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エグゼクティブ・サマリー
投資適格未満の企業に対する融資であるレバレッジドローンは、シニア担保付き、変動金
利、かつコーラブルであるのが一般的です。銀行がシンジケート団を組成して引き受け、
流通市場で売買されます。
ローン担保証券（Collateralized Loan Obligation = CLO）は、多様なレバレッジドロー
ンのポートフォリオを資産として買い、様々な信用格付のデット・トランシェと無格付の
エクイティ・トランシェひとつを含む一連の債務を発行する資金調達手段です。
CLOは洗練されたディール構造と、専門的に設計されたパフォーマンス・テストとトリガ
ーによる投資家のための信用補完とリスク保護機能を有しています。
通常、ディールはまず裏付資産ポートフォリオを構築するウェアハウスとランプアップ期
間から始まり、次の再投資期間では、アセットマネージャーが複数のローンを取引により
出し入れし、期限前返済金を再投資します。再投資期間の初期にはノンコール期間があ
り、その間エクイティ保有者はコールを行使することができません。再投資期間の後、ア
モチゼーション期間が続きます。
CLOマネージャーは、再投資期間にアクティブ運用を行うことにより、リスクを緩和し、
裏付資産ポートフォリオの価値を増大させるために、重要な役割を果たします。
CLOは明らかに、耐性を備えた成熟プロダクトです。その自己修復性の高い構造とアクテ
ィブな運用により、最近の厳しい景気低迷も比較的無傷で切り抜けてきました。
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レバレッジドローン
レバレッジドローンは、債務レベルが高く、投資適格未満の企業を対象として組成されま
す。通常は変動金利（Libor1を指標とする）、シニア担保付き、格付はBa1/BB+以下と
なります。借り手はアレンジャーと交渉を行い、複数の銀行がシンジケート団を組成し
て、借り手に対して融資を実行します。その後、ローンは流通市場で取引されます。

貸し手は、スプレッドと利回りの評
価に際して、ローンのクレジット・

レバレッジドローンの満期までの期間は通常5年から7年で、6ヵ月のソフト・コール・プ

リスクも評価します。貸し手側のク

ロテクションがあります。その後はいつでもペナルティなしで額面価格で償還することが

レジット・リスクの評価において

できます。債務者は、早期完済を望む場合、または格付上昇や負債/EBITDA倍率の低下

は、格付、借り手企業の資本構成に

などといった要因でローン・スプレッドが縮小し、流通市場価格が額面を上回った場合、
ローンを返済します。

おけるローンの優先順位、業種トレ
ンド、スポンサーのトラックレコー

レバレッジドローンにはアクティブな流通市場が存在します。ローン価格は信用および流

ドを含む多くの要因が注目されま

動性リスクを反映し、市況に左右されます。コーラブル特性があるため、額面を大きく超

す。

えて取引されることはほとんどありません。
米国ではローンに対し、50bp～100bpのLibor金利フロアがつくのが一般的です。Libor
がフロアを下回る場合は、借り手側の企業がフロアにスプレッドを足して支払います。
2020年以前にLibor金利が高かったときには、フロアが妥当ではなく、ローンの大半はフ
ロアなしで行われていました。新型コロナ感染症の流行で金利が急速に低下すると、フロ
アの返り咲きが見られました。2021年に入ってからは、第一順位のインスティテューシ
ョナルローンの約77％が0～75bpのフロア、8％が100bpのフロアを有し、フロアなし
は15％に留まっています。
借り手側の企業は、レバレッジドローンのスポンサーでもあるプライベートエクイティ会
社がオーナーである場合が多くあります。貸し手はローンのリスクを評価するために、ス
ポンサーのトラックレコードに注目します。スポンサーはレバレッジドローンの資金を、
企業のレバレッジドバイアウト、M＆Aへの支援、バランスシートの再形成、既存の負債
のリファイナンス、追加資金の調達などの目的に利用します。
CLO投資のメリットのひとつは分散化です。各CLOは、ベースとなる裏付資産ポートフォ
リオに500以上のレバレッジドローンを抱合することができます。CLOローンに係る業種
は35に及び、うち上位10業種がユニバースの65％を占めます。図表1に見られるよう
に、企業向けサービス、ヘルスケア、金融、ハイテクがそれぞれ2桁のパーセンテージで
上位を占めています。

1

Liborベースのオリジネーションは2021年末に廃止となる見込みです。未決済のレガシー契約には、2023年6月30日まで代替レートへの移

行期間が設けられます。
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図表1－米国レバレッジドローンの業種別分布（ムーディーズ）
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出所：Yield Book, Trepp (2021年5月)

投資家にとっては、大手格付会社のカバレッジも役立ちます。図表2はムーディーズによ
るCLOローン格付の分布です。最も多い格付はB2とB3です。その合計はユニバースの

