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同ウイルス発生後のプライベート・クレジット市場は、パンデミック以前の市場とは異なり、複数の点でより魅力があり
ます。具体的には、同ウイルス発生時のショックから数ヶ月後には、低いレバレッジ水準、契約書の厳格化およびプ
ライシングの改善などが数多く散見され、全体的に案件の質が改善しました。ベアリングスでは、斯かる傾向は同ウ
イルス発生後の世界における今後の市場の発展に対する楽観的な兆候だと見ており、今後もより質の高い投資
機会が出現することを示唆していると考えます。しかし、パンデミックそのものを含め、同ウイルス発生前後には多くの
不確実性が存在するため、元本保全に焦点を当てた規律ある投資アプローチが不可欠であると考えます。

市場を動かす鍵となるもの

今日、プライベート・クレジットにおける投資機会を形成する主要な牽引役は数多くあります。これらの多くは長年に
亘り市場で明らかにされてきましたが、パンデミックの結果として斯かる牽引役による影響は顕著となっている、また
は増大しています。 

規制当局による圧力
ここ10年間、欧州における金融規制の強化により、銀行の貸出活動が引き続き制限を受ける中、ダイレクト・レン
ディングのマネジャーにとっては、資金不足を補充するためのギャップが生み出されています。その結果、ノンバンクの
貸し手のマーケット・シェアは、2年前の約40%から今日では60%1強にまで拡大していますが、同傾向がすぐに弱
まることはないと見ています。実際、欧州におけるノンバンクの貸し手のシェアは、90%に近い米国を大きく下回り、
ミドルマーケット向けの貸出から銀行の資金引き上げが継続する中、さらなる成長余地があると考えています2。  

また、資金供給が減少する一方、バイアウト（企業買収）への支援を中心としたプライベート・ローンに対する需要
は増加を続けています。実際、8月現在、欧州におけるドライ・パウダーは過去最高の1,940億ユーロ3に達していま
す。このことは、同ウイルスの感染拡大を背景とした規制当局による圧力および困難な市場環境が銀行およびそ
の他の貸し手に影響を与えてきたにもかかわらず、借り手およびプライベート・エクイティ・スポンサーは引き続き資金
調達のソリューションを模索し、ノンバンクの貸し手からの資金提供を求めていることを示しています。 

非流動性プレミアム 
多くの投資家は、バンクローン市場に対する潜在的な非流動性プレミアムを享受するため、プライベート・クレジット
市場に目を向けています。斯かる非流動性プレミアムは、当該資産クラスのバイ＆ホールド（満期保有）という特
性に起因しています。ここ数年、プライベート・クレジット市場全般に亘る、レバレッジ水準の上昇および契約書の条
件緩和により、一部の案件においては非流動性プレミアムの価値が減少し始めています。これは企業規模の大き
い市場で更に顕著となりますが、その結果、市場の非流動性に対して投資家に十分な補償がないプライシングで
設定される案件の増加に繋がりました（非流動性資産を流動性資産として投資）。    

同ウイルスの感染拡大以降、ミドルマーケットの案件には潜在的な非流動性プレミアムが残り、斯かるプレミアムが
更に増加する可能性があると考えています。今日のプライベート・クレジット市場を俯瞰すると、案件におけるレバレ
ッジ水準の低下、契約書条件の厳格化およびプライシングの改善が散見され、過去数年に亘る市場環境からの
転換期にあると見ています。斯かるトレンドの転換は、同ウイルスの感染拡大前後における類似案件の取引条件
を比較すると特に顕著です。

足元においては、同ウイルス感染拡大前と感染拡大中の案件において明確な違いが見られ、事業のダイナミクス
が非常に類似した案件においても同様の傾向が見られます。例えば、直近の案件においては、企業規模およびレ
バレッジの双方で類似した同ウイルス前の案件と比較して、かなりスプレッドが上乗せされた（75bps）ローンが設
定されました。また、他の案件においては、2020年初めに実行された案件と比較してレバレッジ水準が半分にも
かかわらず、スプレッドは50bps上乗せした形でローンが設定されました（双方の企業とも高成長で質が高く、高い
経常収益を生み出しています）。

1. 出所: AlixPartners Mid-Market Debt Report　2019年12月31日現在
2. 出所: S&P LCD　2020年第1四半期
3. 出所: Preqin
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ディールフロー（取引量）
パンデミック前における取引量は足元より多いものの、プライベート・クレジット市場における取引の質は改善傾向にあります。例
えば、同ウイルス以前、レストランや小売といったいわゆる流行に左右されるような業種には多くの投資機会がありましたが、ベア
リングスでは、斯かる業種は投資のライフサイクルを通じて、提供するサービスの価値が低減することにより大きなリスクを有すると
考えていました。また、ベアリングスは石油・ガス、鉱業などの景気感応度が高いビジネスに対する投資を回避しています。斯かる
ビジネスは、プライベート・クレジット投資の典型的な投資期間である5～7年において、今後の発展および変化に対する不確実
性が高いことから、魅力的ではないと見ています。 

