの犬”の魔法が作用しているように思わ

れます。利回りとスプレッドの連動性を所与のものとす

るのは危険であり、過去の景気後退局面において、利

回りが低下する一方でスプレッドが拡大した事例が考

慮されていません。そのような事例は、インフレが低い

環境（1990～91 年、2001 年、2007～09 年、2020 年）に

おいても、高い環境（1969～70 年、1973～75 年、1980

年、1981～82 年）においても見受けられます。情勢の

変化に時間を要することもありますが、直近バイアス

やパブロフ的なセンチメントよりも、歴史的な裏付けの

方が重要であると考えられます。この先、景気後退局

面における典型的な特徴である、企業収益の減少、信

用格付けの引き下げ、事業再編、債務不履行といった

テーマが、重視される見通しです。2020年のパンデミッ

ク・ショックは外生的なものであり、短期間で終了した

ため、米国において景気後退を伴う持続的な弱気相場

を経験したのは、15 年も前のことになります。景気後退

期の傾向に関する機関投資家の記憶が薄らいでいた

としても、意外なことではありません。景気後退局面に

おいては、通常、ボラティリティが上昇して、ポジション

整理を図る市場参加者にとって必要な流動性が不足

するような状況において、レジーム・シフトが生じること

を、ここでは指摘しておきたいと思います。その結果浮

上すると予想されるリセッション・トレードの機会を、心

待ちにしています。  

https://www.robeco.com/jp/insights/2022/09/fixed-income-outlook-twin-peaks.html
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成長見通し: 緩やかな景気後退を予想する幅

広いコンセンサス 

予測者の間では、先進諸国がソフトランディングか

緩やかな景気後退を経験するという、幅広いコンセン

サスが存在しているようです。この見方は、最近になっ

て 4 つの要因によって強化されています。第 1 に、中国

政府がダイナミックな「ゼロコロナ」政策に終止符を打

つ方向性が強まりつつあります。第 2 に、財政支援の

効果もあって、この冬の欧州諸国におけるエネルギー

見通しの厳しさは和らいでいます。第 3 に、今回のサイ

クルにおいては、民間セクターによる過剰支出や金融

システムの不均衡という問題が不在であると、多くの人

が考えています。最後に米国市場では、FRB はインフレ

がピークを迎えた段階で、引き締め政策を迅速に転換

するとの期待が存在しています。前回と前々回の四半

期アウトルックにおいて発信したメッセージを繰り返す

と、以下の 5 つの理由によって、ソフトランディングもし

くは緩やかな景気後退というシナリオは過度に楽観的

な見方になる可能性があると、引き続き考えています。  

景気の先行きについて慎重になるべき 5 つの理由  
第 1 に、過去 30 年間の基準からすると、現在の引き

締めサイクルは比較的速いペースで進んでいます。最

近、FRB のパウエル議長が強調したように、金融政策

の効果は「長く可変的なタイムラグ」を伴いつつ表れま

す。このため、政策金利を変更することによって、（既

に確認済みのように）住宅市場を冷やす効果が速やか

に表れたのに対して、経済全体に対する影響はほとん

ど顕在化していません。歴史的に、逆イールド化してか

ら景気後退局面に突入するまでの間に、比較的長いタ

イムラグが存在することも、現状と整合的であると考え

られます。実際、1960 年代末以降、米国債のイールド

カーブ上で 3 カ月と 10 年のポイントが逆イールド化して

から（今回、逆イールド化したのは 10 月）景気後退入り

するまでのインターバルは 5～16カ月であり、中央値は

9 カ月でした。  
 
第 2 に、中国では、政府当局がインフラ整備による

景気刺激策を導入する一方で、不動産市場において

規制緩和に転じ、また、ゼロコロナ政策の緩和を進め

ているため、経済の短期見通しが改善していることは

確実ですが、中国に救世主の役割を期待するのは難

しいとの見方は、ほとんど変わっていません。その理

由として、これまでのサイクルと比べて、景気刺激策の

規模や基盤が控えめに見えることが挙げられます。ま

た、地方政府の資金調達スキームに内在する構造的

な脆弱性も、明確なダウンサイド・リスクをはらんでい

ます。一方、ゼロコロナ政策の緩和は、グローバルな

製造業のサイクルよりも中国国内のサービス業に対し

て、より大きな恩恵をもたらす可能性が高いと見られま

す。 
 
第 3 に、この冬の欧州諸国におけるエネルギー見通

しは、現時点では懸念されていたほど厳しいものでは

なく、2022 年第 4 四半期と 2023 年第 1 四半期の GDP

成長率見通しの上方修正につながっていますが、その

一方で、家計の実質所得に対するショックは、1970 年

代初頭に匹敵する水準となっています。ECB とイングラ

ンド銀行による金融引き締め政策を受けて、金融環境

が急激に逼迫している状況も重なって、この先 1 年の

間に、1973～75 年と同じような、消費者主導型のより深

刻な景気後退に陥るリスクの大きさが意識されます。

重要な点として、EU に流入するロシア産ガスの残量が

少ないことから、来年の冬に向けて、エネルギー供給

制限の実施や卸売エネルギー価格の再上昇などのリ

スクが高まっています。このため、2023 年下期に経済

マクロ経済と政策の見通し 
 

 「緩やかな景気後退」というコンセンサスにとって金融引き締め効果のタイ

ムラグが課題に 

 ソフトランディング・シナリオではインフレは持続的に抑制されない見通し 

 労働市場の悪化が金融緩和の最終的な引き金に  
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成長が反発するという市場のコンセンサスについては、