格付会社では、格付の有効性を確実

60％を占めます。

にするために、CLO担保におけるロ
ーンのクレジット・リスクをアクテ

図表2－米国レバレッジドローンの格付分布（ムーディーズ）
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出所：Yield Book, Trepp (2021年5月)
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米国におけるレバレッジド・インスティテューショナルローンの総残高は、1兆2,300億
米ドルです。図表3は、近年におけるレバレッジドローン組成額を示しています。2020
年の新規発行は合計2,120億米ドル、リファイナンス活動は1,860億米ドルでした。
2021年の最初の4か月は、新規発行が1,060億米ドル、リファイナンス活動が2,070億米
ドルに達し、発行総額が大きく伸びました。

図表3－米国レバレッジドローン組成額

出所：Refinitiv LPC (2021年5月)

レバレッジドローンの大半は第一順位のシニア担保付きです。図表4は、順位タイプ別に
ローン・インデックスの値を示しています。第二順位のローンはスプレッドが非常に高
く、流通市場の平均価格は低く、約半数がCaa2格となっています。

図表4－米国のレバレッジドローン・インデックス
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通常、レバレッジドローンには債権者を保護するための契約条件（コベナンツ）が設定さ
れ、ローンの債務者は一定の金融テストに合格するか、あるいは一定の事業・財務パフォ

第二順位ローンとコベナンツライ

ーマンス基準を維持することが義務付けられます。良好なクレジット市場環境では、コベ

ト・ローンでは内在クレジットリス

ナンツの制約を緩和して債務者に有利なローンが組成され、それらはコベナンツライト・

クがより高くなります。

ローンと呼ばれます。コベナンツライト・ローンではさらにレバレッジ性が高まり、デフ
ォルト時の回収率が低下する可能性があります。コベナンツライト・ローンは2014年か
ら人気を高めており、現在では組成されたレバレッジド・インスティテューショナルロー
ンのうちの70～80％を占めています。
CLOはレバレッジドローンの主要な需要源であり、市場の50％以上を占めます。さらに
CLOは、レバレッジドローン流通市場の流動性に大きな役割を果たしています。

CLOとは何か？
ローン担保証券（Collateralized Loan Obligation = CLO）は、複数のレバレッジドロー
ンを資産として買い、格付が付与されているデット・トランシェと無格付のエクイティ・
トランシェを発行し、投資家から資金調達する手段です。
CLOは非常に多様なローンを含むポートフォリオを有しています。一般的には15～25業
種にわたる400以上の債務者のローンが含まれます。ポートフォリオは、分散投資、加重
平均スプレッド（WAS）、加重平均格付要因（WARF）などのテストに関する一定の基
準値を維持する必要があります。
CLOポートフォリオは、その構成資産を入れ替えずに、静的にしておくこともできます。
その場合はバランスシート管理が目的であり、一般的にバランスシートCLOと呼ばれま
す。ポートフォリオを動的にする場合もあります。資産はアクティブに管理され、CLOの
ポートフォリオ資産と債務のサービス・コストの間の裁定取引（アービトラージ）で利益
が生まれます。これらはアービトラージ型CLOと呼ばれます。本レポートでは、主流であ

CLOポートフォリオは静的または動
的なものです。後者がより一般的
で、アービトラージ型CLOとして知
られます。

るアービトラージ型CLOを中心に解説します。
図表5は、2000年以後の米国CLOの年間発行額です。2020年の新規発行は、新型コロナ
感染症の影響による市場混乱を受けて、900億米ドル（2019年比24％減）となりまし
た。2021年に入ると堅調に推移し、5月末までに650億米ドルに達しました。金融危機以
降米国CLO市場は大きく成長し、資産残高合計は7,820億米ドル超となりました。
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図表5－米国CLO新規発行額

出所：Refinitiv LPC (2021年5月)

レバレッジドローンを裏付資産とするCLOには2つのタイプがあり、その大半を占める
BSL（Broadly Syndicated Loan）と、中小企業向けのローンを対象とするミドルマーケ
ットCLOに分けられます。
ミドルマーケット・ローンの多くは1億5,000万米ドル未満の規模で、企業のEBITDAは
5,000万米ドル未満となっています。ミドルマーケットCLOは、債務者である企業が小規
模で流動性プレミアムがつくことから、WASと調達コストがはるかに高くなります。

BSL CLOローンと違って、ミドルマ
ーケット・ローン市場は流動性に乏

BSL CLOのマネージャーは発行市場と流通市場からローンを購入します。一方、ミドル

しく、良好な価格発見機能は存在し

マーケットCLOでは、通常、私募のクレジット市場から直接ローンを調達し、マネージャ

ません。

ー自身がローンのオリジネーターとなる場合もあります。
ミドルマーケット・ローンは流動性が低く、小規模かつ無格付である場合が多いことか
ら、投資する場合は、オリジネーション時の良好な評価と安定したトラックレコードを持
つマネージャーの存在が非常に重要となります。
CLOディールのほとんどがBSLであるため、以下はBSL CLOを中心に見ていきます。
金融危機後、劣後トランシェに対する信用補完の拡大と債務契約証書の制限が強化され、
CLOは大きく変化しました。金融危機後のディールは一般に CLO 2.0と呼ばれます。規
制（ボルカー・ルールとリスク・リテンション規制）に対応して、CLO市場では2014年
以降のディールをCLO 3.0と呼ぶ市場関係者もいます。
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CLO のライフサイクル
図表6で示すのは一般的なCLOディールのライフサイクルです。5年間の再投資期間（最
初の2年間をノンコール期間とする）のあとに3年間のアモチゼーション期間が続きま
す。
通常のディールでは、まずウェアハウス期間とランプアップ期間から始まり、残高のター
ゲットへ向けて裏付資産のポートフォリオが構築され、次に再投資期間へと移りますが、
これはCLOの特色のひとつといえます。

