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昨年来、欧米では、「ハイブリッド証券」と呼ばれる新しいタイプの商品がブームとなっていま
す。日本でも最近、数件の発行が行われ、市場の関心が高まっているようです。そこで今回は、ハ
イブリッド証券の概要、投資対象としての魅力、投資リスクの考え方、さらに、今後市場が発展し
ていくための課題などについて、投資家の立場から考えて見たいと思います。

ハイブリッド証券とは？
ハイブリッド証券の定義：ハイブリッド証券は、その名の示すとおり、社債と株式の中間的特性を
備えた証券です。定義の仕方はさまざまですが、広義には劣後債や優先証券など、シニア債以外の
証券全般を指し、転換社債等も含むことがありますが、一般的には「一定の基準を満たして格付会
社から資本性が認められた、非希薄化型（ノン・ダイリューティブ）の社債型証券」考えて良いで
しょう（図表1）。
図表1：ハイブリッド証券とは？
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バンク・キャピタルとコーポレート・ハイブリッド：銀行セクターでは、既に10年以上前から劣後
債（いわゆるTier 2資本証券）や優先証券（Tier 1資本証券）の市場が存在しています。これらは
一括してバンク・キャピタルと呼ばれ、邦銀も多くの証券を発行してきました。これに対し、銀行
以外の一般事業会社が発行したものをコーポレート・ハイブリッドと呼びます。新しい投資機会と
して最近注目されているハイブリッド証券とは、このコーポレート・ハイブリッドを指すとことが
多いと考えられます。なお、用語の使い方について補足しますと、バンク・キャピタルの分野でハ
イブリッドと言う場合、Tier 1 資本すなわち優先出資証券（場合によってはその中でも特にステッ
プ・アップ条件のないもの）を指すことが多く、コーポレート・ハイブリッド（劣後債・優先出資
証券を含む）よりやや狭義の使い方がされるのが一般的です。また、バンク・キャピタルとコーポ
レート・ハイブリッドは、後述するとおり、投資リスクにおいてもかなりの違いがあり、区別する
必要があります。

市場拡大の背景：
2005年に欧米でコーポレート・ハイブリッド証券がブームとなったきっかけは、格付会社が債券
の資本性の算定に関する基準を整備したことによるものでした。これによって、企業の資金調達手
法としてのメリット（資本コストの低減、希薄化の回避、新株発行による株主の不特定化や被買収
リスクの回避）に注目が高まり、また投資家にとっても、クレジット・スプレッド全般がタイト化
する中、高い利回りを提供する商品として人気を集めたのです。市場が急成長した背景には、発
行企業、投資家双方にとって、時代の要請に合致した面があったと言うことができるでしょう。
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ハイブリッド証券の意義