懐疑的に見ています。  
 

4 つ目のポイントは、金融システムには不均衡が存

在しないという見方に関連します。現時点では、景気

拡大局面に入ってから 2 年半しか経過していないこと

もあって、米国の民間セクターでは、信用創出や設備

投資にそれほど過熱感は見受けられません。その一

方で、公的部門の借り入れが飛躍的に増加しているた

め、経済全体の債務残高は過去最高の水準に達して

います。さらに、米国の景気後退局面直前における企

業債務残高（対 GDP 比率）に注目すると、2020 年には

レバレッジ削減の動きがそれほど進展しなかったことも

あって、足元では過去最高の水準に達しています。そ

の一方で、暗号システムの中に不均衡を見出すのは、

難しいことではないように思われます。  
 

5 点目として、インフレが高止まりする環境において、

先進国の中央銀行が政策を速やかに転換する際のハ

ードルは高くなっています。ロベコでは基本シナリオと

して、各国の中央銀行は 2023 年末から 24 年にかけて

金融緩和に転じると予想していますが、その前に、イン

フレとの戦いに本当に勝利したのかどうか確認する必

要があります。この点に関連して、賃金の伸び率を大

幅に引き下げる必要があることから、ソフトランディング

ではインフレを持続的に抑制することはできないという、

元財務長官のラリー・サマーズ氏（ハーバード大学名

誉学長）などの主張に引き続き賛同しています。失業

率が少なくとも 1ppt 上昇しない限り、賃金の伸びが大

幅に低下するシナリオを想定するのは難しいようです

が、その場合、足元の環境において、景気後退を伴う

ことはおそらく避けられないでしょう。 
 

幸運なベバリッジ曲線？ 
求人数が減少する結果、失業者の急増を伴わない

形で賃金の伸び率が鈍化する可能性も、わずかなが

ら存在します。これは、主要な欧米諸国における職業

スキルのミスマッチについて、ベバリッジ曲線が過度に

悲観的であるという市場の見方に基づくものです。一

方ロベコでは、これはかなり楽観的な見方であると考

えています。社会的問題、職業訓練、職業スキル、移

民政策に関連するさまざまなファクターを確認する限り、

多くの先進諸国の労働市場において、ミスマッチが解

消されていない様子がうかがえます。  
 

2023 年の見通しの上振れ要因としては、供給サイド

の状況改善に起因するさらなる物価の下落や、ウクラ

イナとロシアの間で待望の停戦が何らかの形で合意さ

れ、欧州全域でエネルギー価格が下落する展開が挙

げられます。ここでは、軍事的な停戦シナリオと、ロシ

アが欧米諸国との国際商品貿易ネットワークに再び全

面的に統合されるシナリオを、区別して考えたいと思い

ます。後者はエネルギー価格の正常化に必要なシナリ

オですが、ロシアと多数の EU諸国の間でエネルギー関

連の貿易関係が存続しているとは言え、その可能性は

低いと思われます。一方、FRBの急激な引き締めサイク

ルの終了後に起こりがちな、より深刻な経済的トラブル

に起因して、想定外のダウンサイド・リスクが顕在化す

ることも考えられます。 

インフレ動向: 低下の方向だがコア指標と賃

金は注視が必要 

多くの先進諸国では、原油、小麦、肥料の価格下落

が追い風となって、総合インフレ率の上昇が一服した

ように思われます。コモディティ価格に関しては、実際

に景気後退入りした場合、さらに弱含む見通しですが、

コロナ後の中国経済の再開によって、ある程度は下支

えされると見られます。反対に、欧州において、来年の

冬に寒波やガス不足に起因してガスや電気の卸売価

格が再び上昇することになれば、物価下落のペースが

鈍化することも考えられます。 

「･･･コアインフレ率の着地点を見

極める上で、賃金の上昇ペース

（生産性の調整を考慮したベース）

がカギを握る可能性が高いと考え

ています」 

その一方で、コアインフレ率の低下ペースは比較的

緩やかであり、短期的には上振れリスクが存在します。

米国においては、賃料価格が CPI のコア指数（現在は

6.3%）に引き続き上昇圧力をかける構図となっていま

すが、ユーロ圏においては、主にこれまでの食品・エネ

ルギー価格の上昇の間接的な影響によって、消費者

物価指数（HICP）のコア指数（現在は 5.0%）は高止まり

しています。 
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向こう半年間に関しては、商品価格下落の影響に起

因して、欧州よりも米国においてコアインフレ率は大幅

に低下すると予想しています。とは言え、ゲスト・スピー

カーの 1 人であるドイツ銀行の Matt Luzzetti 氏が指摘し

たように、FRB がコア指標として重視するコア PCE（個人

消費支出）インフレ率に関しては、PCEバスケットの中で

高いウェイトを占めるヘルスケア関連の価格が上昇し

ていることから、より緩やかなペースで低下する可能性

があります。 
 
コアインフレ率の着地点を見極める上では、賃金の

上昇ペース（生産性の調整を考慮したベース）がカギを

握る可能性が高いと考えています。このため、労働市

場の環境悪化は、金融政策の引き締めを中断または

反転させる、極めて重要なきっかけになると思われま

す。現時点では、米国（および英国）において賃金の上

昇圧力が明確に弱まる兆しはほとんどないようであり、

金融政策の引き締めスタンスが続くという見方を裏付

けています。一方、インフレの実績値が高い水準に達

したことを受けて、北西部の国々を中心に、ユーロ圏で

は賃金の上昇圧力が明確に強まっています。もっとも、

最終的には、ECB が引き締め路線を継続するという前

提で、ユーロ圏の賃金水準は米英と比べて抑制された

水準を維持する可能性が高いと見ています。 

地域的な多様性  
中国と一部のアジア諸国においては、物流の混乱

が物価に与える影響が比較的小さいこと、政府の介入

がより強力であること、循環的な要因が存在することな

どから、インフレ圧力は抑制された状態を維持していま

す。その一方で、食品価格が牽引する形でインフレが

上昇したことを受けて、中央銀行は金融政策の引き締

めを余儀なくされています。中国においては、経済活

動の再開に伴い、コアインフレ率は足元の抑制された

水準（前年同月比+0.6%）から押し上げられる見通しで

す。また、基調的なインフレ圧力が依然として抑制され

ている日本では、円安によって輸入インフレの傾向が

強まり、いずれ世界的なインフレの波から完全には逃

れられなくなる可能性が示唆されています。 

前向きな材料  
インフレの見通しには地域によってばらつきがあり、

ボトムアップの要素も存在しますが、2021～22 年に歴

史的な急上昇を経験したことを念頭に置くと、来年に向

けて考慮すべき前向きな材料が 3 つ存在します。米国

の CPI に注目すると、原油価格、商品価格、そしていず

れは賃料の伸びが緩やかになる方向性がうかがえま

す。  
 
初めに、2022 年 3 月に原油価格が 1 バレル＝130 ドル

を超える水準まで上昇したことを鑑みると、原油価格ひ

いてはガソリン価格は、2023 年 3 月末までに下落に転

じる可能性があります。2022 年の初頭には CPI に含ま

れる原油関連の項目が 50%以上値上がりしましたが、

それを凌駕するような材料も見当たりません。次に、商

品価格に注目すると、2021 年には、パンデミック危機

対応の財政支出を背景とする商品需要の急増に、供

給のボトルネックと輸送費高騰の影響が相まって、2 桁

の伸び率を記録しました。足元では輸送費の急落が、

商品価格を持続的に下押ししています。最後に、賃料

についてですが、ロベコは独自の分析に基づき、短期

的な上昇圧力は長続きせず、2023 年第 2 四半期以降

は伸び率が鈍化すると予想しています。  
 
総じて言えば、インフレの予想は引き続き複雑な作

業になりますが、今後数年間にインフレに関する長期

的な議論がどちらの方向で決着するかにかかわらず、

来年は、上記の 3 つの大きなディスインフレ的な（場合

によってはデフレ的な）短期的トレンドが優勢になると

考えています。  
 

財政政策と金融政策: 時間的な制約 

米国では、民主党は GDP の 0.8%に相当する新たな

財政パッケージを、クリスマス休暇前までに取りまとめ

ることに意欲的なようですが、仮にうまくいったとしても、

財政収支の前年比変化率を測る指標であるフィスカル

インパルスは、マイナスの領域にとどまる見通しです。

また、政府機関の閉鎖や 2023 年半ばの債務不履行/

債務上限抵触を避けるためには、共和党と民主党の

協調が必要になります。一方、中国では、より拡張的

な財政政策のスタンスが維持されています。もっとも、

地方政府の資金繰りがさらに脆弱化するという形のコ

ストが付随しています。 
 
英国とユーロ圏では、エネルギー危機を受けて、家

計と企業のエネルギー費用の支援を目的とする、新た

な財政支援策が発表されました。ユーロ圏では、欧州

復興基金（「次世代の EU」）に基づく継続中の資金支援

も追い風となって、フィスカルインパルスは短期的には

プラス圏内で推移する見通しです。ただし、エネルギー

支援策の中でかなりの部分が、（新たな借り入れでは

なく）企業セクターから振り替えられた資金によって充



 