図表6－CLOディールのライフサイクル

CLOのライフサイクルには複数のス
テージがあり、再投資期間とアモチ
ゼーション期間含まれるのは独特で
す。

出所：Yield Book (2021年5月)

CLOはアクティブに運用される金融商品です。再投資期間中に、CLOマネージャーはアク
ティブにローンの売買を行ってポートフォリオを管理し、裏付資産の（期限前返済や回収
による）返済金は再投資に充てられます。つまりマネージャーが新たに裏付資産を購入し
ます。
期限前償還ができないノンコール期間は、再投資期間の初期と重なります。ノンコール期
間が過ぎると、エクイティ投資家はCLOマネージャーの了解を得てコールを決定すること
ができます。
エクイティ投資家がコールする理由は様々です。典型的なものにデット・トランシェのリ
ファイナンスがあり、これはデットの保有者に全額を支払い、スプレッドを下げて債務を
再発行するものです。トランシェのリファイナンスは、ディールの資金調達コストを引き
下げる効果があります。信用スプレッドが縮小すると、ディールはこれを利用してエクイ
ティのリターンを改善させることができますが、逆にデット投資家のコストとなります。
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リファイナンスは一定のデット・トランシェに限られる場合もありますが、リセットはす
べてのデット・トランシェを対象とします。またマネージャーは、ディールをリセットし
て再投資期間を延ばし、運用手数料の受け取りを長くすることもできます。ディールは、
SPVが完全に返済し終了するまで何度も延長することが可能です。

CLOディールにはあらかじめ設定さ
れたノンコール期間を過ぎると、エ
クイティ投資家は償還権を得ます。
償還により、トランシェのリファイ

デールによっては、リセットの回数に制限が設けられることもあります。ディールがリミ
ットに至るか、あるいは構成を大きく変える必要が生じると、エクイティ保有者が裏付資
産ポートフォリオを清算し、新規ディールとして再発行される場合があります。再発行に

ナンス、ディールのリセット、ある
いはディール再発行が行われます。

は文字通り、ディールを再度発行する、すなわち新しいSPVを設定する必要があります。
2021年の年初数か月に市場が反騰し、エクイティ保有者／マネージャーの要求する資本
コストが低下すると、CLOのリファイナンス／リセットの額は急上昇しました（図表
7）。

図表7－米国の月間CLO発行額（新規発行／リファイナンス／リセット／再発行）とAAA
ディスカウントマージン（2017年1月～2021年4月）
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出所：Refinitiv LPC (2021年5月)

ディールがコールされないとすれば、再投資期間終了後にアモチゼーション期間となりま
す。期限前返済と回収による資金は、構造上の請求権順位に基づいて、アモチゼーション
が始まるトランシェの返済に充てられます。元本資金の一部は、ディール契約上で認めら
れ、かつマネージャーがテストの基準を満たしている場合には、再投資することも可能で
す。残りの資金はトランシェの返済に充てられます。
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ディールの構造
図表8は、一般的なCLOディールの構造を示しています。CLOは、変動金利のデット・ト
ランシェを発行し、その格付はAAAからBB（ときにB）となります。当然、低い信用格
付では、信用補完レベル（またはアタッチメント・ポイント）は低くなり、（高リスクを
補償するため）スプレッドはより大きくなります。無格付のエクイティ・トランシェは資
本階層の底部に位置します。
一般的に裏付資産のキャッシュフローは、CLOデット・トランシェの上位から下位へと支
払われ、資産損失は下位から上位へと生起します（エクイティからAAA）。キャッシュ
フローは、各トランシェでの特定のパフォーマンス・テストの合格・不合格をトリガーと
して調整されます。
他の仕組み商品と同様、CLOは調達アービトラージ（裏付資産利子－負債コスト）から利
益を得ます。裏付資産ポートフォリオの受取利息は通常デット・トランシェの利子（と運
用報酬）を上回ります。超過分の利子は、構造的に高いレバレッジ（デット残高／エクイ
ティ残高＝10～11倍程度）を有するエクイティ・トランシェに回され、15～20％のキャ
ッシュフロー利回りを達成することができます。

図表8－典型的なCLOのディール構造

新規発行スプレッドとアタッチメン
ト・ポイントは、市況、ポートフォ
リオのクオリティ、CLOマネージャ
ーの評判などに左右されます。

出所：Yield Book (2021年5月)トランシェ・スプレッドと信用補強レベルは説明目的のみ。
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テスト、トリガー、集中度のリミット
CLOパフォーマンス・テストと関連トリガーは、担保のアンダーパフォーマンス（大幅な
格下げ／デフォルト）が起きた場合に上位トランシェへのリスクを軽減するよう考案され
ました。
CLOでは通常、デット・トランシェに対し2つのパフォーマンス・テストがあります。
超過担保比率（OC）= 裏付資産ポートフォリオの額面／当該デット・トランシェと