足元の市場においては、レバレッジ水準が低く、契約書条件が厳格化されていることに加え、投資機会の多くは、非常に良好
な事業を営んでいる企業による借入れです。例えば、SAAS（インターネット経由でソフトウェアを利用するサービス）、ヘルスケ
ア、IT管理サービスなど、保守的で同ウイルスに対する感応度が低いセクターにおいて多くの投資機会を発掘しています。

その結果、多くの投資機会については質が高く、適切なセクターに属することから、足元ベアリングスにおいては、紹介された投資
機会に対して詳細な分析を実行する案件の割合が同ウイルス以前よりも増加しています（図1）。

“今日のプライベート・クレジット市場を俯瞰すると、案件におけるレバレ

ッジ水準の低下、契約書条件の厳格化およびプライシングの改善が散見

され、過去数年に亘る市場環境からの転換期にあると見ています。”

図1: 同ウイルス感染拡大後における詳細な分析を実行する投資機会の割合

出所:ベアリングス　2020年7月24日現在。資本構造の提示に至った案件を示す。
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貸し手にとって市場へのアクセスはますます困難に

規模の大きいマネジャーへ集中したことから、
主要なスポンサーとの関係や投資経験、

投資実績の重要性に焦点

同ウイルス感染拡大前
健全なディールフロー

質の高い投資機会と質の低い投資機会が混在
（初期の事前審査を通過した取引の割合が減少）
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投資機会へのアクセス

市場の質は改善しているものの、ディールフローへのアクセスは依然として重要です。近年、欧州のプ
ライベート・クレジット市場への新規参入が相次ぎ、一部の投資家においては、ディールフローに対す
るこれまでと同様のマネジャーのアクセス力について疑問を呈しています。ベアリングスの見解では、
欧州プライベート・クレジット市場への参入障壁は高い傾向にあり、新たな参加者による市場への
アクセスが非常に困難であることから、大量の新規参入が既存マネジャーへ及ぼす影響は限定的
であると見ています。例えば、欧州のプライベート・クレジット市場は元来相対取引であるため、貸し
手はより質の高い案件にアクセスするため、一定の規模を必要とします。強力なオリジネーション・ネ
ットワークもまた、特に独自の案件へアクセスする上において重要となります。知名度および強固な
ネットワークを有さない場合、ディールフローにアクセスする主な方法はオークション・プロセスとなります
が、斯かるプロセスは競合性が高く、逆選択（優良な案件は相対取引で成立する一方、多くの質
の低い案件が斯かるプロセスにおいて出現）につながる可能性があります。新規参入者の多くは、
困難な時期においてその投資実績が実証されていないため、複数のクレジット・サイクルを通じた
投資経験も肝要となります。

同ウイルスはむしろ、高い参入障壁および少数のマネジャーに集約された厳格なプロセスをより顕
著なものとしています。多くの場合、プライベート・エクイティ・ファンドは、重要な関係にある貸し手の中
から2～3社のみを選択し、新規案件の紹介を行います。そのため、大手マネジャー・グループの中
核を成すことは、市場シェアの維持・拡大および質の高い市場に対する投資機会（良好なクレジ
ット・ファンダメンタルズ、強固なコントロールおよび魅力的なリスク調整後リターンを有する）の確保に
おいて必要不可欠となります。 

最終的には、PEスポンサー、仲介業者および投資先企業との強力なパートナーシップの他、案件
執行スキル、一案件に対する投資可能金額および資本構造上における柔軟なソリューションの提
供能力を有する知名度の高いマネジャーに優位性があると確信しています。斯かる状況は、市場
に参入するマネジャーが増加しているにもかかわらず、昨年において大手マネジャーに対する質への
逃避が発生し、上位5社のマネジャーが足元の市場全体の半分以上を占有していることからも証
明されています4。

結論

同ウイルスに関しては、第二波の可能性、それによる経済への影響、ワクチン開発および接種に至
るまで、数多くの不確実性が残ります。しかし、多くの点においては、同ウイルス危機後の市場は、危
機直前よりも潜在的に魅力的である可能性があります。既に市場において散見されていますが、
プライシングの改善、全体的なレバレッジ水準の低下および構造的保護の強化が今後予想され、
資本投入を通じて魅力的なリスク調整後リターンを獲得するための良好な環境が醸成されると見
ています。 

パンデミックによる不透明な状況が継続しているにもかかわらず、プライベート・ファイナンスに対する
需要は依然として存在しています。真のミドルマーケットにフォーカスし、同資産クラスに対する規律
あるアプローチを維持してきたマネジャーは、長期的な投資機会を獲得するための最適な選択肢
であると見ています。

4. 出所: GCA Altium MidCap Monitor　2020年第1四半期
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