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これらのショックで格下げされた投資適格債の累計は、世界金融危機（GFC）後の格下げ数を大きく上回る公算
が大きい。米連邦準備制度理事会（FRB）による最近の政策措置は、クレジット市場全般、特にBBB格発行
体の支援材料であるが１、2つのショックがもたらす経済的打撃は深刻で、特に直接的に大きな打撃を受けたセク
ターだけでなく、クレジット市場全般に影響が広がる恐れがある。

米国における公認格付機関（代表格はムーディーズ、S&P、フィッチ）は、債券の信用力の客観的な評価を発表
している（費用は発行体が負担）。こうした格付機関の現サイクルにおける役割は、過小評価できない。大量の
格下げは、信用リスクが高い借り手の資金調達コストの急上昇につながり、クレジット市場の悪化を加速させる可能
性もあるからだ。

本稿では、フォールンエンジェル（FA）に関して投資家が抱いている以下の懸念について取り上げる。
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フォールンエンジェルは翼を取り戻せるのか
（そしてそれはいつになるのか）?
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的な大流行）と
原油価格の急落という2つのショックが重なり、経済が大打撃を受けたことで、クレ
ジット市場では投資適格債（IG）からハイイールド債（HY）に格下げされた、いわ
ゆる「フォールンエンジェル」が急増している。今年は既に米国で1,310億ドル相当以
上、欧州で350億ドル相当以上の投資適格債が、ハイイールド債に格下げされた。
これは約20年ぶりのハイペースである。

• 欧米のクレジット市場におけるFAの格下げリスクの規模
• 信用格下げの可能性に直面するセクターと格下げがインデックスにもたらすリスク
• リスク許容度の高い投資家のFA投資機会
• ハイイールド債市場は過去最高水準のFAを吸収できるのか
• 大量のFAが新たに加わった後のハイイールド債指数のプロファイル
• クレジット・ポートフォリオのFAリスク管理
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欧米のクレジット市場
におけるFAの格下げ
リスクの規模

信用格下げの可能性に
直面するセクターと
格下げがインデックスに
もたらすリスク

上述した当社の推定手法から得られる格下げ候補をセクターごとにまとめることで、影響を受ける可能性が高い
セクターを特定できる。原油価格ショックは米国のエネルギーセクターと基礎素材セクターに大きな歪みを生み出
した。同様に、経済活動の世界的な停止は一般消費財セクターと金融セクターに悪影響を与えた。当社の推
定によると、ブルームバーグ・バークレイズ米国IG社債指数の構成セクターの中で、格下げリスクが最も高いのは
エネルギー企業と金融機関で、それぞれ元本総額の18％と41％がハイイールド債に格下げされる可能性ある。
ブルームバーグ・バークレイズ欧州IG社債指数では一般消費財セクターと保険セクターのリスクが最も高く、それ
ぞれ元本総額の10％と8％が影響を受ける可能性がある。

元本ではなくリスクの面では、当社推定のFA候補がブルームバーグ・バークレイズ米国IG社債指数とブルーム
バーグ・バークレイズ欧州IG社債指数のDTS4（デュレーション×スプレッドで示されるリスク指標）に占める割合
はそれぞれ5％と8％であり、決して小さくない。セクター別に見ると、FA候補のDTSへの寄与度はパンデミックの
影響が大きいセクターで11％～40％となっており、リスクが高いことが明らかだ。

原油価格の急落に加えて、COVID-19危機への対応に伴い経済活動が停止したことで、信用リスクの
再評価が急速に進んだ。このリスク規模の推定値は、最低1,150億ドルから最大3,500億ドル2まで広
範囲にわたっている（既に米国では1,310億ドル、欧州では350億ドルのIG債がHY債に格下げされ
た）。格付けに対する反応を完全にモデル化するのは難しいが、スプレッドは格付けに対する反応を示す
不可欠な要素であるため、このリスクの数量的評価に市場の信用スプレッドを使用する。信用スプレッド
を指針に用いると、クレジット市場は、格付けに影響するキャッシュフローのリスクを概ね効率的に評価し
ていることがうかがえる。