•

同位またはより上位のデット・トランシェの残高
インタレスト・カバレッジ比率（IC） = 裏付資産ポートフォリオによる支払い利子

•

／当該デット・トランシェと同位またはより上位のデット・トランシェに支払う利子
OCテストで不合格となると、（OCテストの当該デット・トランシェに対する）ジュニ
ア・トランシェへのクーポンの支払いは保留となり、シニア・トランシェへの支払いに回

パフォーマンス・テストとトリガー
は、CLOの主要な構造保護機能で、

されるため、OCテストに合格することになります。OCテスト不合格によりジュニア・ト

CLOディール構造に自己修復性を付

ランシェがクーポンの支払いを逃すと、そのクーポン額は代物弁済（PIK）によりそのト

与します。

ランシェの残高に追加されることもあります。
ICテストに不合格となると、キャッシュフロー・ウォーターフォールは前述同様のメカ
ニズムに従い、テスト合格が達成できるまでシニアデット・トランシェの残高を縮小しま
す。
OCテストでは、担保にて異なるレベルのリスクを調整するために適用される、額面ベー
スのヘアカットがあります。ひとつはCCC集中度テストです。典型的にCLOにはリミッ
ト（例 7.5％）が設けられており、それにより、格付CCC以下のポートフォリオの割合が
決まります。CLOのCCCバケットがリミットを超えると、CCC以下の格付を持つローン
は、降順に価格別に整理され、CCCリミットを超える残高は額面ではなく市場価格また
は想定回収価格で計算されます。

CCC格や大幅な割引価格のローンな
裏付資産が大幅にディスカウントとなると、OC比率に従ってヘアカットが適用されま
す。裏付資産が大幅なディスカウントで（80米ドル以下）で購入された場合、80米ドル
以上で取引されるまで一定期間は購入価格が使用されます。

どクオリティの低い資産は、OC比
率計算にてペナルティが付きます。

またデフォルト資産については、OC計算用に、市場価格または想定回収額のいずれか低
い方が使用されます。
CLOマネージャーがモニターすべき担保のクオリティテストには、WAS、WARF、加重
平均残存年限 （WAL）、分散スコアなどがあります。これらのテストにより、マネージ
ャーにディールの維持またはテスト結果の改善を要求し、マネージャーの取引活動に制約
を課すことができます。
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最後に集中度テストは、契約書に定められた、マネージャーが遵守しなくてはならない特
定の制約条項を対象とします。こうした制約には、第二順位の割合、コベナンツライトの
割合、シングルボロワーの割合、同業種の割合などがあります。

CLOマネージャーの役割
CLOマネージャーはポートフォリオのパフォーマンスに重要な役割を担い、ディールの複
数の側面（ローン選択、売買の意思決定、ディール構造、テスト／制約の遵守、資産サー
ベイランス）の責任者である投資会社／チームの意見を求めます。
ディールの異なる段階に応じて、マネージャーの役割は変化します。前述のとおり、マネ
ージャーはランプアップ期間中に初期のターゲット・バランスを達成するようにポートフ
ォリオを構築します。マネージャーは再投資期間中、ローンの売買を行って期限前返済を
新しいローンで置き換え、CLOをテストに合格させて維持し、さらに新規ローンがディー
ル契約に適合するようにします。
ベースとなるローンがアクティブな流通市場を持つことから、マネージャーは、ローンの
価格変動を利用して収益を上げることができます。例えば、マネージャーは流通市場でロ
ーンの割安価格で購入して、額面ベースでポートフォリオを構築し、そのローンに予測さ
れるリスクの低下や格上げが発生した直後に額面近辺価格で売却することができます。同
様に、2016年のエネルギー業や新型コロナ感染症拡大中の運輸業など、アンダーウェイ
ティングを介して不況に見舞われた業種を回避することにより、価値を向上させることが

クレジット選定の高度なスキルと健

できます。

全なリスク・フレームワークを備え

マネージャーが提供するサービスに対して、シニア運用報酬（通常25bps）、劣後運用報

た経験豊かなマネージャーは、市場

酬（通常15bsp）、成功報酬（エクイティ・トランシェ収益に基づく）がマネージャーに

の変動を利用して大きな付加価値を

支払われます。

生み出すことができます。

マネージャーは、ポートフォリオの運用に、リスクとリターンのバランスをとる必要があ
ります。例えば、エクイティ投資家であれば、他の債権者なら回避しようとする高リスク
のローンで、超過スプレッドのメリットを享受することがあるでしょう。もしマネージャ
ーが資産サイドで過剰なリスクをとろうとすれば、エクイティ／デット・トランシェの評
価減や流動性低下、WARF／分散テスト基準の違反、悪評など、ネガティブな結果を招く
恐れがあります。
CLO投資家が異なるCLOマネージャーを理解し、評価するために、以下のようなことを考
慮すべきです。
•

ポートフォリオの入替：マネージャーはアクティブに取引しているか、それとも長期
保有戦略なのか

•

クレジットの選定：マネージャーはしっかりしたクレジット選定プロセスを用いてい
るか、トラックレコードは優秀か
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•

