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FRBによる下支え策が発表される中、足元は回復の兆し

3月に入って大きく下落するも、3月下旬以降は反転

 新型コロナウイルスの感染拡大による実体経済への影響、な
らびに原油価格の急落を背景に米国ハイ・イールド債券は3月
に入り大幅に下落し、3月23日には年初来で－21％（米ドル
ベース）となりました。

 しかし、足元においては回復の兆しが見られます。米連邦準備
制度理事会（FRB）は4月9日に米国ハイ・イールド債券の買い

取りを含む市場の下支え策を発表し、米国ハイ・イールド債券
市場は大きく反応しました。また、原油価格は依然低迷を続け
ているものの、足元では、石油輸出国機構（OPEC）加盟国と、
ロシアなど非加盟国による連合体「OPECプラス」による過去

大の協調減産の合意がなされました。これらを受けて、4月
13日時点では年初来で－10％まで回復しております。

 引き続き、実体経済の先行きには不透明感が拭えないものの、
これら施策が米国ハイ・イールド債券市場の下支えとなること
が期待されます。

大幅に調整したエネルギー・セクターの投資妙味と、人々
の行動様式の変化による投資機会
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デフォルト率の上昇は既に債券価格におおむね織り込まれ、
足元では資金流入に転じる
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当資料の
ポイント

FRBによる下支え策が発表される中、足元は回復の兆し

（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4月13日。原油価格以外は期初を100として指数化。米ドルベース。

年初来の各資産の推移（期初＝100）、ならびに原油価格の推移

（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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現地4月9日にFRBは米国ハイ・イールド債券

に関して以下の発表を行いました。

 3月22日時点で投資適格級、かつそれ以

降に格下げされたBB-格級までの債券

（フォーリン・エンジェル）を買い取り

 投資適格社債、ハイ・イールド社債に投資

する上場投資信託（ETF）の買い取り

4月13日時点
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資金流出入累計（右軸、年初来） 米国ハイ・イールド債券指数（左軸） （百万米ドル）

3月下旬以降、資金流入が続く

（注）RIMES、Refinitivよりフィデリティ投信作成。米国ハイ・イールド債券は期間初を100として指数化、2019年12月末～2020年4月9日。日次データ。資金流出入累計
は米国籍の米国ハイ・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。

米国ハイ・イールド債券市場への資金流出入の累計と指数の推移（年初来）

新型コロナウイルスに関するポートフォリオ・マネージャーのコメント

デフォルト率の上昇は既に債券価格におおむね織り込まれ、足元では新たな投資機会が創出

 米国ハイ・イールド債券市場は大幅に下落したものの、足元はいくつかポジ
ティブな進展が見られます。米国ハイ・イールド債券の購入を含むFRBの政策

対応の拡大、主要産油国間での減産に向けた新たな動きが挙げられます。ま
た、3月下旬以降ではそれまで続いた米国ハイ・イールド債券市場からの資金
流出が流入へと転じた点もポジティブです。

 FRBが投資適格債券だけでなくBB格のフォーリン・エンジェル（投資適格債券

からの格下げ）の買い取りも実施することは、米国ハイ・イールド債券にとって
は非常にポジティブです。また、買い取り対象のETF内ではB格以下の債券も
買うことができるため、恩恵を受けるのはBB格だけではありません。

ポートフォリオ・マネージャー

ハーリー・ランク

 業種別では、新型コロナウイルスによる影響を受けにくい通信、ケーブルTV、公益セクターなどに注目しています。ま

た、エネルギー・セクターも今後の悲観的なシナリオが価格に織り込まれてきたため、投資妙味が出てきたと見ていま
す。個別銘柄では、足元で投資適格級から格下げされた自動車企業や、合併が成立したことで事業の成長が見込ま
れ、今後投資適格級に格上げされる可能性がある通信企業などに注目し、投資を行っております。一方で、年末にか
けておよそ約2,500〜3,000億米ドルの投資適格債券がフォーリン・エンジェルになると想定される中、貴重な投資機
会が拡大するとともに、個別銘柄分析がますます重要になると考えています。

（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。

 短期的にはボラティリティが高い環境が続くと思われますが、相当のデフォルト（債務不履行）率上昇が既に債券価格
におおむね織り込まれたと分析しているため、1年から1年半程度の期間で考えれば現在は投資に適したタイミングで

