


ローン市場入門
2012年1月

S&P  
Leveraged Commentary & data

www.lcdcomps.com



スタンダード＆プアース・レーティングズ・サービシズのディスクレーマー

Copyright © 2012 by Standard & Poor’s Financial Services LLC. All rights reserved.

本稿に掲載されているコンテンツ（信用格付、信用関連分析およびデータ、モデル、ソフトウエア、またはそのほかのアプリケーションもしくはそのアウトプッ
トを含む）及びこれらのいかなる部分(以下「本コンテンツ」といいます。)について、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エル・エル・シー
またはその関連会社（以下、総称して「スタンダード＆プアーズ」）による事前の書面による許可を得ることなく、いかなる形式あるいは手段によっても、修
正、リバースエンジニアリング、複製、頒布を行うこと、あるいはデーターベースや情報検索システムへ保存することを禁じます。本コンテンツを不法な目的
あるいは権限が与えられていない目的のために使用することを禁じます。

スタンダード＆プアーズ、外部サービス提供者、およびその取締役、執行役員、株主、従業員あるいは代理人（以下、総称して「スタンダード＆プアーズ関係
者」）はいずれも、本コンテンツに関して、その正確性、完全性、適時性、利用可能性について保証いたしません。　スタンダード＆プアーズ関係者はいずれ
も、原因が何であれ、本コンテンツの誤謬や脱漏（過失であれその他の理由によるものであれ）、あるいは、本コンテンツを利用したことにより得られた結果
に対し、あるいは利用者により入力されたいかなる情報の安全性や維持に関して、一切責任を負いません。本コンテンツは「現状有姿」で提供されていま
す。スタンダード＆プアーズ関係者は、明示または黙示にかかわらず、本コンテンツについて、特定の目的や使用に対する商品性や適合性に対する保証を含
むいかなる事項について一切の保証をせず、また、本コンテンツに関して、バグ、ソフトウエアのエラーや欠陥がないこと、本コンテンツの機能が妨げられる
ことがないこと、または、本コンテンツがいかなるソフトウエアあるいはハードウエアの設定環境においても作動することについての保証を含む一切の保証
をいたしません。いかなる場合においても、スタンダード＆プアーズ関係者は、損害が生じる可能性について報告を受けていた場合であっても、本コンテン
ツの利用に関連する直接的、間接的、付随的、制裁的、代償的、懲罰的、特別ないし派生的な損害、経費、費用、訴訟費用、損失（損失利益、逸失利益あるい
は機会費用、過失により生じた損失などを含みますが、これらに限定されません）に対して、いかなる者に対しても、一切責任を負いません。

本コンテンツにおける、信用格付を含む信用関連などの分析、および見解は、それらが表明された時点の意見を示すものであって、事実の記述ではありま
せん。スタンダード＆プアーズの意見、分析、格付けの承認に関する決定（以下に述べる）は、証券の購入、保有または売却の推奨や勧誘を行うものではな
く、何らかの投資判断を推奨するものでも、いかなる証券の投資適合性について言及するものでもありません。スタンダード＆プアーズは、本コンテンツに
ついて、公表後にいかなる形式やフォーマットにおいても更新する義務を負いません。本コンテンツの利用者、その経営陣、従業員、助言者または顧客は、
投資判断やそのほかのいかなる決定においても、本コンテンツに依拠してはならず、本コンテンツを自らの技能、判断または経験に代替させてはならないも
のとします。スタンダード＆プアーズは「受託者」あるいは投資助言業者としては、そのように登録されている場合を除き、行為するものではありません。スタ
ンダード＆プアーズは、信頼に足ると判断した情報源から情報を入手してはいますが、入手したいかなる情報についても監査はせず、またデューデリジェン
スや独自の検証を行う義務を負うものではありません。

ある国の規制当局が格付け会社に対して、他国で発行された格付けを規制対応目的で当該国において承認することを認める場合には、スタンダード＆プ
アーズは、弊社自身の裁量により、かかる承認をいかなる時にも付与、取り下げ、保留する権利を有する。スタンダード＆プアーズ関係者は、承認の付与、取
り下げ、保留から生じる義務、およびそれを理由に被ったとされる損害についての責任を負わないものとする。

スタンダード＆プアーズは、それぞれの業務の独立性と客観性を保つために、事業部門の特定の業務を他の業務から分離させています。結果として、スタン
ダード＆プアーズの特定の事業部門は、他の事業部門が入手できない情報を得ている可能性があります。スタンダード＆プアーズは各分析作業の過程で
入手する非公開情報の機密を保持するための方針と手続を確立しています。

スタンダード＆プアーズは、信用格付の付与や特定の分析の提供に対する報酬を、通常は発行体、証券の引受業者または債務者から、受領することがあり
ます。　スタンダード＆プアーズは、その意見と分析結果を広く周知させる権利を留保しています。スタンダード＆プアーズの公開信用格付と分析は、無料
サイトのwww.standardandpoors.com、そして、購読契約による有料サイトのwww.ratingsdirect.comおよびwww.globalcreditportal.com で閲覧できるほか、ス
タンダード＆プアーズによる配信、あるいは第三者からの再配信といった、他の手段によっても配布されます。　信用格付手数料に関する詳細については、 
www.standardandpoors.com/usratingsfeesに掲載しています。

オーストラリア 

信用格付けは、意見の表明であって、事実の記述ではなく、証券の購入、売却、または保有を奨めるものでもなければ、何らかの投資判断を推奨するもので
もありません。Standard & Poor’s (Australia) Pty. Ltd.は、2001年会社法（Corporations Act 2001）にもとづくフィナンシャル・サービス・ライセンス（番
号：337565）を取得しています。スタンダード＆プアーズの信用格付けと関連リサーチは、同会社法第7条に定義される「ホールセール顧客」を除いて、オー
ストラリアに居住する個人や企業等に配布することを目的としてはおらず、また配布は禁止されています。オーストラリアの利用者が、スタンダード＆プアー
ズの商品やサービスについての情報を入手できるサイトは、www.standardandpoors.com.auのみです。そのほかのスタンダード＆プアーズのウェブサイトは、
オーストラリアの利用者を対象としたものではありません。





目次
ローン市場入門 6

用語集 43

Leveraged Commentary & Data  ●   ローン市場入門  2012年1月 4





6 www.spcapitaliq.com 

シンジケート・ローン市場は、1980
年代半ばの大型レバレッジド・バイ
アウト（LBO）・ローンをはじめとし
て、発行体が銀行やその他の機関
投資家資本提供者から資金を調達
するための有力な手段となってき
た。その理由は簡単で、シンジケー
ト・ローンなら従来の相対ないしは
個別の融資枠ほど費用がかからず、
運営もずっと効率的だからである。
最も基本的な水準では、資本を必
要とする発行体のために、アレンジ
ャーが投資家の資金を調達する。
発行体は、このサービスの手数料を
アレンジャーに支払うが、ローンの
複雑さとリスクが高ければ、この手
数料も当然増加する。そのため、高
レバレッジの（leveraged）借り手、す
なわち、信用格付けが投機的等級
になっていて、ノンバンクのターム 
ローン投資家の関心を集めるのに
十分なスプレッド（LIBORまたはそ
の他の基準金利に対する上乗せ） 

を支払う発行体に対するものが最
も収益性の高いローンであり、その
しきい値は市場の状況によって上
下に変化するものの、スプレッドは
通常LIBOR＋200以上である。
実際、信用力が高くまたは投資適格
等級の企業は、基本的なローン、言
い換えると、典型的には無担保のリ
ボルビング融資商品で短期コマ 
ーシャル・ぺーパーによる借入れ 
や運転資本を賄うのに使われる 
ローンに対して、手数料を支払わな
いか、払うとしてもごくわずかであ
る。事実、こうした借り手は多くの場
合に、書類作成と手続きの運営だけ
のためにアレンジャーを利用して、
実質的に自分でローンのシンジケー
トを編成する。高レバレッジの発行
体に関する取引は、アレンジャーに
とってはるかに有利である。新規レ
バレッジド・ローン（leveraged loan）
であれば、(1) 取引の複雑さ、(2) そ
の時点で市場がどの程度堅調な状
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シンジケート・ローンは、貸し手の集団によって供与さ
れ、アレンジャー（arrangers）と呼ばれる1または数社の 
商業銀行または投資銀行がそのストラクチャリング、 
アレンジおよび運営を行うローンである。従来の相対 
ないし個別の与信限度枠と比較して費用が少なく、より
効率的でもある。
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態にあるか、および (3) ローンの引
受けの有無に応じ、一般的に言って
融資約束（commitment）額合計の
1％から5％の手数料がアレンジャ
ーに支払われる可能性がある。買
収・合併（M&A）関連と資本再構成

（recapitalization）ローンは高い手
数料を伴う可能性が高く、出口ファ
イナンスやリストラクチャリング案
件も同様である。対照的に、発行実
績のある高レバレッジの発行体が
借換えや上乗せ取引に支払う手数
料は、より低くなる。
投資適格ローンは、用いられること
が少ない分大幅に低いイールドを
提供するため、こうした案件のアレ
ンジでは、関連する業務が融資商
品と同程度に重要になるが、投資適
格企業の買収に関連する資金調達
の規模は、銀行だけで構成されるで
あろう潜在的アドバイザーのプール
と対比して大型なので、特にそうで
ある。
シンジケート・ローンの「リテール」
市場は、銀行、およびレバレッジド取
引の場合はファイナンス会社や機
関投資家で構成される。これらのリ
テール・アカウントに対して正式に
ローンを発表する前には、アレンジ
ャーが選び出した投資家から融資
に関する意欲を探るための非公式
の聞取り調査を行って、市場を読み
取ろうとすることが多い。この議論
をもとに、アレンジャーは、市場で売
り切れる（clear the market）と信じる
スプレッドと手数料を付けた融資を
発表する。1998年までは、これで完
了だった。価格は、一旦決定されれ
ば、非常に極端な場合を除いて確定
されていたのである。ローンの申込
みが足りなければ、希望より多い保
有水準がアレンジャーの手元に残

される可能性が非常に高かった。し
かし、1998年にロシアの債務危機が
市場を混乱させた後には、アレンジ
ャーは、投資家の需要をもとに、場
合により予め決定された範囲内で、
価格を変更すること、および、ローン
の様々なトランシェの間の金額配分
を切り換えることを可能にするマー
ケット・フレックス条項を、ローンの
コミットメント・レター（commitment 
letters）の標準的特徴として採用す
るようになった。この変化は、ローン
市場、少なくともそのレバレッジド・
セグメントを、本格的な資本市場へ
と前進させた。
アレンジャーは当初、スプレッドの
引上げすなわち価格引下げによっ
て投資家にとってのローンの魅力を
高めるためにフレックス条項を行使
した。これは、ロシアの債務崩壊が
もたらしたボラティリティの後では
論理的だった。しかし、時間が経つ
と、マーケット・フレックスは投資家
の反応にもとづいて価格を引き上
げまたは引き下げるための手段とな
った。
マーケット・フレックスがあるため
に、現在のローンのシンジケーショ
ンは債券市場用語である「ブック・
ビルディング」としての機能を果た
している。ローンは当初、一定の目
標スプレッドまたは2000年代末に
ますます典型的になった価格トー
ク（price talk）と呼ばれる一定の範
囲（すなわち、たとえばLIBOR＋250
からLIBOR＋275までの目標スプレ
ッド）を設定して、市場に売り出され
る。その上で、投資家が、多くの場合
にスプレッド別に階層化された融
資約束を行う。例えば、あるアカウン
トは、LIBOR＋275で2,500万ドルを、
あるいはLIBOR＋250で1,500万ドル

 Leveraged Commentary & Data 2012
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を応募するかも知れない。プロセス
の最後にアレンジャーが融資約束
を足し上げ、ペーパーの価格を幾ら
にするかを連絡する。上の例でいう
と、LIBOR＋250ではこのペーパーの
応募が超過する場合は、アレンジャ
ーがさらにスプレッドを狭める可能
性がある。逆に、LIBOR＋275でも応
募が不足するなら、アレンジャーは、
もっと多くの資金をテーブルに集め
るために、スプレッドの引上げを強
いられるだろう。

欧州のローン市場
レバレッジド取引による資金調達に
は、数多くの目的がある。設備投資、
運転資本および拡大を含め、企業
の全般的な目的を賄うのに用いら
れることがある。既存の資本構造の
借換えや、全面的な資本再構成を
賄うこともあり、資本所有者への配
当支払いも少なくない件数のもの
が含まれている。しかし、主な目的は
M&A活動であり、具体的には、買収
対象の資本の取得のために買い手
が負債市場を利用する、レバレッジ
ド・バイアウトの資金調達である。
欧州におけるレバレッジド融資の中
核部分は、プライベート・エクイティ
ー・ファンドが所有する借り手から
発生する。米国では、こうした取引は

「スポンサー付き取引（sponsored 
transactions）」と呼ばれる。欧州で
は、借換えと資本再構成を含めて、
スポンサーが関わる活動はすべて
レバレッジド・バイアウト（LBO）と呼
ばれている。
取引は、貸し手が取引の条件を目
にするずっと前に開始される。LBO
では、最初に企業がオークションに
出される。プライベート・エクイティ

ー・スポンサーに初めて売り出され
る企業は、発行市場LBOである。流
通市場LBOは、あるスポンサーから
別のスポンサーに移転するもので
ある（さらに、第3次LBOは、スポン
サーからスポンサーへ2回目の移
転が行われるものである）。パブリッ
ク・トゥー・プライベート（public-to-
private：P2P）取引は、企業が公開市
場からプライベート・エクイティー・
スポンサーに移転する場合である。
買収者候補は、目標企業を評価す
る間に、負債資金調達の準備も進 
めている。売却手続きの一環とし 
て、主な資金調達パッケージが既 
に提案されている場合もある。通 
常の場合、買収者は、オークション
の落札者が発表される時までに、 
買収者が指定したマンデート・ 
リード・アレンジャー（mandated lead 
arrangers：MLA）が資金を提供する
資金調達パッケージを通じて、資金
の準備済を済ませる。
ローンが競争入札の一部でない場
合には、発行体は通常、マンデート
を与える前にアレンジャーからの入
札を募集する。競争し合う銀行は、
それぞれの組成戦略と限定条件、お
よびローンの価格が市場でどう決ま
るかに関する意見を提示する。メザ
ニン（mezzanine）による資金調達が
標準的になっている欧州では、発行
体は、MLAがシニア債務を取り扱う
一方で専門のメザニン・ファンドが
劣後メザニンの部分の募集を監督
するという、併行路線の組成アプロ
ーチを追及することもある。
欧州のリテール市場は、参加者構
成の点で米国と異なっている。欧州
では、過去何年かの間に機関投資
家が市場における存在感を高めて
きたとはいうものの、市場の主要部

www.spcapitaliq.com
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分は依然として銀行である。その結
果、マーケット・フレックス条項が標
準的になったものの、価格決定は未
だに資本市場の力によって決定さ
れるものになっていない。
銀行部門は、この分野の本来的な
地域性のために、歴史的に欧州を
支配してきた。地域銀行は、地域の
発行体を熟知しており、地元通貨で
資金を提供できるので、従来地元
と地域の企業に資金を提供してき
た。1998年にユーロ圏が形成されて
以来、欧州のレバレッジド・ローン市
場の成長は、この単一通貨と、特に
プライベート・エクイティー業務に
由来するLBOであるM&A活動の全
般的な成長に刺激されている。地域
の障壁（および、国境を越えた統合
に対する抵抗感）が崩れ、経済が成
長し、さらに、ユーロが通貨の隙間
の橋渡しを手助けしてきた。
欧州の市場は、その地域的多様性
を保つ一方で、米国市場からの教訓
の多くを活用してきている。欧州で
は、地域的多様性によって、銀行が
融資に関する多大な影響力を維持
することが可能になっており、市場
におけるプライベート・エクイティー
の優勢が助長されている。

組成（Syndications）の類型
世界的に、組成の仕方には、引受
け案件、「ベスト・エフォート（best-
efforts）」シンジケーションおよび「ク
ラブディール（club deal）」の3つの類
型が存在する。

