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2019年市場見通し：グローバル社債

社債投資家は景気後退を危機と考えます。
デフォルトが増加し、デフォルトリスク水準の
上昇が市場価格に織り込まれるためです。
2015年から2016年にかけて、市場は景気
後退を予想していたものの、それは実現しま
せんでした。2019年についても、市場が注
視している危険が現実のものとなるか、投資
機会を示しているかによって1年が同様に決
定されることになりそうです。景気サイクル自
体は循環しますが、重要なのはその時期で
す。今の社債バリュエーションは魅力的なリ
スク調整後の投資機会を提供できるというの
が我々の見方です。サミュエル・ベケットの
戯曲「ゴドーを待ちながら」のように、待って
いたゴドーは二度とも姿を現しませんでした。

2018年も終わりを迎えようとする中でクレ
ジット・スプレッドは拡大しており、市場は次
の景気減速でデフォルト率と企業債務・レバ
レッジが増加する危険性に注目しています。
2018年初めには世界経済の成長に対す
る高い期待がありました。米国の財政改
革、欧州に対する自信の回復、世界同時
成長の加速が奏功すると思われたからで
す。しかし年が進むにつれて、マクロ経済
に対する懸念によって世界経済の成長期
待が冷やされることになりました。通商・関
税を巡る協議、地政学的ニュース、米国利
上げに対する懸念、財政規律を脅かすポ
ピュリズム（大衆迎合）政治、そしてエマー
ジング市場ソブリンに固有な事象といった要
因がすべて市場の地合いを一変させたの
です。また、2018年を通じて、投資家の売
り圧力がこの資産クラスのテクニカル要因に
影響を及ぼしました。2018年第1四半期
には利回りが過去最低水準をつけ、クレジッ
ト・スプレッドが直近で最も縮小し、債券リ
ターンへの信頼感は落ち込んだままでした。

2019年に向けて、何がリスクなのかは明確
で、予想されるリスクについても十分に議論さ
れているため、リスクが価格に既に織り込まれ
ていることは間違いありません。世界経済の
成長が安定して、ゴドー（景気後退）が今回
も現れなければ、チャンスはあるでしょう。こ
のシナリオによれば、システミック・リスク・プレ
ミアムの上昇が起こるとは考えにくいでしょう。
なぜなら、デフォルト率は依然低く、企業収益

は引き続き増加し、利回りが高くなることで社
債への需要が刺激され、市場の信頼感回復
によって流動性が高まるためです。

2008年の金融危機がもたらした景気後退
が深刻であったため、今の景気拡大局面
については歴史的に見れば長いかもしれま
せんが未曽有のものではないと言えるでしょ
う。イギリス人が天気の話を持ち出すよう
に、クレジット投資家はデフォルトを恐れ、景
気後退予想について話をします。クレジット
は常に話題に取り上げられるものであり、今
日雨が降らなければ明日は雨になることを
示唆すると考えられているためです。

我々は基本的に、市場が予想する多くの最
悪のケースは実現しないと考えています。
米国の経済成長率はコンセンサス予想の

2.5%近辺に落ち着き、中国は通商・関税
問題の悪影響に対し景気刺激策で対抗す
るでしょう。米国の金融政策は「ハード・ラ
ンディング」とはならず、ポピュリスト支持の
機運は国際的なルールと市場による抑制と
均衡のコントロールを受けて弱まるでしょう。
このシナリオ通りになれば、ゴドー（景気後
退）は再び現れず、全ての市場にわたって
クレジット・スプレッドが縮小するでしょう。

米ドル建て債務の増加とBBB格の債券市場
の拡大は、クレジット投資家の頭を更に悩ませ
ることになっていて、レバレッジの上昇は市場
が景気拡大局面の終盤を迎えたサインだと
考える投資家もいます。一方で、低金利によ
り支払利息が手ごろで過度にならない水準と
なっているため、景気サイクルはまだ中盤に
あるとする意見もあります (図表1を参照）。
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、ブルームバーグ 1999年12月から2018年12月までのデータを使用
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ゴドーを待ちながら

