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年初来の各資産の推移（期初＝100）
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Point 2 今後のデフォルト率悪化は概ね織り込まれた可能性
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米国ハイ・イールド債券の動向、注目点

（注）RIMES、Refinitivよりフィデリティ投信作成。期間は2019年12月末～2020年7月末。全て米ド
ルベースおよびトータル・リターンベース。米国株はS&P500種指数。日本株はTOPIX（米ドル
ベース換算）。世界国債はFTSE世界国債インデックス。

米国ハイ・イールド債券のミドル・リスク、ミドル・リターンの特性に注目

下落局面では株式ほど下落せず、上昇局面では国債よりも上昇している米国ハイ・イールド債券

 米国ハイ・イールド債券は国債よりもリスクが大きく、株式
よりもリスクの低い、ミドル・リスク、ミドル・リターンの資産
として知られています。実際に年初来からの推移をみても、
3月下旬にかけてリスク回避が強まる局面では株式ほど

下落せず、その後足元にかけての上昇局面では米国株
には劣りましたが、日本株や世界国債を上回る上昇幅と
なりました。

 米連邦準備制度理事会（FRB）による一部の米国ハイ・

イールド債券の買取を含む大規模な政策対応が市場の
下支えとなり、米国ハイ・イールド債券は7月末時点で昨

年末とほぼ同水準まで回復しています。年初来からの推
移では世界国債や米国株を下回っていますが、国債利回
りの大幅な低下や株式の変動の大きさを考慮すれば、投
資先の分散の観点から米国ハイ・イールド債券は投資対
象に含める価値があると言えるでしょう。

（注）当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更されることがあります。
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➖米国ハイ・イールド債券市場の投資機会について
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米国ハイ・イールド債券市場への月間資金流出入の推移

（注）Refinitiveよりフィデリティ投信作成。2015年8月～2020年7月。米国籍の米国ハイ・イールド債
券ETFとミューチュアル・ファンドによる流出入合計値。

（注）当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更され
ることがあります。
*6月30日時点の時価評価額

注目される米国ハイ・イールド債券➖利回りと資金フロー

 米国ハイ・イールド債券市場への資金流出
入の推移をみると、2020年4月、5月は月

間の資金流入額として過去 大規模となり
ました。また、その後の6月、7月にも月間
50億米ドルを超える規模での資金流入が
続いています。7月までの4カ月合計では
500億米ドルを超える資金流入となりました。

 FRBは4月に米国ハイ・イールド債券の買
取を発表し、実際に6月26日までに行った
買取結果を公表しており、約9億米ドル*の
残高となっています。当初このプログラムは
9月末までとされていましたが、7月にはそ
の期限が12月末まで延長されました。規模

として全体の資金流入額に占める割合は
小さいものの、投資家心理の改善には大き
な役割を果たしていると考えられます。

 利回り面の魅力に加えて、当局による政策
対応が後押しとなって、米国ハイ・イールド
債券市場への資金流入が続く可能性があ
ります。

米国ハイ・イールド債券の利回りは1年前とほぼ同様の水準で、他の債券との利回り差は拡大

4月以降、米国ハイ・イールド債券市場へ大幅な資金流入が続く

 米国ハイ・イールド債券とその他の主要債
券について、一年前に比べ利回り差が一段
と際立っています。

 10年国債利回りについては、米国債が1年
前と比べ1％以上低い0.5％台、イタリア国
債でも1％を割る水準となっています。米国
ハイ・イールド債券は7月末時点で6.1％と

なっており、相対的には高い水準と言える
でしょう。

 また、昨年7月時点で既に金利水準の低

かったドイツや日本の国債利回りをみると、
変化が非常に小さくなっています。利回り
の下限が意識されると、リスク回避的な局
面であっても国債利回りの低下（価格の上
昇）が期待できなくなる可能性があります。

 世界的に利回り獲得が一段と難しくなる中、
相対的に高い利回りの残る投資対象として、
米国ハイ・イールド債券はより一層注目を
集めると考えられます。

主要債券の利回り（1年前・直近月末）

（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。米国投資適格債券はICE BofA USコーポーレートインデックス。

-0.5%
-0.1%

2.0%
1.5%

3.2%

6.4%

-0.6%

0.0%
0.5%

0.9%

2.0%

6.1%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

ドイツ

10年国債

日本

10年国債

米国

10年国債

イタリア

10年国債

米国投資

適格債券

米国ハイ・

イールド債券

2019年7月末 2020年7月末

（10億米ドル）

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

25

（注）当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更され
ることがあります。
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米国ハイ・イールド債券のスプレッドと2年後リターンの推移

（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。データ期間は2006年12月末～2020年7月末。2年後リターン
は、各月末から2年間の米国ハイ・イールド債券のトータルリターンを使用。

