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ＣＬＯ：テクニカル要因が　
生み出す投資機会

FIXED INCOME

B A R I N G S  CO N V E R S AT I O N S

数多くのマクロ経済リスクとメディアによるネガティブなニュースフローを受け、投資家は警戒姿勢を強めてい
ます。このQ&Aでは、ベアリングスのストラクチャード・クレジット共同責任者であるTaryn Leonard（タリ
ン・レオナール）とMelissa Ricco（メリッサ・リッコ）が、CLO市場において見出している投資機会とリスクに
加え、テクニカル要因が非効率性、引いては投資機会を生み出している背景について解説します。
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失業率は低く、緩やかながらも安定した成長が維持されるなど、経済は依
然としてかなり良好な状態にある一方、クレジット市場の一部では幾分スト
レスが見られるなど、やや矛盾した状況が起きています。クレジット市場、特
にバンクローン市場の現状をどのように見ていますか？

Melissa：市場では昨今、リスクオフのセンチメントが強まっています。投資家は経済の先
行きを懸念していると言って間違いありません。世界的な成長鈍化、貿易摩擦、あるいは
単に私達がサイクルの最終局面にいるとの見方などがその原因と考えられます。バンクローン
市場では、様々な固有のリスクがより頻繁に見られ始めています。具体的には、価格の大き
な変動、B格銘柄の格下げ懸念などです。その結果、高格付けのクレジットが選好され、低
格付けのクレジットとの間に格差が生じています。

Taryn：バンクローン人気は現在低迷しています。金利上昇が懸念されていた2018年に
は、投資家はバンクローンを非常に選好していました。しかし、2019年第1四半期に米連
邦準備制度理事会（FRB）がハト派に転換すると、バンクローンのリテール・ファンドから大
規模な資金流出が見られるようになりました。実際、過去13ヶ月連続で流出となっていま
す。この急落によって、バンクローン市場ではテクニカル要因主導の投資機会が生まれていま
す。このため、ベアリングスのマルチ・クレジット戦略の一部においては、これまでの戦略を方向
転換し、バンクローンのエクスポージャーを増やし始めました。バンクローンは現在の市場環境
下において、利回り面のみならず、担保付という潜在的なメリットを投資家に提供していると
私達は考えます。今後時間の経過とともに、バンクローンのアウトパフォームが見込まれます。
そのバンクローン市場にアクセスし、分散や構造的保護という追加的なメリットを享受するに
当たり、CLO投資は効果的な方法であると思われます。

ＣＬＯにとっては良い流れですね。現在のＣＬＯの需給動向はいかがです
か？

Melissa：CLOの供給は2019年を通じて力強さを維持しており、米国では第3四半期
までで約1,000億米ドルに達しています。過去2年間はさらに堅調でした。これは、低金利
環境において世界中の投資家が当該アセットクラスを特に魅力的と考えている証左です。
ただし、直近においては供給は大幅に減少しています。減少の主な理由としては、CLOのス
プレッドが裏付け資産のスプレッド対比で拡大している点が挙げられます。このため、エクイテ
ィ投資家にとって、過去と比べると、現在はCLOを組成するに当たりあまり魅力的な時期で
はありません。

需要サイドを見ると、投資家がクレジット・ファンダメンタルズの先行きやネガティブなニュース・ヘ
ッドラインに対する懸念を強めている結果、CLOの需要もわずかに減速しており、質の高い
裏付け資産を持つ案件が選好されています。

資本構造のより下方に位置するメザニン・トランシェの投資機会とリスクに
ついて教えてください。

Taryn：ローン市場全般で生じている格差と同様、メザニンの領域でも格差が生じていま
す。その１つは、大幅な価格下落で最近話題となった発行体に対し大きなエクスポージャー
を有する傾向のある旧ビンテージのトランシェにおいて、テールリスクが高まっている点です。こ
の結果、BBトランシェ全体をカバーする裏付け資産の市場規模が縮小し、多くの投資家
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がこれをリスク増大の兆候として捉えています。しかし一方
で、市場全体の価格下落とネガティブなニュース・ヘッドライ
ンを受け、信用リスクが低く健全なローン・ポートフォリオを裏
付け資産として持つ新規案件が市場に出てきており、これ
らの案件のスプレッドは非常に魅力的な水準まで拡大して
います。

