
2021年4月    1

足元におけるディストレスト債券

への投資機会は、なぜこれまで

と異なる様相を呈しているのか

FIXED INCOME

B A R I N G S  I N S I G H T S

新型コロナウイルスの感染拡大により、デフォルトが急増し、ディストレスト債券に対する投資機会
が拡大すると思われましたが、景気刺激策および大胆な資金供給により、投資機会とその出現
するタイミングは当初の想定とは異なる様相となりました。
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昨年は生涯において訪れる最も深刻な景気後退局面の一つに直面し、広範に及ぶ都
市封鎖および継続的な経済活動に関する制限により、ほぼ全ての業界が影響を受けまし
た。このような状況を背景に、ディストレスト債券が急速に投資家の注目を集めたことは驚く
べきことではありません。同資産クラスに流入する豊富な資金はあるものの、今後の十分な
投資機会に対して懐疑的な投資家も存在しています。ベアリングスの見解としては、十分な
投資機会が存在すると見ていますが、変化する投資機会を十分に理解し、広範に市場を
カバーすることが重要であると考えます。

デフォルトは抑制されながらも長期に亘り発生  

新型コロナウイルス感染拡大初期に、一部の市場参加者が予想していたデフォルトの急増
は、主に世界各国における政策立案者による前例のない支援策により、実現することはあ
りませんでした。資本市場への流動性供給や、一部の企業に対する特定の固定費支払い
の猶予などの支援策は、発行体が長期化する低収益環境を乗り越えるための時間的猶
予と柔軟性をもたらしました。 

このような状況は、短期的には企業および市場にとって大きくプラスに作用するものの、長
期的には重要な影響を及ぼす可能性があります。例えば、企業に投入された資金の多く
は、損失または2020年に達成できなかった利益を補填する目的として主に利用されてい
ます。その結果、多くの企業は収益性が低下し、負債が増加した状態で危機を脱却し、
経済の正常化に伴い負債の削減および運転資金の再調達を行う必要があると思われま
す。

健全なバランスシートを抱えたまま危機に突入することにより、増加した負債に対して今後
も十分に対処可能な企業も確かに一部存在します。しかし、投資適格未満の発行体の
多くは余力が限られ、景気刺激策の終了および特定のトリガー（コベナンツの抵触や流動
性が枯渇している環境下において満期の壁が到来するなど）を引いた場合、企業における
資本の再構築が発生しやすい状況にあります。このような状況はデフォルトが発生すること

図1:  今後市場におけるストレスはさらに増加する可能性（負債／EBITDA vs 倒産件数） 

出所：  Bloomberg　2021年1月末現在。 S&Pデータはレバレッジ水準を示しています。
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を示唆していますが、過去のサイクルで見られたような広範囲に亘るデフォルトの増加ではなく、更に長い（数年単
位の）期間に亘り、抑制された水準で発生する可能性があります。

図2:  デフォルトはより長い2～3年の期間において増加する可能性が高い

出所:  J.P. Morgan、Credit Suisse、Bloomberg　2021年1月末現在
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これらのデフォルトが発生した場合、ディストレスト債券のマネジャーにとっては、企業の支配権を獲得する投資機
会が出現する場合がありますが、このような企業の支配権獲得は通常、株式の過半数を取得する代わりに債
権の一部を放棄することによって行われます。株主の一員として、ディストレスト債券のマネジャーは、経営陣、取締
役会および事業計画の変更を含め、改革を実行し目標を達成するための影響力を行使することが可能となり
ます。このプロセスにより、投資家が魅力的なリターンを享受する可能性が高まることに加え、経営難に陥った企業
に対しては適切な再建計画が実行され、最終的には大きな価値創造へと繋がると思われます。

市場の下落、レスキュー・ファイナンス 

デフォルト率の行方に全ての注目が集まっていますが、十分な投資機会を獲得するためにデフォルト率の上昇が
必須であるという見方は必ずしも正確ではありません。実際、投資適格未満のクレジット・ユニバースは広範かつ
多岐に亘ります。例えば、ハイイールド債券、バンクローンおよびプライベート・クレジットを合計した場合、約6兆米ド
ルの負債が存在し、デフォルト率が大幅に上昇しない局面においても、今後の投資機会は豊富に存在すると思
われます。当然ながら、価格が下落した債券やレスキュー・ファイナンスのようなデフォルト案件とは異なる状況にあ
る投資機会を考慮した場合、投資機会は更に拡大します。 