 
記載されているすべての例は情報提供を目的としたものであり、何らかの形で投資アドバイスを目的としたものではありません。 
 
9  |  リセッション・トレード 

当されているため、全体としての効果は限定的となっ

ています。エネルギー支援策が来年の冬まで延長され

なければ、フィスカルインパルスは 2023 年下期までに

マイナスに転じる見通しです。 
 
いずれにしても、2020 年とは異なり、財政政策に来

年の経済成長見通しを劇的に変える力があるとは考え

ていません。量的緩和（QE）を実施せずに、（2020 年と

同様の）大規模な財政支出の財源を確保するのは容

易なことではありません。インフレ率が政策目標をはる

かに上回る状況において、QE が実施される可能性は

低く、むしろ大方の主要な中央銀行は QT の是非を検

討しています。  

急激なペースでの利上げは終了した模様  
現時点で先進国および新興国の中央銀行は、利上

げ政策を通じて、金融引き締めという難題に対応して

います。米国やユーロ圏を含む多くの先進諸国では、

金利水準がさらにインフレ抑制的になる中で、利上げ

幅が縮小されるなど、利上げサイクル終了への展望が

見え始めています。多くの先進諸国では、インフレ抑制

的な環境を反映するかのように、イールドカーブの逆イ

ールド化がさらに進行しています。一方、米国とユーロ

圏の到達金利（ターミナル・レート）をそれぞれ 5%程度、

3%程度と予想する市場の見方に、ロベコも賛同します

が（リスク加重ベース）、イングランド銀行の場合、政策

金利を市場が織り込む水準（4.5%近辺）まで引き上げ

るのは、困難であろうと考えています。日本でも中国と

同じように、利上げは視野に入っていない模様ですが、

日銀は 2023 年 4 月までに、「イールドカーブ・コントロ

ール（YCC）」を修正することによって、10 年国債金利の

0%の目標を中心とする変動許容乖離幅を拡大すると

予想しています。   
 
新興国市場全体を俯瞰すると、ブラジル中央銀行を

中心に、中南米諸国の中央銀行による政策対応が最

もゴールに近いのに対して、特にアジアの中央銀行に

は、追加的な作業が残されています。また、東欧の市

場では、来年は金融引き締め政策が大幅に巻き戻さ

れるという見通しが織り込まれていますが、ハンガリー

を中心に賃金の基調的な上昇圧力が強いことを踏ま

えると、その実現性については懐疑的です。  

QT を実行するかどうか、それが問題  
この間、カナダ銀行、スウェーデン国立銀行、FRB を

含む G10 諸国の多くの中央銀行が、国債の保有残高

を削減することによって、金融政策スタンスの引き締め

を継続しています（量的引き締め（QT））。その際に、保

有債券の償還資金の再投資を部分的に行う手法が、

主に採用されています。一方、ニュージーランド準備銀

行とイングランド銀行はさらに一歩進んで、保有債券の

能動的な売却に踏み切りました。ECB は欧米諸国の中

での異端性を証明するかのように、「資産買い入れプ

ログラム（APP）」と「パンデミック緊急購入プログラム

（PEPP）」の下で保有する債券の償還資金を、全額再投

資しています。PEPP においては、ユーロ圏国債のスプ

レッドを下支えする柔軟性が取り入れられています。し

かしながら、12 月の政策理事会においては、APP に基

づく保有債券を、2023 年の第 1 四半期末か第 2 四半

期初めから段階的に削減する道筋をつける可能性が

高いと見られます。 
 
もっとも、すべてが見かけ通りとは言えないようです。

イングランド銀行は現在、金融政策委員会（MPC）の方

針に基づいて、英国債の売却を能動的に進めていま

すが、前回の四半期アウトルックの公表後、金融行政

委員会（FPC）の方針に基づいて、流動性の維持と金融

システムの安定化の観点から、英国債の買い入れを

余儀なくされる場面もありました。同じように、ECB は将

来的には QT を実施する意向でありながら、今年に入っ

て「伝達保護措置（TPI）」の導入を余儀なくされ、ユーロ

圏内の国レベルにおける分断化（fragmentation）の対

策として、債券の買い入れを公約しています。  
 

FRB でさえも、米国債市場とモーゲージ担保証券

（MBS）市場の流動性低下の問題への対応を迫られる

可能性があります。これは懸念すべき問題であり、国

際決済銀行（BIS）などからも注目されるようになってい

ます。金融システムの安定化と金融政策上の使命は、

相容れなくなりつつあるようです。その結果、今年秋に

英国市場において最も劇的な形で顕在化したように、

債券市場においてボラティリティが断続的に上昇した

後に、FPC 型の断固たる措置が講じられて落ち着きを

取り戻す、といった事態が繰り返されるのかもしれませ

ん。  
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一部市場で利回りがピークに達した可能性  

一部の市場や年限において、利回りが今次サイクルの

ピークに達した可能性が高まっています。机上の計算

という側面もありますが、英国債市場では、9 月に 30

年債利回りが 20 年ぶりに 5%を超えたものの、足元で

は 3.20%まで低下して取引されています。今後、利回り

が 180bp 上昇することは考えられるでしょうか。一方、

ポーランドの国債市場では、足元で 10 年債利回りが

9%近辺から 6.5%以下の水準に低下しています。過剰

なほどに注目が集まり、市場の効率性が高い米国 10

年国債利回りは、ピークを“わずか”70bp 下回る水準で

取引されていますが、これよりもグローバル総合債券

のユニバースの方が、はるかに投資妙味が大きいよう

に思われます。念のため申し上げると、すべての債券

市場が同時にピークに達するとは考えていません。だ

からこそ、クロス・マーケットの投資機会が浮上してい

ます。ロベコの見解では、アウトライトのデュレーション

取引よりも、クロス・マーケットやイールドカーブに関連

する取引の方が、リスク調整後ベースでより大規模で

魅力的な投資機会を提供しています。  

3 つのデュレーション指標の進捗状況  
とは言え、デュレーションに関しては常々ご質問を頂

戴するため、まずはその議論から始めましょう。ロベコ

のマクロ経済・政策の見通しが的中した場合、金利、イ

ールドカーブの形状、ボラティリティの主要な決定要因

である到達金利の今次サイクルにおける水準が、さら

に明確になるはずです。最近数カ月間に、金利のピー

クを示唆するシグナルとしてロベコが位置付ける 3 つ

の指標において、大きな進捗が見られました。 
 

1つ目の指標は、2年/10年の国債利回りの逆イール

ド化です。今年の春に、一時的に逆イールド化した米

国債の 2 年/10 年のカーブは、7 月以降、逆イールド化

に拍車がかかっています。一方、ドイツ国債市場でも、

11 月初旬に逆イールド化が確認されています。また、こ

の他の多くの国債市場においても、最近になって再び

逆イールド化する動きや（英国債など）、数カ月前に逆

イールド化する動きなどが見受けられます。ボラティリ

ティが短期的に上昇する展開も想定されますが、債券