WAS/WARFのトレードオフ：マネージャーは高リスク／高リターンのポートフォリ
オを運用しているか、あるいはその逆か

•

ファシリティのサイズ：ディール・ポートフォリオ中に、小規模なファシリティのロ
ーンが集中し、企業のサイズリスクの補償として高スプレッドが必要となっているか

•

ポートフォリオの流動性：ディール・ポートフォリオ内のローンは、流通市場で高流
動性を持つか

•

アクティブ・エクスポージャ：マネージャーはローン・インデックスに沿ってポート
フォリオを運用しているか、それともアクティブ・エクスポージャや集中リスクを取

特定の集中：マネージャーは余剰スプレッドを創出するために、特定の集中リスク・
バケット（CCC／第二リーエン／初めて借入れを行う企業／業種）を備えてポート
フォリオを運用しているか

•

れぞれ一長一短がありますが、「良
い」スタイルと「悪い」スタイルが

っているか
•

マネージャーの運用スタイルにはそ

あるわけではなく、投資家の投資目
的とリスク／リターンの許容度に依
存します。

ゴーイングコンサーン：マネージャーは強力なバックアップを持ち、CLOビジネスに
長期的に取り組む姿勢を持っているか

投資家は、マネージャーのスタイル／パフォーマンス／階層を評価するために、様々な量
的・質的基準を利用します。また運用スタイルは動的なものなので、担当者の交代や投資
環境の変化に従って変わる可能性があります。

CLOへの投資
CLOは明確に相対価値ベースでユニークな投資機会を提供します。資本階層全体を通し
て、広範囲な投資家をベースとしていることがわかります（図表9）。近年、CLO投資家
層は拡大し、より多くの投資家がプロダクトへの理解を深め、安心して投資するようにな
りました。

図表9－CLO資本階層の投資家ベース

シニア・トランシェ

メザニン・トランシェ

（AAA/AA）

（A/BBB/BB）

エクイティ・トランシェ

保険会社

ヘッジファンド

プライベート・エクイテ
ィファンド

銀行

アセットマネージャー

ストラクチャード・クレ
ジット・ファンド

年金基金
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アセットマネージャー

銀行

CLOマネージャー

出所：Yield Book, Refinitiv LPC (2021年5月)

CLO投資が、魅力的で、かつ債券ポートフォリオの成長に貢献するものと言える理由が複
数あります。
•

同格付のトランシェと比較した場合のスプレッド・ピックアップ。

•

デット・トランシェには充実した信用補完措置が施されている。

•

アクティブ運用は、適切に行えば大きな価値を生み出すことができる。例：取引収益

CLOは、多様かつ独特のリスク／リ
ターン機会を提供する魅力ある投資
プロダクトです。

を通じて額面を構築、追加的な信用補完措置
ベースとなるローン・ポートフォリオは、過去に高い回収率を示したシニア担保付ロ

•

ーンである。
•

公開されている信用格付と監査済み財務諸表によりCLO資産の透明性が確保される。

•

担保ローンとデット・トランシェ双方にアクティブな流通市場が存在する。

•

CLO資産は時価評価の対象にならないため、市場の変動から保護されている。マネー
ジャーは、切迫した売り手とは無関係に、市場変動を利用することができる。

一方、投資家はCLO投資に伴うリスクを認識する必要があります。CLOのディール構造
は、他の証券化プロダクトに比べて複雑です。ノンコール期間が過ぎると、CLOトランシ
ェは額面でのコールが可能になります（そのため、トランシェが割安な価格で購入されて
いない限り価格のアップサイドはありません）。デット・トランシェのデュレーションと
WALに関わる不確実性が、ディールのコールオプションと、ローンの期限前返済速度の
変化によって生じます。
図表10は、CLO投資での基本的分析値のサンプルを示したもので、期限前償還率の市場
基準 CPRは20、デフォルト率 CDRは2、ノンコール・シナリオで回収率60％を前提とし
ています。トランシェA～Eで、WALは3.90年から6.95年の範囲です。

図表10－CLOディールのシナリオ分析例

トランシェ

格付

スプレッド

価格

WAL

Mod Dur

A

AAA

L + 132

100

3.90

3.70

B

AA

L + 175

100

5.73

5.21

C

A

L + 250

100

6.30

5.51
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D

BBB

L + 435

100

6.69

5.38

E

BB

L + 623

100

6.95

5.14

出所：Yield Book, Trepp (2021年5月)

CLOのデット投資家にはコール・オプションの売りに対してのプレミアムが支払われま
す。従ってCLOのAAAトランシェは、多種にわたる証券化商品の中で、一般に最も高利
回りのAAAトランシェのひとつとなります。
メザニン・トランシェは、高い信用補強レベルのメリットを享受し、ほとんどの信用損失
から保護されます。また、その他の類似した格付のあるクレジット商品に比べると、高い
利回りを出す傾向にあります。

CLOは格付が上昇する環境によく適
エクイティ・トランシェは、債券のあらゆるタイプのなかでも最もユニークな投資商品の
ひとつといえます。分散投資されたクレジットポートフォリオへのエクスポージャを利用
し、損失と運用報酬を差し引いても2桁台の収益を上げることが可能であるからです。