引受け案件
引受け案件は、アレンジャーが融資
約束全額を保証した上でローンを
組成する案件である。アレンジャー

は、ローン全額の申込みを集めるこ
とができない場合には差額分を吸
収しなければないが、その分の投
資家への販売を後日再度試みるこ
とはできる。市場の状況や信用力の
ファンダメンタルズが改善するなら
ば、それはもちろん容易である。 
でなければ、アレンジャーは額面割
れで販売することを強いられ、その
ペーパーで損失を被る可能性さえ
ある。あるいは、融資のうち希望す
る保有水準を上回る部分がアレン
ジャーの手元に残されるだけであ
る。では、アレンジャーはなぜローン
の引受を行うのだろうか。第一に、
引受けされるローンを提供すること
は、マンデート（mandates）を獲得す
る競走上の手段になり得る。第二
に、潜在的貸し手が躊躇すればエー
ジェントが窮地に陥ることになるた
めに、引受けが行なわれるローンの
場合、より有利な手数料が要求され
るのが通常である。もちろん、現在
ではフレックス条項が幅広く受け入
れられているので、シンジケーション
の前に価格が確定されていた当時
と同じリスクが案件の引受けに伴う
わけではない。

ベスト・エフォート・シンジケーシ 
ョン
ベスト・エフォート・シンジケーショ
ンは、アレンジャーの集団がローン
の全額を下回る金額の引受け約束
を行い、融資を市場の変化に委ね
るものである。ローンの応募が不足
すれば、融資がクローズ（close）し
ないか、あるいは市場で売り切るた
めの大改革が必要になるかも知れ
ない。従来、ベスト・エフォート・シ
ンジケーションはリスクの高い借り
手や複雑な取引に用いられた。しか
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し、1990年代末以降は、マーケット・
フレックス条項の幅広い受入れの
結果、投資適格取引においてさえも
ベスト・エフォート・ローンが原則に
なった。

クラブディール
クラブディールは、借り手との取引
関係のある貸し手の集団に予め販
売される小額のローン（通常は2,500
万ドルから1億ドルだが、1億5,000万
ドルに上ることもある。）である。アレ
ンジャーは、一般的な場合には同等
の立場の中の筆頭者となり、それぞ
れの貸し手に手数料の全額または
全額近くの値引きが提供される。

組成のプロセス
インフォメーション・メモ

（information memo）、または 
「バンク・ブック（bank book）」
マンデートを与える前に、発行体が
アレンジャーからの入札を求める場
合がある。銀行は、それぞれの組成
戦略と限定条件、およびローンの価
格が市場でどう決まるか関する意
見を提示する。マンデートが与えら
れると、組成（シンジケーション）の
プロセスが開始する。アレンジャー
は、取引の条件を記載したインフォ
メーション・メモ（IM）を作成する。
典型的には、要約、投資に関する考
慮事項、条件の一覧、業界の概観、
および財務モデルがIMに記載され
る。ローンは有価証券ではないの
で、これは、適格銀行と認定投資家
のみに対して行われる非公開の募集

（confidential offering）である。
発行体が投機的等級であり、ノン 
バンク投資家からの資本を求めて
いる場合には、アレンジャーがIMの 

「公募」バージョンを用意すること
が多い。このバージョンでは、壁の
公募側で運営しているアカウント
や、その特定の発行体の株式、債券
その他の公募証券の購入可能性を
保持することを希望するアカウント
が閲覧できるように、経営者による
財務予測などの秘密資料がすべて
削除される（「公開か非公開か」の
節を参照）。当然のことだが、企業の
重要な非公開情報を閲覧する投資
家は、当該企業の公募証券を購入
する適格を一定期間失う。
IM（または「バンク・ブック」）が作成
されている間、組成デスクは、案件
に関する潜在的投資家の意欲がど
うか、およびいくらの価格であれば
投資する意思があるかについての、
非公式なフィードバックを集める。
その後、エージェントは、案件を正
式に潜在的投資家に売り出す。アレ
ンジャーは、大半のIMを、クロージ
ング（closing）前と後のローンに関す
るその他の情報とともに、デジタル・
プラットフォームを通じて投資家に
配布する。この分野の主なベンダ
ーは、Intralinks、SyntrakおよびDebt 
Domainである。
IMには、典型的には以下のセクショ
ンが含まれる。

「要約」には、発行体の説明、取引
の概要および根拠、資金の源泉と
使途、および財務統計数値が記載
される。

「投資に関する考慮事項」は、基本
的に、案件に関する経営者の販売 

「宣伝文句」である。
「条件の一覧記載」は、融資の価格
決定、ストラクチャー、担保、財務制
限条項およびその他の条件を記載
した、仮の条件規定書になる（財務
制限条項については、通常、アレンジ
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ャーが投資家のフィードバックを得
た後で詳細な交渉が行われる）。

「業界の概観」には、企業が属する
業種や、同業他社との相対的な競
走上の地位が記載される。

「財務モデル」は、発行体の歴史
的、見積りおよび予測の財務情報の
詳細なモデルであり、発行体に関し
て経営者が示す高、低および基本 
ケースが含まれる。
新規買収案件に関連するローンの
大半は、ローンの条件およびそれが
裏付ける取引に関する経営者と（も
しあれば）スポンサーの集団からの
説明を潜在的貸し手が聞く、銀行 
ミーティングでスタートを切る。古
風なスタイルの直接の参集を今で
も好む発行体もあるが、銀行ミーテ
ィングがWebexや電話会議を通じて
行われる方が多いのは当然である。
経営者は、このミーティング、電話ま
たはWebexにおいて、取引に関する
その視点を提供し、最も重要な点と
して、貸し手が期日どおりまたはそ
の前に返済を受けることとなる根拠
と方法を話す。さらに、資産の売却
を通じた第二の方法を含む複数の
出口戦略が、投資家に説明される。

（小型案件や、正式な会議ではな
い借換えの場合には、潜在的投資
家との一連の電話や一対一の会議
になることもある。）
ローンがクローズされると、最終的
条件が詳細な与信および担保の契
約に文書で定められる。その後、担
保権に対抗力が備えられ、担保が
成立する。
ローンは、その性質上、随時改訂や
変更を加えることが可能な柔軟性
のある文書である。こうした変更に
は、様々な水準の同意が必要とされ
る（「議決権」の節を参照）。変更に

は、財務制限条項の免除のような単
純なものから、担保のパッケージの
変更や、発行体が支払いを延期する
ことまたは買収を実行することを許
容するための複雑な事項まである。

ローン投資家の市場
発行市場の主な構成者は、銀行、金
融会社および機関投資家の3種類
である。
この場合の銀行は、商業銀行、貯蓄
貸付機関、または通常は投資適格
等級のローンを提供する証券会社
であり得る。対象は、典型的には、 
コマーシャル・ペーパーの裏付けと
なり、全般的な企業目的にまたは場
合によっては買収に使用される、大
型のリボルビング融資である。レバ
レッジド・ローンでは、銀行は通常、
シンジケート・ローン契約にもとづ
いた資金未拠出のリボルビング融
資、信用状（LOC）、および、ますます
少なくなりつつあるものの、分割償
還型タームローンを提供する。

「金融会社」は、レバレッジド・ロー
ン市場の10％未満を一貫して構成
しており、2,500万ドルから2億ドルま
での小型案件に参加する傾向があ
る。これらの投資家は、大幅なスプ
レッドをもたらすとともに多くの場
合に期間を集中させた担保監視を
定めた、動産・債権担保融資（asset-
based loans）を求めることが多い。
ローン市場における「機関投資家」
は、主に、ローン担保証券（CLO）と
して知られるストラクチャード・ビー
クルおよびローン参加投資信託（元

プ々ライム・レートを近似する短期
金融商品類似のファンドとして投資
家に売り込まれたので、「プライム・
ファンド」として知られる）である。さ
らに、プライベート・エクイティー・
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ファンド、ヘッジ・ファンド、ハイイー
ルド債ファンド、年金基金、保険会
社およびその他の自己勘定投資家
も、機会を狙ってローンに参加して
いる。

「CLO」は、レバレッジド・ローンの 
プールの保有と運用のために設立さ
れる特別目的ビークルである。この
特別目的ビークルの資金は、担保と
支払い流列に対する権利を降順で
有する複数の債務トランシェ（典型
的には、「AAA」格付けのトランシェ、

「AA」のトランシェ、「BBB」のトラン
シェ、およびメザニン・トランシェ）を
通じて調達される。加えて、資本トラ
ンシェが存在するが、資本トランシ
ェは通常無格付けである。CLOは、
資本拠出の10から11倍の負債を発
行することによるレバレッジを通じ
て資本リターンを生成するための、
裁定取引ビークルとして創出される。
よりレバレッジを低くして（典型的に
は3から5倍）、厳しいストラクチャー
を定める裁定案件より大きな柔軟
性を運用会社に許容する、時価総額
CLOも存在する。CLOは、通常は主
な格付け会社3社のうち2社の格付
けを受け、最低格付け、業種の多様
化および最大デフォルト・バスケット
を含む一連の財務制限条項基準を
担保マネージャーに課している。
ローン投資信託は、リテール投資家
がローン市場にアクセスする手段と
なっている。レバレッジド・ローンに
投資する投資信託である。これらの
ファンドは、当初は銀行が商業貸付
に課すプライム金利を得る機会を
投資家に提供するものだったので
プライム・ファンドとして知られてお
り、1980年代末に最初に導入され
た。現在では、次の3つの類型のファ
ンドが存在する。

• デイリー・アクセス（Daily-access）・
ファンド：従来のオープンエンド型
投資信託商品で、投資家は、ファ
ンドの純資産価額（NAV）で毎日
持分の購入または償還をすること
ができる。

• 継続募集（Continuously offered）、 
クローズドエンド型ファンド：最初
のローン投資信託商品である。投
資家は、ファンドのNAVで毎日こ
れらのファンドを購入することが
できる。しかし、償還は、上記のオ
ープンエンド型ファンドの場合の
毎日とは異なって、月次または四
半期ごとの入札を通じて行われ
る。この種のファンドとデイリー・
アクセス・ファンドの多くは、償還
を確実に賄えるようにするため
に、現金準備を上回る解約に対
応するための融資枠を設定して
いる。

• 上場、クローズドエンド型ファン
ド：証券取引所で取引されるファ
ンドである。典型的には、新規公
募によって資本を調達する。その
後、投資家は株式を売買すること
ができるが、償還を受けることは
できない。マネージャーは、株主割
当増資によってファンドを拡大す
ることもできる。ただし、この方法
は通常、資産クラスを問わずクロ
ーズドエンド型ファンドの特徴的
な規定により、ファンドの取引価
格がNAVに対してプレミアム付で
ある場合に限って可能とされてい
る。

2011年3月には、Invescoが、最初の 
インデックス摸倣式上場ファンド 
であるPowerSharesシニア・ローン・ 
ポートフォリオ (BKLN)を導入した
が、このファンドはS&P/LSTA Loan 
100 Indexを摸倣する。
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欧州のローン投資家
欧州の投資家基盤は、従来米国よ
りも狭く、大半の資金が銀行、CLO、
クレジット・オポチュニティー・ファ
ンドおよびメザニン・アカウントによ
って提供されている。しかし、規制上
の制限のために、リテール用ビーク
ルは欧州では少ない。けれども、米
国のプライム・ファンドは欧州のロー
ンに相当な配分をしており、米国内
最大手のファンドの一部では、推定
10％が欧州のローンに投資可能と
なっている。
欧州のクレジット・ファンドは、負債
投資のオープンエンド型プールであ
る。ただし、CLOと異なり、格付けに
関する監督と業種や格付けの多様
化に関する制限には服さない。これ
らのファンドは全般的にレバレッジ
が低く（2から3倍）、投資対象の購入
と選択における多大な自由を運用
会社に認めており、かつ、時価評価
が条件とされている。
メザニン・ファンドも投資プールで
あり、従来メザニン市場のみに集中
していた。しかし、第二順位担保権
が市場に参入すると、それがメザニ
ン市場を侵食した。このため、メザニ
ン・ファンドはその投資ユニバース
を拡大し、第二順位担保権と取引の
現物払い（payment-in-kind：PIK）部
分への融資約束を始めた。クレジッ
ト・ファンドの場合と同様に、これら
のプールは格付けに関する監督と
分散投資の要件に服さず、投資対象
の購入と選択における多大な自由
を運用会社に認めている。ただし、メ
ザニン・ファンドは、負債と資本の両
方の特徴を備えている点で、クレジ
ット・ファンドよりも高リスクである。

公開か非公開か
かつては、ローン市場における公開
情報と非公開情報の間の線引きは
単純なものだった。ローンは厳密に
壁の私募側に属し、発行体と貸し手
集団の間で伝達されるあらゆる情
報が秘密のままであった。
この線は、2つの市場革新の結
果、1980年代末に曖昧になり始め
た。第一は、(1) 保険会社やローン投
資信託などのノンバンク投資家の
参入を後押しし、(2) 保有を望まな
くなった破綻先や非常に高レバレッ
ジなローンの急速に拡大するポート
フォリオを銀行が売却することを支
援するために生じた、流通市場取引
の活発化である。これは、ローンに
関するインサイダーであった当事者
が、ローンの当事者でなかった（ある
いはまだ当事者になっていない）ト
レーダーや潜在的投資家と今や秘
密情報を交換する可能性があるこ
とを意味した。公開か非公開かの分
離を弱めた第二の革新は、ローン市
場に焦点を当てる取引ジャーナリズ
ムであった。
この2つの要因にもかかわらず、少な
くとも10年間は、公開と非公開の間
の線が十分に理解され、論議を生じ
ることは滅多になかった。この状況
は、次の要因のために2000年代初め
に変化する。
• その性質上ローン案件を人目に

触れさせることとなる、ローン格付
けの普及。

• ノンバンク投資家集団の爆発的
成長。これには、投資信託、ヘッ
ジ・ファンドおよびCLO専門業者
にいたるまでの数の増大を含め、
壁の公募側で運営する機関の数
の成長が含まれる。
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• クレジット・デフォルト･スワップ市
場の成長。ここでは、銀行などのイ
ンサイダーが、内部情報に通じて
いない機関との間でプロテクショ
ンの売却または購入を頻繁に行
った。

• 報道機関がローン市場に関する
報道をしようとする努力の一層の
積極化。

この問題を理解するには、ある程度
の背景知識が必要である。ローンの
大多数は、発行体とその貸し手との
間の、歴然とした私募の資金調達取
決めである。公開株式や米国証券
取引委員会（SEC）に届出される負
債を発行している発行体の場合で
あっても、その融資契約は、多くの
場合クロージング後何カ月も後に、
アニュアル・レポート（10-K）、四半期
報告書（10-Q）、最新報告書（current 
report：8-K）またはその他の文書（
株主総会召集通知、証券登録書な
ど）の添付書類としてそれが届出さ
れた時に、初めて公開となる。
融資契約以外にも、四半期ごとまた
は月次の財務開示、財務制限条項
遵守情報、変更と放棄の要請、財務
予測、および買収や事業売却の計
画を含め、秘密保持契約にもとづい
て行われる一連の継続的通信が、
発行体と貸し手の間に存在する。こ
の情報の多くは、発行体の財務力に
とって重要なものである可能性が
あり、発行体が報道機関向け発表
資料に正式に記載しまたはフォー
ム8-Kその他の文書をSECに提出す
るまで、公知情報の範囲外に留まり
得る。
近年では、この情報は個別の会話や
報道機関を通じて公開の世界に流
出してきた。対応するニュースが何
もないのにローン価格が大幅に変

動したことを時折報告する時価評
価価格サービスを通じても、この情
報が明らかになってきた。これは通
常、銀行が未公開のマイナスのまた
はプラスの情報を受領した兆候で
ある。
近年、発行体、貸し手および規制当
局の間で、一時は非公開であった情
報がこのように公衆の手に移ること
が貸し手と発行体の間の秘密保持
契約違反になる可能性がある点、お
よび、さらに重大なこととして違法
な取引を生じさせ得る点の懸念が
高まっていた。市場は、こうした問題
にどう取り組んできたのだろうか？
• トレーダー。規制違反から自らを

防護するために、一部のディーラ
ーやバイサイド企業は、自社のト
レーディング・デスクを壁の公開
側に設置してきた。その結果、トレ
ーダー、営業担当者およびアナリ
ストは、自分の機関内の別の場所
で非公開データが入手可能だと
しても、非公開の情報を受領しな
いことになる。これは、投資銀行が
はるか昔から自社の非公開の投
資銀行業務を公開のトレーディン
グと営業業務から分離するために
用いてきた技法と同じである。