リファイナンスや最終的に返済が必要な債
券の絶対額については、より幅広い議論が
必要でしょう。企業業績の拡大が続いてお
り、フリー・キャッシュ・フロー創出は底堅い
中、企業はリスク資本構成が厚いとされる企
業体質に向かっており負債水準は妥当であ
るといえるでしょう。このシナリオは、マクロ
経済がハード・ランディングしないこと、そして
現在のビジネスモデルに影響を受けないセク
ターを選択すること、という2つの大きな要
因にかかっています。また、多くの企業が、
現在の予算を下方修正することになっても
戦略的に柔軟な対応ができるということにも
言及しておきます。企業は現在、資産の売
却や配当の削減を活用して負債の削減を進
めていますが、これは、企業が債券投資家
に有利な行動を実行できる能力をもちあわ
せていることを物語っているのです。

検討すべき3つのクレジット・テーマ
1つ目に、合併・買収（M&A）などの株主
投資家に有利なアクションは、景気拡大局面
で一般的であるということです。こうしたアク
ションには資金調達が必要となります。その
後の債務削減という目的が、債券投資家と
株式投資家の両方の利益に繋がると発行
体が考えており、債券市場において資金調
達する際、当社はそうした債券を購入（通
常、ディスカウントで）するようにしています。

2つ目に、技術のディスラプション／技術革
新が飛躍的に起きており、その影響を大き
く受けるセクターや発行体を回避すること
が2019年も引き続き課題になるでしょう。
自動車セクターは、ガソリン／ディーゼルから
電気自動車、さらには自動運転への移行へ
と早いペースで進化しており、小売セクター
はオンライン・ショッピングの影響を受けてい
ます。ブロックチェーンによって金融セクター
では仲介業者の中抜きが進み、スマート
ホームをめぐるイノベーションもあります。こ
れらはすべてが特定の企業に直接的また
は間接的に影響を与えることになります。

3つ目に、欧州の金融機関は規制の影響を
受け、資産売却と自己資本調達を通じたリ
スク削減を進めており、これは債券投資家
にとってプラス材料となります。世代別の行

動トレンドと業界の焦点が変わっていくにつ
れ、今後数年間は、セクターと発行体の正
しい選定がカギを握ると予想します。

テクニカルとバリュエーション
しかし、ファンダメンタルズだけが2019年の
リターンの源泉ではありません。テクニカル
とバリュエーションも重要なファクターとなる
でしょう。投資の成功とはデフォルトを極力
抑えつつ価格変動によるリターンを最大化
すること、これがクレジット投資の基本です。

投資適格社債では、過去と比較しても、無リ
スク資産と比べた損益分岐（ブレーク・イー
ブン）分析でみても、また価格に織り込まれ
た期待デフォルト確率に分解した場合でも、
現在の米国と欧州のクレジット・バリュエーショ
ンは魅力的であるといえるでしょう。古い格
言に、「投資に良いも悪いもない、バリュエー
ションが良いか悪いかというだけだ」というも
のがあります。欧州社債のバリュエーション
は、2016年第1四半期の水準に、また米国
スプレッドは2016年半ばから後半の水準に
戻っています。10月末時点の社債保有に伴う
損益分岐点を見ると、去年と比べてユーロ
建で約36ベーシス・ポイント（bps)、米ドル建
で26bpsと損益分岐スプレッドが拡大してお
り、投資家にとって大きなクッションとなる可能
性があります。我々の基本シナリオのように、
キャリーと限定的ではあるもののスプレッド縮
小に伴うキャピタルゲインを組み合わせれば、

この水準でも投資適格社債を保有するリスク・
リターンのトレードオフは魅力的に映ります。

社債のテクニカル要因も今後のプラス材料に
なるでしょう。2019年は需給見通しが再び
投資家にとって重要になるでしょう。M&A
は常に固有の供給要因となり得ますが、発
行見通しを見ると、多くの発行体が2018年
には低金利とタイトなスプレッドを生かして非
金融セクターで長期借入の固定化を図った
ことがわかります。特に欧州では規制の変
更が銀行の発行に対する決定要因となるで
しょう。シニア非優先証券の発行額はおお
むね変わりませんが、他の資本構成の起債
は減少しそうです。より低位の基準金利とク
ロス・カレンシー・コストの拡大を受けて、米ド
ル社債の米ドル以外の通貨へのヘッジコスト
が上昇しましたが、これが2018年の需要に
影響することになりました。これは2019年も
引き続き需要を左右する要因となるでしょう。
負債マッチング・ポートフォリオが買いの機会
として高い直利を模索しており、当社は市場
の水準感が需要にも影響すると予想してい
ます。要約すると、需給環境の予測は難し
いとはいうものの、最終的には2019年にお
けるテクニカル要因は改善する見通しです。

