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当レポートでは、米国ハイイールド投資責任者のDavid Mihalick（デイヴィッド・ミハリック）
が、ハイイールド市場がここ数ヶ月で経験した投資家センチメントの乱高下の背景と、投資チ
ームが足元市場において見出している投資機会について解説します。 

ハイイールド：変化するセンチメ
ントの中で投資機会を特定する

債券
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ハイイールド市場は、2018年第4四半期のボラティリティ上昇を経
て、2019年に入り急速に反発しています。これらの動きの背景にある
要因について教えてください。 

直近6ヶ月はまさにジェットコースター相場でした。リスク資産のパフォーマンスを見ると、S&P500
指数、ハイイールド債市場、ローン市場は、2018年第4四半期にそれぞれ約14％、5％、3％下
落した後、2019年第１四半期にはそれぞれ約14％、7％、4％上昇しました1。

ベアリングスでは、こうした動きは主にテクニカル要因によるものであると考えています。2018年第
4四半期を振り返ると、期初の300bps台前半のスプレッドに対しバリュエーションを疑問視する
声が多く聞かれたほか、Brexitや米中貿易摩擦といったネガティブなニュースがあり、米連邦準
備制度理事会（FRB）の過度な利上げ姿勢に対する懸念がありました。これらが全て、株式
市場の下落要因となりました。原油価格が1バレル当たり70米ドルから40米ドル付近にまで下
落を始めたことも悪影響を及ぼしました。

1. 出所: Bloomberg: S&P 500、BAML U.S. High Yield Index、Credit Suisse Inst’l 
Leveraged Loan Index　2019年3月31日現在 

2. 出所: Lipper FMI　2019年3月31日現在

“ボラティリティ上昇がファンダメンタルズ要因によるものでないことは

ほぼ明らかです。事実、ハイイールド発行体の足元のデフォルト率は依

然として1～2％と歴史的な低水準にあります。主にテクニカル面、特に

リテール・ファンドからの資金流出により短期的に不安定な状態が発

生した結果、資産価格が下落し、2018年終わりには魅力的な投資機会

が生まれました。

第4四半期初、バンクローンが非常に堅調に推移していたため、バンクローンを保有するファンド
が解約資金を手当てするため当該資産の売却を開始しました。しかし、同四半期が進むにつ
れ、FRBがよりハト派的な姿勢を見せ始めたことから、バンクローン・ファンドからの資金流出も発
生し、結果として12月単月で合計約150億米ドルが流出しました2。一方ハイイールド債市場で
は2019年第1四半期に入って以降、FRBの姿勢転換を背景に多くの投資家が変動利付のバ
ンクローンから固定利付イイールド債への入れ替えを検討し始めたことなどから、資金が流入し始
めました。

投資家センチメントが両極端に振れる中、ハイイールド企業に目立った動きはなく、第4四半期の
企業決算は非常に好調な内容となりました。ベアリングスでは、株式を上場している400社近い
ハイイールド発行体をカバーしていますが、そのうち75-80％は同四半期において事前予想通り
もしくはそれを上回る決算を発表しました。企業（のファンダメンタルズ）と市場のパフォーマンスの
不一致について、正確な理由を特定することは困難ですが、ボラティリティ上昇がファンダメンタル
ズ要因によるものでないことはほぼ明らかです。事実、ハイイールド発行体の足元のデフォルト率は
依然として1～2％と歴史的な低水準にあります。主にテクニカル面、特にリテール・ファンドからの
資金流出により短期的に不安定な状態が発生した結果、資産価格が下落し、2018年終わ
りには魅力的な投資機会が生まれました。
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足元の市場では、逆イールドカ
ーブについて数多くの機論がな
されています。これがハイイー
ルド市場にどのような意味をも
たらすのか、ご意見をお聞かせ
ください。

基礎的な解釈としては、今後6ヶ月から5
年のいずれかの時点においてリセッションが
起こるであろうことを意味しています。多くの
識者が過去の経験から将来に起こり得る
ことを予測しようと試みますが、予測は非常
に困難です。ハイイールド資産の観点から見
ると、足元の金利の動きは、BB格資産に
対する強い需要を引き起こしました。現時
点において、BB格資産は極端に割高な水
準で取引されているとみています。 

