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変貌を遂げつつある投資適格社債市場

同インタビューでは、ベアリングスの投資適格債券グループ責任者であるディビッド・ネイグル

（DAVID NAGLE）が、昨今ニュースのヘッドラインを賑わせている問題点や、過去数年間

にみられた投資適格社債市場の進化に関して議論します。

“低格付け市場に

対する懸念と類似

した現象がイール

ドカーブ上で起こ

っているように思

えます。これらの

動きを注意深く見

守っていますが、

経済環境がすぐに

瀕死の状態に陥る

可能性は低いでし

ょう。“

昨今、イールドカーブの形状や経済見通しにもたらす示唆についての
議論が活発に行われていますが、この点についてお考えをお聞かせく
ださい。

イールドカーブの形状や経済見通しに関する示唆には何通りもの解釈があります。個人
的には、いくつかの理由から、これらを深読みしすぎないよう注意するべきだと考えます。

私を含め、経験豊富な業界関係者の間では、現在のイールドカーブの形状を、景気減
速や潜在的なリセッションを示唆する最良の先行指標の１つとして捉える向きが少なく
ありません。過去、時としてイールドカーブの形状と経済動向の間に相関性がみられたこと
は事実ですが、問題は、逆イールドが発するシグナルのタイミングはズレることがあり、景気
減速やリセッションを予測する上での信頼のおける先行指標というよりも、単なる一致指
標にしかならない場合があるという点です。この点は、学術的文献によっても裏付けられ
ています。

また、想定している年限が正確に定義されていないために、イールドカーブの議論が正確
性を欠くケースもみられます。3ヶ月/10年のイールドカーブは米連邦準備制度理事会
（FRB）が注目しており、最適な指標であると考えます。しかし、イールドカーブの短期部
分が歴史上初めて反転したため、人々はこの部分に過剰に注目しています。他の年限
間のイールドカーブはフラット化しつつあるものの、まだ完全にはフラット化していません。過
去に見られたようにこれらのイールドカーブのフラット化は長期に亘ると思われます。これら
の年限間で逆イールドが発生していないことは何を示唆しているのでしょうか。

私には、低格付け市場に対する懸念と類似した現象がイールドカーブ上で起こっているよ
うに思えます。これらの動きを注意深く見守っていますが、経済環境がすぐに瀕死の状態
に陥る可能性は低いでしょう。

ディビッド・ネイグル（DAVID NAGLE, CFA）
投資適格債券グループ責任者
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ニュースのヘッドラインを賑わせているもう一つの問題は、投資適格社債市場
におけるBBB格債ウェイトの増加です。これに関してどのようにお考えですか？

まず、BBB格とは何か定義してみましょう。BBB格は投資適格カテゴリー内の最低部分に位置し、投
資適格ユニバースとハイイールド（非投資適格）ユニバースの境界上に位置しています。過去、BBB格
債は投資適格社債市場のごく小さな割合を占めるに過ぎませんでしたが、ここ10年～15年で大きく
成長し、現在では投資適格社債市場全体の約50％を占めるに至っています（図1）。

出所: BARCLAYS　2018年12月31日現在

図1: 投資適格社債市場におけるBBB格債のウェイトは近年飛躍的に上昇
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過去においてはAAA格やAA格、A格の社債が大部分を占めていた市場において、現在ではBBB
格債のウェイトが大きく上昇しています。近年BBB格債に対するネガティブな見方や報道が数多く
見られた理由の１つにはこうした背景があります。しかし実際には、BBB格の発行体のほとんどは「質
の低い」企業ではありません。むしろ、それら大多数の発行体はフォーチュン500に含まれ、堅調な収
益とキャッシュフローを有し、名前を聞けば多くの投資家が認識し、投資したいと思う有名企業ばか
りです。   

BBB格社債が注目を浴びているもう一つの理由は、A格からBBB格への格下げが2015年以降
に経験した以上のペースでここ数ヶ月間に行われていることです。これは投資家の懸念に拍車をかけ
ましたが、今一度、BBB格企業の多くが安定した大企業であることを思い出すことが重要です。これ
らの企業には、投資適格ユニバースに残留する、またはより上の格付けを目指す動機があり、多くの
企業にその資質があります。そのため、今後一段の格下げが行われる可能性は低いとみています。 

