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マルチクレジット投資 : クレジット・サイクルを通じたハイイールド投資のアプローチ

1. 出所 : Credit Suisse 2017年9月30日現在

ベアリングスのハイイールド・マルチク
レジット戦略（以下、マルチクレジッ
ト戦略）の定義は？

DAVID: マルチクレジット投資は、グローバルの
ハイイールド市場においてクレジット・サイクルを通
じて生じる投資機会を活用することを目指す戦
略です。ベアリングスのマルチクレジット戦略は主
として、米国ハイイールド債、米国バンクローン、欧
州ハイイールド債、欧州バンクローンの４つのコア
のサブアセットクラスに投資し、オポチュニスティック
に証券化ローン（CLO）やスペシャル・シチュエー
ション案件に投資を行います。

MARTIN: 上記の市場は、時価総額が3兆
米ドル超、発行体数は約3,000社に上り、単一
市場よりはるかに大きな投資機会へのアクセスを
投資家にもたらしています１。このような広範なユ
ニバース故、ファンド・マネジャーはポートフォリオの
高度な分散を維持しながら、最良の投資アイデ
ィアに基づくポートフォリオを構築することが可能と
なっています。

マルチクレジット戦略は、現在の環
境、および長期的なフル・クレジッ
ト・サイクルの両面において、投資
家にどのようなメリットをもたらしま
すか？

MARTIN: 低成長・低金利が継続する中、投
資家のイールドハンティングが継続しており、より
魅力的なリスク調整後リターンを確保するために
追加的なクレジット・リスクを取る投資家が増え
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1 4つのコア資産の間に生じる投資機会の変化に応じて機動的に資
産を配分

2 3,000超の発行体を有する3兆米ドル超のユニバースから最良の投
資アイディアを結集

3 ハイイールド市場に存在するテクニカルなリスクを低減し、ボラティリティ
の低いポートフォリオを構築 

ベアリングスのマルチクレジット戦略は
投資家に以下のメリットをもたらすと考えます。

ベアリングスのマルチクレジット戦略
3つのメリット

ハイイールド市場で起こる変化の性質を考え
ると、投資家はできるだけリアルタイムで資産
を再配分できる立場にあることが重要です。
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てきています。投資家は、自身のリスク許容度に
応じたレンジ内でポジションを高めたり引き下げた
りできる戦略を採用することによって、ハイイールド
のエクスポージャーを従来よりも一段引き上げよ
うとしています。彼らは、長期投資を前提に、ある
いはクレジット・サイクル全体を通してハイイールド
に投資するため、こうした動きは当然のことともい
えます。ハイイールド投資に可能な限り柔軟性を
持たせることは、米欧のハイイールド債やバンクロ
ーン市場で生じる投資機会を迅速かつ効率的
に捕捉する意味でも理にかなっていると私達は
考えています。

DAVID: 加えて言えば、4つのコアのサブアセッ
トクラスにおいて、投資先となる企業のリスク・リタ
ーン特性は似通っています。しかし、これらの市場
は歴史的に混乱に見舞われる時期があり、こう
した時期には、テクニカル要因やリスクの高まりに
よりあるサブアセットクラスが他のサブアセットクラ
スを一定期間アウトパフォームしたりアンダーパフ
ォームしたりすることがあります。またこうした混乱
時には、全ての市場が「トップダウン」による価格
の非効率性を余儀なくされることがあります。こ
のような非効率性は、投資先の担保リスクとい
うより、センチメント主導でもたらされます。こうした
時期は、ボトムアップ・アプローチに基づきクレジッ
ト選択を行っているマネジャーにとって、ハイイール
ドのユニバース内で投資機会を見出すチャンス
となります。

市場の混乱の中で魅力的な投
資機会を見出した例を教えて下さ
い。

DAVID: 先ほどお話したように、ハイイールド市
場におけるパフォーマンスや価格の乖離は、発行
体の脆弱なファンダメンタルズというよりも、ヘッドラ
イン・リスクや、リテール・ファンドの資金フローなどの
テクニカル要因によってもたらされることが多いの
です。これらの要因により、資産価格はファンダメ
ンタルズや他のサブアセットクラス対比で非効率
的となり、短期的な投資機会が生まれます。近
年、米国と欧州の市場に異なる形で影響する

テクニカル要因の存在により、同一の発行体が
同一条件で発行した優先担保付ローンが、発
行通貨（米ドルまたはユーロ）によって大きく異
なるバリュエーションで取引されていた事例があり
ました。

ハイイールド市場は過去数年間、投資家に魅力
的な投資機会を多くもたらしてきました。2011年
のユーロ圏危機や2013年の米国テーパリングな
どのイベントは、特定の市場で相対的に割安な
価格で資産を購入する機会を投資家に提供
しました。より最近では、米国のエネルギー・セク
ターがボラティリティ上昇に伴う投資機会をもたら
しています。

MARTIN: 市場価格がテクニカル要因の変化
やリスク・イベントに素早く反応する傾向があるこ
とも特筆に値します。これは、市場価格が急速に
下落したのち、下落が行き過ぎであると市場が
認識した時点で比較的早期に価格が回復す
るケースがしばしばあることを意味します。たとえ
ば、2015年にエネルギー・セクターが下落に見舞
われた期間、米国ハイイールド債市場はコモディ
ティ業界の業績への懸念から大幅にアンダーパ
フォームした一方、エネルギー・セクターのウェイトの
低い欧州バンクローン市場はアウトパフォームしま
した。2016年にはこのトレンドが反転し、米国ハ
イイールド債市場が他の3つのサブアセットクラス
を大きくアウトパフォームしました（この年のワース
トパフォーマーは欧州バンクローン市場）。こうした