足元のボラティリティにより、BB格やBBB格など低格付け
トランシェを中心に新規発行CLOの新たな投資機会が
数多く生み出されています。裏付け資産となっているローン
の大半において、その加重平均スプレッドはLIBOR+350
～355bpsのレンジにあります。一方、健全な裏付け資産を
有する新規BB格トランシェは現在、LIBOR+800bpsに
近い水準で購入することができます。つまり、BB格トランシェ
の投資家はローン・スプレッドの2.25倍の利回りを得ること
ができるということになります。この倍率は2018年には1.6
倍でした。よって、過去との対比で見ると、メザニン・トランシェ
は現在非常に魅力的な領域となっています。

とはいえ、リスクが増大していることを認識することが重要で
す。AAA格CLOは非常にリスクが低い一方で、BB格トラン
シェはレバレッジド・ローンに対するレバレッジド・エクスポージャ
ーです。リテール・ファンドからの一段の資金流出やその他の
要因により、ローン価格に下押し圧力がかかるリスクを念頭
に置いておく必要があります。

ＣＬＯにおけるＣＣＣ格ローンへのエクスポージ
ャーや価格が８０以下のローンに関するニュース
が取り沙汰されていますが、これらは懸念すべき
事象でしょうか？

Taryn：まず、現在のCLOポートフォリオは、前のサイクルに
比べ、信用力の低いB格発行体に対するエクスポージャー
がはるかに大きくなっています。 そのため格付け会社の予測
によれば、投資家は、多くのB格発行体がCCC格に格下げ
され、CLOの構造において利益の希薄化が起こる可能性

を懸念しています。大半のCLOにおいてはCCC格資産比
率の上限が7.5％に設定されています。もしこの上限を超え
た場合、ヘアカットが適用され、その結果エクイティ投資家が
受け取るキャッシュフローが制限され、これらのキャッシュフロ
ーがより多くの担保資産の購入かAAA格トランシェ投資家
への弁済に充当されるメカニズムが発動される可能性があ
ります。言うまでもなく、これは投資家にとって懸念材料です。
しかし、こうした構造が、長期間に亘りCLOの価格を下支え
てきた要因でもあります。デフォルトや最終的な弁済の観点
からみると、AAA格やAA格トランシェは元利棄損を一度も
経験したことのない極めて盤石なアセットクラスです。

さらに、額面の80以下で取引されているローンへのエクスポー
ジャーに対する投資家の懸念が強まっています。しかし、80
以下で取引されているローンの多くは短期的なデフォルト・リ
スクを抱えておらず、その一部はマネジャーにとって確信度の
高い銘柄です。価格が全てを語る訳ではありません。自発
的に買いたいと考える投資家が不在である故に70～80
近辺で取引されているローンもあります。そのスプレッドは、デ
ィストレスト投資家が食指を伸ばすほどには拡大していませ
ん。CLOマネジャーもヘアカットをしない限り80以下で取引
されているローンを購入できないため、その購入意欲は高くあ
りません。よって、ヘッドライン・ニュースに踊らされることなく、裏
付けポートフォリオに存在する実際のリスクを掘り下げて分
析できる投資家にとっては、現在魅力的な投資機会が存
在しているということになります。

ＡＡＡ格とエクイティという両端のトランシェには
投資価値はありますか？投資適格ＣＬＯの、他の
企業クレジットに対する魅力度はいかがですか？

Melissa：投資適格トランシェは、他のアセットクラスに対
し概ね魅力度が高いと思われます。投資適格トランシェは、
追加的な利回りのみならず、構造上のサポートや利益希
薄化メカニズムなどのディフェンシンブ性を提供します。たとえ
ば、AAA格トランシェのスプレッドは、社債インデックスのスプ