図表１：2020年にFAとなる欧米の投資適格債の最大額

出所：バークレイズのPOINT、2020年3月31日時点

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ（以下「当
社」）が過去20年間にFAに
なった銘柄を対象に分析した
ところ、FAの約84％はオプショ
ン調整後スプレッド（OAS）
が最もワイドな上位10％のグ
ループに入っており、その大半
は上位5％グループに属してい
たことが分かった。OASと過去
実績を欧米市場の指針として
使用すると3、FAの最大額とし
て、米国投資適格債が
2,570億ドル、欧州投資適
格債が1,130億ドルと推定さ
れる（図表1）

当社のクレジットチームが定量分析とファンダメンタルズ分析を用いて評価したところ、米国投資適格債市
場の格下げリスクの規模は、2,500億ドル～2,750億ドルのレンジと推定される。参考までに、世界金融
危機時の米国投資適格債のFAリスクは2,000億ドル相当と、市場の10％近くであった。これらの予測
はセルサイドの推定値の範囲内にあり、米国と欧州の投資適格債指数の名目元本残高の約5％に相
当する。

フォールンエンジェルは翼を取り戻せるのか（そしてそれはいつになるのか）?
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リスク許容度の高い
投資家のFA投資機会

ポートフォリオにFAを保有している投資家、あるいは格下げに伴う価格の歪みを利用する方法を検討している投
資家が考慮すべき重要な課題は、恒久的な投資資金を喪失するリスクである。FAへの格下げで価格がどの程
度影響を受けるかは、当初価格（格下げ日の価格）によってかなり異なる5。

恒久的な投資資金の喪失リスクをより正確に評価するため、2003年から2019年のFAユニバースを当初価格
に基づき4つのグループに分類した。すなわち、1) 価格が40ドルを下回る債券を含む最も悲惨なカタストロフィッ
ク・リスク・グループ、2) 40ドル～70ドルのディストレスト・グループ、3) 70ドル～100ドルのディスカウント・グルー
プ、そして4) 額面を上回るオーバーパー・グループである。最も悲惨なグループを40ドル未満で区切ったのは、債
券価格が40ドルを割り込むと回復価値を推定することが極めて困難になる可能性があるためだ。ディストレスト債
（40ドル～70ドル）は、バリューを追求するハイイールド債投資家にとって非常に有望な投資候補である。通常
FAは平均的なハイイールド債よりも信用力が高く、これらの格下げされた債券のデフォルトリスクに市場が過剰反
応している可能性があるからだ。

図表2に、各グループとグループ全体のFAの値動きを示した。格下げ前6週間の価格を回復の基準とする。デー
タには2003年から2019年までの17年間の全てのFAが含まれる。

フォールンエンジェルは翼を取り戻せるのか（そしてそれはいつになるのか）?

最も悲惨なカタストロフィック・リス
ク・グループでは、格下げから26週
間以内の大幅な価格回復は概し
て見られない。オーバーパー・グ
ループはプレミアムが失われ、価格
は一貫して下落しており、損失分
を取り戻していない。結果的に、こ
れらの債券への投資資金の喪失
は永久的なものとなった。歴史的
に、カタストロフィックとオーバーパー
の2グループがFAユニバースの約3
分の1を占めてきた。一方、ディス
トレストとディスカウントのグループ
はともに、格下げから26週間以内
に格下げ前の価格水準取り戻し
た。常にその通りになる訳ではないが、こうした過去の結果はFAを保有する投資家にロードマップを提供する。
従って、ディストレストとディスカウントのグループの保有/購入、およびカタストロフィックとオーバーパーのグループの
売却が検討に値する。