しかし、2019年の米国経済は、年前半に
幾分軟調となるものの後半に持ち直し、年
を通じては堅調な成長が見込まれます。も
し米国経済が２％の成長を達成し、デフォ
ルト率が低位にとどまった場合、金利はや
や上昇するでしょう。金利動向の予測は専
門外ですが、ポートフォリオのデュレーションを
どう管理するかは私達の責務です。私達は
常に状況を注視していますが、ハイイールド
発行体の収益は当面好調を維持し、この
ことが長期的にパフォーマンスに寄与するで
あろうというのが現時点における私達の見
方です。ただし、米国経済が堅調を維持し
たとしても、長期的には米国以外の地域
を切り離して考えることはできません。特に
Brexitや米中貿易摩擦に関するネガティ
ブサプライズなど、欧州や中国の情勢が悪
化することがあれば、私達は問題に直面す
ることになるでしょう。 

これらの事象を念頭に置く必要がある一方
で、私達は最終的には独自の発行体分析
に最も重きを置いています。優れた経営陣
や質の良い資産、ビジネス・サイクルの変遷
に対応する柔軟性を有する健全な企業を

ポートフォリオに組み込むことが最も重要で
あると考えます。将来、リセッションに陥った
場合、スプレッド拡大とデフォルト増加は避
けられませんが、デフォルト率が世界金融危
機時に経験した10％近くまで上昇すること
は考えにくいとみています。また、リセッション
期間は、アクティブ運用が重要な役割を果
たし、それが差別化につながります。全体的
には、私達は過去の経験則に基づき情勢
を楽観しています。

セクター選択は完全にボトムア
ップの結果ですか？それとも、
選好または回避しているセクタ
ーはありますか？ 

一義的には、発行体選択による付加価値
創出を目指しています。どのセクターにも魅
力的な投資機会は存在します。一方で、
景気サイクルとは無関係に趨勢的な変遷
を遂げつつあるセクターがあります。例えば、
ネット販売が店舗販売にとって変わりつつ
ある小売セクターでは、消費者と企業の関
係が完全に変化しました。当該セクターで
は、景気サイクル要因とセクター内の趨勢
的要因の双方から、今後デフォルトが増加
してくるものと予想しています。 

また、エネルギー・セクターにも同様の事が
言えます。掘削技術の進歩により資源への
アクセス方法が変化し、米国の生産量が
著しく増加した結果、伝統的な供給者で
あるOPECを中心とする世界的秩序が逆
転しています。エネルギー・セクターが市場に
占める比率は、米国ハイイールド債市場で
約15％と大きいものの、欧州ハイイールド
債市場および米国・欧州バンクローン市場
ではかなり小さくなっています。一般的には、
景気低迷に直面すると、同セクターでは原
油価格が下落しデフォルトが増加すると考
えられます。しかし、堅調な原油需要を背
景に今年に入って以降原油価格は上昇し
ており、市場で囁かれている「景気拡大サイ

クル終焉」説に疑問を投げかけています。

「フォーリン・エンジェル」、す
なわち投資適格からハイイール
ド（非投資適格）に格下げされ
る可能性のあるBBB格スペース
について、見解をお聞かせくだ
さい。

投資適格クレジット市場に占めるBBB格
資産の割合は大幅に拡大してきており、足
元では約3兆米ドルに達しています。うち、
米国ハイイールド債市場のBBB格セグメン
トは約1.3兆米ドル程度です。そのため、１
つの景気サイクルを通じてBBB格の5～10
％の発行体が格下げされるような極端な
状況が発生した場合、1,500～3,000億
米ドル相当の資産がハイイールド市場に移
行するという重大なテクニカル要因が生じ
ます。しかし、BBB格企業の大半はグローバ
ルな大企業です。これらの発行体がBBB
格であるのは、A格からBBB格に格下げさ
れる際には資本コストの観点から実質的
なダメージがなく、負債コストも廉価である
ためです。これらの企業は、その廉価なコス
トをM＆A活動や自社株買い、配当金支
払いなどのファイナンス活動に活用してきま
した。今後金利が上昇する限りにおいては、
企業が負債コストの上昇を受けバランスシ
ート修復に焦点を当てるとみられ、BBB格
市場はやや縮小するものと予想されます。 