利回りは逆イールド化した後すぐに、循環的にピーク

に達する傾向があります。1980 年以降、米国 10 年国

債利回りのピークは、2 年/10 年の逆イールド化の 1 カ

月前～7 カ月後のタイミングで到来しています。一方、

1960 年代末から 70 年代にかけては、逆イールド化す

る数カ月間前のタイミングでピークに達するケースが

一般的でした。 
 
2 つ目の指標は、2 年国債利回りが政策金利を下回

ることです。英国債市場では、11 月に短期間ですが両

者の逆イールド化が実現しました。メキシコも同様であ

り、また、ブラジルでは、既に 2 年国債利回りが政策金

利（SELIC）を大幅に下回っています。一方、大方の主要

な市場においては、逆イールド化に至っていませんが、

状況は早晩変わる見通しです。FRB と ECB に関しては、

12 月の FOMC/ECB 理事会において 50bp の利上げが決

定された場合、2 年債利回りは政策金利と並ぶか、こ

れを下回る公算が大きいようです。 
 
3 つ目の指標は、引き締めサイクルにおいて最後か

ら2番目の利上げが実現することであり、ロベコは今年

の大半の時期を通じて強調してきました。ロベコでは基

本シナリオとして、FRB と ECB はいずれも来年 3 月に今

次サイクル最後の利上げを実行すると予想しています。

その場合、来年 2 月の FOMC/ECB 理事会において、最

後から 2 番目の利上げが決定される見通しです。過去

40 年間を振り返ると、最後から 2 番目の利上げのタイ

ミングは、平均的に、利回りの循環的な低下を念頭に

債券を購入する好機となってきました。この基本シナリ

金利戦略 
 金利のピークが近いとの見方が優勢に 

 多くの場合クロス・マーケットの位置関係は 20 年間で最も極端な状況

に･･･  

 ･･･イールドカーブ上では 40 年に 1 度の投資機会が形成される過程 
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オに関して、利上げサイクル終了の時期が早まるリス

クよりも遅くなるリスクの方が依然として高いようです

が、タイミングや到達金利の水準に関する不確実性は、

おそらく数カ月前よりも低下しています。 
 
さらに、今回のサイクルにおいては、最後から 2番目

の利上げという経験則は、従来とはやや異なる形で実

現し、債券は早いタイミングでラリーする可能性があり

ます。従来のサイクル（2004～06年など）では、利上げ

幅はサイクル全体を通じて一定でしたが、今次サイク

ルでは様相が異なります。当初はインフレのトレンドに

追いつくため、FRB は 75bp 刻みで大幅な利上げを進め

てきましたが、今後、利上げ幅は縮小する模様です。

利上げ幅が縮小すると、投資家は FF 金利の着地点を

予測しやすくなります。多くの投資家は過去 9 カ月間の

大半の時期を通じて、「転換（pivot）」という（ロベコは賛

同しない）考え方に依拠しつつ、FRB の利上げのピーク

は近いという過大な期待を、誤って抱いてきましたが、

いずれかの段階で、利上げサイクルは終了することに

なります。主要な利上げサイクルが必ず終了すること

は、歴史が証明するところであり、米経済学者のミルト

ン・フリードマンが指摘したように、終了後に景気後退

入りすることも珍しくありません。変化したことと言えば、

利上げ幅の縮小という中央銀行からのガイダンスによ

って、強気見通しがサポートされていることです。    
 
段階的なアプローチとクロス・マーケット戦略の実行 

 ロベコでは年初から、時間の経過に合わせて、ポー

トフォリオ全体のデュレーションをアンダーウェイトから

ニュートラルに変更しています。第 4 四半期に入ってか

らは、小幅なオーバーウェイトとしています。もっとも、

バリュー戦略においては、時期尚早なタイミングで動く

リスクが総じて付随するため、ポジションを段階的に調

整しています。具体的には、FRB の利上げ期間に関す

る不確実性を念頭に、時期尚早なタイミングで方針転

換するリスクからポートフォリオを保護するため、以下

の手法を採用しています。  
 
第 1 に、ここ最近、債券市場は上昇していますが、

2023 年第 1 四半期末頃までは、デュレーション・オーバ

ーウェイトの拡大を想定していません。バリュー重視の

ポジショニングに取り組むことによって、相場のタイミン

グに関連する不要なリスクを回避しつつ、長期的・戦略

的な観点から、投資機会が浮上した際に適切な手法を

用いて対応し、取引を実行することが可能になります。  
 

第 2 に、現在、多くのクロス・マーケットの投資機会

に内在する魅力が、非対称性の観点から顕著に高ま

っていると見ています。例を挙げると、英ポンドの 2 年

物スワップ金利は、ドイツ 2 年国債利回りを引き続き

200bp 以上も上回ります。10 月に入って、英国債市場

は回復傾向にありますが、両者のスプレッドは 1999 年

のユーロ発足後、最もワイドな水準に接近しています。

また、米国 5 年国債利回りは、同年限のカナダ国債利

回りを通常よりも大幅に上回る水準で取引されていま

す。さらに、オーストラリア 2 年国債利回りは、同年限

の米国債利回りを 125bpも下回りますが、これはレーガ

ン政権初期の数年間以降見られなかった水準になりま

す。要約すると、世界中の債券市場においてクロス・マ

ーケットのアノマリーが増え続ける中で、方向感に基づ

くリスクの高いデュレーションのポジションをアウトライ

ト（買い戻しや売り戻しの条件を付けない状態）で果敢

にとる必要性は、低下していることになります。市場の

分断性を認識する立場において、米国債市場は比較

的効率性が高いと考えるのであれば、デュレーション・

リスクはシグマ（価格変動リスク）を増やし、クロス・マ

ーケットのポジションはアルファを提供すると言っても

差し支えないでしょう。  
 

「デュレーション・リスクはシグマを

増やし、クロス・マーケットのポジ

ションはアルファを提供します」  
 
今後については、相対的なバリュエーションが魅力

的な市場（英国、米国）か、前述のデュレーション指標

において進捗の見られる市場（メキシコ）を選好してい

ます。いまだ引き締めサイクルに入っていないか、引き

締めのペースが遅い市場（日本）、あるいはインフレの

粘着性が強まると予想される市場（ドイツ）については、

アンダーウェイトとする方針です。その一方で、長期的

にはイールドカーブ戦略に最大のチャンスがあると考

えています。 

イールドカーブ戦略  
これまで繰り返し指摘したように、インフレが高い水

準にあるか（1965～82 年など）、中程度の水準にある

か（1982～90 年代半ば）、低い水準にあるか（1990 年

代半ば～2020 年）を問わず、イールドカーブには循環

的に平均回帰する傾向があります。したがって、過度

に逆イールド化した場合には、いずれ順イールド化す

るか、再びスティープニングする可能性が高くなります。
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最近、逆イールド化の傾向が過去 40 年間で最も強ま

