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ティー・ ロウ ・ プライスのインサイト
グローバル債券

サマリー

▪ 実績値のデータは低迷が続いており、景気回復の足取りは依然としておぼつか
ない 。

▪ クレジット市場のパフォーマンス格差は今後も高止まりが見込まれる。

▪ 新興国の環境は依然として概ね良好だが、ヘッドライン・リスクの可能性は残る。

リフレのテーマは2020年も
継続するか
債券市場の今年の動向を占う 2020年1月

（図1）CCC格のハイイールド債は警告を発しているか
米国ハイイールド債市場のCCC格セグメントおよび米国ハイイールド債市場全体におけるオ
プション調整後スプレッド（％）

2019年12月31日時点

CCC格の米国ハイイールド債のスプレッド
は、2019年後半には拡大しています。そ
の一方で米国ハイイールド債市場は、全
体としては好調なパフォーマンスを継続し
ています。

オ
プ

シ
ョン

調
整

後
ス

プ
レ

ッ
ド

（
％

）

30

25

20

15

10

5

0

米国ハイイールド債CCC格セグメント
米国ハイイールド債

ブルームバーグ・バークレイズ米ハイイールド社債指数。
ブルームバーグ・バークレイズ指数データの出所：ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド。
Copyright© 2020.Bloomberg  Index Services Ltd. 許可を得て使用しています。

グローバル債券運用チーム

Arif  

Husain

Andrew  

Keirle

Kenneth  

Orchard

Quentin  

Fitzsimmons

Ju Yen  

Tan

Saurabh  

Sud

ティー・ロウ・プライスのグローバル債券運

用チームは毎月、ポートフォリオ・マネ

ジャー、アナリスト、トレーダーが債券の

投資機会について深く議論します。本レ
ポートは、そこで取り上げられた主なテー

マを紹介します。

再配布禁止。

2020年の 債券市場はどの ような展

開を見せるで しょ うか。市場コンセンサ

スが 正しい とす る と、 今年もリ フ レの

テーマが 継続する可能性があ ります。

グロー バル 債券運用チーム は直近会

合におい て、 主にこの 点につい て議論

し、マクロ環境について深く 掘り下げる

と共に、 状況が リ スク資産にとって今

年もプラスに働くか 、あ るい は投資家

はより慎重なスタン スを取るべ きか 検

討しました。

まだ景気回復を鵜呑みにしてはいけ
ない

米連邦準備制度理事会（FRB）を
含む複数の中央銀行は、経済状況が
安定したことを認識しています。
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欧州のPMIの再
上昇が確認できれ
ば欧州経済は安
泰とみなされるかも

しれませんが、今の
ところは穏やかな
改善しか見られま
せん。何らかの行
動を起こすには時
期尚早であるとい

えます。

— Arif Husain

ポートフォリオ・ マネジャー兼

グローバル債券統括責任者

年間を通じて
様々な機会に応
じてリスクを増減さ

せる能力が、
2020年を債券
投資における成功
の年にするか否か
の鍵となるでしょう。

— Arif Husain

ポートフォリオ・ マネジャー兼

国際債券責任者

経済の 安定化を受け 、 株式やクレ
ジッ トとい ったリ スク資産は上昇する
一方で、コア債券のパフォーマンスは
低迷しました。
「 市場には成長見通し に関する楽
観論が広まっており、その多くが市場
に既に織り込まれ てい ます 」と、ポー
トフォリオ・マネジャー兼グローバル債
券統 括責任者の Ar i f Husain は
述べ ています。ただし、これに付け加
えて、「世界経済が現在足場を固め
つつあ るのは確か で すが、 全ての 指
標が 回復を示唆してい るわけではな
く、実績値のデータについては依然と
して軟調です」とも語りました。
投資チームは、最悪の時期は過ぎた
模様だが 、 回復は依然とし て一時
的で あ ると述べ てい ます 。 例えば、
ユー ロ圏では、成長率は依然として
ほとん どの 国で 低迷してい る状態で
す。 「 欧州の PMIの 再上昇が 確認
できれば欧州経済は安泰とみなされ
るか もしれませんが、今の ところは穏
やか な改善しか 見られません 。何ら
かの行動を起こすには時期尚早であ
るとい えます。 」 とHusainは語っ て
い ます。
地政 学的な 環境も 、 リ ス ク要因 と
なっています。過去数ヵ 月間で 環境
は改善し投資家のリスク選好を下支
えしていますが、状況は急激に変化
する可能性があ ります。 「2020年
には多くの イベン トがあ り、 これ が 地
政学的な動揺を引き起こし、 反対
方向に振れ る可能性が あ ります」 と
Husainは述べ てい ます。 Husain
は、最近の 中東での緊張の高まり、
英国の 欧州連合か らの離脱、 米国
の 大統領選挙、 そ して継続中の 米
国の 対中国だけでなく 可能性として
対欧州の 関税交渉も挙げ てい ます。

クレジット市場では、もう一段のパ
フォーマンス格差拡大の可能性
クレジッ ト市場に目を向け てみると、
最近はいく つかの 強弱入り交じった
兆候が見られ ます。例えば、社債は
昨年後半は好調なパフォーマンスと
なりましたが、米国の投資適格企業
の短期保険のコストは上昇し始め て
い ます。

さらに、ハ イイールド債の スプレッドは
全体としては低下していますが、その
一方でエネルギー企業やよりリスクの
高い C格付の 市場セ グメン トで は、
非エネ ルギー 企業やBBやB に分類
され る格付が 高い 債券の スプレッ ド
程スプレッ ドは低 下し てい ません 。
「 ハ イイー ル ド債の パフォ ーマン スの
二極化トレン ドは、 2020年も続く
可能性が あ ります」 とHusa inは述
べ ています。また「投資家は、 この景
気サ イクル終盤では、 リスクの取り方
につい てより選別姿勢を強める傾向
が あ ります」とも語りました。
新興市場では、環境は概ねプラスで
すが、現地通貨建てやドル建ての債
券どちらも今年直面する可能性があ
る、この地域特有の問題が数多く存
在します。Husa inは、「 この地域に
は多くの不透明な要因が存在し、 こ
れが2020年に重大なヘッドライン・
リ スクとなる可能性があ ります」 と述
べ てい ます。
フ ロン ティア市場内で は、 流動性が
しばしば逼迫する場合があ り、リスク
イベ ン トが発生した場合、 急激か つ
大規模な価格崩壊に繋が るため 、
状況はさらに深刻です。昨年見られ
た最も極端な例がレバノンで、 政府
に対する抗議活動が、レバノン 国債
の 大規模な売りを引き起こしました。
「 スリ ラン カ、 ザン ビア 、 エクアドル と
いった国では、2020年は同じような
負の スパイラル を回避することが 重
要となるでしょう」 とHusainは語って
い ます。

リスク相場の継続には堅調な経済
成長が必要
リ スク資産の上昇が 続くため には、リ
フ レ・シ ナリオか ら堅調な成長シ ナリ
オに転換する必要があります。しか し、
この 転換が実現するため には、 克服
しなければならない多くの障害がある
のは明らかです。こうい った背景の中、
現在のような景気サ イクルの終盤で
ポートフォリオのリスクを引き上げる場
合には、投資家は注意深いアプロー
チを採る必要があります。「年間を通
じて様々な機会に応じてリスクを増
減させる能力が、2020年を債券投
資における成功の年にするか否かの
鍵となるで しょ う」 、 とHusa inは述
べ てい ます。
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