内訳 国とセクター
地域別にみると、2018年は弱い経済環境
を受けた欧州が米国のパフォーマンスを下
回りました。2019年はこれが反転すると

図表2
エマージング市場と先進国とのデフォルト率の比較
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出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント、J.P.モルガン エマージング債のデフォルト率には、2018年
9月現在ディストレスト・エクスチェンジが含まれている。
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予想しており、セクターと発行体の選定が
パフォーマンスの決定に役立つことになるで
しょう。債券投資家にとって悪いニュースを
回避することが肝要となります。事業のリス
ク特性が増える余地が限定的であるため、
我々は金融および公益企業のような規制業
種を選好します。

供給が限定的で、低デフォルト率の時期
に利回りを求めて需要が高まったことが下
支えとなり、2018年のハイイールド社債は
やや底堅く推移しました（図表2参照）。デ
フォルト率は上昇しているものの、過去の水
準と比較すれば低水準にとどまっているこ
とがテーマとなり、これからも資産クラスとし
てのハイイールド社債を下支えすることにな
るでしょう。2019年のパフォーマンスが良
好になるために必要な基本的な条件として
は、株式市場と原油相場（米国ハイイール
ド債市場では大規模なセクター）の安定を
挙げます。2018年には投資適格債と同様
にハイイールド社債のバリュエーションも割
安化し、米国ハイイールド社債の利回りは
7％以上で超過スプレッドが430bpsとなっ
ており、リスク・リターンは魅力的と考えてい
ます。加えて2018年はハイイールド社債
の供給額が少なく米国では前年比40%近
くも減少しましたが、2019年もこの傾向が
続くと予想され、テクニカル面で追加的な下
支え要因になるでしょう。

一方2018年は、財務制限条項を通じて信
用補完を備え、かつ変動金利であることが
サポート要因となり、ローンに対する需要は
堅調でした。一般論で語るのは誤解を招く
恐れがありますが、2019年は投資家保護
の薄いストラクチャーとバリュエーション面で
の魅力が低いことが、パフォーマンス悪化
の要因になるとみています（ただし、変動利
率のリセットは投資家に有利）。我々の基本
シナリオが正しく、また、デフォルト率が低め
に推移すれば、パフォーマンスが悪化する
予想にはならないでしょう。しかし、2018年
に相対的に他のクレジット資産を上回るパ
フォーマンスを上げたため、上値は限定的
だと考えます。

エマージング市場の社債については、デ
フォルト見通しに対してのバリュエーション
面は魅力的と考えています。我々のクレジッ
ト・ファンダメンタルズ評価では、2018年に
おけるエマージング社債スプレッドの調整は
行き過ぎと考えています。我々がエマージ
ング市場の社債に強気なのは、世界金融
危機が終わった後のエマージング企業の企
業動向に下支えされている指標（クレジット、
経営陣の行動、等）が改善しているためで
す。こうした改善はデフォルト見通しに最も
反映されています。我々は年初、年末のデ
フォルト率を2.5%と予想しておりましたが、
足元ではこの水準を大きく下回ることになり
そうです。アルゼンチンやトルコなどの国々
で、固有の悪材料が増加しているにもかか
わらず改善が進んでいるといえます。

2019年については、エマージング社債の
デフォルト率が先進国のハイイールド社債の
デフォルト率同様に引き続き低位で推移する
という見通しを踏まえると、エマージング社
債市場のハイイールド社債のスプレッド拡大
はことのほか注目すべき点です。投資適格
債については、エマージング社債市場にお
ける社債のファンダメンタルが改善している
ことを考えると、スプレッドの拡大はいくぶん
直感に反していると考えます。今後12～ 
18カ月の間に格上げが格下げを上回り、
ファンダメンタルの改善が格付けにも反映さ
れると考えているためです。

結論
2019年の市場は、景気拡大局面が終わる
時期をいつと予想するかによって方向付け
られるでしょう。基本シナリオでは、景気後
退は差し迫っておらず、したがって現在のク
レジット・スプレッドには投資価値（バリュー）
があるとみています。多くの伝統的な業界
のビジネスモデルにとって技術と行動の変
化は目まぐるしく、かつディスラプティブな影
響をもたらすもので、このため2019年はセ
クターと発行体の選択が重要な判断となり
ます。社債市場は「危機」にあると見る市
場参加者もいますが、我々はその危険性は
既知のもので価格に織り込まれていると見
ており、社債に投資し積極的にポジションを
取ることによるキャリー獲得と、限定的では
あるもののキャピタルゲインの機会があると
考えています。
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