• 引受業者。上記のように、大半の
発行市場シンジケーションでは、
予測のような非公開情報をこすり
落とされたインフォメーション・メ
モの公開バーションをアレンジャ
ーが作成する。このIMは、壁の公
開側にあるアカウントに配布され
る。同様に、引受業者は、銀行ミー
ティングの公開バージョンへの参
加を公開アカウントに求め、洗浄
された後の財務情報のみをこれら
のアカウントに配布する。
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• バイサイドのアカウント。バイサイ
ドでは、公開と非公開の塀のどち
ら側で運営する企業も存在する。
非公開側で運営するアカウント
は、すべての秘密資料を受領し、
非公開情報を得た発行体の公開
証券の取引をしないことを約束す
る。このグループは、公開ファンド
とポートフォリオを有するより幅
広い投資複合企業の一部である
ことが多いが、企業のこれらの部
分からはチャイニーズ・ウォールを
通じて密閉されている。公開のア
カウントもある。これらの企業は、
公開IMと公開資料だけを受入れ、
そのため、自社がローンを所有す
る発行体が関係する場合であっ
ても、公開証券市場で取引する選
択肢を保持する。この方法を実務
上成功させることは微妙であり得
る。というのも、条件変更の場合
に、実体を伴う情報が何もない状
況で承認するか拒否するかを貸し
手が求められる可能性があるから
である。あるいは、壁の非公開側
にいて条件変更のサイン・オフを
行う指定された1名の者をアカウ
ントが指定することや、自社の受
託者またはローンのアレンジャー
にそれを行う権限を与えることも
可能である。しかし、これは複雑な
提案である。

• ベンダー。ローンのデータ、ニュー
スや価格のベンダーも、公開と非
公開の情報のフローの管理にお
ける多数の課題に直面する。通
常、ベンダーは、米国憲法修正第1
条の報道の自由の規定にもとづい
て運営しており、もちろん有料であ
るが、誰もが同時にそれを受領で
きる方法で情報を報告する。した
がって、情報は基本的に、条件変

更または買収の進展を議論するニ
ュース記事であろうと、時価評価
サービスが報告した価格の変化
であろうと、誰をも意図的に不利
にすることがない方法で公開され
る。もちろんこれは、秘密情報の当
事者である何らかの者が報道また
は価格を通じて幅広い聴衆にそ
の情報を提供しているという、根
底にある問題への対処にはならな
い。

参加者が公開と非公開の問題に対
応するもう1つの方法は、「ビッグ・
ボーイ（big-boy）」レターへの署名を
カウンターパーティーに求めること
である。このレターは、典型的には、
公開側の機関が通じていない情報
があり得る点、および当該機関がい
ずれにせよ取引を行うことに同意す
る点の承認を、当該機関に求めるも
のである。当該機関は実質的に、リ
スクを受け入れる「ビッグ・ボーイ」
である。

信用リスク：概観
ローンの価格決定では、ローンに内
在するリスクを評価し、そのリスクに
対する投資家の意欲を測定するこ
とがアレンジャーに要求される。ロ
ーンの購入に当たって銀行および機
関投資家が取り組む主な信用リス
ク要因は、デフォルト・リスクとデフ
ォルト時損失リスクである。アカウン
トがこれらのリスクを判定する主な
手段としては、格付け、信用力関連
統計、業種セクターのトレンド、経営
の強さ、およびスポンサーがある。こ
のすべてが相まって、案件に関する
ストーリを告げるのである。
ここでは、主なリスク要因について
簡潔に述べる。
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デフォルト・リスク
デフォルト・リスクは、要するに借り
手が期日に利息または元本を支払
えない可能性である。それは、発行
体の財政状態、業種セグメント、そ
の業界と経済的変数の状況、およ
び、企業経営者などの無形資産にも
とづく。デフォルト・リスクは、スタン
ダード＆プアーズ・レーティングズ・
サービシズまたはその他の格付会
社からの公開格付けに、最も明瞭
に表現される。これらの格付けは、
最も信用力が高いローンの「AAA」
から、最も低い「CCC」の範囲にわた
る。市場は、大まかには、投資適格
等級（「BBB－」以上に格付けされ
たローン）とレバレッジド（leveraged)

（「BB＋」以下に格付けされた借り
手）に分けられる。もちろん、このそ
れぞれの幅広いセグメントの中で
も、デフォルト・リスクのばらつきは
非常に大きい。1990年第半ば以来、
ローンの公開格付けは、幅広い機関
投資家の集団と取引することを希
望する発行体にとって、脱落者にな
らないための要件となってきた。大
規模な信用審査部門をもっていて
内部格付けスケールを遵守する銀
行と異なり、ファンド・マネージャー
は、リスクを階層分けして自分自身
の投資家にポートフォリオの全体的
リスクを説明するために、格付け会
社の格付けに依存する。
欧州の市場は、案件のシンジケート
を得るために公開格付けが一般に
要求されるものではないため、より
透明性が低い。これは、投資家市場
に対する銀行の優位、および貸し手
とスポンサーの間に存在する強固
な関係の副産物である。投資家は、
独立の信用力分析に依存するより
もむしろ、デフォルト・リスクに関す

る自分自身の理解と信用力に関す
る自らの評価に依存する。CLOの運
用会社は、社内基準遵守のために、
投資する融資の格付けを必要とす
るが、通常は、全面的な公開格付け
ではなく、「クレジット・エスティメイ
ト（credit estimates）」を格付け会社
から取得する。
破綻した取引案件が公にデフォルト
を起こすよりむしろ私的なリストラ
クチャリングが行なわれる傾向があ
るために、欧州においてデフォルト・
リスクを定量化することが米国に
おけるよりも困難である、という点
は重要である。その透明性と、清算
に対してリストラクチャリングに重
点を置くという米国の破産裁判所
の性質のために、借り手と貸し手の
両方が公のデフォルトに満足してい
る。欧州では、数々の破産制度の下
での予測の付かない変化に、双方
の当事者がさらされる。その結果、
両者が私的なリストラクチャリング
に至る可能性がより高く、こうした
場合にスポンサーが提供する支援
の影響力を過小評価することはで
きない。

デフォルト時損失リスク
デフォルト時損失リスクは、デフォル
トが発生した場合に貸し手が被る
損失がどの程度深刻であるかを測
定する。投資家は、（もしあれば）ロ
ーンを裏付ける担保と、優先負債や
可能性のある回収の水準に影響を
及ぼすその他の請求権の金額をも
とに、このリスクを評価する。貸し手
は、発行体が財務目標値を達成し
なかった場合に早い段階で、つまり
他の債権者より先にテーブルに戻っ
てローンの条件を再交渉するため
の手段として、財務制限条項にも関
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心を向ける。投資適格ローンは、大
半の場合にシニア無担保商品であ
り、債務負担の場合にのみ、言い換
えると発行体が買収を実行するか
負債を発行した場合にのみ適用さ
れる、穏やかな内容の制限条項が
定められている。その結果、デフォル
ト時損失は、他のシニア無担保債券
者が追うものと変わらないものにな
る可能性がある。対照的に、レバレ
ッジド・ローンは、ほぼすべての場合
にシニア担保付商品であり、厳しい
内容の維持制限条項、すなわち、発
行体が追加の資金調達を行ったか
どうかが四半期末ごとに測定され
る財務制限条項が定められている。
このため、ローン保有者は、既存債
権者の中でほぼ常に第一順位であ
り、多くの場合、ローンが深刻な減
損を被る前に発行体との最交渉を
行うことができる。したがって、デフ
ォルト時損失という点で、ローン投
資家が他の債権者よりもはるかに
良好な結果を享受してきたことも、
意外ではない。

信用力関連統計
投資家は、デフォルト・リスクとデフ
ォルト時損失リスクの両方のキャ
リブレーションの補助として信用
力関連統計を利用する。これらの
統計には、レバレッジを測定する信
用力関連比率（負債比率および負
債EBITDA倍率）およびカバレッジ

（EBITDA対支払利息、EBITDA対
債務返済、営業キャッシュフロー対
固定費用）を含む、広範囲で多数の
財務データが含まれる。もちろん、
投資家が信用リスクの評価に使用
する財務比率は、業種によって異な
ったものになる。財務比率の過去の
実績と将来の見積りに注目するの
に加えて、投資家は、発行体のゲー

ム・プランがその負債を問題なく返
済することを可能にするものかどう
かを確認するために、経営者の予測
とその予測の背後にある前提に注
目する。最もデフォルト・リスクの評
価向けだといえる財務比率が幾つ
かある。これには、レバレッジとカバ
レッジが含まれる。また、デフォルト
時損失リスクの評価に適した財務
比率もある。これには、担保カバレッ
ジ、すなわち、ローンの規模に対す
る、ローンを裏付ける担保の価値の
割合が含まれる。資本構成の中での
シニア担保付ローン対ジュニア債務
比率も使用される。論理的には、あ
るローンのデフォルト時損失の厳し
さは、全体的負債構成に対するその
ローンのパーセント表示の規模とと
もに増大する。結局のところ、ある発
行体が1億ドルの負債のデフォルト
を起こしたとして、そのうち1,000万
ドルがシニア担保付ローンの形式
だとすれば、破産した場合にローン
全額がカバーされる可能性は、この
ローンが総額9,000万ドルであった
場合よりも高い。

業種セクター
セクターには自ずと浮き沈みがあ
るので、業種も要因となる。このた
め、1990年代末の電気通信あるい
は2000年代初めの医療のように望
ましいセクターのローンであれば、
シンジケーションの進展には本当に
有利である。同様に、（消費財のよう
な）ディフェンシブなセクターの発
行体に対するローンも、経済の先行
きが不確実な時期にはより魅力的
になる可能性があり、景気拡大期に
は（化学品や自動車のような）景気
敏感な借り手がより魅力的となる
可能性がある。
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スポンサーシップ
スポンサーシップも要因である。言
うまでもなく、多数の高レバレッジ
企業は、1または複数社のプライベ
ート・エクイティー企業の所有であ
る。Kohlberg Kravis & Robertsまたは
Carlyle Groupなどのこうした事業体
は、レバレッジの高い資本構成をも
つ企業に投資する。スポンサー・グ
ループがローン投資家の間で強固
な支持を得ていれば、ローンのシン
ジケーションはより容易になり、そ
のため、より低い価格が付けられる
可能性がある。対照的に、スポンサ
ー・グループに忠実な関係先貸し手
の集団がないなら、案件を市場で売
り切るためにより高い価格設定が
必要になる可能性がある。銀行の間
では、その銀行がスポンサーのエク
イティ・ファンドの当事者であるかど
うかが、投資要因に含まれる場合が
ある。機関投資家の間では、追加的
な資本によるステップアップまたは
失敗した経営チームの入れ換えに
よって自社の減損案件を解決する
点における、個々の案件のスポンサ
ーの実績に重点が置かれる。

融資限度枠によるローン
の組成
大半のローンでは、（国内および外
国の）銀行と機関投資家（主にスト
ラクチャード・ファイナンス・ビーク
ル、投資信託および保険会社）とい
う2種類の主なシンジケート団の貸
し手に対応するように、ストラクチ
ャーと組成が行われる。そのため、
レバレッジド・ローンは次の2つの部
分で構成される。

• 「プロラタ（Pro rata）債務」は、リ
ボルビング融資と分割消却型タ
ームローン（TLa）で構成される。
これらは合わせてパッケージ化さ
れ、通常は銀行のシンジケート団
が編成される。ただし、一部のロー
ンでは、機関投資家が、より大き
な機関投資家向け長期ローンの
配分を確保するために、TLa、およ
びこれよりも少ないもののリボリ
ビング融資に参加する場合があ
る。これらのトランシェが「プロラ
タ」と呼ばれるのはなぜだろうか。
それは、アレンジャーが歴史的に、
銀行と金融会社間の比例配分で 

（プロラタ方式で）リボルビング
融資とTLaの組成を行ってきたか
らである。

• 「機関投資家向け債務
（Institutional debt ）」は、機関投
資家向けに特別にストラクチャー
が行われたタームローンで構成
される。もっとも、機関投資家向
けタームローンを購入する銀行も
ある。従来、機関投資家トランシ
ェは、ブレット型返済であることと
TLaの後順位に配置されることか
ら、TLbと呼ばれてきた。

金融会社も、レバレッジド・ローン 
市場に参加しており、プロラタと機
関投資家トランシェの両方を購入
する。

発行市場におけるローン
の価格決定
機関投資家市場向けのローンの価
格決定は、リスク・リターンの単純な
考慮と市場のテクニカルな条件に
基づく簡潔な作業である。しかし、
米国の銀行市場向けのローンの価
格決定は、より複雑である。実際、銀
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行は多くの場合に純粋なスプレッド
収入以上のものにもとづいてロー
ンへの投資を行っており、融資以外
の収入源を含む発行体との関係の
全体的収益性も、その決定要因に
なる。
マーケット・フレックス条項も、市場
の流動性の水準に合わせてスプレッ
ドを調整する上で大きな役割を果
たしてきた。欧州では、2000年代中
に、ジェネラル・シンジケート団編成

（general syndication）の間にもう少
し市場の状況に合わせた価格決定
を採用するために、マーケット・フレ
ックス条項を用いる米国の慣行が
採用された。

銀行投資家向けのローンの価格 
決定
1990年代初めから、ほぼすべての大
手商業銀行が、ローンやその他のク
レジット商品の融資のリスクと対比
してリターンを測定するために、ポ
ートフォリオ・マネジメントの技法を
採用した。これによって、銀行部門
は、ローンが単独で魅力的な投資に
なることは滅多にない、ということを
学んだ。そのため、銀行は、リスク調
整後の資本利益率、経済的資本収
益率、またはその他の計数のいずれ
によってリターンが測定されるかを
問わず、総合的な関係が魅力的リタ
ーンをもたらす場合でない限り、発
行体に資本を配分することには消
極的である。
銀行が貸借対照表にローンを載せ
ようとしている場合、その銀行は、 
ローンのイールドだけでなく、キャッ
シュ・マネジメント・サービスや年金
基金運用のような融資以外の取引、
および債券、株式またはM&Aの助
言業務などの他の資本市場業務が

もたらす経済性を含む、取引関係か
らのその他の収入源にも、厳しく注
目している。
このプロセスは、レバレッジド・ロー
ン市場を「銀行」ローン市場と呼び
続けることが時代錯誤になるほど大
きな影響を、この市場に及ぼしてき
た。もちろん、銀行の関心を幾らか
強く呼び起こすことができる一定の
発行体も存在し、2011年半ば現在
では、欧州または場合により米国中
西部を切り口とする発行体がこれ
に含まれている。当然のことながら、
欧州で事業を行っている発行体が
自国市場の銀行からの融資を得る
ことがより容易に可能であり（銀行
は依然として、欧州におけるローン
の最大の割合を提供している）、中
西部の発行体については、地元銀行
が未だに根深く浸透している数少
ない米国の地域の1つがこの地域だ
という事情がある。
上記の点が意味することは、プロラ
タ投資家に提供されるスプレッドは
重要であるものの、大半の場合に、
ローンの一部に参加することによっ
て銀行が獲得することができるその
他の手数料型取引の金額も同様で
ある、ということである。そのため、
発行体は、債券と株式の引受け業
務や手数料をもたらすその他の取
引の一部を、自社のローンのシンジ
ケート団に参加している銀行に委
託するように注意している。

機関投資家参加者向けローンの価
格決定
機関投資家の場合、上記のように、
リターンのバスケットではなくロー
ン固有の収入にのみ焦点を当てる
ので、投資意思決定プロセスははる
かに直接的である。
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機関投資家向けのローンの価格決
定は、信用力および市場にもとづく
要因と対比したローンのスプレッド
の問題である。この第二の区分は、
流動性と市場のテクニカル面（すな
わち需給）に分けることができる。

「流動性」は微妙な部分であるが、
すべての市場におけるのと同様に、
他の条件を一定とすれば、より流動
性の高い商品には流動性が低い商
品よりも薄いスプレッドが要求され
る。機関投資家が支配的投資家と
なる前で、銀行がポートフォリオ・マ
ネジメントにそれほど注目しなかっ
た昔は、ローンの規模は大きな問題
にならなかった。ローンは、銀行の
帳簿に記入されてそこに留まった。
しかし現在では、機関投資家と銀行
は、ローンをパッケージにして売却
する可能性にプレミアムを支払うの
で、流動性が重要である。その結果、
通常2億ドル以下の小額の案件の
価格は、より多額のローンに対する
プレミアム付きとなる傾向にある。も
ちろん、ローンが極端に幅広い分散
投資を必要とするだけの多額のも
のになると、発行体は通常規模プレ
ミアムを支払わなければならない。
そのしきい値の幅は広い。流動性
が極度に潤沢だった2000年代半ば
には、100億ドル以上が境目だった。
より倹約的となった2000年代末に
は、10億ドルが限度だと考えらた。

「市場のテクニカルな条件、すなわ
ち需給関係」は、単純な経済学の問
題である。わずかな商品を求める多
額のドルがあれば、当然のこととし
て発行体はより低いスプレッドを要
求することができる。しかし、逆が真
の場合には、ローンを市場で売り切
るためにはスプレッドが拡大する必
要がある。

