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ハイイールド：今こそ機敏に

FIXED INCOME

ベアリングスのパブリック債券責任者であるMartin Horne（マーティン・ホーン）が、サイクル後期
にあるハイイールド市場の現状と、相対価値に基づく投資機会を捕捉するためには機敏かつ選
別的であることが重要な理由について解説します。
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ハイイールド市場の足元の状況や金利による影響について、投資の最前線
から見た見解を教えてください。

現在がサイクルの最終局面にあることは確実です。金利は世界経済の向かっている方向を反映
しますが、中央銀行は緩和的な姿勢に移行しています。この結果、バンクローンなどの変動利付
商品から典型的な資金流出が見られ、世界的に利回り圧縮が起こるなど、私達が低成長環
境にいることは多かれ少なかれグローバルの共通認識となっています。市場には15兆米ドルのマ
イナス金利の債券が流通していますが、このことは、何かしらに投資する必要がある投資家にとっ
て重大なテクニカル要因となっており、利回りを追求する動きが続いています1。多くの場合、それ
は投資対象を投資適格から非投資適格に下げることを意味します。 

市場コメンテーターや政治家が景気後退に焦点を当てた論調を展開し、このことが株式市場
を不安定にさせていますが、社債発行体の動向は私達がより健全な方向に向かっていることを
示唆しています。今回景気後退があるとしても、1990年代と同様そのペースは非常に緩やかな
ものになると思われます。クレジット市場もまた、緩やかな景気後退期においては堅調に推移す
るケースが多くなっています。スプレッドは拡大するものの、デフォルトは管理可能な水準にとどま
る傾向があります。クレジットのマネジャーには投資機会の特定や回避を通じて、投資家のため
に高リターンを達成する機会が訪れるでしょう。また、サイクルの終焉が長期間議論の中心となっ
ていたため、企業の行動にも緩やかな変化が見られています。たとえば、財務担当役員やCEO
は、資本利益率の想定や設備投資計画、在庫の予想水準を調整し、今後起こり得る状況に
対応する準備を整えつつあります。ただし、選別は重要です。インデックスに追随した運用を行う
時ではありません。

1. 出所： Bloomberg　2019年9月末現在 
2. 出所： Credit Suisse　2019年9月末現在

“市場コメンテーターや政治家が景気後退に焦点を当てた論調を展開し、

このことが株式市場を不安定にさせていますが、社債発行体の動向は私

達がより健全な方向に向かっていることを示唆しています。”

ハイイールド市場では、ＣＣＣ格を中心に最もリスクの高い資産がアンダー
ーパフォームしています。最近の格付機関の動向とデフォルトの状況につい
てご説明ください。

過去のデフォルト率の長期平均は、米国および欧州のバンクローンがそれぞれ2.3％、2.5％、
米国および欧州のハイイールド債券がそれぞれ2.8％、1.6％ですが、現在のデフォルト率はこれ
らの過去平均を下回っています2。（景気後退に陥った場合）デフォルト率が上昇することは避
けられませんが、それは主に米国のエネルギーや小売といった景気循環セクターに限定されるも
のとみられます。デフォルト率は上昇するものの、対処可能な水準内に収まるというのが私達の
見方です。各格付機関も同様の見方をしていますが、世界金融危機の教訓を活かし、先んじ
て経済環境の悪化に苦しむ可能性のある業界の格下げを増やしています。したがって、先々の
市場の反応は見通しやすくなっており、低格付け資産に投資機会をもたらすと考えます。市場は
マイナス面とプラス面の双方に過剰に反応しますが、こうした状況を上手く活用するためには、短
中期的に機敏かつ選別的な対応が必要とされます。
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４つのコア・アセットクラス（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券、欧
州ハイイールド債券）の年初来パフォーマンス
について説明してください。際立って良好な相
対価値を示している資産はありますか？

ハイイールド債券の年初来リターンは、米欧ともに2ケタ台前
半超、バンクローンは米欧ともにその半分程度のリターンとな
っています。固定利付資産のスプレッドは縮小しましたが、
金利低下により変動利付ローンのリテール・ファンドからの資
金流出が約1年続いています。こうした動きが、バンクローン
の相対的な不振とハイイールド債券の価格上昇に寄与し
ています。サイクルにおける現在の位置を考えると、これは非
常に典型的な市場の反応です。あるサブ・アセットクラスのス
プレッドが過度に拡大した場合、特に投資家が相対価値
に基づく投資機会を見い出そうとする環境下においては、そ
のスプレッド水準は一定期間後に修正されることが見込ま
れます。 

こうした動きは、従来に比べはるかに速いスピードで起こって
いるようです。これは、投資機会が瞬時に出現し、消滅する
ことを意味します。そのため、資産配分を機敏に行うことが
重要であり、この点が私達がマルチ・クレジット戦略を推奨
する理由の1つです。

スプレッドがわずかに縮小し、ハイイールド・
ユニバース全体に明確な投資価値が見出され
ない環境において、理論的にはバンクローン
はよりディフェンシブなアセットクラスでしょう
か？