合し、変動金利の資産クラスでは数
少ないスケーラブルな商品です。

CLOは一般的に資産と負債をマッチさせ、共にLiborを指標とする変動金利をベースにし
ています。Liborのレートが非常に低いとき、Liborフロアの実効スプレッドにより、エク
イティ・トランシェのキャッシュフロー利回りを高める可能性があります。逆にLiborが
上昇すれば、デット・トランシェのトータルリターンが上昇します。
CLOポートフォリオの根本的リスクは企業のクレジット・リスクです。そのためCLOは、
資産担保証券（消費者・モーゲージ）から主に構成される債券ポートフォリオの分散投資
に役立ちます。

コロナウイルス感染症拡大時のパフォーマンス
図表11は、新型コロナ感染症が拡大後、格下げやロックダウンによる影響を受けて、ロ
ーンの市場価格とCCC格以下のローンの割合がどのように変化したかを示します。2020
年3月に、ローン価格は急降下しました。しかし大規模な金融・景気刺激策の中で、市場
の流動性は急速に回復し、4月にはローン価格も立ち直りました。CCC格の割合は、格下
げの波の中で、3月の4％から6月には11％となります。ワクチン接種が開始され、経済
活動が再開すると、ローン価格が回復し、格付会社が格下げより格上げの多い予想を展開
するにつれ、CCCエクスポージャも順調に減少しました。

ftserussell.com

16

図表11 – 米国における新型コロナ感染症拡大期のCLOローン価格とCCC格の割合

新型コロナ感染拡大の期間、市場価
格が格下げ・格上げサイクルの指標
となっているように見えます。

出所：Yield Book、Trepp (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではあり
ません。巻末の重要な法的開示事項をご覧ください。

図表12は新型コロナ感染拡大期のローン価格の推移を業種別に示したもので、運輸、小
売、レジャー、石油・ガスなど、コロナ感染症流行に大きな影響を受けた業種を比較して
います。3月のショック後、ローン価格はこれらの業種を通して直近14ヵ月堅調に上昇し
続け、セクターのクレジット・ファンダメンタルズが徐々に回復するにつれて、コロナ感
染症拡大前のレベルにまで戻っています。

図表12－新型コロナ感染症拡大期間の業種別ローン価格（流通市場平均ビッド）

新型コロナ感染症に影響を受けたセ
クターは、市場マインドが改善しフ

100.0

ァンダメンタルズが回復するにつれ

平均ビッド（額面％）

95.0

て、上向きに転じました。

90.0
85.0
80.0
75.0
70.0

3-Feb-20
17-Feb-20
2-Mar-20
16-Mar-20
30-Mar-20
13-Apr-20
27-Apr-20
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14-Sep-20
28-Sep-20
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26-Oct-20
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出所：LSTA-Refinitiv LPC MTM Pricing (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証す
るものではありません。巻末の重要な法的開示事項をご覧ください。

ローンの価格動向を見る別の方法として、過去の価格分布の推移に注目することもできま
す（図表13）。2020年3月に80未満で売買されたローンの34％と、90未満で取引され
た83％に対し、2021年4月にはそれぞれがわずか3％と5％になっています（ローンの
14％は額面以上で取引）。

図表13－新型コロナ感染症拡大期間の米国CLOローン価格（流通市場平均ビッド）分布

出所：Refinitiv LPC (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。巻末の重
要な法的開示事項をご覧ください。

過去にCLOのAAAトランシェがデフォルトになったことはなく、デフォルトに陥ったの
はAAトランシェひとつのみです。これは主として高度な信用補完とCLOのパフォーマン
ス・テストに組み込まれたリスク保護メカニズムによるもので、担保のパフォーマンスが
悪化したときに、キャッシュフローを下位トランシェから上位トランシェへの支払いに回
していきます。CLOはまた時価規制の対象外であることの恩恵を受けて、深刻な景気後退
時の資産価格低下による強制清算には至りません。
デフォルト・リスクの可能性となるのは、債務者の利払いまたは元本支払いの不履行で
す。過去においては、ローン市場は年間ほぼ2％のデフォルト率で推移しており、最大と
なったのは2009年の8％です。回収率は一般的に60～80％です。
フィッチの米国レバレッジドローン・デフォルト・インデックス（図表14）では、デフ
ォルト率は新型コロナ感染症拡大前の2019年から2020年初期には約1.5％からと2％で
推移し、その後感染症拡大により2020年9月に最大の4.5％に達しています。デフォルト
率はピーク時から大きく下がって、2021年5月には2.4％となっています。
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図表14－TTM インスティテューショナル・レバレッジドローンのデフォルト率

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

出所：Fitch、Refinitiv LPC (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではあ
りません。巻末の重要な法的開示事項をご覧ください。

図表15は、新型コロナ感染症により影響を受けた代表的業種（ヘルスケア、石油・ガ
ス、レジャー、鉱業、小売）の裏付資産残高におけるデフォルト金額を示します。新型コ
ロナ感染症拡大を受けてヘルスケアと石油・ガスで早い段階でデフォルトが増加し、その
後レジャー、鉱業、小売のデフォルトが2020年7月／8月にピークを迎えます。それ以降
デフォルト額は全業種にわたり着実に低下を続けています。