このような背景から、ベアリングスではBBB格銘柄の増加に対する投資家の不信感は過剰であると
みています。

BBB格債市場の拡大は、過去10年程度の期間に投資適格社債市場が遂げてき
た進化の一部という事ですね。他にはどのような点が進化したのでしょうか。

投資適格社債市場は近年著しく変化してきており、その変化は現在も続いています。まず第一に、
市場の著しい成長と拡大に伴い、1980年～1990年代には数えるほどだった債券指数や証券の
種類が急増しました。 
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過去10年に限定して言うならば、2008年以降にみられた大き
な変化のひとつに、証券化商品の拡大が挙げられます。証券化
商品には、商業不動産担保証券（CMBS）や住宅ローン担保
証券（RMBS）などがありますが、ここでは主に消費者向けおよ
び商業向けの資産担保証券（ABS）についてお話しします。消
費者向けABSは消費者ローン（優先担保付もしくは無担保）
や学生ローンを裏付けとしており、商業向けABSは航空機リース
債権から医療債権、事業フランチャイズ全体の売掛債権（図２
）に至るまで幅広い債権を裏付けとしています。今日、安定したキ
ャッシュフローが見込めれば証券化できないものはありません。

金融危機後、ベアリングスはABSの分野に投資機会を見出
し、投資チームと投資能力の構築・蓄積に取り組んできまし
た。ABSの投資機会はベアリングスが想定した以上に実現し、
現在では数年前に比べ投資の主流の１つとなるに至っています。
より多くの投資家が市場に参入し、発行体層と並んでディーラー
層の拡大・深化が進みました。当然のことながら、分散された顧
客ポートフォリオを構築するための投資適格ユニバースも拡大・深
化しました。こうした環境下、ボトムアップのクレジット分析を行うた
めのリソースを整えることも同時にカギとなりつつあります。 

投資適格社債市場の拡大に伴い、いわゆる「オポ
チュニスティック」や「マルチクレジット」などの戦
略などが生まれ、成長してきました。これについて
意見をお聞かせください。

これらの戦略の誕生は投資家の多くにとって大きな意味があると
思います。伝統的な債券投資戦略と異なり、これらの戦略の大
半にはベンチマークがありません。言い換えると、ポートフォリオ・マネ
ジャーは、ポートフォリオの構築においてベンチマークを意識する必
要がないということです。ベンチマークの制約から解放されることで、
マネジャーには相対価値に基づく最良の投資機会を提供するア
セットクラスやセクター、地域に投資する自由度が与えられます。こ
の結果、伝統的なベンチマーク運用や単一セクター戦略と比較
してより魅力的なリスク調整後リターンをもたらす蓋然性の高い、
より分散されたクレジット投資のアプローチが可能となります。

マルチクレジット戦略やオポチュニスティック戦略は、適切に運用
されれば、金利のボラティリティが高い期間を切り抜けるための柔
軟性をも投資家に提供することができるでしょう。短期イールドカ
ーブの傾きに基づいたルールベースのデュレーション管理アプロー

チは、ベアリングスが1990年代初頭以降に成功を収めてきた戦
略です。このタイプの戦略においては、マネジャーは、ポートフォリオ
の目標デュレーションを調整したり、金利敏感セクターへの投資を
抑えるなどの手法により、金利リスクの低減を試みることが可能と
なります。

結論：前述したような市場の拡大を背景に、投資適格社債市
場には魅力的な投資機会が多数存在しており、新しい投資戦
略がこれらの機会を捕捉するための有効なツールとなるでしょう。

もちろん、マルチクレジット戦略やオポチュニスティック戦略には他
の投資と同様にリスクが伴います。投資家は資本を投下する前
にこれらのリスクを考慮する必要があります。 

図2: ベアリングスのポートフォリオにおける幅広いABSの投資対象

出所: BARINGS　2018年12月31日現在
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“ベンチマークの制約から解放されることで、マネジャーには相対価

値に基づく最良の投資機会を提供するアセットクラスやセクター、

地域に投資する自由度が与えられます。“



Barings is a $303+ billion* global financial services firm dedicated to meeting the evolving investment and 

capital needs of our clients and customers. Through active asset management and direct origination, we provide 

innovative solutions and access to differentiated opportunities across public and private capital markets.  