時価評価の影響
SECは、2000年から、幅広くシンジケ
ート団が編成されたローンの価値
をポートフォリオ評価の目的で決定
するために、公正価値（見積り価格）
ではなく利用可能な時価評価デー
タ（流通市場のトレーダーが報告す
るビッドとアスクのレベルを、Markit 
Loansのような時価評価価格サービ
スが編集したもの）を使用すること
を、銀行ローン投資信託の運用会
社に指示した。大まかに言って、この
政策は市場の透明性を高め、価格
発見を改善し、それを通じて、過去
におけるよりもはるかに効率的でダ
イナミックなものへと市場を変化さ
せた。たとえば、現在の発行市場に
おいては、レバレッジド・ローンのス
プレッドは、格付けとレバレッジの
分析結果だけでなく、発行体の従来
のローンや、しばしば社債の取引価
格の水準にも左右される。発行体と
投資家が、類似ローンが市場で売り
切れる取引価格の水準に注目する
ことも可能である。

シンジケート・ローンの 
融資限度枠の類型
シンジケート・ローンの融資限度枠
には、主に次の4つの類型がある。
• リボルビング融資（その中に、ス

ウィングライン（swingline）・ロー
ン、マルチ・カレンシー借入れ、競
争入札オプション、タームアウト

（term-out）、およびエバーグリ
ーン・エクステンション（evergreen 
extensions）のオプションがある。）

• タームローン
• LOC
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• 買収または設備枠（ドロー繰延べ
（delayed-draw）タームローン）

リボルビング融資限度枠は、借り手
が必要とするだけの回数のドロー
ダウン（draw down）、返済および再
借入れを行うことを認めるものであ
る。この融資限度枠は、法人クレジ
ットカードと非常に良く似た働きを
するが、未使用額に関する年間コミ
ットメント・フィー（commitment fee）
が借り手に請求される点が異なり、
このために借入れの全体的費用 

（ファシリティー・フィー（facility 
fee））が押し上げられる。投機的
等級の発行体に対するリボルビ
ング枠は、借入れベース貸付算式

（borrowing-base lending formulas）
に依存することが多い。この算式
は、売掛金と棚卸資産であることが
最も多い担保の一定の割合に、借
入れを限定するものである。リボル
ビング融資は、多くの場合364日間
継続する。364日融資限度枠という、
意外でない呼び方が付いたこのリ
ボルビング融資は、通常は投資適
格市場に限定されている。半端なよ
うに見える期間の理由は、規制上の
自己資本ガイドラインによって、リボ
ルビング融資限度枠の下で1年間
与信を続けた後に銀行が未使用額
を考慮に入れて資本準備を増加さ
せなければならないと命じられてい
ることである。そのため、銀行は、複
数年にわたるリボルビング融資より
も低い未使用分の手数料で364日
融資限度枠を発行体に提供するこ
とができる。リボルビング融資枠の
範囲内で提供され得るオプション
は、次のように多数ある。
1. 「スイングライン」は、小額の翌日

物融資枠であり、通常はエージェ

ントが提供する。
2. 「マルチ・カレンシー・ライン」は、

借り手が複数の通貨で借り入れ
ることを認めるものである。

3. 競争入札オプション（CBO）は、借
り手がそのシンジケート団からの
最も有利な入札を募集すること
を認めるものである。エージェン
トは、借り手のために資金を調達
する入札に相当するものを行い、
最も有利な入札が落札される。通
常は、大型で投資適格の借り手に
限ってCBOを利用することができ
る。

4. 「タームアウト」は、借り手が所
定の転換日に借入れを長期ロー
ンに転換するこを認めるものであ
る。これもまた、通常は投資適格
ローンの特徴である。借り手は、こ
のオプションにもとづいて、融資限
度枠の下で未返済のものを選択
し、予め定められた返済日程にし
たがってその返済を行うことがで
きる。多くの場合、タームアウト・オ
プションが行使されるとスプレッ
ドが切り上げられることになって
いる。

5. 「エバーグリーン」は、シンジケー
ト団の同意を得て毎年融資限度
枠を追加の1年間延長する、借り
手のオプションである。

「タームローン」は要するに、自動
者の購入などに利用される、分割返
済ローンである。借り手は、短い融
資約束期間中にローンを引き出すこ
とができ、予定される一連の返済ま
たは満期におけるブレット支払金と
しての一括払いの、いずれかの方法
で返済する。タームローンには、次
の2つの主な類型がある。
• 「分割償還型タームローン」（Aタ

ームローン、またはTLa）は、典型

2012



22  

ローン市場入門

的には6年またはそれ未満継続す
る段階的な返済日程が定められ
たタームローンである。この種の
ローンについては、より大きなシン
ジケーションの一部として、リボル
ビング融資とともに銀行のシンジ
ケート団が編成される。

• 「機関投資家向けタームローン」
（Bタームローン、Cタームローン、
またはDタームローン、あるいは
TLb、TLc、TLd）は、ノンバンクの機
関投資家向けに切り出された部
分を対象とするタームローン融資
枠である。この種のローンは、ロー
ンの機関投資家の基盤が成長し
た1990代半ばに幅広く使用される
ようになった。これらのローンは、
満期がより長期で返済日程が 
ブレット型なので、分割消却型タ
ームローンより高く価格付けされ
る。この機関投資家向け区分に
は、第二順位担保権ローンや後で
説明する「コベナント・ライト」ロー
ンも含まれる。

「LOC」は様々であるが、簡単に表
現すると、借り手ができない場合に
債務または義務を支払うことを銀
行集団が約束する保証である。

「買収または設備ライン（ドロー繰
延べタームローン）」は、指定された
資産もしくは設備の購入、あるいは
買収を実行するために、一定期間中
にドローダウンを行うことができる
融資である。発行体は、融資約束期
間中の手数料（ティッキング･フィー

（ticking fee））を支払う。その後、融
資枠は所定の期間（タームアウト期
間）にわたって返済される。返済し
た金額を再度借りることはでき 
ない。

第二順位担保権ローン
第二順位担保権ローンは、シンジケ
ート・ローン融資枠のもう1つの類
型に過ぎないが、この入門書の独立
の節が必要になるだけの複雑さが
ある。 
その呼び名が示唆するように、第二
順位担保権ローンの担保に対する
請求権は、第一順位担保権ローンよ
り後に位置するが、債券やメザニン
よりは先順位である。第二順位担保
権ローンでは、通常は制約が穏やか
な財務制限条項のパッケージも定
められており、維持制限条項の制限
の水準は第一順位担保権ローンよ
りも幅広く設定される。その結果、
第二順位担保権ローンには、第一
順位担保件ローンに対するプレミア
ムを加えた価格が付けられる。この
プレミアムは、典型的には、第一順
位と第二順位の両方の担保権のロ
ーンの請求権を担保が大幅に上回
る場合の200 bps をはじめとして、担
保が十分でない場合の1,000 bps超
までとなっている。
法律家の説明によると、第二順位担
保権ローンの担保に関する文書の
作成が可能な方法としては、主に2
通りある。すなわち、第二順位担保
権ローンは、第一順位担保権ローン
と合わせた単一の担保契約の一部
とすることもできるし、まったく別の
契約の一部とすることもできる。単
一契約の場合は、契約によって担保
が割り当てられ、明らかなことだが
先ず第一順位担保権の請求権に、
次いで、第二順位担保権の請求権
に価値が帰属する。これに代えて、
完全に別途の2件の契約が存在する
ことも可能である。簡潔にまとめる
と、次のようになる。
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• これらのローンを専門とする法律
家によれば、単一の担保契約にお
いては、倒産の観点からは、第二
順位担保権の貸し手は第一順位
担保権の貸し手と同一のクラスの
債権者である。その結果、十分な
プロテクションが支払われるため
には、担保は、第一と第二順位の
担保権の貸し手の両方の請求権
を賄うものでなければならない。
そうでなければ、裁判官は、十分
なプロテクションを支払わないこ
と、または、第一と第二順位の担
保権の債権者の間の比例配分に
よって担保を分割することを選択
する可能性がある。加えて、第二
順位担保権の貸し手は、担保権を
有する貸し手として、第一順位担
保権の貸し手と同等の議決権を
もつ可能性がある。第二順位担保
権の貸し手にとって不都合な要因
の1つは、この融資枠が多くの場合
に第一順位担保権ローンよりも小
さく、そのため、投票が行われる際
には、第一順位担保権の貸し手が
第二順位担保権の貸し手に投票
で上回って自らの利益を促進する
可能性があることである。

• 現状凍結の合意によって分離さ
れた2件の別々の担保契約の場合
には、第一順位と第二順位の貸し
手が2つの別々の債権者クラスに
分けられる可能性が高い。その結
果、第二順位担保権の貸し手に
は、第一順位担保権の債権者委
員会での発言権がないことにな
る。同様に、第一順位担保権の貸
し手は、担保がその請求権を賄う
ものの第二順位担保権の貸し手
の請求権を賄うことができないと
しても、十分なプロテクションの
支払いを受けることができる。 

ローンが一体として文書にされて
いる場合には、今の点が当てはま
らず、破産裁判所は、第一順位と
第二順位の担保権の貸し手を統
一されたクラスとみなすかも知れ
ない。

さらに詳しい情報について
は、Latham & Watkinsの事務所の 
CreditAlertの出版物の中で2004年4
月15日に公表された、第二順位担保
権ローンに関する2人のすばらしい
概説と分析を勧める。

（第二順位担保権ローンには典型
的に制約が緩い財務制限条項の 
パッケージも定めれら、維持制限条
項の水準が第一順位担保権ローン
よりも幅広く設定される）米国と異
なり、欧州の第二順位担保権融資
は、第一順位担保権の融資枠のも
のと同一の制限条項パッケージを
共有ししている。

欧州のメザニン・ローン
メザニン・ローンは、欧州における負
債のストラクチャーの標準的な特徴
である。メザニン・ローンは、第二順
位担保、または資本構成に第二順
位担保権が含まれている場合には
第三順位担保が付けられた劣後商
品である。歴史的に、メザニンが小
額の取引における資金調達の選択
肢となってきた一方で、ハイイール
ド債市場では大型の案件向けに劣
後資金調達が提供されてきた。しか
し、メザニンは大型の案件を含むと
ころまでその領域を拡大し、1,000万
ユーロから10億ユーロまでの範囲
の規模のLBO資金調達の不可欠な
要素になりつつある。
メザニンは、公開のハイイールド債
と異なり、メザニンを専門にする従
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来の業者からヘッジ・ファンドなど
の新たな投資家までの範囲の貸し
手集団のシンジケートが編成され
る私募商品なので、プライベート・
エクイティーのグループに人気があ
る。劣後債務であることに加えて、メ
ザニンには多数のユニークな特性
がある。利息は、キャッシュ金利と、
基準利率を上回るPIKマージンとで
構成される。優先順位の列の中の第
二または第三の位置のために、マー
ジンの合計は、シニア銀行ローンよ
りも大幅に高い。
スプレッドに加えて、メザニンには従
来、発行体が良好な実績を上げた
場合の無限の値上がりの可能性を
貸し手に提供するために、新株引受
権が含まれてきた。すべての条件が
同じだとすれば、新株引受権を伴う
案件のスプレッドは、それがないも
のより低くなる。メザニンでは、1年
から3年間にわたる繰上償還禁止条
項と、その後の各年における繰上償
還ペナルティが定められることが多
い。この点も、企業を退出しようとす
る際に、より長い繰上償還禁止条項
が定められているハイイールド債よ
りもメザニンの返済の方が安上が
りになるので、プライベート・エクイ
ティーのグループにとっての魅力と
なる。
この商品では、シニア銀行ローンと
同一の財務制限条項が定められ
る。第一順位の債務と同一の財務
制限条項の水準を定める融資枠も
あれば、「ヘアカット（haircut）」が含
まれるものもある。「ヘアカット」は、
シニア債務と比較してメザニンの財
務制限条項がどの程度緩やかであ
るかを指す。この数字は通常、およ
そ10％である。
標準的なメザニンの現状維持期間

は、メザニン支払い不履行、財務制
限条項不履行およびその他のメザ
ニンのデフォルトについて、それぞ
れ60、90、120日または90、120、150日
である。

コベナント・ライト
（Covenant-Lite）・ローン
コベナント・ライト・ローンは、確か
に、第二順位担保権ローンと同様に
シンジケート・ローン融資限度枠の
もう1つの類型に過ぎない。しかし、
この類型にも、この入門書で独自
の節を割り当てることを正当化する
のに十分な相違がある。もっとも基
本的なレベルでは、コベナント・ライ
ト・ローンは、通常はローン契約の
不可欠の要素となっている伝統的
な維持制限条項ではなく、むしろ債
券の場合のような債務負担制限条
項が定められたローンである。
債務負担制限条項は、一般的に、発
行体が何らかの行為（配当支払い、
買収の実行、追加債務の発行）を行
う場合に、その後でも制限条項が
遵守されることを要求する。そのた
め、たとえば、キャッシュフローの5
倍を発行体の債務の限度とする基
準が定められている場合には、発行
体は、見積もりベースでこの制約の
範囲内に留まる場合にのみ、追加の
債務を負担することができる。でな
ければ、制限条項に違反したことに
なり、該当するローンに関するテク
ニカル・デフォルトの状態となる。他
方、発行体の利益が減少したために
5倍の基準値を超過しただけである
場合には、制限条項の違反にはなら
ない。
維持制限条項は、これよりもはるか
に厳格である。というのも、発行体
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が何かの行為をしたかどうかを問
わず、毎四半期特定の財務基準を
達成することが要求されるからであ
る。したがって、上記の事例で、5倍
というレバレッジの上限が債務負担
基準ではなく維持基準だったとすれ
ば、発行体は毎四半期これに合格し
なければならず、利益が減少した場
合と財務の水準が高まった場合の
どちらでも、違反することになる。貸
し手にとって、発行体が財政難を経
験した場合にはより早期に措置を
講じることが可能になるので、明ら
かに維持基準が望ましい。しかも、
貸し手は、財務制限条項違反にあ
る発行体から、放棄と引き換えに何
らかの譲歩（手数料、追加的なスプ
レッドまたは増担保）を勝ち取るこ
とができるかも知れない。
逆に、発行体は、より穏やかである
からこそ債務負担制限条項を選好
する。したがって、コベナント・ライ
ト・ローンは、説得力をもつ程度に
需給バランスが発行体に有利な、加
熱した市場においてだけ多くなる。

クロスボーダー・ローン
クロスボーダー・ローンは、同時に
複数の市場でシンジケート団が編
成される取引である。最も一般的な
クロスボーダー取引は、米国と欧州
の投資家に同時に販売されるもの
である。しかし、クロスボーダー案件
は、アジアと米国、アジアと欧州、ま
たは場合によりアジア、米国および
欧州で販売される取引となる場合
もある。
クロスボーダー・ローンを構成する
トランシェは、販売しようとする市
場に合わせた通貨で表示される。こ
のため、あるクロスボーダー案件の

米国部分はドル建てに、欧州部分は
ユーロ建てになる。
クロスボーダー取引を実行可能に
するには、発行体は通常、債務を販
売しようとするすべての市場で営
業していなければならない。たとえ
ば、HCA Inc. のような従来の米国
の発行体は、欧州の投資家に販売
されるユーロ建てトランシェを裏付
けるために欧州において資産およ
び／または事業も保有していなけ
ればならない。

貸し手の肩書き
シンジケート・ローン市場の成長期

（1980年代末）には、個々のローン
のシンジケートを編成するのは通常
1社のエージェントであった。「主幹
事」および「幹事」の肩書きは、多額
の融資約束と引き換えに授与され
た。販売手段としてのリーグ・テーブ
ル（league tables）の影響力が高まる
のにつれて、多額の融資約束を引き
付けるために、またはローンの引受
けとシンジケート団編成における本
当の役割を果たす機関である場合
に、「共同エージェント」の肩書きが
頻繁に使われるようになった。
1990年代には、リーグ・テーブルの
使用、ひいては肩書きのインフレー
ションが爆発的に増加した。実際、
現在では共同エージェントの肩書き
は主として儀礼的なものになってお
り、多額のリテール・コミットメント
に過ぎないものにも日常的に授与
されている。大半の組成では、1社が
リード・アレンジャー（lead arranger）
を務める。この機関は、「左」に位置
する（昔の墓石広告における位置を
指す）とみなされる。他の銀行もアレ
ンジャーの集団に入っており、同様
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に融資の引受とシンジケート団編
成における役割を果たしている可能
性が高い。こうした機関は、「右」に
位置すると言われる。
組成のプロセスの重要な参加者が
使用する様々な肩書きとしては、ア
ドミニストラティブ・エージェント、
シンジケーション・エージェント、ド
キュメンテーション・エージェント、
エージェント、共同エージェント、ま
たはマネジング・エージェント、およ
びリード・アレンジャーまたはブック
ランナー（book runner）がある。
• 「アドミニストラティブ・エージェ