2005年には、欧州、米国でそれぞれ10兆円、世界全
体で20兆円を超えるハイブリッド証券の発行があり、
2006年も高水準の発行が続きました（図表2）。市場
規模は、世界全体で50兆円程度に拡大しているものと推
定されます。
図表2： 欧州におけるハイブリッド証券の発行額
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「資本性」の認定基準：ハイブリッド証券の「資本性」
とは、一般に、①調達期間に永続性があること（永久な
いし超長期、および償還に関する制限）、②利払い・配
当に関する制限があること（任意繰延べ条項、強制的繰
延べ条項）、③損失吸収性があること（返済順位の劣後
性）等によって構成され、各構成要素の強弱によって、
格付上の資本性が算定されます。ムーデーズ、S&P、R&I
による資本性の算定基準は図表3のとおりで、証券の特性
によって資本性の算定にはかなりの幅がありますが、発
行体が資本政策において有効と考えるのは、資本性50％
以上の場合が多いようです。
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投資家にとっての意義：一方、投資家にとっては、①高ス
プレッドの投資対象として、また②投資判断における選択
肢の拡大（「信用力の高い発行体のハイブリッド証券に投
資するか、信用力の低い発行体のシニア債に投資するか」
など）というメリットがあります（図表5）。プロダクト
の多様化によって、ポートフォリオにおけるリスクの分散
を、より多次元化することができるわけです。
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図表5： 投資家にとってのメリット
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図表４：ハイブリッド証券をめぐる利害関係
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発行体にとっての意義：ハイブリッド証券に対する関心
は、発行体と投資家それぞれで大きく異なります（図表
4）。まず、発行体にとっては、①希薄化の回避、②資
本構成の改善、③税務上のメリット（税務上は負債であ
るため損金算入が認められる）など、資本コストを抑制
しつつ財務の柔軟性向上を図れるメリットがあります。
欧米におけるコーポレート・ハイブリッドの発行例を見
ると、M＆A資金の調達（独自動車会社Porcheによる
VW株取得資金）や年金債務にかかる資金調達（独家庭
用品・化学メーカーHenkel）、あるいは自社株取得（米
鉄道会社BNSF）など、目的は多岐にわたっています。
日本企業にとっても、経済成長率が鈍化する中、レバ
レッジ拡大のリスクを抑制する有効な手段となるほか、
自社株買いなど「株主フレンドリーな企業経営」へのプ
レッシャーの高まり、M&Aの活発化などにより、ハイブ
リッド証券に対する潜在的需要は今後増加するものと考
えられます。
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図表７：バンク･キャピタルと
一般事業債のインデックス･スプレッド推移（欧州）

発行体サイドと投資家サイドの利害関係：前述したとお
り、発行体と投資家では、ハイブリッド証券に求めるもの
が大きく異なっています。発行体サイドでは、配当や償還
スケジュールに関する自由度の高い資本調達手段として
ハイブリッド証券発行のインセンティブが強いのに対し、
投資家サイドは、償還の優先順位の低い（＝リスクの高
い）債券への投資に当たっては、当然ながら収益とキャッ
シュ・フローの安定したクレジットを選別する必要があり
ます。発行体と投資家の利害対立は、一般のシニア債に比
べてより顕著であると言うこともできるでしょう。さら
に、規制環境の変化など外的要因によるリスクも大きいも
のとなっています。2006年の5～7月、米国保険監督官
協会（NAIC）が、保険会社の保有するハイブリッド証券
に適用されるリスク・ウェイトのルールを変更したことに
よって、ハイブリッド市場全体が大きな影響を受けたこと
は、記憶に新しいところです（なお、その後NAICはリス
ク・ウェイト見直しの再検討を行うことを決めたため、市
場は回復して今日に至っています）。
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バンク・キャピタルとコーポレート・ハイブ
リッドの違い
バンク・キャピタルとコーポレート・ハイブリッドで
は、現時点では投資リスクにかなりの違いがあります
（図表8）。バンク･キャピタルは自己資本比率規制等
による発行条件の制約があるのに対し、コーポレート・
ハイブリッドは自由な商品設計が可能です。また、銀行
の場合、恒常的なリファイナンスの必要性があるため、
「市場環境によりリファイナンス・コストが一時的に高
くなった場合でも、投資家の信任を確保するため期日に
コールした方が、大局的には経済合理性にかなう」とい
うディシプリンが形成されていますが、事業会社の場
合、こうしたインセンティブが銀行に比べて弱くなる
ケースもあり得るでしょう。バンク・キャピタルが10年
以上の歴史を持つのに対し、コーポレート・ハイブリッ
ドは未だ日が浅いため、流動性や市場の厚みにも大きな
違いがあります。一般論として、コーポレート・ハイブ
リッドの投資リスクはバンク・キャピタルに比べて高
く、それを補うためのリスク・プレミアムが必要と考え
られます。
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投資リスクの構成要素：次に、投資リスクの構成要素
を見てみましょう（図表6）。ハイブリッド証券のリ
スクは、①デフォルト・清算時における回収の劣後性
（subordination risk）、②利払い・配当が支払われ
ない（＝スキップされる）リスク（coupon omission
risk）、③期日にコールされないリスク（non-call
risk）の3つから構成されると考えられます。ハイブリッ
ド証券のスプレッドにおけるリスク・プレミアムを分解
すると、最大の要素は②と③であり、①はむしろマイ
ナーな要素であると我々は分析しています。発行体の信
用力が低下するにつれ、特に②のリスクが拡大すると考
えられます。実際、日本のバンク・キャピタルにおいて
も、過去にデフォルトした事例は未だないものの、優先
出資証券の配当がスキップされたケース、および永久劣
後債が期日にコールされなかったケースは発生していま
す。また、ハイブリッド証券は、シニア債よりリスク・
プレミアムが高い分、価格のボラティティーが大きいこ
とにも注意が必要しなくてはなりません（図表7）。
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ハイブリッド証券の投資における留意点と、市
場が発展するための課題
ハイブリッド証券は、社債投資においてアルファ獲得の
源泉となり得る興味深い投資対象ですが、投資にあたっ
ては、通常の社債（シニア債）とは異なるリスクを十分
に分析・理解する必要があります。バンク・キャピタル
の市場が比較的成熟しているのに対し、コーポレート・
ハイブリッドは未だ揺籃期にあるため、より多くの「未
知のリスク」に晒されていると言えるでしょう。今後、
日本でコーポレート・ハイブリッド市場が発展するため
には、次の3つの課題があると考えられます。
第1に、投資家にフィットした商品設計の必要性。日本
においては、欧米と異なり、ハイ・イールド債の市場が
育っていないため、ハイブリッド証券も、基本的には
投資適格債の投資家の目線で受け入れられる商品である
ことが必要と考えられます。あまり複雑な商品や、クオ
リティーの低いクレジットは馴染みにくいでしょう。ま
た、コールの蓋然性を高める（＝投資期間の明確化を測
る）ため、十分なステップ・アップを付けるなどの工夫
も必要ですが、格付け基準上の理由から、ステップ・
アップの幅を「100ベーシス・ポイント以下」とする発
行が多くなっています。
第2に、期日の短縮化。日本では、もともと社債市場の
流動性が低く、セカンダリー市場での証券売却が難しい
ケースも想定されます。シニア債においては、発行体が
破綻しない限り利払いと元本償還が行われるため、バ
イ・アンド・ホールドで期日にパー償還されれば最終的
にロスは生じないのに対し、ハイブリッド証券では、配