あると考えられます。重要なポイントは、デフォルト率や格下げのピークを待ってから投資をすると、大きな収益機会を
逃すという点です。
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（注）RIMES、Moody’sよりフィデリティ投信作成。2006年12月末～2020年3月末（デフォルト率は2020年2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）。

相当のデフォルト率上昇が既に織り込まれたと予想

 足元の経済環境を前提とすると、デフォルト率の上昇が今後見込まれますが、現在のスプレッド（国債に対する上乗せ
金利幅）は既にデフォルト率上昇のピーク水準を相当に織り込んでいると考えられます。ここから先のピーク水準につい
ては、2008年から2009年にかけての金融危機時を下回る可能性が高く、デフォルト率は10％程度までの上昇を予想し
ています。なお、格下げのピークは6〜9カ月後になると見込まれます。

 過去のスプレッドとデフォルト率の上昇ピーク局面を見ると、デフォルト率がピークを迎えた時点では既にスプレッドは大
きく縮小（価格は上昇）しており、デフォルト率のピークを待ってから投資をすると、大きな収益機会を逃すことになります。

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、および過去の危機におけるピーク時期の時間差

デフォルト率や格下げのピークを待ってから投資をすると、大きな収益
機会を逃す

（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。

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%

06年12月 09年12月 12年12月 15年12月 18年12月

米国ハイ・イールド債券のスプレッド

同デフォルト率

（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。期間は2000年3月末～2020年3月末。米ドルベース。

フォーリン・エンジェルの増加を投資機会として活用

 今後、投資適格級から格下げされる債券の規模は約2,500〜3,000億米ドルになると予想され、その中には長期的な

優良企業も含まれる可能性があり、米国ハイ・イールド債券投資家にとっては貴重な投資機会になるでしょう。直近で
フォーリン・エンジェルとなった自動車大手のフォードや、2019年にフォーリン・エンジェルとなり足元は事実上デフォルト
状態ながらも、債務再編後には価値向上が見込まれるカリフォルニアの電力・ガス大手PG&Eなどに現在着目していま
す。

 投資適格級の中で も格付けの低いBBB格の社債は、この20年間でおよそ約9倍にまで市場規模が拡大しました。同
期間で米国ハイ・イールド債券が約4倍に拡大した以上のペースとなっており、銘柄選択の機会が豊富に存在します。

米国ハイ・イールド債券と米国BBB格社債の市場規模推移（過去20年）
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（注）上：FMR Co、ICE Data Servicesよりフィデリティ投信作成。期間は2010年3月末～2020年3月末。月次データ。過去12カ月、発行額面ベース。
下：RIMESよりフィデリティ投信作成。2019年12月末～2020年4月13日。日次データ。ICE BofA USハイ・イールド・インデックスのサブセクター指数を使用。

デフォルト率は足元で大幅上昇。一方で相対的に影響が限定的なサブセクターも

 2019年の原油価格（WTI原油スポット
価格）は50米ドル～60米ドル付近での
推移が続き、2020年に入ってからは新
型コロナウイルスによる需要減や、3月
6日のOPECの協調減産交渉が決裂し
たことを背景に、20米ドル台まで急落し
ました。

 その結果エネルギー・セクターのデフォ
ルト率は、既に2016年の原油急落局

面に迫る水準まで上昇しており、債券
価格も大きく調整しスプレッドが拡大し
ました。

 ただし、エネルギー・セクターの中でも、
原油の貯蔵・輸送を行う企業は、多くは
固定価格の長期契約によって原油輸
送を請け負っており、原油安の影響は
相対的に軽微です。この貯蔵・輸送サ
ブセクターはエネルギー・セクターの中
で約4割強の時価残高（3月末時点）を
占めます。

 貯蔵・輸送サブセクターは、原油価格
の影響を受けやすい探査・開発サブセ
クターと比較すると債券の下落幅は小
さく、利回りの上昇幅も限定的となって
います。

既に大幅な調整が織り込まれたエネルギー・セクターの投資妙味

（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。

 中長期的に見て、40米ドル以下の原油価格はサウジやロシアを含む多くの産油国にとって持続不可能な水準であり、
足元みられ始めているように今後減産の動きが期待されます。既に、米国内で稼働する石油掘削装置（リグ）の数は、2
月 終週と比較すると3月 終週は約17％削減されています（Refinitivより）。