ント」は、すべての利息と元本の支
払いを取扱い、ローンを監視する
銀行である。

• 「シンジケーション・エージェン
ト」は、最も純粋な形式でローンの
シンジケート団編成を取り扱う銀
行である。しかし、シンジケーショ
ン・エージェントがそれほど特別
な役割を果たさない場合も多い。

• 「ドキュメンテーション・エージェ
ント」は、文書の取扱いを行い、法
律事務書を選択する銀行である。

• 「エージェント」の肩書きは、小額
のローンの場合にしばしば見受け
られるように、利用できる決定的
な肩書きが他にない場合に主幹
事銀行を示すために使用される。

• 「共同エージェント」または「マネ
ジング・エージェント」は、主に多
額の融資約束に対して授与され
る、基本的には無意味な肩書きで
ある。

• 「リード・アレンジャー」または 
「ブック・ランナー」の肩書きは、
組成における「先頭犬（top dog）」
を示すために使用される、リーグ・
テーブル上の呼称である。

欧州では、貸し手の役職は、案件の
アレンジメントと引受けにおける銀
行の地位またはその運営面の役割
を反映する。「マネジング・リード・ 
アレンジャー」（MLA）の呼称は、主
なアレンジメントと当初の引受けを
提供し、手数料の過半を受領する
銀行（または複数の銀行）を示す、も
っとも重要な貸し手の肩書きであ
り続けている。しかし、ローン市場が
成長して成熟するのにつれて、その
他の多数の貸し手、すなわち「共同
エージェント」の肩書きが普及して
きた。
共同エージェントは、下引受けのフ
ェーズ中に指定される。主たる共
同エージェントの肩書きはジョイン
ト・リード・アレンジャー（JLA）であ
る。JLAは、最大の引受け約束を行
い、それに応じて最大の手数料を受
領する。ジェネラル・シンジケート団
編成の間に割り当てられる共同エ
ージェントの肩書きには、アレンジャ
ー、共同アレンジャー、および主幹
事が含まれる。これらの共同エージ
ェントの肩書きは、基本的に儀礼的
なものになっており、前払い手数料
と引き換えの多額のリテール・コミ
ットメントに過ぎないものに対して
日常的に授与されている。
運営に関する主な肩書きは、ブック
ランナー（または、複数の銀行が関
与する場合には共同ブックランナ
ー）の肩書である。ブックランナーの
役割は、ほぼ常にMLAに割り当てら
れ、アドミニストラティブ・エージェ
ントと米国におけるシンジケート団
編成に全般的に付随する、運営上
の任務を引き受ける。
欧州の市場で多く見受けられるも
う1つの運営上の肩書きは、ファシリ
ティー・エージェントとセキュリティ
ー・エージェントである。
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流通市場における販売
流通市場における販売は、ローンが
クローズされて割り当てられ、投資
家が自由にペーパーの取引を行な
えるようになった後に行われる。ロ
ーンの販売は、譲渡または参加のい
ずれかとして構成され、投資家は通
常、大手の引受銀行のディーラー・
デスクを通じて取引する。ディーラ
ー対ディーラーの取引は、ほぼ常に

「ストリート」・ブローカー（店頭取
次ぎ業者）を通じて実行される。

譲渡
譲渡においては、譲受人はローンの
直接の署名者となり、アドミニスト
ラティブ・エージェントから直接元
本と利息の支払いを受け取る。
譲渡には、通常は借り手とエージェ
ントの同意が要求される。米国で
は、正当な異議が提起される場合に
のみ同意を留保することができ、デ
フォルトが発生した場合には借り手
が同意権を喪失することが多い。欧
州では、発行体の同意、またはより
現実的にいうとスポンサーの同意
には、正当性の基準が適用されず、
デフォルトの状況かどうかにかかわ
らず権利が存続する。
ローンの文書には、通常は最低譲
渡金額が定められており、プロラタ
融資約束では500万ドルが普通であ
る。しかし、1990年代末には、アドミ
ニストラティブ・エージェントは、機
関投資家向けトランシェに関する特
定の譲渡最低額から抜け出し始め
た。流動性を高めるために、機関投
資家の譲渡最低額は大半の場合に
100万ドルまで引き下げられた。機関
投資家の譲渡に関する譲渡手数料
が引き下げられ、または撤廃される
場合さえもあったが、譲渡手数料が

引き下げられるのは2011年になって
も依然として稀であり、大多数は従
来の3,500ドルに設定されている。
1990年代末に確立した市場慣行の
1つは、アレンジャーの流通市場トレ
ーディング・デスクを通じて行なわ
れる取引に関する譲渡手数料のア
レンジャーによる放棄である。これ
は、投資家が他のディーラーとでは
なくアレンジャーと取引するのを促
進する手段であった。3,500ドルとい
う金額は、100万ドルから500万ドル
の取引では7 bps から35bps に相当
するので、この放棄は、アレンジャー
と取引する、または視点によっては
他で取引しないようにする、重要な
インセンティブである。

発行市場譲渡
この用語は、矛盾したような表現で
ある。オフショア・アカウント（主とし
てCLOとヘッジ・ファンド）が発行市
場で行なう融資約束を指している。
これらのビークルは、様々な税制上
の理由で、発行市場におけるローン
購入からの税務上の影響を被る。そ
のため、エージェントは、ローンがク
ローズした後の短い期間中ローンを
自社の帳簿に保有し、その後、譲渡
を通じてこれらの投資家に販売す
る。こうした取引は発行市場譲渡と
呼ばれ、実質的には発行市場におけ
る購入である。

参加
参加は、既存の貸し手と参加者との
間の契約である。名前が示唆してい
るように、既存の貸し手の融資約束
に対する参加持分を買い手が取得
することを意味する。
貸し手はローンの正式の保有者で
あり続け、参加者は購入した金額に
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対する権利を所有する。同意、手数
料、または最低額が要求されること
はまずない。参加者は、ローン文書
の重要な変更（利率、期間および担
保）についてのみ議決権をもつ。軽
微な変更には、参加者の同意は必
要とされない。貸し手が支払い不能
となるかデフォルトを起こした場合
でも、参加者にはローンに対する直
接的請求権がないので、参加はリス
クが高いローン購入方法になる得
る。この場合には、参加者は貸し手
の債権者となり、自分の参加を回 
収するために、請求権が整理される
のを待たなければならない場合が
多い。

ローン・デリバティブ
ローン・クレジット・デフォルト・ 
スワップ
従来、アカウントは譲渡または参加
を通じて現物市場でローンの売買
を行なっていた。これを別にすると、
店頭のトータル・レート・オブ・ 
リターン・スワップ以外には、合成的
な活動はほとんど存在しなかった。
しかし、2008年までには、合成的に
取引されるローンの市場が芽を出し
つつあった。
ローン・クレジット・デフォルト・ 
スワップ（LCDS）は、参照商品と
してローンを担保する標準的な
デリバティブである。2006年6月
には、International Settlement and 
Dealers Association（ISDA）がLCDS
契約の標準取引確認書を発行し
た。
すべてのクレジット・デフォルト・ 
スワップ（CDS）と同様に、LCDSは基
本的に保険契約である。売り手は、
ローンがデフォルトした場合には額

面または予め交渉した価格でその
ローンを購入する約束と引き換え
に、一定のスプレッドの支払いを受
ける。LCDSは、CDSのショートのポ
ジションを取る（売る）ことによって
参加者が合成的にローンを購入す
ること、またはCDSのロングのポジ
ションを取る（買う）ことによってロ
ーンを売却することを可能にする。
したがって、理論的には、ローンの
保有者が（該当する特定の銘柄の
CDSプロテクションを購入すること
より）直接にまたは（類似銘柄また
は銘柄のバスケットに関するプロテ
クションを購入することにより）間
接的にポジションをヘッジすること
が可能である。
しかも、明らかな理由からロングの
みの市場である現物市場と異なっ
て、CDS市場は投資家がローンを空
売りする手段を提供する。そのため
には、投資家は保有していないロー
ンのプロテクションを購入すればよ
い。ローンがその後デフォルトを起
こせば、プロテクションの買い手は、
そのローンを流通市場でディスカウ
ントで購入し、LCDS契約を購入し
たカウンターパーティーにそれを額
面で引き渡すことができるはずであ
る。たとえば、あるアカウントが所与
のローンの5年間のプロテクション
を購入し、年250 bps のスプレッドを
それに対して支払うとしよう。その
後2年目にローンがデフォルトを起
こし、市場価格が額面の80％まで下
落したとする。プロテクションの買い
手は、そのローンを80の価格で購入
し、100の価格でカウンターパーティ
ーに引き渡して、20ポイントの利益
を上げることができる。あるいは、現
物受渡しの代わりに、ディーラーの
聞き取り調査によりまたは第三者
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価格提供サービスを使用して現在
の市場価格と引渡し価格との差額
が決定される、現金決済を希望する
プロテクションの買い手があるかも
知れない。現金決済は、特定のロー
ンのすべてのLCDSの現物受渡にペ
ーパーが不足する場合にも、使用す
ることができる。

LCDX/LevX
2007年に導入されたLCDXは、100
件のLCDS債務のインデックスであ
る。このインデックスは、参加者が幅
広いローンのバスケットのロングま
たはショートのポジションを取るた
め、および市場に対するエクスポー
ジャーをヘッジするための直接的な
手段を提供する。欧州でこれに相当
するのがiTraxx LevXであり、こちら
は、40件のシニア第一順位担保権
付債務のインデックスである。
ディーラーの集団が設立した企
業であるCDS Index Co. の商品
のLCDXと、iTraxx LevXの運営
は、Markit Group が行なっている。
両インデックスは、LCDSと同様に店
頭商品である。
LCDX と LevX は6カ月ごとに 
リセットされ、参加者は、現役に留
まっているインデックスのすべての

「年式」を取引することができる。
インデックスは、参照商品をもとに
して当初のスプレッドに設定され、
取引は価格で行なわれる。Markit 
が掲載した入門書（http://www.
markit.com/information/affiliations/ 
lcdx/alertParagraphs/01/document/ 
LCDX%20Primer.pdf ）によると、「イ
ンデックスの買い手（プロテクショ
ンの売り手）からの支払いのトリガ
ーとなる事象は2つであり、インデッ

クスのいずれかの構成銘柄の破産
またはいずれかの債務の予定され
た（猶予期間後の）支払いが行なわ
れないことである。」
このインデックスに関する文書は
すべて、http://www.markit.com/
information/affiliations/l cdx/
alertParagraphs/01/document/
LCDX%20Primer.pdf に掲載されて
いる。

トータル・レート・オブ・リターン・ 
スワップ
これは、市場参加者がローンを合成
的に購入するための、最も古くから
の手段である。そして、トータル・ 
レート・オブ・リターン・スワップ

（TRS）は、現実には、ローンを信用
取引で購入するのとほとんど同じ
ものである。簡単な用語で表現する
と、TRSプログラムの下では、参加
者は、ローンが創出する収入の流列
を、通常はディーラーであるカウン
ターパーティーから購入する。参加
者は、一定の割合、たとえば10％を
担保として差し入れ、残りをディー
ラーから借り入れる。参加者はその
後、ローンのスプレッドから自分の
担保口座の資金調達費用とLIBOR
の合計を控除した、残りを受け取
る。参照ローンがデフォルトを起こ
すと、参加者はそれを額面で購入す
るか、時価評価価格またはオークシ
ョン価格にもとづく損失額を現金で
決済しなければならない。
TRSの仕組みの経済的側面を簡単
に表現すると、次の例のようにな
る。参加者は、LIBOR＋250 を支払
うローンの1,000万ドルのポジション
を、TRSを通じて購入する。参加者
は、この購入を行なうために100万ド
ルを担保口座に差し入れ、残額につ
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いては LIBOR＋50 を支払う（レバレ
ッジが 9：1 であることを意味する）。
したがって、参加者は次の金額を受
け取ることになる。
• 担保口座の100万ドルの金額につ

いてはLIBOR＋250
• これに加えて、残額である

900万ドルについては 200 
bps（LIBOR＋250 から借入れ費 
用であるLIBOR＋50 を差し引い 
た値）。

結果的な収入は、LIBOR＋250 に
100 万ドルを乗じた値と、200 bps に
900万ドルに乗じた値の和である。
参加者の担保の金額すなわち資本
拠出額である100万ドルをもとに計
算すると、リターンはLIBOR＋2050
になる。LIBORが5％だとすれば、リ
ターンは25.5％である。もちろん、こ
の提案にリスクがないわけではな
い。発行体がデフォルトを起こし、
ローンの価値が1ドルについて70セ
ントに下落した場合には、参加者は
300万ドルの損失を被る。さらに、ロ
ーンがデフォルトを起こさないとし
ても、たとえば市場スプレッドが拡
大し、格下げされ、財政状態が悪化
するなどの何らかの理由で評価減
を受けた場合には、参加者は、TRS
の満期における時価と額面との差
額分の損失を被る結果となる。あ
るいは、極端な場合として、価値が
担保口座の金額未満まで低下すれ
ば、参加者は追加証拠金請求の打
撃を受けることになる。

価格決定に関連する条件
利率
ローンは、通常の場合様々な利率の
オプションを借り手に提供する。こ
れらのオプションの幾つかは、借り

手が1カ月から1年にわたって所与
の利率を確定することを可能にする
ものである。多くのローンの価格決
定は、1または複数の財務基準によ
って価格を調整するためのパフォー
マンス・グリッドに結び付けられてい
る。典型的には、投資適格等級ロー
ンの場合は格付けに、レバレッジド・
ローンの場合は財務比率に価格決
定が依存する。通信関連のローンは
一様に、借り手の負債対キャッシュ
フロー倍率に結び付けられている。
シンジケート団の編成における価
格決定関連のオプションは、次の
ように、幅広いLIBOR、譲渡性預金

（CD）およびその他の固定利率の
オプションである。
• プライムは、変動金利のオプショ

ンである。借入金は、参照銀行の
最優遇貸出金利に対するスプレッ
ドによって価格付けされる。この
利率は毎日リセットされ、解約料
なしに何時でも借入れを返済する
ことができる。プライムのオプショ
ンはLIBORやCDよりも借り手にと
って割高なので、典型的には翌日
物のオプションとされる。

• LIBOR（またはユーロドル）オプシ
ョンがこう呼ばれるのは、このオプ
ションの下での借入れ利率が、1カ
月から1年の期間のLIBORに対す
るスプレッドで定められるからで
ある。対応するLIBORの利率が、
価格決定に使用される。解約料を
払わなければ、借入れを繰上返済
することはできない。欧州では、こ
のオプションはEuriborオプション
である。

• CDオプションは、銀行が機関投
資家に販売するCDが基準金利に
なる点を除けば、LIBORオプショ
ンと全く同様な仕組みである。
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• その他の固定金利オプションは、
以上のものほど一般的ではない
が、LIBORやCDのオプションと同
じような仕組みである。これには、
フェデラル・ファンド（米連邦準備
制度が加盟銀行に課す翌日物金
利）と、資金調達原価（銀行自身の
資金調達利率）が含まれる。

欧州における取引の中には、ユーロ
以外の一定数の通貨建て、特に英
ポンドおよび米ドルで融資枠から資
金を提供することが可能になる、現
地通貨オプションもある。米ドルや
ポンド建てのトランシェでは、通常
は各々のLIBORが基準金利として
用られる。スイスフランやスウェー
デンクローナなどのその他の現地
通貨建てのトランシェは、現地の短
期金融市場の基準金利に上乗せし
て変動するものとすることが可能だ
が、通常は、ユーロまたは米ドルなど
のより一般的な通貨建てで資金を
供与し、それに応じて関連する通貨
の基準金利を使用する、追加的オプ
ションも提供されている。

LIBORフロア
名前が示唆するように、LIBORフロ
アは、ローンの基準金利の下で下
限を画するものである。ローンに3％
のLIBORフロアが付いている場合
に、LIBORがこの基準より下まで低
下すると、いずれのリセット日に関す
る基準金利も3％の既定値になる。
明らかな理由から、LIBORフロアは
通常、市場の状況が予想し難く金
利が低下している場合の貸し手にと
ってのインセンティブだと考えられ
ている。