図表2: イベント（格下げ）日前後のFA価格（2003-2019年）

出所：バークレイズのPOINT、2020年4月30日時点

ハイイールド債市場は
過去最高水準のFAを
吸収できるのか

当社は、FAへの格下げが一気に実施されない限り、米国ハイイールド債と欧州ハイイールド債の両市場とも記
録的な規模のFAを吸収できると考える。その理由として、以下の事柄が挙げられる。第一に、2020年第1四
半期中にリスクの大幅なリプライシング（再評価）が見られたこと。信用リスクの上昇とBB格セクターの規模拡
大の双方を反映し、BB格債とBBB格債のスプレッドは、2019年末の約60bpから5月31日時点で190bpに
拡大した。年初来のFAの規模は、2020年の年間予想最大額の46％（米国IG債）と28％（欧州IG債）
であるが、リプライシングは通年の格下げに対する市場のコンセンサスを反映しているというのが当社の見方だ。

第二に、そして重要な点として、欧米のハイイールド債市場の規模は双方とも世界金融危機後に大幅に拡大し
ており（米国HY債市場は2007年9月の6,560億ドルから2020年3月の1兆2,700億ドルに、欧州HY債市
場は同期間に980億ドルから3,290億ドルに拡大）、自動車大手フォードといった相対的に大型の銘柄も吸
収することができた。このことは、欧米のハイイールド債市場が3カ月という比較的短期間に、市場全体の約
10％（1兆2,700億ドルのうち1,190億ドル、ならびに3,290億ドルのうち310億ドル）に相当するFAに対応
できたことを意味する。従って、当社が推定するFA最大額の残り1,300億ドル（米国HY債市場の約10％）
と720億ドル（欧州HY債市場の約25％）が一度に市場に押し寄せない限り、米国ハイイールド債市場と欧
州ハイイールド債市場は、大きな摩擦もなくFAを吸収できるだろう。
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大量のFAが転落した後の
ハイイールド債指数の
プロファイル

この問題をより深く理解するため、当社の推定が正しいかどうかを判断できるよう、FA急増前
のハイイールド債指数と現在の指数の特性を比較した。FAはいずれもかつて投資適格債指
数の構成銘柄だったため、相対的に高い信用力を持つ可能性が高いと考えることができる。

図表３から分かるように、FAを全て組み入れると、信用リスクプレミアム（スプレッドおよび利
回りで測定）は低下する。さらに、平均格付けはB1格からBA3格に改善するが、オプション
調整後デュレーション（OAD）は約３分の１年長期化する。FAはハイイールド債指数の中
で相対的に信用力が高い発行体であるため、これは予想通りの結果だ。時間の経過ととも
に、信用力が改善して投資適格債に格上げされるFAも出てくる。過去の実績を見ると、FAの
18％は再び投資適格債に戻っており、格上げまでの期間は平均2.7年である。投資適格債
に復帰したFAの大部分（75％）が3.7年未満で格上げとなった。

図表3: 米国ハイイールド債インデックスの特性とFA推定値

出所：バークレイズのPOINT、2020年4月30日時点

FAは平均的なハイイールド債よりも信用力が高く、その一部は回復して投資適格債に戻る。では、これらの債券
をポートフォリオで保有することは投資家にとって賢明と言えるのか? 当社は慎重に考えている。FA債のグループ内
には大きなテールリスクが存在しているため、そうしたリスクを削減するプロセスを検討することが重要だ。次のセク
ションでは、そうしたリスクを管理し、投資対象を厳選してポートフォリオを構築する方法を提案する。

4 フォールンエンジェルは翼を取り戻せるのか（そしてそれはいつになるのか）?