当支払いおよびコール償還には不確実があります。格付
け基準上コールまで10年以上の据置き期間を設ける発行
が一般的ですが、10年以上の長期にわたって配当可能利
益やコールの蓋然性を予測することには当然困難を伴う
ため、投資判断上の大きな制約要因となり得ます。投資
家サイド����
にとっては、これを補うため、コールまでの期
日の短縮化などによって、EXITを確保する仕組みが非常
に重要となってきます。投資家と��
し�
ては、3～5年でコー
ルされる商品へのニーズが強いと考えられます。
第3に、商品設計の標準化。発行体のニーズが多様である
ことは認めつつも、市場の流動性を高めるためには、バ
ンク・キャピタルと同様、一定の標準化によって、リス
クやレラティブ・バリューの比較を容易にすることが、
流動性を高めるためにも有効と考えられます。
残念ながら、現段階では、格付け会社の格付け手法にや
や硬直的な面があるように思われ、格付け基準にも論理
的根拠が明確でない点があることは否めないようです。
例えば、なぜコール期日が発行後10年以降でなければな
らないのか、なぜステップ・アップが100ベーシス・ポ
イント以下でなければならないのかなど、単に銀行Tier1
資本の基準をそのまま踏襲したに過ぎないと見られるよ
うな基準も存在します。これらは、商品設計上の制約要
因となる可能性があり、格付け手法・基準の改善は喫緊
の課題と言えるでしょう。日本市場においてコーポレー
ト・ハイブリッドが中長期的に発展するためには、これ
らの課題が解決され、市場の厚みが増して行くことが必
要だと考えられます。
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