手数料
シンジケート・ローンに伴う手数料
は、前払い手数料、コミットメント手
数料、ファシリティー手数料、アドミ
ニストラティブ・エージェント手数
料、LOC手数料、および、解約または
繰上返済手数料である。
• 「前払い手数料」は、クロージン

グの際に発行体が支払う手数料
である。多くの場合は階層化され
ており、リード・アレンジャーが、ロ
ーンのストラクチャーおよび／ま
たは引受けの対価として、より多
くの金額を受け取る。共同引受け
人が受け取る手数料はこれより
も少なく、ジェネラル・シンジケー
トの手数料は各々の融資約束に
結び付けられる可能性が高い。貸
し手への最終割当てにもとづいて
手数料が支払われる場合が最も
多い。たとえば、あるローンの手数
料が、2,500万ドルの融資約束には
100 bps（すなわち1％）および1,500
万ドルの融資約束には50 bps とい
う、2つの階層になっているとしよ
う。2,500万ドルの水準の融資約束
を行う貸し手は、最初の融資約束
の時点ではなく最終的な割当て
を受ける時点で支払を受け取り、
この例で、ローンの申込みが超過
したために、2,500万ドルの融資約
束をした貸し手に対して2,000万
ドルが配分されたとすると、この
貸し手は20万ドル（すなわち2,000
万ドルの1％）を受け取ることにな
る。前払い手数料が、最終割当額
の一定割合に固定の手数料を加
えた値として構成される場合もあ
る。この方法は、貸し手がより多額
の融資約束へステップアップする
ことを促進するために、より多額
の手数料の階層に採用されること
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が多い。固定の手数料は、貸し手
への最終的割当額とは無関係に
支払われる。銀行、投資信託およ
びその他の非オフショア投資家に
対しては、手数料は通常クロージ
ングの時点で支払われる。CLOや
その他のオフショア・ビークルは、
ローンがクローズされた後に「発
行市場」譲渡として呼び込まれ、
税務上の目的から、発行市場譲渡
において提供される手数料相当
額の割引付きでローンを購入する
だけである。

• 「コミットメント手数料」は、リボ
ルビング融資やドローダウン前の
タームローンの場合に、未引出し
の融資約束額について貸し手に
支払われる手数料である。ターム
ローンの場合には、この手数料が

「ティッキング」手数料と呼ばれ
ることもある。

• 「ファシリティー手数料」は、使用
されたかどうかにかかわらず融資
限度枠の融資約束額全体につい
て支払われるものであり、投資適
格等級の借り手に対するリボル
ビング融資のコミットメント手数
料の代わりに請求されることが多
い。こうした融資限度枠では、典
型的に、所与の借入れを対象とし
てシンジケート団からの最良のビ
ッドを借り手が募集することを認
めるCBOが発行されているからで
ある。CBOの下での融資を行わな
い貸し手も、その融資約束に対す
る支払いを受ける。

• 「利用手数料」は、リボリビング
融資の利用が特定の最低額を下
回った場合に支払われるものであ
る。この手数料は、主に投資適格
等級のローンに適用され、通常の
場合、リボルビング融資の下での

利用にもとづく手数料を求めるも
のである。この手数料は、高い利
用率を対象とする場合も、低い利
用率を対象とする場合もある。融
資限度枠手数料またはスプレッド
は、予め設定された利用水準にも
とづいてより高くまたはより低く
調整されることが多い。

• 「繰上返済手数料」は、機関投資
家向タームローンに通常伴う特徴
である。この手数料は、需要が少
ない市場の状況における機関投
資家にとっての誘引だと考えられ
ている。典型的な繰上返済手数料
は、たとえば1年目には2％、2年目
には1％というように、スライド式
のスケールで定められる。この手
数料は、ローンの下でのすべての
繰上返済、あるいは、借換えの資
金を使ってまたは発行体の裁量
的判断で行われる「ソフトな」繰上
返済（余剰キャッシュフローや資
産売却の資金を使う「ハードな」
繰上返済と対比した用語であ 
る。）に適用される。

• 「アドミニストラティブ・エージェ
ント手数料」は、通常はローンの
運営に関して支払われる年間手
数料である（利息支払いをシンジ
ケート団に分配すること、貸し手
のリストを更新すること、および借
入れを管理することが含まれる）。
担保付ローン（特に、売掛金や棚
卸資産を裏付けとするもの）の場
合には、約定された担保が差し入
れられていることを保証するため
の担保監視手数料をエージェント
が徴収することが多い。

「LOC手数料」は、幾つかの種類の
どれかであり得る。最も多いのは、
貸し手が様々な企業活動を支える
ことを保証する、スタンバイまたは
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金融LOCに対する手数料である。こ
の種のLOCは自己資本比率ガイド
ライン上「借入れ資金」とみなされ
るので、その手数料も典型的には
Euriborマージンと同一になる。商
業LOC（棚卸資産や貿易を支える
もの）の場合には、実際の担保が提
出されるので、通常は手数料がより
低くなる。LOCは通常、代表銀行（
通常の場合はエージェント）が発行
し、比例配分方式で貸し手集団のシ
ンジケートが編成される。この集団
は、それぞれの負担分に対するLOC
手数料を受け取る一方、代表銀行
は、LOCの発行と運営に対する発
行（またはフロンティング、フェイシ
ング）手数料を受領する。この手数
料は、ほぼ常にLOCの約束額の12.5 
bps から25 bps （0.125％から0.25％）
である。

発行差金（Original issue 
discounts：OID）
これも、債券市場から取り入れられ
た用語である。OIDすなわちローン
の額面からの割引は、新規発行市
場におけるスプレッドの上乗せとし
て提供される。たとえば、ローンが99
の価格で発行されて額面を支払う
場合である。この場合のOIDは、100 
bps すなわち1ポイントだと言われ
る。

OIDと前払い手数料
この段階で、慎重な読者は、OIDと
前払い手数料の違いが一体何なの
か疑問に感じているかも知れない。
結局のところ、いずれのケースでも、
貸し手は実質的にローンの額面よ
り少ない金額を支払うのである。
実際、貸し手の観点から見れば大き
な違いはない。しかし、発行体とアレ

ンジャーにとって、この区別は言葉
の意味よりもはるかに重要である。
通常、前払い手数料は、貸し手を案
件に引き入れるためのインセンティ
ブとして、アレンジャーの引受手数 
料から支払われる。たとえば、発行
体が案件の2％をアレンジャーに支
払い、その後アレンジャーは、投資
家を動員するためにこの金額の4分
の1すなわち0.5％を貸し手集団に支
払う。
しかし、OIDは通常、アレンジメント
手数料に上乗せして発行体が負担
するものである。そのため、アレンジ
ャーは2％の手数料を受け取り、発
行体は、販売されたローンのすべて
の1ドルについて99セントだけ受領
することになる。
1％のOIDで募集される1億ドルのロ
ーンを例にしよう。発行体は9,900万
ドルを受け取り、そこから2％をアレ
ンジャーに支払うことになる。この
場合には、発行体は、手数料控除後
で9,700万ドルを受領したにもかか
わらず、1億ドル全額を返済する義務
を負う。今度は、前払い手数料1％を
伴う額面で募集される、同じ1億ド
ルのローンを考えよう。この場合に
は、発行体は1億ドル全額を手にす
る。そして、この場合の貸し手は、額
面ではなく1ドルにつき99セントでロ
ーンを購入することになる。発行体
は、1億ドルを受け取って、その中か
ら2％をアレンジャーに支払い、アレ
ンジャーはその後、この金額の半分
を貸し手集団に支払うことになる。
発行体は、手数料控除後で9,800万
ドルを得る。
アレンジャーにとってはOIDがより
有利な案件になることは明らかであ
り、そのため、市場での発行が困難
な場合に通常見られる条件となっ
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ている。逆に、前払い手数料はより
発行体に有利であり、そのため、市
場の状況が良好な場面での主要な
条件になっている。もちろん、最も力 
強い強気市場の間は、新規発行ペ
ーパーは原則として額面で販売さ
れ、前払い手数料とOIDのいずれも
不要になる。

議決権
ローン契約を変更または修正する
には、貸し手の一定割合による承認
を得なければならない。大半のロー
ン契約では、要求される貸し手の水
準、全員一致投票および特別過半
数という3つの水準の承認が定めら
れている。
• 「要求される貸し手の水準」は、

通常は単純過半数であり、軽微な
変更や、案件内の融資限度枠の1
つに影響する放棄または変更の
承認に用いられる。

• 参加者を含むすべての貸し手の「
全員一致投票」は、RATS（利率、
消却、期間、および保証または担
保）に関わる権利などの重要な変
更の承認に要求されるが、次に述
べるように、これより低い貸し手の
割合（特別過半数）の承認によっ
て消却または担保の変更を行な
うことができる場合もある。

• 「特別過半数」は、典型的には貸
し手の67％から80％であり、消却（
期間中の返済）や担保の解放など
の特定の重要な変更について要
求される場合がある。

財務制限条項 
（コベナンツ：Covenants）
ローン契約では、借り手が事業と財
務上の運営を行うことが許される
方法を様々な程度で規定する一連
の制限が定められる。例えば、1つの
財務制限条項で、借り手が既存の
事業年度末の状態を維持すること
が要求される場合がある。他の条項
では、新規債務の負担を禁止するこ
とがある。大半の契約には、たとえ
ば借り手が所定の水準の資本を維
持しなければならず、維持されない
場合には契約の解除権または借り
手をデフォルトに押しやる権利を銀
行に与えるという、財務遵守条項も
定められる。財務制限条項のパッケ
ージの規模は、借り手の財務リスク
に比例して増大する。投資適格等級
の企業に関する契約は、通常は薄
く、簡素である。高レバレッジの借り
手に関する契約は、それよりずっと
負担が重いものになることが多い。
ローンの財務制限条項の基本
的類型は、肯定的（affirmative）、
否定的（negative）および財務指標

（financial）の3つである。
「肯定的制限条項」は、保険を付保
しておかなければならないことなど
の、借り手がローンを遵守するため
に行わなければならない行為を定
めるものである。この種の制限条項
は、通常は決まり文句であり、銀行
に利息と手数料を支払い、付保して
おき、税金を支払うことなどを借り
手に要求する。

「否定的制限条項」は、新規投資に
関するものなど、借り手の活動を何
らかの意味で制限するものである。
否定的財務制限条項は、借り手の
固有の状況に合わせて高度なスト
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ラクチャーとカスタマイズが行なわ
れるものであるが、投資、新規債務、
担保権、資産売却、買収および保証
の、種類と金額を限定するものにな
る可能性がある。

「財務指標制限条項」は、流動負
債より高い水準の流動資産を借り
手が維持しなければならないことな
どの、最低限の財務実績の指標を
借り手に課すものである。こうした
条項は、発行体が毎四半期その遵
守を維持しなければならず、さもな
ければローン契約のテクニカル・デ
フォルトに陥るので、維持制限条項

（maintenance covenants）と呼ばれ
るが、その存在は、ローンと債券の
決定的な違いである。
対照的に、債券やコベナント・ライ
ト・ローン（上述した部分を参照）で
は、借り手が新規債務を発行し、買
収を実行し、または財務制限条項の
違反となるその他の行為をする借
り手の能力を制限する、債務負担制
限条項（incurrence covenants）が定
められる。たとえば、債券の信託証
書で、新規負債によって借り手の負
債対EBITDA倍率が所定の比率を
超えることとなる場合には新規債務
を一切負わないことが発行体に要
求される場合がある。しかし、負債
対EBITDA倍率が同じ限度を超過
する点まで企業のキャッシュフロー
が悪化したとしても、財務制限条項
違反のトリガーにはならない。それ
は、発行体の何らかの行為を通じて
ではなく、この比率が有機的に高ま
るものだからである。
借り手のリスクが高くなるのに応じ
て、ローン契約における財務指標制
限条項もよりきつく巻き付けられ、
広範囲になる。一般的にいって、 
財務指標制限条項には、カバレッ

ジ、レバレッジ、流動比率、有形純資
産および最大設備投資の5種類が
ある。
• 「カバレッジ制限条項」は、利息、

債務返済（利息および返済）、固定
費（債務返済、設備投資および／
または賃料）とされる場合が最も
多い所定の費用と対比したキャッ
シュフローまたは利益の最低水準
の維持を、借り手に要求するもの
である。

• 「レバレッジ制限条項」は、資本と
キャッシュフローのいずれかと対
比した負債の最大水準を定めるも
のであり、負債対キャッシュフロー
倍率の水準が、圧倒的に多い。

• 「流動比率制限条項」は、流動負
債（買掛金、1年以内に期限が到来
する短期債務）に対する流動資産

（現金、市場性有価証券、売掛金
および棚卸資産）の最低限の比率
を借り手が維持することを要求す
るものであるが、分子から棚卸資
産を除外した「当座比率」が代わ
りに適用される場合もある。

• 「有形純資産制限条項」は、最低
限の水準の有形純資産（純資産か
ら、のれん、知的財産、買収企業に
対して支払った超過価値などの無
形資産を控除した金額）を借り手
が維持することを要求するもので
あり、純利益または資本発行の一
定割合分ずつ下限を増加させる
積上げ規定が付けられることが 
多い。

• 「最大設備投資制限条項」は、借
り手がその設備投資（不動産、工
場および設備の購入）を特定の金
額に制限することを要求するもの
であり、この金額はキャッシュフロ
ーまたは資本発行の一定割合分
増加させることができる場合もあ
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るが、ある年から翌年に未使用の
金額を借り手が繰り越すことを許
容することが多い。制限条項の基
準の影響を軽減するために設けら
れた条件が含まれる取引もある。

強制的繰上返済
レバレッジド・ローンでは、通常、余
剰キャッシュフロー、資産売却、負
債発行または資本発行の手取金 
で返済することが借り手に要求さ
れる。
• 「余剰キャッシュフロー」は、典

型的には、すべての現金支払い費
用、要求される配当、債務返済、設
備投資および運転資本増減の後
のキャッシュフローと定義される。
通常要求される割合は50％から
75％である。

• 「資産売却」は、通常の場合は
売掛金または棚卸資産を除く資
産の、売却手取金と定義される。
通常要求される割合は100％であ
る。

• 「負債発行」は、負債発行の正味
手取金と定義される。通常要求さ
れる割合は100％である。

• 「資本発行」は、資本発行の正味
手取金と定義される。通常要求さ
れる割合は50％から100％である。

負債／EBITDA倍率基準として構成
されることが最も多い予め定められ
た財務指標の基準を発行体が達成
した場合には、余剰キャッシュフロ
ーと資本発行からの返済が免除ま
たは軽減されることが多い。

担保および保護のためのその他の
ローン規定
レバレッジド商品の市場では、担保
には通常借り手のすべての有形お
よび無形の資産が含まれ、ローンを

裏付ける特定の資産が含まれる場
合もある。
ほぼすべてのレバレッジド・ローン
と、信用力の低い投資適格等級の
融資の一部は、担保に対する質権に
よって裏付けられる。たとえば、資産
担保市場では、担保が棚卸資産と
売掛金の形式をとるのが典型的で
あり、ローンの金額は、これらの資産
の価値にもとづく算式に結び付けら
れる。共通するルールは、棚卸資産
の50％および売掛金の80％まで発
行体が借入れることができる、とい
うものである。当然のことながら、特
定の設備、不動産、およびその他の
財物によって裏付けられるローンも
存在する。
レバレッジド商品の市場には、営業
中の事業単位の資本ストックによっ
て裏付けられるローンもある。この
ストラクチャーでは、発行体の資産
は、事業会社のレベルにあって担保
権が付いていないものとなる傾向が
あるが、持株会社は、事業会社の資
本ストックに対する質権を貸し手に
差し入れる。これは実質的には、企
業がデフォルトを起こした場合に、
当該事業単位に対する支配権を貸
し手に提供することである。こうした
状況における貸し手にとってのリス
クを簡単に表現すれば、破産裁判
所が持株会社を事業会社ごと倒産
させ、そのストックを実質的に無価
値にしてしまうことである。こういう
ケースは、1990年代初めの小売企業
に対する貸し手に何度か発生した
ものだが、ローン保有者は企業の無
担保の貸し手になり、他のシニア無
担保債券者と同一レベルに戻され
てしまう。
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発生的将来（springing）担保権およ
び担保の解放
投資適格等級と投機的等級の変わ
り目に位置する借り手の場合に、発
行体の格付けが変化したときは担
保の差し入れをしなければならない
かまたは担保が解放される、という
規定を定めるローンもある。