 過去の原油急落局面では、急落後の5～6カ月以内には反発が見られたものの、今回は需要の蒸発と過剰な在庫から

価格の反発には、より多くの時間を要することが想定されます。しかし、上述のような減産の動きなどから徐々に底値を
形成する局面となり、1年〜1年半先には50米ドル台を回復すると見込んでいます。

 現在のエネルギー・セクターの利回りは今後のデフォルトなどが相当に織り込まれた水準にあり、過小評価された銘柄
への投資妙味が高まっていると考えられます。

エネルギー・セクターにおけるサブセクター毎の利回り推移（年初来）

利回りは今後のデフォルトなどが相当に織り込まれた水準、投資妙味が高まる

米国ハイ・イールド債券のエネルギー・セクターのデフォルト率
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（注） Refinitiv より フ ィ デ リ ティ 投信作成 。 期 間は 2019 年 12 月末～ 2020 年 4 月 13 日 。 日次 デ ータ 。 米ドル ベ ー ス 。 ス プ リ ント社債 は ク ー ポン： 8.75% 、
償還日：2032年3月15日、格付：BB（S&P）のもの、ネットフリックス社債はクーポン：5.875%、償還日：2028年11月15日、格付：BB-（S&P）のものを使用。

感染拡大の影響を受けにくい、または在宅長期化による恩恵を受ける通信、ケーブルTV、公益等に注目

 通信企業のスプリントは新型コロナウイルスの直接的な影響が小さく、またT-Mobileとの合併が実現したことで米国第
３位の通信企業となり、今後の事業の成長が見込まれるため、2〜3年以内に投資適格に格上げされる可能性が高いと
予想されます。その他、公益関連の企業も比較的影響が小さいと見込まれます。

 また、新型コロナウイルスの感染拡大は必ずしも全ての企業にとってネガティブというわけではなく、人々の自宅での生
活が長くなることで、米国ハイ・イールド債券発行企業の中ではネットフリックスやケーブルTVの企業などが大きな恩恵
を受けるでしょう。

年初来のスプリント社債・ネットフリックス社債の価格推移

人々の行動様式の変化による投資機会

（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。

（注）RIMESよりフィデリティ投信作成。米ドルベース。1996年12月末～2020年3月末のデータを使用。スプレッドは米国10年国債との利回りの差。

スプレッドは2008年から2009年の金融危機以来の割安な水準

 米国ハイ・イールド債券のバリュエーション（割
安・割高度合い）を測ると言われるスプレッドを
見ると、3月末時点で8.6％という水準となってい
ます（利回りは9.3％）。これは、2008年から
2009年の金融危機以来の割安な水準と言えま
す。

 過去においてスプレッドが8％以上の時、もしく
は6％以上8％未満の時に米国ハイ・イールド債
券に投資を開始した場合、6％未満の時と比較
してその後の2年間の騰落率は良好な結果とな
りました。

米国ハイ・イールド債券のスプレッド水準別における、その後の2年間騰落率平均値

（ご参考）バリュエーション（割安・割高度合い）は大きく調整

（米ドル）

T-Mobileとの
合併承認

下落前の水準
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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。
米国10年国債はICE BofA USトレジャリー（10年）・インデックス。
米国BBB格社債はICE BofA BBB USコーポレート・インデックス。
米国株はS&P500種指数。
世界株はMSCIワールド指数。

IM200416-1 CSIS200417-3

ご注意点

当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うもの
ではありません。

当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業
の株式等の売買を推奨するものではありません。

当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使
用・複製は固くお断りします。

投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますよう
お願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。

投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。

販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。

投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該
資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様の
ご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に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ので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結
前交付書面を良くご覧下さい。

投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につ
きましては以下のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/fij/）をご参照ください。

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

•申込時に直接ご負担いただく費用：申込手数料 上限 4.40%（消費税等相当額抜き4.0%）

•換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金 上限 1％

•投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬 上限 年率2.123%（消費税等相当額抜き1.93%）

•その他費用：上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認くだ
さい。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示する
ことができません。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

ご注意）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、フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における 高の料率を記載し
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。

フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第388号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