図表15－業種別のデフォルト金額－CLO 2.0（単位：百万米ドル）

$2,000

Oil and Gas
Healthcare
Leisure and Entertainment
Retail & Supermarkets
Mining

$1,500

ほとんどの業種で、最近のデフォル
ト額は新型コロナ感染症流行前のレ
ベルにまで縮小しています。

$1,000

$500

$0
1/1/2020 3/1/2020 5/1/2020 7/1/2020 9/1/2020 11/1/2020 1/1/2021 3/1/2021
出所：Refinitiv LPC (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありませ
ん。巻末の重要な法的開示事項をご覧ください。
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図表16は、CLOディール・ポートフォリオ残高の分布をローンのデフォルトの割合別に
示すものです。2020年の新型コロナ感染症拡大から数か月のうちに、デフォルトは急速
に増加しました。最近では、清算、再編、ビジネス・ファンダメンタルズの回復と共に、
2020年2月の新型コロナ感染症拡大以前の水準またはそれを上回るほどにデフォルト率
が改善しました。

図表16－デフォルト金額割合別のディールの分布－金融危機後に発行したCLO

出所：Refinitiv LPC (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。巻末の重
要な法的開示事項をご覧ください。

図表17は、2015年以来の米国CLOトランシェの格付別の平均発行スプレッドです。
2020年の4～5月にピークを迎えた後、スプレッドは着実に新型コロナ感染症流行以前の
レベルに縮小しています。

図表17－米国BSL CLO トランシェの発行スプレッド（2015-2021）
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出所：Refinitiv LPC (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありませ
ん。巻末の重要な法的開示事項をご覧ください。
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ジュニア・トランシェのOC（超過担保比率）テスト失格の割合の推移を示すデータから
も、市場の下落とその後の回復と、CLOパフォーマンスへの影響を把握することができま
す（図表18）。ジュニア・トランシェのOCテスト失格率は、2020年3月の4％から同年
5月の23％に悪化し、その後2021年4月に4％に改善しました。

図表18－ジュニア・トランシェのOCテスト失格率（2019～2021年）
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出所：Yield Book、Trepp (2021年5月)。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。巻
末の重要な法的開示事項をご覧ください。

