ハイイールド・バンクローンの落とし穴
アシッシュ･シャー（写真）
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー グローバル・クレジット運用責任者
ガーション・ディステンフェルド
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ハイイールド債券担当ディレクター
アイヴァン･ルドルフ･シャビンスキー
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー グローバル運用ポートフォリオ･マネジャー

車を買う場合は、ボンネットを開けてエンジンなどを調
べたり、暖房シート、後方確認用カメラ、GPSなどが装備
されているかどうかチェックしたりするはずだ。
ハイイールド・ローンに投資する場合も同様で、ローン
の特性がすべていわゆる「投資家フレンドリー」とは限ら
ないため、細部を詳しく調べる必要がある。
「ハイイールド・ローンは利払いが変動金利なので、ハイ
イールド債より金利上昇に対する抵抗力が強い」との考
えから、最近は多くの投資家がハイイールド・ローンに
殺到しているが、過去の例を見ると、必ずしもそうとは限
らない。
ハイイールド・ローンには、借り手に有利な時にローンの
返済が認められる「期限前償還」条項を含め、数々の落
とし穴がある。期限前償還は発行後いつでも実施するこ
とができ、極端な場合は発行直後に行われることもある。
投資家がこのローンに殺到した2011年初めには、発行
体がその機会に乗じ、半年間で発行残高の15%を期限
前償還した。ハイイールド債の多くも期限前償還できる
が、通常は発行後数年経ってからである。
発行体との約束
そして、コベナンツ（投資家が貸し付けに同意する前に
企業に求める約束）の問題もある。コベナンツでは債務
返済の可能性を高めるため、企業に追加的借り入れの
制限が求められ、その場合、企業は総債務を株主資本

の一定割合以下に保たなければならない。
投資家がより多くのより強力なコベナンツを求める一
方、借り手はより少なくより弱いコベナンツを欲する。最
近のように投資家が必死でハイイールド・ローンを購入
しようとしている場合は、借り手優位の状況にあるので、
コベナンツを弱くしても貸し手を探すのに苦労しない。
バークレイズ・リサーチの推定によると、弱いコベナンツ
が付いている銘柄は現在発行されているハイイールド・
ローンの40%にも達する。
クオリティ
それ以外に、信用の質についても考慮する必要がある。
そうしたローンは資本構成の上位に位置するものが多
く、デフォルト時には投資家は債券よりも資金を回収し
やすい。
しかし、別の尺度で見ると、次頁の表に示したように、
ローン市場は債券市場より信用の質が低い。ハイイー
ルド債の場合、発行残高トップ3のうち2発行体はかつて
投資適格級だったかなり安定した企業（別名「Fallen
Angel」）である。これに対し、ハイイールド・ローンはトップ
3のうち2つが低格付けの発行体で、上位3つすべてが
レバレッジド・バイアウト（LBO）関連の銘柄である。実際、
LBO絡みの銘柄をトップ10の発行体について見ると、ハ
イイールド・ローンの7つに対し、ハイイールド債は2つに
とどまっている。

当資料は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーのCONTEXTブログを日本語訳したものです。オリジナルの英語版はこちら。
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は限りません。本文中で言及した資産クラスの過去のパフォーマンスは将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
当資料は、2013年1月3日現在の情報を基にアライアンス・バーンスタイン・エル･ピーが作成したものをアライアンス・バーンスタイン
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*以前はLBO、それ以降は株式公開
ローンもしくは債券の個別トランシェの格付けが異なることを意味する。ローン発行体はJPモルガン・レバレッジド・ローン指数より、債券発行体はバークレイズ米国ハイイールド債指
数（個別発行体上限2%）より。信用格付けは発行体の財務状況に基づく債券もしくはポートフォリオの質や安全性の尺度。AAAが最上級で、Dが最低。信用格付けはS&Pおよびム
ーディーズ・インベスターズ・サービスのもの。スプリット・レーティングは、ある銘柄について一つの格付機関の格付けがもう一つの格付機関の格付けより高いことを示す。
出所：バークレイズ、JPモルガン、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、S&P。「無登録格付けに関する説明書」をご参照ください。

ハイイールド・ローンは資本構成の上位に位置するこ
とが有利な点ではあるが、全体的な信用の質が低く、デ
フォルトのリスクが高いことがそれ以上に問題である。
床が崩れそうな時に、ハシゴの一番上の段にいる状況
を想像したらいい。ハイイールド債とハイイールド・ロー
ンの発行体はあまり重複していないため、市場間のク
オリティの差は重要である。
現在、投資家はハイイールド・ローンのこうした欠点の
多くを見落としている。ローンのパフォーマンスは全般
に好調で、2012年は約10%上昇したが、ハイイールド債
のパフォーマンスには及ばなかった。長期リターンも同
じような関係にあり、金融危機時の2008年末に底入れ
して以来の累積リターンはハイイールド・ローンの87%

に対し、ハイイールド債は118%となっている。
金利上昇への対抗策としても、一部の投資家は別の
解決策を模索しており、クオリティが高く、デュレーショ
ンの短いハイイールド債に投資している。こうした債券
は歴史的に金利変動への感応度が相対的に低く、ハ
イイールド・ローンの持つ一部の構造的欠陥もない。
ハイイールド・ローンに投資する場合は、銘柄をしっか
り選別し、広範かつ分散したハイイールド戦略の一環と
して投資することを検討することが望ましい。
また、購入する前に細部を十分検証することも大切で
ある。
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