“リテール・ファンドによる売却によって、バンクローン市場ではテクニカ

ル要因主導の投資機会が生まれています。私達はこれまでの戦略を方

向転換し、バンクローンのエクスポージャーを増やし始めました。バンク

ローンは現在の市場環境下において、利回り面のみならず、担保付という

潜在的なメリットを提供していると私達は考えます。”
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“ボラティリティから生じる投資機会を模索し、強固なストラクチャーと

クレジット・リスクの抑制された裏付け資産を有する優れたマネジャー

からＣＬＯを購入することが最善のアプローチであると考えます”

レッドを少なくとも平均30 bps上回っている一方、平均70％の回収率を前提とした場
合、裏付け資産が全てデフォルトしたとしても元利毀損は発生しません。BBB格トランシ
ェも、B格ローン・ポートフォリオと同水準のスプレッドを提供している一方、裏付け資産が全
てデフォルトした場合の損失率が約15％以下にとどまれば元利毀損は発生しません。

Taryn：CLOエクイティの一部にも投資価値がありますが、新規発行市場において魅
力度の高い案件はあまり多くありません。足元組成される新規CLOは運用資産残高の
拡大に重点を置いており、大半のケースで外部投資家が関心を示さないことから、マネジ
ャー自身がエクイティ全体に自己投資しています。こうした状況は、サイクルが終盤にあるた
めというよりも、CLOデットの価格の相対魅力度が高いためと思われます。

一方、流通市場には興味深いエクイティの投資機会が存在すると考えています。最近の
ローン価格下落を受け、CLOエクイティのバリュエーションは大幅に低下しています。大半の
ケースにおいて、CLOエクイティはかなり洗練された投資家によって保有される傾向があり、
彼らは必ずしも現在の環境下で売却することを望んでいません。 しかし、もしセカンダリ
ー・エクイティ案件が市場に出回った場合には、現在は購入の好機であると考えます。

最後に、景気後退やクレジット・サイクル終焉の可能性が囁かれる中、デ
フォルト見通しも投資家にとって最大の関心事となっています。現局面に
おける戦略と投資家へのアドバイスを教えてください。

Melissa：まず、私達は以前にも現在のような環境、あるいはさらに極端な状況を経
験したことがあるということです。重要なのは、忍耐強くあること、前もってリスクを理解しそ
れを特定する手段を知ること、そして適切なマネジャーを選択することです。マネジャーのパ
フォーマンスには大きなばらつきがあります。クレジット・サイクル全体を経た経験、および十
分なリソースのもと確立されたトラックレコードを有するマネジャーを選択することが必要不
可欠です。市場には多くの投資機会が存在していると私達は考えていますが、裏付け資
産を掘り下げて検証し、変動性の大きい市場においてマネジャーがどのような行動をとる
かを理解することが肝要です。

長期的なホライズンとリスク管理の視点を有する投資家は特に、当該アセットクラスへの
投資に適していると言えます。優れたマネジャーは必ず、クレジット・サイクルの変遷やデフォ
ルトを予測しながらCLOを組成します。いつか訪れる事態を乗り切るための構造がCLO
には備わっており、現在はその構造が試される時です。市場は現在ボラティリティに見舞わ
れていますが、これはサイクルを経る中で当然のように予想されていることです。

Taryn：現在の市場環境においては、売り手ではなく買い手であることを私達は
選好します。ボラティリティから生じる投資機会を模索し、強固なストラクチャーとクレ
ジット・リスクの抑制された裏付け資産を有する優れたマネジャーからCLOを購入す
ることが最善のアプローチであると考えます。この先の市場には間違いなく混乱が控
えていますが、CLOは市場の下落を効果的に乗り越えてきたアセットクラスです。
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