っていますが、この先数四半期の間に変曲点を迎える

可能性が高いと考えています。現時点ではトレンドは

変わっていないかもしれませんが、2023 年上期には変

化すると予想しています。このため、米国債のイールド

カーブが大きく逆イールド化した段階で、スティープニ

ングのポジションを構築することを推奨します。ポジショ

ンを構築する過程で、短期的に評価損が発生するリス

クは認識しているものの、単独で 100bp強のアルファ獲

得が期待可能なトレードであると考えています。逆イー

ルド化が進むほど、短期的にはさらなる時価評価リス

クに直面するかもしれませんが、その場合、歴史的な

非対称性がさらに強まることになり、ポジションを拡大

すべき根拠ともなりえます。逆イールドの度合いがより

強い水準においてより大きなポジションを取得した場

合、長期的なリターンが向上するため、やや直感に反

することですが、戦略的な時間軸において収益を最大

化するためには、短期的には損失が拡大する方が好

ましいことになります。  

デュレーションの平均回帰シナリオには注意  
対照的に、デュレーションに関して長期的な平均回

帰の水準を想定することは、それほど意味がないと考

えています。過去 60 年間にわたって、米国 10 年国債

の利回りは 6%の水準近辺に平均回帰してきたという

議論は、数学的には正しいことになります。しかしなが

ら、利回りが 6%を上回る水準でオーバーウェイトとし、

6%を下回る水準でアンダーウェイトとするような、バリ

ュエーション・ベースの戦略が成功した試しはほとんど

ありません。第 1 に、デュレーションには破壊的な時価

変動リスクが存在します。同利回りは、1982年には 16%

近くまで上昇し、2022 年には 0%をわずかに上回る水

準まで低下しています。第 2 に、投資の時間軸の問題

があります。1972 年以降は、同利回りが 6%を下回る水

準まで安定的に低下するまでに、ほぼ 25 年を要してい

ます。また、同利回りが最後に 6%に達してから、25 年

近くが経過しています。平均回帰するにしても、時価変

動リスクや時間軸の問題は、メインストリームの機関投

資家やホールセールの顧客の許容範囲をはるかに超

えています。資産運用業界において、30 年間にわたっ

てオフサイドで取引することに前向きな人に出会ったこ

とはありません。  
 
このような非対称性のリスクが存在するにもかかわ

らず、多くの債券投資のマンデートや運用会社におい

て、アクティブ戦略リストの最上位にデュレーション戦

略が設定されているのは、興味深いことと言えるでしょ

う。ロベコはイールドカーブやクロス・マーケットに関連

する戦略（リスク調整後ベース）に、はるかに高い優先

順位を付けています。 
 
ロベコのポートフォリオでは、年初来、フラットナーか

らスティープナーへの移行を進めてきました。米国債

市場では、第 2 四半期にフラットナーのポジションにお

いて利益を確定した後に、第 3 四半期に入って小規模

な 2 年/10 年のスティープナー戦略を開始しました。第

4 四半期には、規律性の高いバリュー・ベースのアプロ

ーチを用いて、このポジションを積み増し始めています。

ユーロ圏では、イタリア国債についてはフラットニング・

バイアスを据え置く一方で（欧州周縁国債券の項を参

照）、AAA/AA 格のユーロ市場においては、ここ最近、ド

イツ 30 年国債が 10 年を下回る利回りの水準で取引さ

れたことを受けて、2 年/10 年のフラットナーから 10 年

/30 年のスティープナーにポジションを移行しています。

10 年/30 年のカーブが逆イールド化するのは、サイク

ルのこの段階に限定される傾向があります。逆イール

ド化がさらに進む可能性もありますが、景気サイクル

全体の中でごく短期間にしか見られない現象であると

見ています。逆イールド化に至っていないオーストラリ

ア国債に関しては、より大規模な米国債のスティープ

ニング・ポジションとの見合いで、引き続きフラットニン

グ・ポジションを選好しています。  
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クレジット市場 – 不安定な弱気相場が続く      

この半年間に、クレジット・スプレッドは幅広いレンジ

を形成しました。5 月、8 月中旬、12 月初旬にはレンジ

のタイト・サイド（米ドルの投資適格債の OAS で 130bp

台後半近辺）に再び近づく一方で、7 月初旬と 10 月中

旬にはワイド・サイド（同 170bp 近辺）が試されました。

2022 年の相場の特徴はこのような両方向への動きで

あり、ボラティリティ指数（VIX）が 30 を超えたのは 8 回

（1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、9 月、10 月）、20 近

くまで戻したのは 6 回（1 月、2 月、3 月、4 月、8 月、12

月初旬）を数えます。また、超過リターンとトータルリタ

ーンはいずれも明確なマイナスとなり、年初から、米ド

ルの投資適格債のスプレッドは 50bp 近く、同ハイイー

ルド債のスプレッドは 150bp 以上拡大しています。総じ

て評価すると、ロベコが昨年のこの時期に予測したよう

に、不安定な弱気相場が続いていると言えるでしょう。

前回の四半期アウトルックの公表後、米ドルの投資適

格債のスプレッドは年初来最もワイドな水準を更新した

ものの、それでも景気後退局面において見られる一般

的な水準を大幅に下回るため、足元の景気後退に関

連する弱気相場が一巡したかどうかについては、まっ

たく確証が持てません。  
 

「企業債務残高の対 GDP 比率は 77%となり、

景気後退入り直前のタイミングとしては過去

最高の水準に達しています」  

弱気相場が完全に一巡するには、いくつかのプロセ

スを経る必要があります。今回の四半期アウトルック

のセッションを前に、ファンダメンタルズ、市場要因、バ

リュエーションなどの観点から、このテーマを掘り下げ

て分析し、現在が弱気相場のどの段階に位置付けら

れるのかについて理解に努めました。  

ファンダメンタルズ   
最近 4 回の景気後退局面（1990～91 年、2001 年、

2007～09 年、2020 年）においては、投機的階級のデ

フォルト率（直近 1 年間）は 8%を超えて上昇しています。

また、2020 年のケースを除くと、10%を大幅に上回る水

準に達しています。景気後退局面に該当しない 2016年

でさえも 5%以上に上昇していますが、現在の水準は

1.5%に過ぎず、デフォルト・サイクルが始まったばかり

である様子がうかがえます。市場は先を見越して行動

するため、クレジット・スプレッドにはデフォルト率がピ

ークアウトする前にピークに達する傾向があります。

2002 年には、デフォルト率の方が先にピークに達して

いますが、これは例外的なケースと言えるでしょう。そ

れでは、クレジット・スプレッドが平均的にピークに達す

るまでに、デフォルト・サイクルはどの程度進行し、デフ

ォルト率はどの程度の水準に達している必要があるの

でしょうか。平均的に見ると、デフォルト・サイクル全体

（ボトムからピーク）において 3 分の 2 程度の進捗が見

られ、デフォルト率が 4～6%に達する必要があります。

この時間軸に基づくと、弱気相場が終了するまでに、

デフォルト率は現在の 3 倍の水準に達している必要が

あります。  
 
比較的緩やかな景気後退とデフォルト率の上昇を予

想する 1 つの根拠として、今次サイクルにおいて企業

が財務レバレッジを拡大する動きが限定的であること

が指摘されています。この議論には一片の真実があり、

債券のアセットアロケーション 
 ユーロのスワップ・スプレッドと英ポンドの投資適格債には、今秋一時的

に景気後退シナリオが織り込まれる 

 それ以外の先進国クレジット市場はこれから追従する模様･･･  

 ･･･企業収益の減少、格下げ、デフォルトに注目が移るように  

 



 