「BBB」または「BBB－」の発行体
は、無担保の資金提供を貸し手に
説得することができるかも知れない
が、貸し手は、発行体の信用力が悪
化した場合に発生する担保権を要
求するかも知れない。発行体の格付
けが「BB＋」に引き下げられるか、発
行体のレバレッジが予め定められた
水準を超えることがこの規定のトリ
ガーとされる場合が多い。同様に、
貸し手が、信用力のしっかりした投
機的等級の借り手から担保を要求
するものの、発行体が投資適格等
級の格付けを得るなどの特定の状
況の下ではこれを解放することを提
案することがあり得る。

支配権の変更
与信契約において一様にデフォルト
事由とされているものの1つは、発行
体の支配権の変更である。
投資適格と高レバレッジの両方の
発行体に関して、発行体の合併、買
収、第三者による発行体の資本の
大量購入、または取締役会の過半
数の交替が、与信契約における 
デフォルト事由のトリガーとされる。
スポンサーが付いている高レバレッ
ジ発行体の場合は、スポンサーがそ
の企業の持分比率を所定の金額未
満まで低下させることも、この条項
の留め金を外す場合がある。

資本の治癒
この規定は、たとえば負債対
EBITDA倍率基準の上限を超過す
るなどの財務制限条項違反を、資
本拠出を行なうことによって発行体
が解決することを許容するものであ
る。通常は、プライベート・エクイテ
ィーが出資する案件に見られ、放棄
または条件変更を要請する必要性
なしに資本を注入して違反を治癒
する権利をスポンサーに与えるが、
その義務を負わせるものではない。
資本の治癒は、権利であって義務で
はない。したがって、プライベート・エ
クイティー企業がこの規定を希望
することになる。この規定があれば、
その価値があると考える場合には、
たとえ新規資本を注入したとしても
違反の放棄と引き換えに貸し手が
スプレッドの拡大および／または手
数料を求めることがしばしばある条
件変更プロセスを経由せずに、違反
を治癒することが許容される。資本
の治癒の回数を制限しない契約も
あれば、1年に1回またはローンの期
間を通じて2回というようにこの回
数を制限する契約もあり、正確な詳
細は個々の案件ごとに交渉される。
強気市場では、全体的に緩やかな
文書の一部として、より寛容な資本
治癒が定められる傾向がある一方、
弱気市場における文書はこれよりも
厳しくなり、資本治癒を約定するこ
とはそれ程容易ではない。

債権者間契約および相互保証
欧州の借り手は、複数の法域で構
成されるユーロ圏の性質と、プライ
ベート・エクイティー運用の普及と
が原因となって、米国企業よりも複
雑な法人構造を採用している傾向
がある。その結果、ローン案件に関
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して、特にアンダーパフォームやデ
フォルトに関連して、債権者間契約
と相互保証が、ローン案件に関わる
貸し手の権利を確保するための重
要な部分になっている。債権者間契
約は、劣後に関する合意であり、デ
フォルトが発生した場合のシニアお
よび劣後のすべての貸し手に対す
る返済の優先順位を規定する。この
契約は貸し手全体に適用され、個々
の破産裁判所の干渉がない場合に
おけるそれぞれの位置を成文化し
ている。
同様に、相互保証は、借り手と関係
がある様々な事業単位が、担保とし
てその資産を保証するものである。
したがって、1社の当事者がデフォル
トを引き起こし場合には、関係する
すべての企業が同等に責任を負い、
全企業の資産を返済に利用するこ
とが可能になる。
不動担保と固定担保は、借り手の
事業単位からの別の種類の保証で
ある。この類型の保証は、買収や資
産の処分に関して自社の事業を能
動的に管理する能力を保持する点
についての借り手のニーズと、アン
ダーパフォームまたはデフォルトが
発生した場合にこれらの資産に対
する請求権を保持する点について
の貸し手のニーズとの間で、バラン
スを取るものである。この保証の条
件では、基本的に、借り手が同意な
く資産を処分することが許容される

（したがって、浮動的側面をもつ）。
しかし、処分収益は、特定の状況の
下では借り手がこれらの資産を凍
結する（固定化する）権利を持つよ
うに、指定された特定の口座を含む
特定の経路を通じて移動しなけれ
ばならない。

動産・債権担保融資
以上で述べた情報の大半は、「キャ
ッシュフロー」ローン、すなわち、担
保物件によって担保される場合が
あるもののキャッシュフローによっ
て返済されるローンを対象にして
いる。動産・債権担保融資（Asset-
based lending）は、これとは別な 
ローン市場のセグメントである。こ
れらのローンは、特定の資産によ
って担保され、通常は借入れ算式

（borrowing formula）（または「借入
れベース（borrowing base）」）の適用
を受ける。最も多くある動産・債権
担保融資は、売掛金および／または
棚卸資産融資枠である。このローン
は、たとえば1億ドルなどの借入れ限
度が定められたリボルビング融資
であるが、発行体が質権を設定した
売掛金および棚卸資産の価値にも
とづく上限（cap）も付けられている。
通常は、売掛金に質権が設定され、
発行体は、おおよそ80％まで借り入
れることができる。棚卸資産も、借
入れを担保するための質権の対象
とされることが多い。しかし、売掛金
と比較して明らかに流動性が低い
ので、貸し手の融資率もそれほど寛
容ではない。実際、棚卸資産の借入
れベースは典型的に50％から65％
の範囲である。加えて、借入れベー
スは、たとえば仕掛品在庫の50％、
および完成品在庫の65％のように、
さらに下位区分に分割される場合
がある。
売掛金にもとづく融資枠の多くで
は、発行体は、売掛金を「貸し金庫

（lock box）」に置くことを要求され
る。これは、銀行が売掛金を引当て
にして融資を行い、その占有を取得
し、その上で融資の支払いを受け 
るためにこれを回収することを意味
する。
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さらに、動産・債権担保融資が、特
定の設備、不動産、自動車のフリー
ト、およびその他の無数の資産にも
とづいて行われることも多い。

分岐した担保構造
この用語は、発行体が動産・債権担
保融資と融資済み長期ローンの間
で担保の質権を分割することを指
す場合が最も多い。この方法の仕組
みは、典型的には、動産・債権担保
融資部分が売掛金や棚卸資産など
の流動資産によって担保される一
方、タームローンは不動産、工場お
よび設備のような固定資産によって
担保される、というものである。流動
資産は、現金への転換がより容易な
ので、より優れた担保の形式だと考
えられている。

子会社保証
言葉の厳密な意味では担保ではな
いが、大半のレバレッジド・ローン
は、発行体が破産した場合にその
すべての事業部門がローンの返済
のために確保されるようにするため
に、子会社の保証によって裏付けら
れている。この点は、無担保の投資
適格ローンにも当てはまることが 
多い。

否定的制限条項
これも、文字通りの形式の担保では
ないが、大半の発行体は、ローン保
有者の利益が保護されることを保
証するために、新規の貸し手のため
の資産の担保権設定を行なわない
ことを約束する。

ローンの数学――スプレッド計算
のアート
ローンのイールドまたはスプレッド
の計算は、直接的なものではない。
長期にわたる繰上償還禁止期間と
高額の繰上償還手数料が定められ
ている大半の債券と異なり、大部分
のローンでは、典型的には繰上返
済手数料なしに何時でも繰上返済
することが可能である。さらに、繰
上返済手数料が適用される場合で
あっても、それが1年目について2％
および2年目について1％を超えるの
は稀である。このため、満期スプレッ
ド（spread- to-maturity）またはスプ
レッド・トゥー・ワースト（spread-to-
worst）をローンに当てはめるこ 
とは、ほとんど理論上の計算に過ぎ
ない。
というのも、発行体の行動が予測
不可能灘からである。発行体は、魅
力的な財務上の機会が現れたため
に、あるいは発行体が買収されたた
めに、さらには、発行体が買収を実
行しようとしていて新規資金調達
が必要となったために、ローンの繰
上返済をする可能性がある。そのた
め、トレーダーと投資家はしばしば、
理論的なコールまでのスプレッドを
指してローンのスプレッドの話をす
る。1997年から2004年までの期間中
のローンの残存年数は、平均15カ月
であった。そのため、あるローンを価
格101、スプレッド 250 bps 買った場
合には、期待残存年数までのスプレ
ッドが、250 bps から100 bps のプレミ
アムの償却を控除したLIBOR＋170
になる、と想定することも考えられ
る。逆に、同じローンを価格99で買っ
たなら、期待残存年数までのスプレ
ッドはLIBOR＋330になる。
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デフォルトと 
リストラクチャリング
ローンのデフォルトには、テクニカ
ル・デフォルトと、これよりずっと
深刻な支払いデフォルト（payment 
default）という2つの類型がある。 
テクニカル・デフォルトは、発行体が
ローン契約の規定に違反した場合
に発生する。たとえば、ある発行体
が財務指標制限条項の基準を達成
しなかったとき、貸し手に財務情報
を提供しなかったとき、または、支払
いが関係しないその他の違反をし
たときである。
これが発生した場合には、貸し手は
ローンの期限の利益を喪失させて、
発行体を破産に追い込むことがで
きる。とはいえ、これは最も極端な
手段であり、採用されることは滅多
にない。多くの場合には、発行体と
貸し手が、手数料、スプレッドの拡
大、および／またはより厳格な契約
条件と引き換えに違反を放棄する
条件変更について合意することが
可能である。
支払いデフォルトは、より深刻な事
態である。この用語が示唆するよう
に、この類型のデフォルトは、企業が
利息または元本の支払いを行なわ
なかった場合に発生する。発行体が
デフォルトを治癒することが許され
る、たとえば30日のような予め定め
られた期間（「治癒期間」）がある場
合が多い。その後には、貸し手は、発
行体に一定の猶予を与える支払猶
予契約を提供するか、期限の利益
喪失すなわちローンの返済請求ま
で含めた適切な措置を講じること
ができる。
貸し手が期限の利益を喪失させる
と、通常は、企業が破産を宣言し、チ

ャプター11を通じてその債務のリス
トラクチャリングを行なうことにな
る。しかし、主な事業が完全に失敗
しているために企業が救済に値しな
いという場合には、発行体と貸し手
は、事業の資産が売却されてその収
益が債権者に分配されるチャプタ
ー7の清算に合意することもある。

アメンド・トゥー･ 
エクステンド（Amend-To-
Extend）
この技法は、全面的借換えではなく
条件変更を通じて発行体がローン
の一部の満期を延期することを可
能にするものである。アメンド・トゥ
ー･エクステンド取引は、2009年に、
借換えの費用を禁止的なほどまで
高めた困難な融資状況に直面した
発行体が満期を延長するために苦
闘する中から登場した。
アメンド・トゥー・エクステンド取引
には、その名前が示唆するように 
2つの段階がある。第一は、発行体
が既存のローンの一部または全部
をより満期の長いぺ－パーに乗り
換える可能性を銀行団の少なくと
も50.1％が承認する、条件変更であ
る。典型的には、新たな融資限度枠
を通じて入札することが可能な金
額の範囲と、より満期が長いペーパ
ーが利息を支払うスプレッドがこの
条件変更で定められる。
新たな債務は、既存のローンと同順
位である。しかし、満期がより後にな
るために、ストラクチャー上劣後とな
ることから、より高い利率と、場合に
よってはより魅力的な条件が定めら
れる。多額の債務負担がある発行体
は、様々な市場の状況の中で時間を
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かけて債務の満期に対処して行くこ
とが予想されるので、アカウントが最
恵国待遇保護に固執する場合もあ
る。この保護の下では、問題の発行
体がより大きなマージンの何らかの
ローンを発行すると、対象になってい
るローンのスプレッドが拡大する。
第二段階は、貸し手が既存のローン
と新規のローンを交換することがで
きる転換である。最後には、(1) 前か
らある当初の価格と満期のペーパ
ーと、(2) よりスプレッドが大きい新
規融資限度枠という2つのトランシ
ェが発行体に残される。この技法に
おける革新は、アメンド・トゥー・エク
ステンドでは新たな融資への実際
の借換え（ローンの全額を市場に売
り出す必要があり、より高いスプレ
ッド、新たなOID、およびより厳格な
財務制限条項を伴うことは明らか
である）をせずに発行体が満期を延
長することが可能になる、という点
である。

DIPローン
占有継続債務者（Debtor-in-
possession：DIP）ローンは、破産した
企業に供与されるものである。これ
らのローンは、破産分配スキームに
おける優越的請求権を構成し、その
ため、すべての既存請求権より先順
位に位置する。多くのDIPは、債務
者の担保上のプライミング・リーエン

（priming liens）によってさらに担保
される（下記を参照）。
従来は、既存の（prepetition）貸し手
が、破産手続き中に企業を存続可
能に保っておく手段としてDIPロー
ンを提供した。1990年代初めになる
と、第三者DIPローンの幅広い市場
が登場した。これらの非既存（non-

prepetition）貸し手は、優越的な地
位にもとづく大半のDIPの相対的安
全性と、比較的に大きなマージンに
よって、この市場に引き付けられた
のである。2000年代初めのデフォル
ト・サイクルでも、再度同じ状況にな
った。
しかし、2000年代末のデフォルト・サ
イクルでは、より緊迫した経済状態
が原因となって風景が変化した。そ
の結果として流動性が大幅に不足
し、従来の第三者DIPからの提供が
制約されたのである。同様に、厳し
い経済状況が、企業価値の低下は
言うまでもなく債務者の担保も侵
食したので、非既存貸し手がDIPの
優越的地位だけに依存することに
慎重になり、融資限度枠を担保する
ためのプライミング・リーエンを求
める可能性がより高くなっていた。
そのようなプライミングに対する既
存の貸し手の同意拒否と、プライミ
ングをめぐる破産裁判所での格闘
に関する費用および不確実性のた
めに、DIP市場への第三者の参加は
大幅に減少した。流動性の供給が
不足する中で、従来とは異なる投資
家をこの市場に呼び込むことを目
指すDIP融資の新たな革新が出現
した。これには、以下のものが含ま
れる。
• ジュニアDIP。この融資限度枠は、

典型的には、債券保有者またはそ
の他の無担保債権者がローン・ト
ゥー・オウン（loan-to-own）戦略の
一部として提供する。この取引で
は、提供者は、DIPローンを提供す
るためのインセンティブとして、手
続き後の資本持分の大半または
全部を受け取る。

• ロールアップ（Roll-up）DIP。一部
の破産事例では、既存の他の有担

2012



42  

ローン市場入門

保貸し手に優先する順位となる 
ジュニアDIPへと既存の請求権を
巻き上げる機会が、DIP提供者に
与えられる。この甘味料は、投売り
価格で既存のペーパーを購入し、
それをジュニアDIPに巻き上げる
ことによって差益を実現すること
ができる貸し手にとっては、殊に
魅力的である。

出口ローン（Exit loans）
これは、破産状態からの発行体の復
活資金を提供するローンである。通
常、企業の再生計画の一部として、
このローンに関する交渉が予め行
なわれる。

額面割れローン（Sub-par loan）買
戻し
これは、2007年に始まった弱気市場
から成長してきたもう1つの技法で
ある。不履行になっていないペーパ
ーが、ローン市場でかつてなかった
水準まで下落し、多くが70未満で取
引されていた。これによって、財政的
な手段をもち、財務制限条項上のゆ
とりがある借り手にとっては、入札
を通じまたは公開市場で額面割れ
のローンを買い戻す機会が生み出
された。
債券市場では、額面割れの買戻し
は非常に深く根付いている。しかし、
ローンは、2007年以前には、そのよ
うな入札を魅力的なものにするだ
けの下落に苦しんだことがなかっ
た。実際、大半のローン文書には、買
戻しに関する規定がないのである。
発行体は、そうした規定によるので
はなく、通常は50.1％による変更を
通じて貸し手の承認を得る必要が
ある。

ディストレスト・エクスチェンジ
（Distressed exchanges）
これは、典型的には額面金額がより
少なく、よりイールドの低いことも多
い新たなシリーズの債券と、保有し
ている既存のペーパーをクラスの保
有者がスワップする、交渉権者決定
入札（negotiated tenders）である。引
き換えに、たとえば劣後からシニア
への、または無担保から第二順位担
保権へのステップアップ扱いを債券
保有者が受けることもある。
スタンダード＆プアーズは、これらの
プログラムがデフォルトであると考
えており、実際、保有者は、企業が支
払能力を維持して最終的な回収の
見通しを改善することを可能にする
ためのヘアカットを受け入れる約束
をするのである。
この技法は、債券市場では頻繁に
利用されるが、典型的には、第一順
位担保権ローンにとって最も困難
な市場においてのみ適用されて 
いる。
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内部収益率（IRR）
投資の費用の正味現在価値（マイナ
スのキャッシュフロー）と商品がも
たらす利益（プラスのキャッシュフロ
ー）の正味現在価値が一致すること
となる水準を示す収益率。