当社の分析は、ポートフォリオ構築のために投資家に幾つかのガイドラインを提案している。分
析によると、格下げ時点で額面を上回っている債券（オーバーパー）、または40ドルを下回っ
ている債券（カタストロフィック・リスク）は、恒久的な投資資金の喪失に陥る傾向があるた
め、ポートフォリオへの組入れを回避することを検討するべきと思われる。それでは、
「Distressed」グループと「Discount」グループの債券はどうか? FAを機動的に保有できる投
資適格債投資家にとって、DistressedやDiscountのグループに分類される債券の保有は
有益と考える。

クレジット・ポートフォリオの
FAリスク管理

図表4: 格下げ後26週間のFAのトータルリターンと対ベンチマーク（米国IG債）超過リターン

出所：バークレイズのPOINT、2020年4月30日時点

図表4にDistressedグループとDiscountグループの超過リターンを示した。いずれも、格下げ後26週間の対
米国投資適格債ベンチマークで超過リターンを上げており、売り急ぐよりも両グループのFAを保有する戦略が有
望であることを示している。ハイイールド債市場でも、投資適格債からハイイールド債に格下げされた大型発行
体が供給する流動性が、エクスポージャーを追加する機会を創出しており、同じ分析はハイイールド債投資家に
も当てはまる。価格に基づく選択は価値判断の手法として有効だと考えられる。

定量分析により、選択した投資対象をさらに絞り込み、「魚雷」を特定して回避するのに役立てることも可能だ。

図表5は、当社の定量分析およびファンダメンタル分析チームが推定したデフォルト確率を適用した結果である。
当社のデフォルト確率（PD）推定値はゼロから1までのレンジで、数字が大きくなるほどリスクは上昇する。PD
が0.25を下回る候補のみに絞ると、FA債の潜在的なテールリスクを大幅に制限できる可能性がある6。これらの
制限により、このグループのリターンは劇的に改善することが分かる。収益率の最低値は-85％から-32％に改
善し、ボラティリティの低下に伴いリスク調整後リターンの改善につながっている。�

出所：バークレイズのPOINT、2020年4月30日時点

5 フォールンエンジェルは翼を取り戻せるのか（そしてそれはいつになるのか）?

図表5: デフォルト確率0.25未満のFAのトータルリターンおよび対ベンチマーク超過リターン
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結論 要約すると、当社は欧米のクレジット市場の格下げリスクは大きいと分析している。格下げリスクはエ
ネルギー、基礎素材、一般消費財、保険などのセクターに集中する可能性が高い。市場はこれら
FAのデフォルトリスクに過剰反応することが多く、FAリスクを思慮深く管理して慎重に調整することに
より、向こう1年で大幅な規模拡大が見込まれる市場セグメントでリターンを確保し、さらに拡大でき
る可能性がある。

出所 1 FRBは2020年3月23日、プライマリーマーケット・コーポレート・クレジット・ファシリティー（PMCCF）とセカンダリーマーケット・コー
ポレート・クレジット・ファシリティー（SMCCF）の創設を発表。2020年4月9日には、2020年3月22 日時点で投資適格級に
あり、その後格下げされたBB-格以上の債券をプログラムの購入対象にすると発表した。
2 “Virus Sell-Off Turns Bonds Into ʻFallen Angels.ʼ Hereʼs Why Downgrades Matter”（「新型コロナウイルスに
よるセルオフで債券は『フォールンエンジェル』に。格下げが問題となる理由はここにある」）、ブルームバーグ、2020年4月
3 現在のIG市場における格下げリスクの最大額を推定するため、OASがワイドな上位5％グループの全債券と5％-10%グループ
の一部が格下げリスクにさらされやすいと想定する。5％-10％グループにおける格下げ比率の推定には過去実績を指針として適
用する（米国IG債は86%:14%、欧州IG債は82%:18%）
4 DTSは、社債のクレジット・ボラティリティを測定する市場の標準的な手法である。容易に入手できる債券の2つの特性値である
スプレッド・デュレーションとクレジット・スプレッドを単純に掛け合わせて求める。
5　この見解はまた、ソルベンシーリスクの評価に際してクレジット市場が一定レベルの市場効率性を有することに依存している。
6　デフォルト確率が0.25未満の債券は分析対象の全FAの98％を占める。
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