市場は 悪期を織り込んだ可能性➖スプレッドとデフォルト率、パフォーマンスの関係

 米国ハイ・イールド債券のスプレッドには将
来リターンに対して一定の説明力がありま
す。過去のスプレッドと2年後リターンの推

移をみると、スプレッド拡大時に投資するほ
ど、2年後に高いリターンを得られていたこ
とが分かります。

 下の図は、スプレッド区間別に2年後リター

ンの平均値を示したものです。こちらで示し
ているスプレッドの区間（3〜8％）では、い
ずれも2年後リターンの平均値がプラスと

なっていますが、スプレッドが拡大したタイミ
ングからの平均リターンの大きさが目立ち
ます。

 足元でスプレッドはやや縮小しましたが、依
然として約5.5％のスプレッドがあり、過去
の同程度（5%以上6%未満）のタイミングか
らの2年後リターンは平均して約18％となり
ました。

 前述した通り、スプレッドはデフォルト率に
先行して拡大する傾向があるため、縮小に
転じた際に迅速に投資を行うことで、将来
の景気回復に伴うリターンの獲得が可能と
なり、その程度も大きくなると期待できます。

スプレッドはデフォルト率に先行する傾向

過去スプレッドが拡大した後には良好なパフォーマンス

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を
受け、米国ハイ・イールド債券市場におけ
る デ フ ォ ル ト （ 債 務 不 履 行 ） 率 は 7.3%
（2020年6月末現在）まで上昇してきており、
今年末には10％を超える水準まで上昇す
ると見込まれます。

 しかしながら、過去のデフォルト率と米国ハ
イ・イールド債券のスプレッド（国債に対す
る上乗せ金利幅）の推移を見ると、スプレッ
ドの拡大（米国ハイ・イールド債券の利回り
上昇＝価格は下落）はデフォルト率の上昇
に概ね1年先行していました。今回もスプ

レッドは既に拡大から縮小（米国ハイ・イー
ルド債券の価格が上昇）に転じており、今
後の一定のデフォルト率上昇は市場に織り
込まれてきたと考えられます。

米国ハイ・イールド債券のスプレッドとデフォルト率の推移

（注）RIMES、Moody’sよりフィデリティ投信作成。2006年12月末～2020年7月末（デフォルト率は2020
年6月末まで）。スプレッドは、米国ハイ・イールド債券と米国10年国債の利回りの差。デフォルト率
はMoody’sより（過去12カ月、発行体ベース）。
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今後予告なく変更されることがあります。
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（注）当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更されることがあります。

米国ハイ・イールド債券市場に関するポートフォリオ・マネージャーのコメント

セクター別格差は引き続き大きく、格付け別ではBB格が他を上回る

特定のセクターやフォーリン・エンジェルなど新たな投資機会が見受けられる

 米国ハイ・イールド債券市場は、4月以降大規模な政策対応を背景に回復してき
ました。特に、FRBの政策の恩恵を受けやすいBB格の債券は大幅な反発となっ

ています。足元でデフォルト率は上昇傾向にあり、今後更なる上昇が見込まれま
すが、現状は市場の想定内の水準であり、より低い格付けのスプレッド水準を考
慮すると、今後の上昇も概ね市場には織り込まれたと判断できるでしょう。

 4月以降の傾向として、米国ハイ・イールド債券発行企業による新規発行が増加

しています。その発行額の大きさを受けた悲観的な見方も聞かれますが、実際
には発行のうち90％程度が既存債務の借り換えと一般事業目的であり、償還期
限の長期化と運転資金の確保という点でポジティブに捉えるべきでしょう。

米国ハイ・イールド債券指数とセクター別指数の騰落率
（1年間騰落率上位/下位5セクター）

ポートフォリオ・マネージャー

ハーリー・ランク

米国ハイ・イールド債券の
格付別の推移（過去1年間）

（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。2020年7月末時点。米ドルベース。
（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。期間初を100として指数化。2019

年7月末～2020年7月末。

 セクター別では、新型コロナウイルスの影響で航空業界の苦境から航空機リース関連などには慎重で、エネルギーや病院
関連についてもやや慎重な見方をしています。一方で、現在のような状況が長期化する場合でも、通信および公益セクター
については比較的安定した事業運営が期待できるでしょう。

 投資適格から格下げとなる債券（”フォーリン・エンジェル”）が増加しています。FRBの政策による下支えに加えて徹底した
個別企業の信用力分析を行うことで、米国ハイ・イールド債券の投資家にとって銘柄発掘の貴重な投資機会となるでしょう。

 引き続き大規模な政策対応が市場の下支えとなる一方で、今後の感染第2波の広がりと経済活動への影響に加えて、米
国の大統領選が近付くことなどを背景に、市場のボラティリティが再び拡大する可能性には注意すべきでしょう。

フォーリン・エンジェルおよび米国ハイ・イールド債券の新規発行額の推移（月次、過去3年間）
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フォーリン・エンジェルは2、3月に急増、米国ハイ・イールド債券の新規発行は4～6月に増加
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ておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信
託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

資料中グラフの注記に別途記載ない場合は以下の指数を使用しています。
米国ハイ・イールド債券はICE BofA USハイ･イールド・コンストレインド・インデックス。