状況では、先ほども述べたとおり、複数の市場を
俯瞰的に見る能力を持つマネジャーが投資機
会を得られることになります。

来年以降、個別サブアセットクラス
のアウトパフォーマンスにつながるよ
うなテクニカル要因や事例が発生
してくる可能性はありますか？

DAVID: どの時点でボラティリティ上昇がハイイ
ールド資産市場に影響を与えるか、また何がそ
の原因になるかを予測することは困難ですが、い
ずれかの時点でこうした事態が再来することは
間違いありません。投資先発行体のリスク・リタ
ーン特性は似通っていると申し上げましたが、4つ
のコアのサブアセットクラスにはそれぞれ独自の特
徴があることを理解しておくことが重要です。たと
えば米国では、ハイイールド債市場の約15％を
占めるエネルギー・セクターを引続き注視してい
ます。エネルギー・セクターは昨年1年程度は落
ち着いて推移していますが、引続き潜在的なリス
ク要因であると私達は考えています。原油価格
が再び下落した場合、その影響は米国市場全
体に広がり、市場のボラティリティを高める恐れが
あります。

米国ハイイールド債市場の12％を占めるヘルス
ケア・セクターにも注意が必要です。米国大統領
選でトランプ氏が勝利した2016年の暮れ、医
療費負担適正化法の廃止・改正の可能性や
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出所: BAML U.S. NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX (米国ハイイールド債), BAML 
EUROPEAN CURRENCY NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX (欧州ハイイールド債); CREDIT 
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病院産業への影響への懸念を巡り、ヘルスケア・セクターが大幅に売り込ま
れました。しかし、2017年を通じて、オバマケアの廃止・改正を目指す共和
党の努力が実を結ばない見通しとなったことから、ヘルスケア・セクターは大
幅に回復しました。この一連の事象は市場全体にネガティブな影響を及ぼ
すことはありませんでしたが、今後も論議の対象となる可能性があるため、
注意深くモニターしていきたいと考えています。

MARTIN: 総括すると、１つの地域でテクニカルまたはファンダメンタルズ要
因が悪化し混乱が生じる場合、それが米国であれ欧州であれ、私達は一
般的にはボラティリティがより低い傾向にあるバンクローンへの配分を増やし
ます。そして、2014～2015年のコモディティ関連の投資事例にも見られると
おり、長期的に魅力的な投資機会が確認されればハイイールド債にシフト
するということになります。

DAVID: 本稿の結論としては、市場の混乱を引き起こす可能性のあるイ
ベントやトリガーを正確に把握していなくても、柔軟性や機動性を持ってい
れば、ある時点であるサブアセットクラスに生じる投資機会を捕捉すること
が可能になるということです。

ベアリングスなどのマネジャーに動的配分判断を委ねる
べき意義は何でしょうか？ 

DAVID: ハイイールド市場で起こる変化の性質を考えると、投資家はでき
るだけリアルタイムで資産を再配分できる立場にあることが重要です。内部
の意思決定プロセスが市場の動きに機敏に反応できる体制となっていない
投資家は、動的配分の判断をマネジャーに委ねる意味があるでしょう。頻繁
な市場のリスクに慣れた市場参加者であっても、資産を売り切ったり新規に
投資するタイミングを見極めることは非常に困難で、時には不可能な場合
もあります。昨年のブレグジット投票の後、ハイイールド資産の買いタイミング
が瞬間的に訪れたのは記憶に新しいところです。

私達は長期かつファンダメンタルズ重視の投資家である一方で、短期的には
上記のようなテクニカル要因を注意深くモニターし、これらの要因が個別発
行体レベルで生み出す投資機会の捕捉に努めています。ベアリングスの個
々のクレジット・リスクの正確な検証と評価、及びどの地域・サブアセットクラス
に最も投資価値があるかを見極める俯瞰的なアプローチが、こうした投資
機会の捕捉を可能にしていると考えています。

MARTIN: つまるところ、これを可能にしているのはベアリングスのハイイール
ド投資チームの規模と深さです。ベアリングスのハイイールド戦略の礎となる
のは、米国と欧州に72名の投資プロフェッショナルを配した大規模なグロー
バル・ハイイールド投資プラットフォームです。個々の発行体分析を深く掘り下
げ、複数のハイイールド投資戦略に亘り一貫したボトムアップ・アプローチによ
る投資を実践できるのはこの体制があってこそだと思います。

現在のハイイールド市場を展望すると、企業のファンダメンタルズは安定して
おり、レバレッジ比率も妥当な水準にとどまっています。しかし、今後数ヶ月を
展望すると、ブレグジット問題、米国のエネルギー、小売およびヘルスケアに
関するセクター・リスク、複数の地域にわたる地政学的リスクなど、ボラティリテ
ィ上昇のトリガーとなり得る多くの問題が存在しています。このような環境下
では、特定の時点において最も魅力的な投資機会を提供する地域または
アセットクラスに柔軟に資産を配分するマルチクレジット戦略の有益性は高
いと考えています。
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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):2017年12月8日M20174Q51
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