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グローバル債券：
伝統的アプローチからの転換

貿易・関税問題や驚くべき長期間に及ぶクレジット・サイクルの渦中で、利回り向上を
求める動きが続いています。このQ&Aでは、グローバル・マーケッツ責任者のMichael 
Freno（マイケル・フレーノ）が、グローバル債券市場に存在する投資機会や、ハイイール
ド、投資適格債券および新興国債券の伝統的なインデックスの先にある投資機会に
ついて解説します。
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昨今の不透明な市場環境において、投資家は債券のアロケーションをどの
ように考えるべきでしょうか？

ハイイールドであれ、投資適格債券であれ、新興国債券であれ、市場サイクルを通じて投
資を継続することが投資家の利益に資すると考えます。アセットクラスが何であれ、トップ
ダウンの観点から判断したり投資タイミングを効率的に図ることは極めて困難です。例とし
て、一部のコメンテーターが1年前、米10年国債利回りが2018年の終わりに4％に達す
ると述べていましたが、当該利回りは現在2％に接近しています。このため、私達は投資
を行う際、金利やクレジットの水準予測はしません。そうではなく、私達のアプローチは、自

過去数ヶ月間、ハイイールド債券がアウトパフォームしたため、現状は米

国ローンを若干積み増しています。ローンと債券のスプレッドは現在互

角の水準にあり、リスク・プレミアムの観点から資本構造のより上位部分

に注目することは理にかなっていると考えます。

信を持って手を伸ばせると考える投資対象の分析、すなわちファンダメンタルズのクレジッ
ト・リスクの評価に重きを置いています。また、これらの資産クラスに対し、オポチュニスティッ
クまたはマルチ・クレジットのアプローチを採用することにも幾つかの利点があります。より伝
統的な債券戦略とは異なり、ほとんどのマルチ・クレジット戦略はベンチマークに囚われる
ことなく、運用者に、資産クラスやセクター、地域に跨り最も魅力的な相対価値の機会を
追求する柔軟性を与えます。こうした戦略は、単一セクター戦略よりも魅力的なリスク調
整後リターンをもたらし得る、より分散されたクレジット投資のアプローチです。

そういったお考えを実際にどのように実践していますか？まずハイイールドから
教えてください。

私達は2011年から2012年にかけて、ハイイールド資産に対するアプローチの仕方につい
て世界中の投資家と議論を行いました。私達が気づいたことの１つは、彼らの多くが、ハイ
イールド資産（米国または欧州のハイイールド債券であれローンであれ）を、総合的に捉え
るというよりも、（各サブアセットクラスを）単体として捉えているということでした。そして、投
資家はよりグローバルかつ全体論的なアプローチへの転換に興味を持っているとの感触
を持ちました。

これに対応して私達は、ハイイールドの様々なサブアセットクラスをブレンドしたグローバル・
ハイイールド・マルチクレジット戦略のポートフォリオを構築しました。当該戦略においては、
米国ハイイールド債券、米国ローン、欧州ハイイールド債券および欧州ローンをコアの4資
産と位置付け、オポチュニスティックにCLOやストレスト債/ディストレスト債（スペシャル・シ
チュエーション）、新興国社債に投資します。

ハイイールドの各アセットクラスは、互いに追随し、長期的には同じ方向に動く傾向があり
ますが、地域的な格差やテクニカル面の差異が、価格をファンダメンタルズから乖離させる
場合があります。熟練したマネジャーは、これらのテクニカル面の非効率を認識・捕捉する
ことができるため、アクティブ運用の価値は高いと言えます。
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ハイイールド資産は、出たり入ったりする資
産ではなく、戦略的なアプローチを必要と
する資産であると考えます。売却や購入
のタイミングを図ることは、不可能ではない
にしても極めて困難です。言うまでもなく、
投資していない期間はインカム収入も得
られません。よって戦略的アプローチが重
要ですが、そのアプローチには、ある一時点
における最良の相対価値に基づきマネジ
ャーが戦術的に資産配分変更を実施で
きる柔軟性が必要とされます。

ハイイールド市場全般を見渡して、
相対価値の観点から魅力度が高
いと考える分野は？

ハイイールド市場は非常に広範な市場で
すが、その全般に投資価値があると私達
は考えています。過去数ヶ月間、ハイイール
ド債券がアウトパフォームしたため、現状は
米国ローンを若干積み増しています。ロー
ンと債券のスプレッドは現在互角の水準
にあり、リスク・プレミアムの観点から資本
構造のより上位部分に注目することは理
にかなっていると考えます。

米国の利上げが市場の最大の関心事で
あった2019年第１四半期まで、ローン市
場に多額の資金が流入しました。しかしこ
の流れが反転し、利上げの可能性がほぼ
ゼロとなった今、リスク・プレミアムの観点か
らローンの割安感が強いと考えます。投資
家が金利予測をし続ける限り、クレジット
市場には非効率性が生じ、私達にそれを
捕捉するチャンスがもたらされます。私達
はまた、欧州のウェイトをわずかに減らし、
米国のウェイトを増やしています。米国の
経済は欧州に比べわずかに健闘していま
すが、スプレッドがこれを織り込んでいない
とみられるためです。