A subsidiary of MassMutual, Barings maintains a strong global presence with business and investment 

professionals located across North America, Europe and Asia Pacific.

IMPORTANT INFORMATION

Any forecasts in this document are based upon Barings opinion of the market at the date of preparation and are subject to change 

without notice, dependent upon many factors. Any prediction, projection or forecast is not necessarily indicative of the future or 

likely performance. Investment involves risk. The value of any investments and any income generated may go down as well as up and 

is not guaranteed by Barings or any other person. PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. 

Any investment results, portfolio compositions and or examples set forth in this document are provided for illustrative purposes only 

and are not indicative of any future investment results, future portfolio composition or investments. The composition, size of, and 

risks associated with an investment may differ substantially from any examples set forth in this document. No representation is made 

that an investment will be profitable or will not incur losses. Where appropriate, changes in the currency exchange rates may affect 

the value of investments. Prospective investors should read the offering documents, if applicable, for the details and specific risk 

factors of any Fund/Strategy discussed in this document.

Barings is the brand name for the worldwide asset management and associated businesses of Barings LLC and its global affiliates. 

Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings Japan Limited, 

Barings Real Estate Advisers Europe Finance LLP, BREAE AIFM LLP, Baring Asset Management Limited, Baring International Investment 

Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management (Asia) 

Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, and Baring Asset Management Korea Limited each 

are affiliated financial service companies owned by Barings LLC (each, individually, an “Affiliate”).

NO OFFER: The document is for informational purposes only and is not an offer or solicitation for the purchase or sale of any 

financial instrument or service in any jurisdiction. The material herein was prepared without any consideration of the investment 

objectives, financial situation or particular needs of anyone who may receive it. This document is not, and must not be treated 

as, investment advice, an investment recommendation, investment research, or a recommendation about the suitability or 

appropriateness of any security, commodity, investment, or particular investment strategy, and must not be construed as a 

projection or prediction.

Unless otherwise mentioned, the views contained in this document are those of Barings. These views are made in good faith in 

relation to the facts known at the time of preparation and are subject to change without notice. Individual portfolio management 

teams may hold different views than the views expressed herein and may make different investment decisions for different clients. 

Parts of this document may be based on information received from sources we believe to be reliable. Although every effort is taken 

to ensure that the information contained in this document is accurate, Barings makes no representation or warranty, express or 

implied, regarding the accuracy, completeness or adequacy of the information. 

Any service, security, investment or product outlined in this document may not be suitable for a prospective investor or available in 

their jurisdiction. 

Copyright in this document is owned by Barings. Information in this document may be used for your own personal use, but may not 

be altered, reproduced or distributed without Barings’ consent.

当資料は、ベアリングス・ジャパン株式会社(金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第396号、一般社団法人日本投資顧問業協会会員、一般社団法
人投資信託協会会員）（以下、「当社」）が、ベアリングスLLCが作成した資料を翻訳したもので、金融商品取引法に基づく開示書類あるいは勧誘または販売
を目的としたものではありません。翻訳には正確性を期していますが、必ずしもその完全性を担保するものではなく、 原文と翻訳の間に齟齬がある場合には原文
が優先されます。当資料は、信頼できる情報源から得た情報等に基づき作成されていますが、内容の正確性あるいは完全性を保証するものではありません。ま
た、当資料には、現在の見解および予想に基づく将来の見通しが含まれることがありますが、事前の通知なくこれらが変更されたり修正されたりすることがあります。 
Complied (東京):2019年2月12日 M20191Q25

*As of December 31, 2018

For investment professionals only

19-720831

LEARN MORE AT BARINGS.COM