通常、金融市場が下落した場合、バンクローンはその下落
に最も連動しにくいアセットクラスの1つであり、そのディフェンシ
ブ性を発揮します。2018年が非常に良い例です。同年に
は、プラスのリターンを記録する市場が殆どない中、バンクロー
ンのリターンはプラスとなりました。これは一部、変動利付や
担保付などバンクローンの特質に起因しています。一方、ハイ
イールド債券は固定利付かつ無担保であり、資本構造上
それほど優位ではないため、このような環境下では価格が
下落する場合があります。しかし、投資家は分散を必要とし

ているため、相関とボラティリティを抑制するためにアセット・ア
ロケーションの分散が重要となります。バンクローンは、市場
が急落した場合の耐性が強いため、投資家は損失を抑え
ながら資金をシフトさせることができます。これは、当該アセッ
トクラスの最も重要な特長の1つです。

４つのコア・アセットクラス以外に目を向けま
す。ハイイールドの「インデックスの先にある」
投資機会、主にローン担保証券（ＣＬＯ）やデ
ィストレスト債券、新興国社債などに現在投資
価値はありますか？

これら3つのアセットクラスは、リスク管理の徹底した経験豊
富なチームによって執行される限りにおいては、ハイイールド・
ポートフォリオに潜在的な分散と利回り向上をもたらします。
特に、CLOとディストレスト債券は大抵の場合、オルタナティ
ブのカテゴリーに分類され、認知度が低く取引量も少ない
のが現状です。しかし、特にCLOの負債部分は、同格付の
類似クレジットよりもかなり高い投資価値を提供します。例
えば、CLO BBトランシェのスプレッドは、BB格の類似クレ
ジットのスプレッドを300〜500bps上回っています。CLO
は、2008〜2009年のリーマン危機をうまく乗り切った経
緯があるにもかかわらず、一般的には十分な理解がされて
いない市場です。そのため、同市場は特に魅力的であり、マ
ルチ・クレジット戦略に最適だと思われるアセットクラスです。

新興国社債については、昨今、新興国市場と先進国市場
の境界線が益々曖昧になりつつあり、新興国社債に見られ
る特徴の多くは先進国市場のハイイールド資産と共通して
います。実際、新興国社債の発行体の多くはグローバルベー
スで負債を発行する大企業であるため、その多くが先進国
インデックスに組み入れられています。新興国社債は多くの
場合、発行体の財務状況ではなく所在国のソブリン格付
に基づき非投資適格となっています。カテゴリーが大きく異な
るため、インデックスへの追随に適したアセットクラスではあり
ませんが、新興国社債は確実に分散と利回り向上を期待
できるアセットクラスです。

“クレジット市場は論理的な市場ではありません。したがって、投資機会を　

捕捉するためには柔軟かつ機敏でいることが重要です。”
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安全性の面から、特にサイクル後期における優先担保付グローバル・ハイイー
ルド債券投資の魅力について解説していただけますか？

軟調な経済環境、もしくは少なくとも一定程度堅調さを欠いた経済環境においては、優先担保付
資産は非常に魅力的です。優先担保付グローバル・ハイイールド債券は、ハイイールド資産の中でも
あまり知られていないサブ・アセットクラスですが、裏付け担保と資本構造上の優位性を有するため、
優先担保付ハイイールド債券の保有者は債務不履行が発生した場合、優先的に弁済を受けるこ
とができます。発行体の企業価値が優先担保付ハイイールド債券の発行残高の2倍に上ることも珍
しくありません。したがって、景気後退懸念が浮上する環境下では、優先担保付ハイイールド債券の
保有は非常に魅力的です。

優先担保付ハイイールド債券市場においては、通常BB格よりもB格の銘柄が多く存在します。しか
し、景気後退局面に入る場合、私達は通常、BB格の無担保ハイイールド債券よりもB格の優先担
保付ハイイールド債券への投資を選好します。これは主に、格付機関が証券を評価する際に、デフォ
ルトの確率は考慮するものの、回収の確率は考慮しないためです。過去の実績では、優先担保付ハ
イイールド債券は無担保ハイイールド債券に比べより高い回収率を示してきました（図表１）。

今後12ヶ月を展望し、ハイイールド投資を適切に行うための哲学を教えてくだ
さい。 

今後を展望するにあたり、ベアリングスの投資アプローチにおいて私達が重視する主要理念がいくつ
かあります。まず、社債市場は論理的ではないという点です。そのため、投資機会が存在する部分に
瞬時に到達できるよう、柔軟かつ機敏であることを目指しています。イールドの出現は一瞬かもしれま
せんが、確実に存在します。第二に、逆張りの準備が必要という点です。米国における政治的リスク
は大統領選挙が近付くにつれ高まっており、少なくとも今後12ヶ月間は引き続き市場のテーマとなる
ものとみられます。ヘルスケアなどのセクターは、その過程で打撃を受ける可能性が高いと思われます。
重要な点は、私達は現在間違いなく資産の選別をすべき時期にいるということです。インデックスに
追随した運用を行う時ではありません。マクロの観点からではなく、ボトムアップによる厳格な銘柄選
択が今後、ハイイールド投資において必要不可欠となってくるでしょう。

図表1:  平均回収率（最終回収率）

出所:  Moody’s Corporate Default & Recovery Rates　2019年3月末現在
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