私達はハイイールド・ユニバースにおいて、相
対的に割高感の強いBB格の発行体に比
べ割安に取引されている一部のBBB格発
行体に魅力的な投資機会を見出し、収
益化に成功してきています。繰り返しになり
ますが、これらの企業の収益は好調であり、
資産売却の柔軟性も高いため、キャッシュ
フローを創出しレバレッジ解消に利用したい
と思えば、それができる企業です。



BARINGS CONVERSATIONS  2019年5月  4

DAVID MIHALICK（デイヴィッド・ミハリック） 
米国ハイイールド投資責任者

米国ハイイールド投資責任者、米国ハイイールド投資委員会議長およびグローバル・ハイイール
ド・アロケーション委員会メンバー。複数のハイイールド戦略のポートフォリオ・マネジメントの責務を
負う。現職以前には、米国ハイイールド・クレジットリサーチ・グループの責任者として、25名超の
アナリストチームを率いた。2008年ベアリングス入社。それ以前は、ワコービア証券のレバレッジ・
ファイナンス・グループのヴァイス・プレジデントとして、セルサイドの立場から発行体企業やプライベー
ト・エクイティ会社向けにレバレッジ・ローンやハイイールド債券の組成に携わった。2004年に金
融業界に入る以前は、米国空軍や通信業界（7年）にて勤務。米国空軍士官学校にて理
系学士号、ワシントン大学にて理系修士号、ウェイクフォレスト大学（米国）にて経営学修士号
（MBA）取得。

相対価値の観点から、広汎なハイイールド・ユニバースにおいて足元では
どのような投資機会があるとお考えですか？ 

ハイイールド市場には引続き相対価値に基づく魅力的な投資機会が存在すると考えています。米国バ
ンクローン、欧州バンクローン、米国ハイイールド債、欧州ハイイールド債という私達が投資対象とする4つ
のコア資産について言えば、足元のスプレッドは400bps台前半です。こうしたスプレッド水準や、１％の
デフォルト率、適度に堅調な経済環境は、投資家に対し十分な投資機会を提供しているとみていま
す。直近では、米国バンクローン市場に特に魅力があると考えていますが、これは上記で議論したテクニ
カル要因によるものです。同市場からの資金流出が継続している結果、堅実な財務状況に比してバン
クローン市場の相対的魅力度が高まっています。また、テクニカル要因により投資機会が創出されてい
るケースとして、同一企業のバンクローンが社債に比べ割安に取引されている事象がいくつか挙げられま
す。ファンドの資金流出入などテクニカル要因により、同一のクレジットリスクに異なるプライシングが行わ
れているのです。当該市場においては資金の動きが比較的流動的であるため、こうした状況は長くは持
続しない傾向にありますが、実際に発生する事象であり、これが私達が捕捉を目指す戦術的な投資
機会の好例です。

また、担保付資産の価格に非効率性が存在し、無担保資産と担保付資産の間に相対価値に基づく
投資機会が見出される場合があります。景気サイクルを通じ担保付資産がもたらす安全性について投
資家全てが正しく評価できているとは考えにくく、デフォルト発生時に資産が幾重にも保護されている事
実が見過ごされている場合があります。このため、優先担保付バンクローンと優先担保付ハイイールド債
はハイイールド・ユニバースの中でも割安であると考えています。

最後に、投資家の観点から、ハイイールド投資は戦略的、戦術的いずれの
スタンスで行うべきであると考えますか？

ハイイールド資産は戦略的に投資すべき資産クラスだと考えます。直近6ヶ月はそれを証明するための
完璧なケーススタディとなりました。ハイイールド債市場のスプレッドは10月初盤に最も縮小した水準に
ありましたが、第4四半期を通じ大幅に拡大しました。そのため、10月初盤にハイイールド債に投資した
投資家は、クリスマス前には約５％の損失を抱えることになりました（７％弱の元本損失を１％超のク
ーポン収入が一部相殺）。しかし、もし投資家が忍耐強く戦略的であり、2019年第1四半期まで保
有し続けたとしたら、リターンは大幅に回復したでしょう（6ヶ月間で、約1％の元本損失を３％超のクー
ポン収入が相殺）。6ヶ月間のトータルリターンは約2.4％となり、年率換算すると約5％となります。ちな
みに、S&P500指数は同6ヶ月間で約２％下落しました。ハイイールド資産は完璧な資産クラスではあ
りませんが、多くの投資家にとって意義のある資産クラスだと考えます。投資に当たっては、忍耐強く戦略
的であることが最も重要です。 
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