 
記載されているすべての例は情報提供を目的としたものであり、何らかの形で投資アドバイスを目的としたものではありません。 
 
14  |  リセッション・トレード 

前回の景気後退局面から現在までに、わずか 2年半し

か経過していません。FRB の資金循環統計（Z1）による

と、今次サイクルにおいて、企業債務残高は 6～8%程

度と順調なペースで増加していますが、2020 年半ば以

降に積み上げられた債務は 1.7兆ドル程度にとどまりま

す。一方、前回の景気拡大局面においては、企業債務

残高は 5 兆ドル増加しました。ここでは、債務残高が増

え続けていることが、問題になります。  
 
なお悪いことに、過去の景気後退の事例とは異なり、

2020 年にはレバレッジ削減の動きが進展しませんでし

た。コロナ禍における経済活動の停止を背景とする景

気後退という異例の状況において、未曽有の規模の

金融・財政支援が実施されたため、デフォルト率が上

昇したのち数年かけてレバレッジ削減の動きが進むと

いう、通常のプロセスが短縮される結果となりました。

実際、2020 年第 1 四半期には、企業債務残高は年換

算 3 兆ドルという驚異的なペースで増加しています。そ

の結果、全米の企業債務残高は、史上初めて 20 兆ド

ルを超える勢いを見せています。2007 年時点では 10

兆ドルに過ぎず、2000年時点では、1990年代にレバレ

ッジが過度に拡大していたにもかかわらず、6 兆ドルに

とどまりました（今では記憶も色あせつつありますが）。

当然のように、名目 GDP 成長率も上昇していますが、

米国の企業債務残高の対 GDP 比率は 77%となり、景気

後退入り直前のタイミングとしては過去最高の水準に

達しています。 
 
緩やかな景気後退を予想する 2 つ目の根拠として、

1970 年代のハイイールド債のデフォルト率が、1980 年

代末、1990 年代、2000 年代よりも低いという議論があ

ります。これは数字の上では正確なデータですが、ハ

イイールド債の起債市場が活性化したのは 1980 年代

半ば以降のことであり、BBB 格のデフォルト率に注目す

ると、1970 年代の景気後退局面における実績は、1940

年代末、1950 年代、1960 年代、そして最近 10 年間の

実績をも上回ります。したがって、信用力を調整したベ

ースでは、高インフレ期に状況が改善するとは限らず、

デフォルト率は上昇する場合もあります。  
 
高インフレ期に信用損失が悪化する要因は、企業収

益にあります。景気後退に関する NBER（全米経済研究

所）のデータを過去 70 年さかのぼると、企業収益の悪

化が特に深刻だった 7 回の事例のうち、4 回は 1968～

82 年の高インフレ期に含まれることがわかります。端

的に言うと、インフレの上昇に伴い、賃金、支払金利、

原材料（コモディティなど）という、企業にとっての 3 つ

の主要なコストも増加します。需要が減退すると、（遅

行指標である）インフレが低下するより前に企業収益

は減少します。高インフレ期に景気後退に陥ると、企業

収益やデフォルト率は最悪の水準に達するという考え

方は、現在の市場のコンセンサスからはかけ離れてい

ます。  
 
それでは、ここ最近の市場の反発をどのように捉え

るべきでしょうか。企業向けの与信状況とクレジット・ス

プレッドの関係を分析したところ、FRBと ECBのいずれの

調査においても、銀行による企業向けの与信状況が

厳しさを増していることが明確に確認されます。景気循

環の観点から見ると、ここ数週間における市場の気ま

ぐれな反転が、トレンドとして定着しないことは明らかで

す。  

市場要因  
10 月初旬から 12 月初旬にかけて、市場要因の多く

が大幅に改善しているように見受けられます。10 月初

旬の状況を振り返ると、金利と株式のボラティリティは

上昇し、英国の年金システムは強制的な売却のスパイ

ラルに陥る深刻なリスクにさらされ、その影響の世界

的な波及が懸念され、値動きは激しさを増すようになっ

ていました。もっとも、8 月初旬においても、スプレッド

が一時的に縮小し、あや戻し（下落基調にある相場が

一時的に少し上がること）が生じるなど、「状況は改善

している」という評価が同じように可能でした。  
 
数年間にわたるクレジット・スプレッドの拡大プロセス

において、弱気相場が反発するのは、ごく自然な現象

であると認識しておくことは、極めて重要です。今年に

入って、3 月、6 月末～8 月初旬、最近数週間と、3 回

にわたって反発する局面が確認されていますが、2001

年 8 月、2001 年 10 月～2002 年 1 月、2008 年 4 月～

6 月の事例と比較すると、大規模で長期的な反発では

ありませんでした。実際、1998 年から 2002 年にかけて

断続的に続いた弱気相場においては、少なくとも 6 回

の反発（10日間においてスプレッドが直近のピークから

10bp 以上縮小すること）が確認されています。今回の

サイクルにおいても、あと 3 回程度の反発は容易に起

こりえます。  
 
最近、ミューチュアルファンドの資金フローが流入超

過に転じたことからも、反発の様子がうかがえます。

2021 年 12 月、2022 年 1 月、2022 年 7 月、2022 年 8 月

初旬にも、大幅な流入超過となりましたが、いずれも将

来の価格動向を示唆するものではありませんでした。
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単に市場のセンチメント改善を示す一致指標であって、

