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金融機関による CLO への投資は忌避するべきだろうか 

運用担当者の合理的な判断が覆されないようにするためのヒント 
 
本邦金融機関による海外（主に米国）で組成された CLO への投資が各方面から注目を浴びる

ようになってからおよそ半年が経過する。おそらく、この間、運用担当者は、当局によるモニタリン

グ調査への対応など外部からの問い合わせに加え、経営陣やリスク管理部署の責任者からの問

い合わせなど、内部的な対応にも追われたであろう。そして、運用担当者は、米国レバレッジド・ロ

ーン市場の状況や、CLO の商品設計上の特徴や、最優先トランシェにしか投資していないことや、

過去に（リーマン・ショックの前後を含め） CLO の最優先トランシェがデフォルトした事例はないこ

とや、最優先トランシェに限らず一定水準以上の格付けを取得したもので実質的にデフォルトした

事例が過去にないことなどを示す格付会社のレポートやデータなどの資料を集めて、こうした問い

合わせに対応してきたのではないだろうか。 
それでも CLO に関する注目は収まらず、散発的な問い合わせは止まないようである。ごく最近

では、マスコミによる CLO を題材にする記事も断続的に見られる。こうした記事で評論家による発

言が引用される事例もある。著名な TV 番組で評論家が CLO についてコメントする事例も見られ

る。こうしたマスコミ報道も金融機関に勤める運用担当者への質問に繋がるようだ。 
既に数か月にわたり断続的に続いてきた現象なので、既に運用担当者は、どのような問い合わ

せに対しても、ファクトをもって冷静に説明できる体制を整えているだろう。また、これまで何度も説

明をしてきた中で、苦慮した経験も積み重ねてきているであろう。どうやら、コベナンツの問題に関

しては、なかなか質問者を説得できないようである。米国レバレッジド・ローン市場で近年起きてい

る変化―ローン市場とハイイールド債市場の接近など―について説明した上で、厳しいコベナン

ツを約定したローンの場合、期中にコベナンツ違反が発生しやすいところ、ふた昔前（イメージ的

には前世紀）まであれば、貸手と借手が個別に交渉して契約条件の修正などを行えば済んだとこ

ろ、数多くのレンダー、しかもその過半が銀行など自らの資金を出す投資家ではなく運用会社が

指図するファンドになっている現状を踏まえれば、社債と同様に、コベナンツ違反が生じにくい条

件で約定しないと支障が生じることを説明してもなかなか響かない。 
コベナンツが厳しいか緩いかの問題は、結局のところ、ローンのデフォルトにより回収不可能に

なる金額をデフォルトしていない他のローンからの利息収入の余剰で埋め合わせて足りない分に

ついて、自らが保有するトランシェに「浸食」してくるかどうか（元本の満額償還が危ぶまれることに

なるかどうか）が問題であることを踏まえれば、将来におけるデフォルトと回収率の問題であること

を丁寧に説明するしかないであろう。 
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クレジット・スプレッドの謎 The Credit Spread Puzzle 

格付会社から AAA 格の格付けを取得しているにも拘わらず、市場での価格形成上、社債でい

えば、BBB 格～A 格のクレジット・スプレッドを保つ水準で発行され流通していることを問題視する

向きもある。社債の BBB 格と同水準のクレジット・スプレッドが観察されるのであれば、信用リスク

は BBB 格相当だろう、という懸念だろうか。 
これは、クレジット投資の実務者は現実の市場を踏まえて感覚的にわかっているが、門外漢に

はなかなかわかってもらえないところである。社債市場や米国のレバレッジド・ローン市場のように、

民間企業の債務が取引される市場では、社債やローンに価格（利回り）が成立する。その利回り

を国債流通利回りなどの信用リスクをほとんど考慮する必要のない類似資産の利回り 1と比較し

て、その格差をクレジット・スプレッドと呼ぶ。クレジット・スプレッドの水準は、（実証研究は米国の

ものが中心であり、米国以外の市場においても同様の結論が導き出せるかについては十分な研

究成果が積み上がっていない状況ではあるが）ほとんどの時期において、信用リスク（デフォルト

による損失リスク）を補って大幅に上回る水準であることが広く知られている。 
クレジット・スプレッドが信用リスク負担の対価と考えられる水準を大幅に上回る現象を “credit 

spread puzzle” （クレジット・スプレッドの謎）と呼び、実証研究を行った有名な事例として、BIS 

（国際決済銀行）から 2003 年に BIS Quarterly Review に掲載される形で発表された “The 
Credit Spread Puzzle” と題する論文 2を紹介しておく。この論文の著者らは、1997 年から