結論
本レポートではレバレッジドローンとCLOについてその特色を考察しました。
CLOは、レバレッジドローン市場の主要な資金調達源となっています。CLOへの投資によ
って、投資家は多様な投資適格未満の企業に分散したクレジットポートフォリオを実現で
きます。
CLOは主要な債券インデックスには組み入れられていませんが、その市場は成長して大規
模かつユニークな証券化商品資産クラスとなり、強固なパフォーマンス履歴と市場流動性
を備えています。ことにCLOの変動金利証券は、金利上昇局面において非常に有利である
といえます。
CLOは、レバレッジドローンのファンダメンタルの強さ、信用補完とパフォーマンステス
トによる堅牢な構造的保護、そしてポートフォリオ・リスクを緩和するためのCLOマネー
ジャーによるアクティブな運用があいまって、不況時を通じて高い回復力を持つことが明
白です。
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用語解説
ノンコール期間終了日：エクイティ保有者が償還を開始できる日。ノンコール期間は通常
2年だが、1年から3年の間とすることができる。
再投資期間終了日： 再投資が終了し、ディールの償還が開始される日。再投資期間は3年
から5年の間で定められる。
パービルド：ローンの購入価格レベルに対する取引市場の価格レベル（価格調整パービル
ト）または額面（名目パービルト）に基づいて実現される取引損益と未実現の含み損益。
プラスのパービルドで、デフォルト損失の幾分かを相殺できることがある。ただし市況や
マネージャーのパフォーマンスにより、パービルドはマイナスとなる可能性もある（額面
損失、額面破壊）。
WARF：加重平均格付要因（weighted average rating factor）。WARFはムーディー
ズの格付の加重平均を測定し、組み入れられるローンの残高が重み付けとして使われる。
WARFが高いほど、平均格付は低くなる。通常は2200から3500の値となる。CCC格バケ
ットの割合が高いディールのWARFの値は4000程度になる。格付会社による格上げ／格
下げのサイクルにより、WARFは月ごとに大きく変化することがある。
ムーディーズの分散指数：債務者と業種の集中度を測定するもので、業種数、資産数、各
ローンの額面価格などに基づく。値は60と110の間をとる。
ICテスト： インタレスト・カバレッジ・テスト。
ローン・ポートフォリオによる支払い利息 ÷ 当該トランシェと同位またはより上位にか
かる利息
トランシェ特有のもの。
OCテスト：超過担保テスト。
裏付資産ポートフォリオ額面金額 ÷ 当該デット・トランシェと同位またはより上位の残
高
額面金額にも一定のヘアカットが適用される。トランシェ特有のもの。
インタレスト・ディバージョン・テスト：OCテストに類似するが、OCテストより先に発
生するのが普通。OCテスト不合格の時とは異なり、下位トランシェへの利払いは上位ト
ランシェに回されるのではなく、追加担保の購入に使われる。
OCクッション：実際のOCレベルとOCテストのリミットとの差。
MVOC：Market Value OC （時価ベース超過担保）。OCテストにはローン・バランス
ではなく時価が使用される。
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トランシェ特有のもの。ベースとなる担保の市場価格に大きく依存する。
WAS：ポートフォリオの加重平均変動金利スプレッド。通常Liborフロアを含む。ポート
フォリオのクレジットリスクに応じて、3.00％から5.00％となる。
WA担保スプレッド：Liborフロアなしのポートフォリオ加重平均変動金利スプレッド。
Liborが100bp超となり、Liborフロアの実効性がなくなるとWASと等しくなる。
エクイティNAV：（ポートフォリオ時価－デット・トランシェの総名目元本） ÷ エクイ
ティ・トランシェの名目元本。 ベースとなる担保取引が額面金額に近づくと、30％から
80％となる。ローン価格に大きくレバレッジするため、変動は非常に大きい。
アタッチメント・ポイント：トランシェの損失が発生するポイントをポートフォリオ資産
額のパーセンテージで表す。トランシェ特有のもので、BBトランシェではディールによ
り7％から9.5％となる。
ディタッチメント・ポイント:トランシェの完全な損失が発生するポイントをポートフォ
リオ資産額のパーセンテージで表す。トランシェ特有のもので、BBトランシェではディ
ールにより12％から15％となる。
シニア運用報酬：ウォーターフォールでマネージャーが受け取る手数料。15bpsから
25bpsの幅がある。
劣後運用報酬：すべてのデット・トランシェに利子が支払われたときにマネージャーが受
け取る手数料。15bpから25bpの幅がある。CLOマネージャーはOCテスト、ICテストが
誘発された場合には劣後運用報酬は受け取らない。
成功報酬：エクイティ投資家に向けて前もって定められたIRRハードル（8～12％）を達
成した後で、マネージャーが受け取る手数料。通常は10％から20％である。
S&PのCCC／ムーディーズのCaaまたはリミット以下：OCテストで適用されるヘアカッ
トに関して、CCC/Caa以下のプールのパーセンテージで測定されるリミット。通常の
BSL CLOディールでは7.5％に設定される。
X-note：CLOディール構造の一般的なバリエーションで、X-noteと呼ばれるアモチ付き
のAAA格証券。過剰スプレッドをエクイティから遠ざけ、代わりにXトランシェに支払い
を回すために使われる。
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Refinitiv LPCについて
Refinitiv LPCは、シンジケート・ローンおよびハイイールド債券市場の情報提供で世界をリードしています。最速の市場ニュー
ス、リアルタイム・データ、時系列データにより、市場の最新トレンドを把握することができ、取引と投資の意思決定に役立てる
ことができます。世界各地を拠点に取材を行い、グローバルのシンジケート・ローン市場を総合的にカバーし、一元的に情報を提
供します。出版物、オンライン・ニュース、インタラクティブ・データベース、分析、評価などのサービスを、銀行、アセットマ
ネージャー、法律事務所、規制当局、事業法人などのお客様に日々提供し、評価、シンジケーション、トレーディング、調査、ポ
ートフォリオ運用などに役立てられています。

FTSE Russellについて
FTSE Russellは、ベンチマーク、アナリティクス、およびデータ・ソリューションを提供する世界有数の企業として、あらゆる投
資プロセスに合わせた市場の正確な展望をお届けいたします。30年以上にわたり、一流のアセット・オーナー、アセットマネージ
ャー、ETFプロバイダー、および投資銀行は、投資パフォーマンスのためのベンチマークとしてFTSE Russellのインデックスを使
用し、また投資ファンド、ETF、ストラクチャード商品、指数連動デリバティブズ商品を組成しています。FTSE Russellのインデ
ックスは、パフォーマンス・ベンチマーキング、お客様のアセット・アロケーション、投資戦略の分析、リスク管理のためのツー
ルにもなっています。

イールドブックについて
イールドブックは、権威ある債券アナリティクス情報源として高い信頼を得ており、マーケット・メーカーおよび機関投資家のみ
なさまのポートフォリオ、ベンチマーク、取引の意思決定と、パフォーマンス履歴、リスクに関する複雑な分析を支援します。イ
ールドブック製品により、国債、機関債、社債、ハイイールド、新興市場、モーゲージ、ABS、CMBS、CMO、デリバティブな
ど、債券関連の幅広い金融プロダクトに関する分析的洞察を深めることができます。プラットフォームは専用の中央型サーバーを
使用し、信頼性の高い迅速なデータ配信を行います。

詳細をご希望の場合は、電子メールにてsales@yieldbook.comまでお問い合わせください。また
ftserussell.comをご覧ください。下記の地域のクライアント・サービス・チーム・オフィスまでお電話いただ
くこともできます。
アメリカ

欧州、中近東およびアフリカ

アジア・パシフィック

+1 646 989 2200

+44 20 7334 8963

香港 +852 2164 3333
東京 +81 3 4563 6345
台北 +866 2 8726 9778
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