いずれも一時的な現象に終わりました。意外なことで

はありませんが、過去の資金フローのデータを分析し

たところ、2000～02 年にかけて同様の資金流入が 6

回確認されているものの、いずれも長続きしていませ

ん。気まぐれなミューチュアルファンドの資金フローの

データが、信頼性の高い前向きな投資のテーマを提供

するとは考えられません。  
 
一方、起債市場と流通市場における流動性のトレン

ドは、さらに強い懸念材料となっています。年初来、起

債市場におけるクレジットの供給は低調であり、米ドル、

ユーロ、英ポンドのハイイールド債については世界金

融危機の時期と同水準にとどまりました。例えば、年初

から 11 月末までの CCC 格の米ドル債の発行額はわず

か 170 億ドルに過ぎず、2008～09 年以降で最低の水

準となっています。このことは、クレジット・クランチ（信

用収縮）の流れが継続していることを示唆しています。

ユーロのハイイールド債の発行額は、昨年の 820 億ド

ル相当から 60 億ドル相当を下回る水準まで落ち込み、

2000 年の水準を下回っています。また、英ポンドのハ

イイールド債に至っては、10 億ドル相当にも達していま

せん。2023 年の景気後退入りを控えて、借り換えリス

ク（ひいては事業再編やデフォルトのリスク）が現実の

ものとなっていることは明らかです。  
 
流通市場においては、米国債と MBS の流動性指標

が劇的に悪化していることに注目しています。JP モル

ガンによると、この 1 年間に米国債市場では市場の厚

みが 60%も縮小しています。一方、FRB がまさに QT を

拡大しようという段階において、レバレッジを選好する

投資家や小規模なリテール投資家が MBS の主要な買

い手となっているため、この先ボラティリティが上昇す

る可能性があると、BIS は指摘しています。米国におけ

る質の高い 2 つの主要な債券市場（米国債市場および

AAA/Aaa 格の MBS 市場）が流動性の制約を抱える状況

において、景気後退局面を前に社債の流動性プレミア

ムが拡大するという見方は、決して突拍子もないもの

ではありません。  

バリュエーション: 景気後退入りを控えてスプレッドは

平均よりもタイト  
一般に景気後退局面においては、米ドルの投資適

格債の OAS は 200bp を上回る水準に達します。さまざ

まな理由によって、2020 年の水準（400bp）や 2008 年

の水準（600bp）まで広がるとは予想していませんが、

（過去 3 回の中で最も軽度な景気後退局面においてク

レジットの売り圧力が最も緩やかだった）2002 年にお

いてでさえも、270bp を超える水準に達しています。最

近の英国における LDI 危機や米ドルのクレジットがアン

ダーパフォームした 2020 年 3 月の事例からも確認され

るように、その時点において、弱気相場のあらゆるプロ

セスが動き出し、脆弱な状況にさらされた売り手がディ

ストレストの水準での売却を余儀なくされる可能性があ

ります。200bp 台半ばに達すれば、投資適格債のスプ

レッドに妙味があると見ていますが（10 月にはこの規律

あるルールに従って英ポンドの投資適格債をオーバー

ウェイトとしました）、少なくとも金融システムの安定性

を管轄する中央銀行の部署が介入を決定するまでの

間は、スプレッドが大幅に拡大するシナリオに備えるべ

きでしょう。 
 
ロベコの予想が正しいとは限らず、景気後退入りし

ないという見方も否定しませんが、そうした見方は少数

派のシナリオであると考えています。いずれにしても、

対称性に鑑みると、OAS が足元の 130bp 台後半からさ

らに縮小する余地は、限定的といえるでしょう。なお悪

いことに、ほとんど信じられないことですが、スタート地

点としての現在の水準は、過去 25 年間の OAS の長期

平均である 150bp 台半ばを大幅に下回るものです。 
 
バランスを考慮して、以下では好材料を 2 つ指摘し

ますが、少なくとも 2 点目は一定の安心感につながる

でしょう。 
 

1 点目は、ハイイールド債の価格特性です。米ドルの

B格債券の平均価格は額面の 88%程度であり、特に金

利のポーションが、利回りが大幅に上昇する前の 2020

～21年に発行された低クーポン債の現在価値を押し下

げています。このため、デフォルトする余地は小さいと

いう見方もあり、ある意味、的を射た見方ではあります

が、回収率には景気循環の要素が加わることもまた事

実です。資産を処分したり会社を清算したりする際の

価格は、景気後退期と景気拡大期では異なります。回

収率がサイクルの平均から 12ポイント以上低下すれば、

額面の 88%で購入する場合のディスカウント分は完全

に相殺されてしまいます。さらに、ハイイールド債の価

格が額面の 88%から 40%に下落した場合、回収率を甘

めに見積もり、サイクル全体の平均を適用したとしても、

下落率は-54.5%に達します。-60%よりは-54.5%の方が

好ましいことは事実ですが、銘柄の選択に失敗した場

合、買い手は見つかるのでしょうか。 
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2 点目は、ハイイールド債市場に存在するばらつき

の存在です。一般に景気後退局面の直前および最中

には、CCC 格のセグメント内およびハイイールド債のユ

ニバース全体において、質の低い債券は相対的にそう

でない債券をアンダーパフォームします。CCC 格の中で

は、景気後退局面のピークにおいて典型的なインデッ

クスのばらつき度合いに照らすと、ばらつき（当該格付

けのサブインデックスの水準から+/-400bp 外れた水準

で額面が評価される銘柄の割合）が拡大する動きは概

ね 75%ほど終了している模様です。一方、ハイイールド

債全体に関しては、3 分の 2 程度が終了していると見

られます。 ここで気になることとして、BB 格と CCC 格の

スプレッド格差の広がりの大部分は、BB 格がアウトパ

フォームした結果ですが、景気後退局面に突入する際

には、CCC 格が単独で拡大する形となるはずです。CCC

格の OAS は足元で 1,100bp 程度に過ぎませんが、景気

後退局面においては 2,000bp に達することも珍しくあり

ません。このため、銘柄構成に何らかの異質性がない

限り（これに関してはハイイールド債担当の同僚に委

ねます）、今後のデフォルト・サイクルにおいてクレジッ

トが毀損する余地は十分存在すると思われます。 
 
前回の四半期アウトルックにおいて提示した、大枠

のアセットアロケーションに際しての前提条件に、変更

はありません。第 1 に、国債利回りはクレジット・スプレ

ッドがピークアウトする前に、ピークに達すると予想し

ています。第 2 に、過去 3 回の景気後退局面における

弱気相場の事例が参考になるのであれば、一般にクレ

ジット・スプレッドは、中央銀行が債券を大量に買い入

れる（あるいはそのメッセージを発する）タイミングで初

めてピークに達します。QE よりも FPC 型の介入が実施

される可能性の方が高いと見ています。世界金融危機

後に設置されたイングランド銀行の FPC による、設置後

初めての大規模な介入は、英ポンドの投資適格債の

スプレッドを好転させるのに十分な役割を果たしました。

もっとも、世界全体のクレジット・サイクルを反転させる

ほどの影響力が、英国にあるとは考えていません。  
 
インフレの環境が顕著に（FRB にとっては持続的に）

改善するまでは、介入のハードルは、ここ数十年間の

どの時期よりも高くなっていると思われます。英国では、

確定給付型（DB）年金制度全体が破綻するリスクと、英

国債が財源不足に陥る水準まで売り込まれるリスクが

意識されたことが、介入の初期条件になりました。これ

は、かなり高いハードルといえるでしょう。  

欧州周縁国債券: 段階的な悪化 

ここ 3 カ月間、欧州の周縁国債券は、最近になって

リスク資産が反発する中で、底堅さを発揮しています。

イタリア 10 年国債の対ドイツ国債スプレッドは、ロベコ

の想定レンジの下限に相当する 180～190bp 近辺で推

移しています。  
 
結局のところ、イタリアの右派新政権が作成した

2023年度予算案では、財政赤字の対 GDP比率が 4.5%

近辺に設定されるなど、ドラギ前政権が掲げた目標か

ら大きな変更はなく、波風が立つことはありませんでし

た。もっとも、エネルギー補助金については、来年第 1

四半期までしか予算が組まれていないため、延長する

必要が生じた場合（そうなる見通しですが）、赤字が大

きく膨らむことになります。第 1 四半期分は 200 億ユー

ロ程度であり、3 四半期延長された場合には、仮に減

額されたとしても、財政赤字は GDP の 2～3%程度膨ら

む可能性があります。  
 
政府債務残高の対 GDP 比率は 150%を下回る見通し

ですが、これはインフレの上昇と（現時点における）賃

金協定妥結の遅れが主な要因であり、来年はインフレ

が低下する見通しの中で、一過性の動きとなる可能性

があります。既に高い水準に達している債務の返済コ

ストは、この先数年間でさらに増加する見通しです。名

目金利が急激に上昇していることに加えて、近年、イタ

リア財務省は物価連動国債の発行を増やしています。

マイナス金利と QE の時代には、政府債務残高の対

GDP 比率を 130%以上の水準で維持することは現実的

でしたが、パンデミックの影響によって同比率は 20ppt

切り上がっていることから、名目利回りが 5%近辺で推

移することになれば、債務の持続可能性が一段と疑問

視されることになります。  
 
前回の四半期アウトルックの公表後、イタリア 10 年

国債利回りは 4.8%に達しました。金利のボラティリティ

が高止まりしているため、問題は山積しているようです。

現在、万事が比較的落ち着いているように見えますが、

イタリア国債のスプレッドは些細なことで拡大基調に戻

る可能性があります。英国における労働争議の問題が

示したように、社会不安の再燃を避けるためには、賃

金水準の維持が必要になるでしょう。このため、慎重な

スタンスを据え置きます。  
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起債状況  
欧州では多くの国々が、第 1 四半期に多額の起債を