2003年までの間、BBB格の社債のスプレッドは平均して 170 bps であったところ、デフォルト率

は 20 bps 程度だった現象について様々な視点からの分析を行った。 
クレジット・スプレッドと信用リスク（またはデフォルト）の関係については、1970 年代からいくつ

もの論文が発表されてきているが、 “The Credit Spread Puzzle” と題する論文が 2003 年に

BIS から発表されて以降は、それに触発されたのか、おびただしい数の実証研究を行う論文や先

行研究を批判する論文が発表されてきている。どのようにデフォルト率などを計測するべきかとい

った技術的な問題についてはおそらく永遠に論争が収束しないであろうが、とにかく、市場で成立

する「クレジット・スプレッド」は、デフォルト率を大幅に上回る水準で過去数十年間推移してきてい

るということについては誰も否定できない。 

1 国債利回りなどは、必ずしもリスクフリーとは言えないものの、「無リスク利回り」と擬制する考え

方である。 
2 Amato, Jeffery D. and Remolona, Eli M., The Credit Spread Puzzle (December 1, 
2003). BIS Quarterly Review, December 2003. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1968448 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1968448    
BIS のウェブサイトにも掲載されている。 
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0312e.htm 
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クレジット投資の実務者が自らの仕事の一環として市場動向を観察して感覚的にわかっている

こと―クレジット・スプレッドはデフォルト率を大幅に上回っているという現象―は、実は、学術研究

分野でも関心の対象であり続け、継続的に論文が生産され続け、様々な考察が加えられてきてい

るのである。 
 

CLO というローンに投資する仕組みが成立する理由 

CLO は、“credit spread puzzle” をうまく利用しつつローンに投資する仕組みである。レバレ

ッジド・ローンは、格付けが B 格中心（一部に BB 格、CCC 格）と言うと、今にも倒産してしまいそう

な企業群であるかのように誤解する人も少なくないだろう。レバレッジド・ローンのデフォルト実績

や、格付会社の格付け別の格付け遷移・デフォルト実績などは、容易に入手可能であり、本稿の

読者は既にそうしたデータを多くお持ちであろう。シングル B 格の企業が「危ない企業」であるとの

誤解に対する説明はそう難しくはない。そして、米国などの市場においては、そうした企業が社債

を発行し、ローンを借りる際に、基準金利・指標金利に対して数パーセント上乗せした利回りで資

金調達するから、ハイイールド債市場やレバレッジド・ローン市場が成立するのである。しかし、シ

ングルB格の企業が基準金利に4％なり5％を上乗せした水準でローンを借りるとして、その企業

のデフォルト確率が年率 4％または 5％もある訳ではない。また、こうしたローンを多数束ねたプ

ールを作成すれば、ひとつの企業のデフォルトによる損失は、デフォルトしていない他の多数の企

業から得られる利息収入の余剰分を使って、短時間で容易に埋め合わせできる。そのようなプー

ルを運用資産とするファンドで、持分に優先劣後構造を組入れたものが昨今出回っている CLOで

ある。 
 

国内産の CLO が見られない理由 

そのような CLO を組成するにあたって、格付会社から AAA 格を取得できる最優先トランシェに

短期指標金利（LIBORなど）に１％またはそれ以上の「スプレッド」を上乗せした利回りを払っても、

仕組み全体が十分に機能するから、CLO が組成されるのである。 
日本では、格付けを取得すればシングル B 格になってしまうような企業は格付けを取得しない

であろうし、そうした企業も絶対金利1％前後といった水準で国内の銀行から容易に借り入れがで

きるため、日本にはハイイールド債市場もなければ、レバレッジド・ローン市場もない。加えて、規

制上の問題（運用会社が指図できる対象は有価証券と不動産に限定されており、ローンのトレー

ディングを指図できないことなど）があって、国内で組成される（運用型、または、オープン・マーケ

ット型の） CLO は皆無である。必然的に本邦金融機関が投資できる CLO は必然的に海外で組

成されたものになる。 
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この点で、邦銀のドル調達コストを挙げて CLO 投資についての問題指摘をする向きも見られる

が、ドル調達や為替リスクは CLO の問題ではない。米国債や米ドル建ての他の金融資産への投

資と共通の問題である。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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