より安全な資産と捉えられがちな
投資適格債はいかがでしょうか？
マルチクレジット・アプローチにおいて
投資価値は見られますか？

投資適格債については、よりオポチュニス
ティックな戦略に潜在的なメリットがあると
考えます。投資適格債券のリスク特性は
ハイイールドとは異なり、ボラティリティや損
失リスクが低い一方で、金利感応度が非
常に高いという特性があります。

マルチクレジットまたはオポチュニスティック
戦略は、適切に運用すれば、上昇・下落
のいずれの市場環境においても、金利主
導のボラティリティを上手く乗り切る柔軟
性を提供します。イールドカーブの短期部
分の勾配に基づくルールベースのデュレー
ション管理はベアリングスが過去25年超
に亘り成功裡に実践してきたアプローチで
す。こうした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
調整および/または金利感応度の低いセ
クターの選好を通じ金利リスクの低減を
試みることが可能です。（投資適格債券
は）短期的にはパフォーマンスが苦戦する
時期がありますが、私達の経験に基づく
と、長期的には非常に大きな投資価値が
あります。上述のようなデュレーション管理
により、私達のケースでは、クレジット・リスク
の分析と評価によりアルファを獲得するこ
とが可能となっています。

ポートフォリオ構築の観点からは、伝統的
な社債や国債以外の投資機会を模索
することにもメリットがあると考えます。例え
ば、私達は現在、投資適格の社債や国
債に対し追加的な利回りが期待でき、資
本構造上位の投資適格資産を含有す
る一部のABS証券や投資適格CLOなど
の証券化商品を選好しています。

リスク・エクスポージャーの分散と、ポートフ
ォリオ内の資産間の相関低減に加え、固
定利付資産と変動利付資産が混合す
るこれらの資産を組み込むことがデュレー
ション・リスクの低減に寄与するものと考
えます。

新興国債券市場の見通しはいか
がですか？

新興国債券市場の時価総額は5兆米ド
ルに上り、その内訳は、現地通貨建て債
券がおよそ3兆米ドル、ハードカレンシー建
て債券が1兆米ドル未満、新興国社債が
およそ2兆米ドルとなっています。これらの
市場は、一定程度連動して動きますが、
その動きは全く同じではなく、リスク特性も
異なります。
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アセットクラスとしての新興国債券にエクスポージャーを取る方法とし
て、 ブレンド戦略を通じてこれら 3 種類のサブアセットクラスにアプロー
チする方法が有益であると考えます。 現地通貨建て債券はよりボラ
ティリティが大きく、 ハードカレンシー建て債券はよりデュレーション ・ リ
スクが大きい傾向にあります。そのため、他の債券アセットクラスと同様、

（サブアセットクラスの）リスクを分散するに当たりブレンド戦略が有効
となり得ます。

また、中央銀行の行動により市場が大きく歪められ、その他のテクニカ
ル要因による影響も大きい先進国市場に比べ、新興国債券市場で
はほぼ間違いなくファンダメンタルズがパフォーマンスを主導しています。
したがって、新興国債券市場はより適切にファンダメンタルズが反映さ
れる市場であると考えます。この点を前提に、私達は独自のモデルを
活用して各国のファンダメンタルズを評価し、これに基づいて、ある一時
点において最良の相対価値を提供していると思われる分野の特定に
努めています。

投資適格債券やハイイールドと同様、伝統的なインデックス（運用）
の先に幾つかの最も魅力的な投資機会が存在すると考えています。
例えば、ハードカレンシー建て債券では、現在インデックスに含まれてい
ないアルバニアやマケドニアなどの国に投資機会を見出しています。一
方で、インデックス含有国でも保有比率をゼロとするケースもあります。
例えば、3年前、デフォルトからは程遠いものの情報が限定的であった
ベネズエラのエクスポージャーを戦術的に解消しました。近年、デフォル
トの確率が高まっていることを受け、ゼロ・エクスポージャーを維持し、イ
ンデックス・ウェイトからは大きく乖離させています。私達は全面的なマ
クロ経済予測ではなく、詳細なファンダメンタルズ分析に基づいて投資
の決定を下します。

最後に、グローバル債券市場全般を見渡して、投資家にア
ドバイスをお願いします。

一般的な市場の見方とは異なるかも知れませんが、経済はヘッドライ
ン・ニュースが示唆するよりも健闘しており、金利は長期的には上昇す
ると私は考えています。とはいえ、今後数ヶ月間は、金利動向、中国や
イランとの緊張、ブレグジット交渉、米国の一部セクターにおける懸念
など問題が山積しており、これらがボラティリティ上昇の引き金となる可
能性があります。こうした環境下で債券投資を考える場合、意図せざ
るリスクを回避しながら、ある一時点で最も魅力度の高い地域やサブ
アセットクラスに資産を柔軟に配分するマルチクレジット・アプローチが
投資家の利益に最も資するものと考えます。

“インデックスに含まれて

いる国でも保有比率をゼ

ロとするケースもあります。 

私達は全面的なマクロ

経済予測ではなく、

詳細なファンダメンタルズ

分析に基づいて投資の決

定を下します。”
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