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債券投資家が現在抱えている最も大きな悩みは、一言
で言えば「流動性」であろう。しかし、流動性についてき
ちんと理解し、取るリスクを厳選すれば、流動性が低い
環境から投資機会を見出すことができるかもしれない。
アライアンス・バーンスタイン（以下、「AB」）が重要視し
ていることは、流動性に関する投資家の懸念をなくすこ
とではなく、流動性リスクをどのように管理すべきかとい
う点である（以前の記事『あなたの債券ポートフォリオの
運用マネジャーは流動性をうまく管理できているか？』
ご参照）。リスクを過小評価している、もしくはリスクに対
する注意が足りない運用マネジャーは、流動性が干上
がった際に損失覚悟で売却しなければならないリスク
を負うことになる。
例えば、足元でのクレジット市場の下落について見て
みよう。この下落は、新興国市場の成長の失速、コモ
ディティ価格の低下、世界経済への懸念などいくつか
の理由によって起こった。
これにより投資家は保有していた投資信託を売却し
た。解約の注文が殺到し、運用マネジャーは損失を被
ることを知りながらも資産を大量に売却せざるを得な

かった。こういった一斉売却によって、クレジット市場が
過剰に反応し、証券の信用力を正しく反映しない市場
になってしまう可能性がある。
忘れられたファンダメンタルズ
最近大きく下落した製薬業界の債券がいい例となる。
いくつかの企業により薬の値段が一晩で爆発的に釣り
上げられたことや、処方薬にかかるコストの削減が提案
されたことなどが理由となり、多くの証券の価格が10ポ
イントも下落する事態が発生した。
注目すべき点は、こういった企業の株価は下落圧力に
さらされるのに対し、債券の信用力には恐らく影響が
及ばないことである。製薬事業の資本集約度はあまり
高くないため、運営コストは比較的低い。それにより製
薬会社が発行する社債のデフォルト率は低水準に保
たれてきた。さらに、議会による監視の強化で製薬業
界のM&A活動が抑制されれば、当業界の信用力は上
昇するだろう。
では、なぜ製薬業界の債券は急落したのか？ 今回も
ほとんどの運用マネジャーが債券を購入したかったに
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もかかわらず、そうすることができなかった。その理由
は、投資家による解約に対応するために流動性を使い
果たしてしまったからだ。

選別眼が引き続き必要
ほんの少し視野を広げれば、現在の環境でも同じよう
な投資機会を発見できるようだ。直近の下落により、現
在のグローバル・クレジット市場全体のバリュエーション
はここ数年で見て魅力度がより増している。米国ハイ
イールド債を含む一部のセクターでは、現在のスプレッ
ドが2012年以降、最高またはそれに近い水準にある
（図表1）。

一方で、ポートフォリオにおいて流動性にゆとりを持た
せていた投資家、つまりグローバルのマルチアセット戦
略や慎重なキャッシュ管理を取り入れていた投資家
は、よりスムーズに解約に対応し、さらに過小評価され
ている割安な資産を購入することで魅力的な投資機会
を捉えることができただろう（以前の記事『流動性リスク
を管理する最善のアプローチとは？』ご参照）。

【図表1】 直近のボラティリティの高まりを受けて、クレジットのバリュエーションの魅力度が上昇
オプション調整後スプレッド：2012年9月30日から2015年9月30日
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しかし、例外もある。例えば、欧州投資適格社債のバ
リュエーションはそれほど魅力的には見えない。欧州
中央銀行の資産買入れプログラムによって、利回りス
プレッドの拡大が抑制されているからだ。
とは言え、市場の多くのセクターで、投資家はクレジッ
ト・リスクを取ることで見返りを得ている。ただし、どのリ
スクを取るかを見極めることがカギを握る。ABでは、他
よりもバリュエーションが魅力的という理由だけで利回り
が最も高い証券に飛びつくようなことはない。
信用サイクルに注目を
例えば、社債を注意深く見ると、投資機会はセクター
や国・地域ごとで異なることが分かる。 次ページの図表
2 が示すように、ハイイールド・エネルギー・セクターを

含む一部の資産は後退局面にある。当セクターの企
業はエネルギー価格の低迷が続くかぎり厳しい環境に
置かれることに加え、さらなる格下げに直面する可能
性もある。現在のところ、多くのエネルギー会社や石油
会社の価格はリスクに見合うリターンを提供する水準ま
で十分に下がっていない。
エネルギーを除けば米国ハイイールド社債は依然とし
て拡大局面にあるが、格付が相対的に低い一部の銘
柄ではすでにファンダメンタルズが悪化し始めている。
例えば、CCC格のジャンク債は現在1米ドル当たり約
84セントという安値で取引きされているが、デフォルト
率が5年累積ベースで44%と歴史的に高い水準にあり
（B格は23%、BB格は10%）、価格が安いからと言ってそ
のリスクを埋め合わせることはできないと考える。

【図表2】 社債の投資機会はセクターや国・地域ごとに異なる
回復局面
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ここで重要なのは、バリュエーションが魅力的かつファ
ンダメンタルズが強固な銘柄を探すことだ。そういった
銘柄は、住宅ローン市場（商業用と居住用の両方）に
おける信用力が高いハイイールド債や証券化商品の
セクターに存在するとABでは見ている。社債とは異な
り、住宅ローン・セクターは信用サイクルの中でも比較
的初期段階にあり、借り手の信用力は強い。

世界経済や企業のファンダメンタルズに関する懸念が
すぐに消え去ることはない。また、潤沢な流動性が近い
将来に戻ってくることも見込めない。そのため、ボラティ
リティがさらに高まり、証券価格の低迷が続く可能性が
ある。しかし、ファンダメンタルズに注目し、流動性低下
がもたらす投資機会を注意深く狙う投資家にとっては、
今こそ、厳選したリスクを少しずつ増やし始める時かも
しれない。
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アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します（外貨建資産には
為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありませ
ん。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託
が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面
等をご覧ください。

 お客様にご負担いただく費用：投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります
 申込時に直接ご負担いただく費用 …申込手数料 上限3.24％（税抜3.00％）です。
 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金 上限0.5％です。
 保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬 上限2.0304％（税抜1.8800％）です。
その他費用…上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確
認ください。
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アライアンス・バーンス
タイン株式会社が運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

ご注意
アライアンス・バーンスタイン株式会社の運用戦略や商品は、値動きのある金融商品等を投資対象として運用を行い
ますので、運用ポートフォリオの運用実績は、組入れられた金融商品等の値動きの変化による影響を受けます。また、
金融商品取引業者等と取引を行うため、その業務または財産の状況の変化による影響も受けます。デリバティブ取
引を行う場合は、これらの影響により保証金を超過する損失が発生する可能性があります。資産の価値の減少を含
むリスクはお客様に帰属します。したがって、元金および利回りのいずれも保証されているものではありません。運用
戦略や商品によって投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や
性質が異なります。また、ご投資に伴う運用報酬や保有期間中に間接的にご負担いただく費用、その他費用等及び
その合計額も異なりますので、その金額をあらかじめ表示することができません。