計画しています。ネットの資金需要（「グロスの発行額」

から「償還額」と「QE 保有額の増減」を差し引いた金額）

は、ユーロ圏発足以来最大となる 2,950 億ユーロに達

する見通しであり、2022 年の必要額を 2,000 億ユーロ

上回ります。（ロベコの基本シナリオではありませんが）

ECB が完全な形での（受動的な）QT の実行に踏み切れ

ば、総供給額は最大 4,200 億ユーロに達する可能性

があります。各国の債務管理庁は、投資家の獲得競

争を強いられることになるでしょう。その結果、関心を

集めるために、大きな新規発行プレミアムを上乗せす

る必要が生じ、スプレッドの拡大につながる可能性が

高いと見られます。ネット発行額の増加が最も大きい

のはイタリアであり、500 億ユーロ程度に達します。エ

ネルギー補助金の支給が長期化する場合や、欧州復

興基金への投資が膨らむ場合には、上振れするリスク

も存在します。  
 
ファンダメンタルズに関しては、当面はスペインとポ

ルトガルについてはそれほど懸念していませんが、特

に対スワップ金利で見ると、この見方は既にバリュエー

ションに（十分以上に）反映されています。さらに、先般、

「財政に関するリスクが高まり、その結果、財政余力が

縮小している」として、S&P がフランスの格付け見通し

を「ネガティブ」に変更したことも、格付会社が政府の財

政に対する懸念を強めている状況を裏付けています。  

新興国債券: 世界経済の成長鈍化に対して

脆弱 

最近になって新興国市場関連の資産は反発したも

のの、通年ベースでは世界金融危機以降で最悪のパ

フォーマンスとなる見通しです。先進諸国において景気

後退入りのタイミングが近づき、インフレと金利のピー

クが視野に入る中で、新興国の為替と債券にとっては

不確実性の高い状況が続いています。もっとも、中南

米と東欧の現地通貨建て債券を中心に、一部の資産

については強気になるべき理由が存在すると見ていま

す。ここでは、新興国国債が不均質な資産クラスであ

ることを、強調しておきたいと思います。どの国の債券

を売買するのかが、重要になります。  

 各国の債務管理庁は、投資家の

獲得競争を強いられることになる

でしょう。その結果、大きな新規発

行プレミアムを上乗せする必要が

生じる可能性が高いと見られます」 

ロベコの見解によると、新興国の現地通貨建て債券

に強気になるべき理由が、主に 3つ存在します。第 1に、

新興国市場の一部の中央銀行は、引き締めサイクル

において想定される金利のピーク水準に、比較的近づ

いています。例えば、中南米の中央銀行は、先進諸国

の中央銀行と比べて、前例のないほど積極的な姿勢

で引き締めを進めています。もっとも、アジアでは多く

の中央銀行が中南米や東欧の中央銀行に大きく遅れ

るなど、ここでも新興国市場の不均質性が顕著に確認

されます。第 2 に、一部新興国の現地通貨建て国債の

名目金利は、大きな水準調整を経験しています。  
 
中南米と東欧のベンチマークの現地通貨建て国債

の利回りは、平均するとそれぞれ 500bp、400bp 程度

切り上がりましたが、アジアの場合は 100bp 程度の上

昇に過ぎません。この意味でも、アジア市場には慎重

になるべきでしょう。最後のポイントとして、資金フロー

とポジショニングについてコメントします。全世界の新

興国関連資産の保有額は、世界金融危機以降で概ね

最低の水準にとどまり、年初来の資金流出額は累積

ベースで過去最高に達しています。ポートフォリオの観

点からは、アジア諸国のさまざまな資産や米国企業の

ハイイールド債などと比べて、ブラジル、メキシコ、チェ

コ共和国、ポーランドの利回りの投資妙味が高いと見

ています。また、前回の四半期アウトルックの公表後に、

例えばポーランド国債の利回りが 250bp も変動したこ

とを踏まえると、タイミングが重要になるでしょう。とは

言え、景気後退局面においては、固有の問題を抱えて

いない新興国の現地通貨建て国債は、ハイイールド債

をアウトパフォームする傾向があります。事前に算出さ

れるソルティノレシオ（市場の下落局面における投資効

率を示す指標）の高さを踏まえると、アセットアロケーシ

ョンにおいて有力候補になるでしょう。  
 
 
 



 

 
記載されているすべての例は情報提供を目的としたものであり、何らかの形で投資アドバイスを目的としたものではありません。 
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為替: 新興国通貨間でのばらつきが拡大 

為替市場では、米ドルの循環的な強気相場が終焉

を迎えつつあると考えています。実際、米ドルや米ドル

指数（DXY）のピークは、市場に織り込まれる到達金利

や FF金利がピークに近いた際に、実現する傾向が見ら

れます。FRB が利上げのペースや規模を徐々に抑制す

る中で、米ドルがこの先大きく上昇するとは考えにくい

でしょう。米ドルには、引き締めサイクルやリスクオフの

市場環境において、大幅に上昇する傾向が見られま

す。 
 
年末に向けて、米国以外の先進国の中央銀行は、

FRB と同じようなペースや規模で利上げを進めるよう、

背中を押されています。各国間の金利差に関する議論

が勢いを失いつつあるため、米ドルに関しては中立的

なポジションを選好します。一方、米ドルの弱気相場入

りを宣言するには、ある程度まとまった規模の利下げ

を確認する必要があり、最速でも 2023 年下期までは

実現しない可能性があることから、話はいくぶん複雑

になります。さらに、ほとんどの G7 諸国において景気

後退入りのリスクが高まる中で、リスクオフの環境下で

米ドルに上昇圧力が加わる展開も否定できません。 
 
 このような環境において、ロベコは日本円を選好して

います。顕著な動きとして、日本ではインフレが上昇傾

向にあり、来年には賃上げ圧力が加わると予想してい

ます。インフレ率も賃金の水準も、他の先進諸国にお

いて見られる水準とはかけ離れているものの、日銀が

金融政策の基本設定を部分的に変更するための判断

材料を構成するには、十分高い水準です。具体的には、

マイナス金利政策の終了や、イールドカーブ・コントロ

ール（YCC）の修正などが考えられます。この 1 年間にい

ずれも政策も、金融システムの安定性と円相場に悪影

響を与えてきたため、国内でも厳しい目で見られるよう

になっています。来年に向けて世界経済の減速傾向が

続く中で、日本円のオーバーウェイトとの組み合わせと

して、韓国ウォン、マレーシア・リンギット、シンガポー

ル・ドルなどのアジアのシクリカル通貨のアンダーウェ

イトを選別的に据え置きます。  
 
 
 
 
 
 
 
 

資産クラスのポジショニング 

図 1  |  市場サイクル 

 
 
出所：ロベコ、2022 年 12 月現在 
 
生産的で洞察に満ちた四半期アウトルックのセッション

に貢献していただいた Ruben Segura-Cayuela 氏および 

Sphia Salim 氏(BAML )、Guneet Dhingra 氏 (Morgan 

Stanley)、Luis Costa 氏(Citi)、 Matthew Luzzetti 氏 

(Deutsche Bank)に対して感謝いたします。 
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 当資料は情報提供を目的として、Robeco Institutional Asset Management B.V. (以下“ロベコ”)
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