アメンド・トゥー・エクステンド
この技法は、発行体が、全面的借り
換えではなく条項の修正を通じてロ
ーンの満期の一部を延期することを
可能にする。この種の案件には2つ
のフェーズがある。第一は、既存の
ローンの一部または全部をより長
期のペーパーに発行体が乗り換え
ることを銀行グループの50.1％以
上が承認する、契約条項の修正であ
る。新たなペーパーは既存のペーパ
ーとpari passuであるが、期間がよ
り長いため、より高い利率となり、よ
り有利な条項が付けられることもあ
る。第二フェーズは、貸し手が既存
ローンを新規ローンと交換すること
が可能な転換手続きである。 

インスティテューショナル・ファシリ
ティー
主に機関投資家向けに販売される
トランシェである。伝統的に途中
償還がほとんどないか（年当たり1
％）かまったくないブレット型の償
還で、償還期限は8～9年であり、
＋250～325のスプレッドが付く。
価格グリッドが適用されることがし
ばしばあり、コール・プレミアム／繰
り上げ償還手数料が課される場合
もある。

ウォッチ・リスト
S&Pのクレジット・ウォッチ・リスト
に指定された発行体。

エグジット・ファイナンス
米国で、破産から発行体を回復させ
るための資金を提供するローンのこ
と。典型的には、この種のローンの
交渉が予め行われ、会社の再生計
画の一部となる。

FLD対EBITDA
第一順位抵当権付き債務対
EBITDA

SLD対EBITDA
第二順位抵当権付き債務対
EBITDA

S&P／LSTAレバレッジド・ローン
指数（LLI）
市場ウエイト、スプレッドおよび金
利支払いに基づいて米国のローン
市場に追従する時価加重インデッ
クス。LLIは、S&Pと、米国のローン
市場の業界団体であるローン・シン
ジケーションズ・アンド・トレーディ
ング・アソシエーション（LSTA）との
提携によって運営されている。

S&Pヨーロッパ・レバレッジド・ロー
ン指数（ELLI）
市場ウエイト、スプレッドおよび金
利支払いに基づいてヨーロッパの
ローン市場に追従する時価加重イ
ンデックス。 

LBO（ヨーロッパ型）
発行体がプライベート・エクイティ
ー企業（スポンサー）に所有されて
いる案件。スポンサーによる会社の
バイアウト、追加取得、スポンサーへ
の配当、借り換えなどが含まれる。

用語集
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LBO（米国型）
スポンサーによる会社のバイアウト
のみを対象にする。リキャピタリゼ
ーション、借り換え、および追加取
得は除かれる。

LCDフロー・ネーム・コンポジット
ディーラーおよび市場の投資家と
のLCDの議論に従い、流通市場で
幅広く取引されているトランシェで
構成したローン市場のサンプル。ヨ
ーロッパ市場だけでなく、米国市場
についても編集されている。

オファー・ウォンテド・イン・コンペテ
ィション(OWIC)
BWICの逆。ディーラーは、ビッドを
求めるのではなく、ペーパーのポー
トフォリオの購入依頼を受け、潜在
的な買い手から最良のオファー価
格を募る。

オリジナル・イシュー・ディスカウント
（OID）
額面に対するディスカウントで募集
することによって、発行市場の貸し
手、通常は機関投資家に報酬を提
供する1つの方法。対象ディールに
対する需要に従って様々である。 

買戻し
発行体またはそのプライベート・エ
クイティー・スポンサー／所有者
が、負債総額を削減するために、流
通市場においてそのシニア債務を
額面未満で買い戻す場合。

加重平均インスティテューショナ
ル・スプレッド
各トランシェの規模によって加重さ
れたTLbおよびTLcトランシェの平
均スプレッド。

加重平均ビッド
残存金額で加重された、投資家が
ローンを購入する意思のある価格。
定義上、より大きなディールがより
強い影響を平均値に及ぼすことに
なる。

合併および買収（M&A）
ハイイールド債市場は、合併および
買収すなわちM&A活動を機動力に
している。この市場では、他の会社
を買収しまたは他の会社と合併す
るための資金を会社が調達しよう
とする。 

拠出資本比率
スポンサーがLBOの資金調達のた
めにどの程度の金額を投資したか
を示す。スポンサーの資本額を案件
総額で除して計算する。

繰り上げ弁済ペナルティー 
期限前に債務を弁済する場合に発
行体が支払う料金。

コベナント・ライト
通常のローン契約で不可欠な部分
とされる伝統的財務維持条項でな
く、債券のような追加負担制限条項
が付けられたローン。

財務制限条項の修正／放棄／免除
発行体は、財務制限条項に違反し
た場合に、該当する要件を免除し、
当該財務制限条項の遵守をその間
放棄するよう、貸し手にアピールす
ることができる。それに加えてある
いは代えて、財務制限の水準を従来
ほど厳格ではないものにする修正
を求めることもできる。
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CCC格下げ率
ある12カ月間中に自社のコーポレ
ート信用格付けがCCCに引き下げ
られた発行体の数を、当該期間初
現在のコーポレート信用格付けの
件数で除した値。

シャドー・デフォルト率
ある12カ月間中に (1) デフォルト
利息を支払っていた、(2) 差し控え
合意（所定の長さの期間にわたり支
払い要求を減額しまたは停止する
ことを認める、債権者の合意）の下
にあった、または (3) リストラクチャ
リング・アドバイザー（発行体の財
務諸表の整理に関する専門家）が
代理人となっていた発行体に対す
るローンの件数を、当該期間初現在
のローンの件数で除した値。

新規発行額
一定の期間中にローン発行市場で
発行されたペーパーの額面金額。

スプレッド／コール利回り（STC/
YTC）
スプレッド／コール利回りは、ブレ
ーク価格による調整を加えた後の、
ファシリティーの所定のコールまで
の期間、通常は3～4年にわたる発
行市場スプレッド。流通市場スプレ
ッド／最終利回りは、各時点の流通
市場価格で調整した後の、所定のコ
ールまでの期間にわたる各時点の
スプレッド。

スプレッド／最終利回り（STM/
YTM）
スプレッド／最終利回りは、ブレー
ク価格による調整を加えた後の、フ
ァシリティーの所定の満期までの
発行市場スプレッド。流通市場スプ

レッド／最終利回りは、各時点の流
通市場価格で調整した後の、ローン
の残存期間にわたる各時点のスプ
レッド。 

設備投資 (CapEx)
工場、不動産または設備などの物理
的資産への投資。

占有継続債務者（DIP）
DIPローンは、米国の破産企業に供
与されるものである。これらのロー
ンは、破産分配の仕組み上超優先
債権であり、申立て前のすべての債
券の前に位置付けられる。DIPは、
債務者のコラテラルに対する先取り
特権を種担保とすること、または申
立て前のあらゆる先取り特権に優
先するコラテラル先取特権を取得
することによって、追加的に担保さ
れることが多い。

第一担保付権債務 (FLD)
担保に対する第一優先権を有する
シニア債務。

第二担保権付 (SLD)
担保に対する第二順位の持
分をもつローン。シニア・ローン

（TLa、TLb、TLcなど）に対しては
劣後するが、メザニン、ハイイール
ド、PIK債券および株式に対しては
シニアである。変動利付証券のよう
なシニア・ローンであり、シニア・ロ
ーンよりも概ね200から300bps 
高い価格付けが行われる。第二担
保権の多数では、当初の2年間につ
いて繰り上げ弁済ペナルティーが
定められているので、第二担保権付
の繰り上げ弁済を行うことはシニア
債務よりも高価に付く。償還期限は
通常、TLcより半年から1年長い。

2012



46  

ローン市場入門

ターム・ローン（TLa、TLb、TLc）
このファシリティーは、自動車購入
の際に利用するローンのような、要
するに分割弁済ローンである。借手
は、短期のコミットメント期間中ロ
ーンを受けることができ、予定され
た一連の返済または満期時点での
一括支払い（ブレット型支払い）に
従ってそれを返済する。ターム・ロー
ンA（TLa）はプロラタ・ファシリティ
で、銀行投資家の要求事項を満たす
ようにストラクチャーが行われる。
インスティテューショナル・ターム・
ローンはターム・ローンB、Cおよび
それ以上（TLb、TLcなど）で、機関
投資家のニーズに適するようにスト
ラクチャーが行われる。

チャプター7
企業とその資産を清算する手続き
に適用される米国の破産法

チャプター11
企業とその資産を再生させる手続
きに適用される米国の破産法

治癒期間
デフォルトの治癒のために借り手に
与えられる期間。

デフォルト
率ローンの件数または元本額のい
ずれかにもとづいて計算される。算
式は同様である。ローン件数による
デフォルト率は、ある12カ月間にデ
フォルトを起こしたローンの数を、
当該期間初に存在したローンの件
数で割って求める。元本額によるデ
フォルト率は、ある12カ月間中に
デフォルトを起こしたローンの金額
を、当該期間初に存在したローン総
額で割って求める。スタンダード&プ

アーズは、デフォルト率の計算に関
するデフォルトを、次のいずれかに
該当するローンと定義している。
• スタンダード&プアーズが「D」の

格付けを付与したもの。 
• 破産を申し立てた発行体に対して

融資されたもの 
• 利息または元本の支払いデフォル
ト中のもの 

• 貸し手に重要な損失をもたらす方
法で整理されたもの

デフォルトローン
のデフォルトには、テクニカルデフ
ォルトとそれよりはるかに深刻な支
払いデフォルトという、2つの基本的
類型がある。テクニカル・デフォルト
とは、発行体がローン契約のある規
定に違反した場合である。例えば、
ある発行体が財務制限条項テスト
を満たさない場合や、貸し手に財務
情報を提供しない場合、あるいは支
払いが関係しないその他の違反で
ある。支払いデフォルトとは、名前が
示すように、会社が利息と元本のい
ずれかの支払いを行わない場合で
ある。多くの場合、発行体がデフォル
トを治癒するための、例えば30日な
どの期間が予め定められる（「治癒」
または「猶予」期間）。貸し手はその
後に、ローンの期限の利益喪失また
は買い取り請求までのかつこれを
含む、適切な措置を講じることがで
きる。

トータル・レート・オブ・リターン・ス
ワップ（TRS）
TRSプログラムの下では、参加者
は、ローンによって創出される差金
のインカム流列をカウンターパーテ
ィーから購入する。この場合に参加
者は、ローンから金融費用とその担
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保アカウントの基準レートを差し引
いたスプレッドを受け取る。参照ロ
ーンのデフォルトが起こった場合、
参加者は、額面でそれを買い取る
か、オークション価格による時価に
基づいた損失額を現金決済する義
務を負う。  

乗換え資本比率
旧所有者の下で会社に拠出されて
いた資金のうち、新たな所有者の下
にある「新」会社に再投資された資
金。

パブリック・トゥー・プライベート
（P2P）
プライベート・エクイティー企業が
上場公開会社のバイアウトを行っ
た結果、取引所から上場廃止になる
こと。

パー
裏付け商品の額面または想定元本
額をいい、通常はパーセント率で表
示される。

ビッズ・ウォンテド・イン・コンペティ
ション（BWIC）
ローンまたは債券のポートフォリオ
の流通市場入札。典型的には、ある
アカウントがディーラーを通じてフ
ァシリティのポートフォリオを売り
に出す。次にディーラーは、個々の銘
柄またはポートフォリオ全体への入
札を潜在的購入者に求めるBWIC
を告示する。ディーラーはその後、
入札を照合し、それぞれのファシリ
ティーの最高価格入札者を落札者
に決定する。

負債比率の高いローン
1996年より前については、L＋250

以上のマージンのあるロー
ン、1996年から現在までについて
は、L＋225以上のものを指す。 

フレックス
マージンフレックス文言は、現在の
流動性水準に合わせて価格を調整
するために、アレンジャーがシンジ
ケーション中にスプレッドを変更す
ることを認めるものである。より多
数の投資家をクレジットの購入に引
き付けようとする場合には、スプレッ
ドが引き上げられ、これを「フレック
ス・アップ」という。流動性が十分に
あり需要が供給を上回る場合には、
スプレッドが縮小され、これを「リバ
ース・フレックス」という。ストラクチ
ャーにおけるフレックスは、現在の
流動性の水準を反映してアレンジャ
ーがシンジケーション中にトランシ
ェの規模を調整する際に行われる。
このため、流動性が高水準にある時
期には、アレンジャーが、メザニンな
どのより高価なトランシェから、第
二担保権または第一担保権付きな
どの、より安価なトランシェへ債務
を移すことがある。 

ブレーク・プライス
ローンまたは債券がプライマリー市
場でローンチ後、初めて流通市場で
取引された価格。ブレーク・プライス
と呼ばれるのは、当該ファシリティ
ーが流通市場で初めて取引「ブレー
ク」された位置を示すからである。

プロラタ
銀行に販売されるファシリティー 

（リボルビング・クレジット、TLa、
買収ファシリティー、設備投資ファ
シリティー）。これらのトランシェは
通常段階的に償還され(リボルバー
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は除く）、償還期限は6～8年であ
る。通常は＋200以上のスプレッド
が付き、価格グリッドにもとづいて2
～4回のステップダウンが定められ
る場合もある。

プロラタ・スプレッド
リボルビング・クレジットとTLaのト
ランシェの平均スプレッド（通常は
同一）。

プライシング・グリッド（別名マージ
ン・ラチェット）
ファシリティーに対してより低い金
利を発行体が支払うことが認めら
れる、財務指標のセット。例えば、
発行体の負債EBITDAレシオが3
倍未満であれば、プライシングが
LIBOR＋275となるが、このレシオ
が2.5倍に低下するとプライシング
がLIBOR＋250になる、など。

プライミング・リーエン
DIPの貸し手は、破産手続き中、プラ
イミング・リーエンすなわち既存の
あらゆる担保権者と同等またはより
高順位となる担保権の形式の、この
追加的担保を請求することがある。 

平均新規発行決済水準
直近のLIBORまたはもしあれば
LIBORフロアを含む、フレックス後
の最終総合スプレッドの単純平均

平均ブレーク価格
ローンまたは債券が、クロージング
と割当ての後最初に流通市場で取
引された価格の平均。ブレーク価格
と呼ばれるのは、当該ファシリティ
ーが流通市場に「侵入」した位置を
示すからである。

平均プロラタ・スプレッド
リボルバーとタームローンAトラン
シェの平均スプレッド。

平均リテール新規発行報酬
アレンジャーからシンジケートに参
加する貸し手に支払われる平均報
酬をいい、より多額のコミットメント
により大きな報酬が生じるように階
層化されている。プロラタ・トランシ
ェの報酬は通常、インスティテュー
ショナル・トランシェに支払われるも
のとは異なる。 

弁済額
S&P／LSTAレバレッジド・ローン
指数に含まれるローンのうち、ある
具体的な期間中に弁済された額面
の総額。

ペイメント イン・カインド(PIK)
既存の債務に対して発生する追加
的債務の形式で利払いが行われる
タイプの債務。

ポルトガル、アイルランド、ギリシャ、
スペイン（PIIGS）
ユーロゾーンの南ヨーロッパ諸国と
アイルランド。

フォー B ローン
スタンダード&プアーズのBB＋から
BB－またはムーディーズのBa1か
らBa3までの格付けを付与されて
いるローン。

前払い報酬
アレンジャーからシンジケートに参
加する貸し手に支払われる報酬を
いい、より多額のコミットメントによ
り大きな報酬が生じるように階層化
されている。新規発行報酬ともいう。
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メザニン
二番目の位置付けの担保が付いた、
または、資本構成に第二担保権も
含まれる場合には三番目の位置付
けの担保が付いた、劣後証券。 

LIBORフロア
あるローンの基準レートに係わる利
子率のフロア。

利払、税および償却前利益
（EBITDA）
キャッシュフローの代理変数として
用いられることが多い。
リーグ・テーブル
リーグ・テーブルは、たとえばリー
ド・アレンジャーまたはスポンサー
などの、ローン市場における特定の
計数の順位を示す表である。

ローン・クレジット・デフォルト・スワ
ップ（LCDS）
担保付ローンを参照証券とする標
準的なデリバティブ。 

ロンドン銀行間出し手レート
（LIBOR）
銀行ローンに支払われる利息を計
算するための標準的な基準レート。
銀行が他の銀行から借入可能な利
率。 

ローン・シンジケーションズ・アン
ド・トレーディング・アソシエーション

（LSTA）
レバレッジド・ローン市場を代表す
る米国の業界団体。
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