実際、足元の市場を俯瞰し、今後12～24ヶ月を見据えた場合、デフォルトした企業を除き、複数の種類の投資
機会が存在すると考えます。その中の一つとして、市場の下落時に出現する投資機会を引き続き追求する予定
です。新型コロナウイルスの感染拡大初期に見られたような広範における市場の下落は必ずしも期待できません
が、テクニカルな売り圧力により特定のクレジットがファンダメンタルズを下回る価格で取引されるなど、個別銘柄単
位の投資機会は引き続き生じるものと思われます。

また、深刻な資金繰りの問題に直面している企業に対して、レスキュー・ファイナンスやギャップ・ファイナンスを行うこと
も投資機会として注目しています。新型コロナウイルス感染拡大の初期段階においては、クルーズ会社や航空会
社など、主にパンデミックや長期間に亘るロックダウンから大きく影響を受けた企業に対して、大型のシンジケート
方式によるレスキュー・ファイナンスが数多く行われました。このような投資機会が多く出現して約1年程度が経過し
た足元においては、小規模かつバイラテラル案件（貸し手と借り手が相対で契約する取引）により多くの投資妙
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味が存在すると考えています。このような案件においては、マネジャー
の経験および資金力が極めて重要となります。多くの場合、十分な
資金と既存のポジションを有するマネジャーは、早い段階で企業に
関与し、より熟慮を重ねた慎重な方法で資金を注入することにより
恩恵を享受することが可能です。これは、ディストレスト債券投資に
類するリターンを目指す一方、多くの場合、資本構造においてより弁
済順位が高い、優先担保またはスーパーシニア（更に弁済順位が
高い）のポジションへの投資を通じて実現されます。これらの案件も
しくは企業業績に対して低相関のリターンを達成する投資機会に
アクセスする他の方法として、ファイナンシャル・アドバイザー、PEスポ
ンサーおよび銀行との協業により、直接案件の組成を行うことが挙
げられます。しかしながら、このような場合においても、長期に亘る案
件組成の体制を有するマネジャーは、最も競争優位な状況にある
と思われます。

広範に投資機会を探る 

今後も十分な投資機会が期待される一方、そのような投資機会を
発掘し、効率的な資金配分を実行するには一定の課題が存在す
ることも事実です。これは、近年「メガ・ファンド」に対して投資家の資
金流入が集中していることが一因として挙げられます。ディストレスト
戦略のマネジャーがますます大型のファンド（数十億米ドル規模）
を設定してきたことにより、市場においては最大級のレバレッジド・バ
イアウト（LBO）案件およびディストレス債券に対して、過度に投資
が集中している状況にあります。このような状況下にあっては、同一
発行体に対して投資家が過度なエクスポージャーを持つリスクがあ
り、加えて、複数のマネジャーが投資ファンドを通じて同一の銘柄を
保有した場合、アルファの創出が困難となる可能性があります。

ディストレスト戦略においてアルファを創出するためのより効果的な
方法として、負債総額10億米ドル未満の中小規模案件に注目す
ることが挙げられます。このような案件は「メガ・ファンド」が人的資本
や資金を効率的に投入するほどサイズが十分でない場合が多く、マ
ネジャー間の競合が限定的な傾向にあります。グローバル・ハイイー
ルド債券市場における中小型案件の投資機会は豊富にあり、負
債総額が10億米ドル未満の発行体は全体の80%以上を占めま
す。欧州および米国のバンクローン市場においても同様であり、負債

総額が10億米ドル未満の発行体は、それぞれ市場全体の86%
、75%を占めています。 

また、伝統的なハイイールド債券やバンクローンの他、ストラクチャー
ド・クレジット市場や非流動性資産（プライベート・クレジットなど）
に目を向けることも有益であると思われます。例えば、プライベート・
クレジット市場においては、近年における発行体優位な契約書の
条件緩和、レバレッジの上昇および新規参入マネジャーの増加とい
った状況が重なり、より多くの発行体が今後ストレスに晒される可
能性があります。プライベート・クレジットは透明性が限定的な資産
クラスであるため、マネジャーはしばしば数ヶ月から数年間に亘り、健
全でない資産の回収に取り組む場合があります。そのため、これまで
プライベート・クレジットにおいて、多くのディストレストの投資機会が
確認されたわけではありませんが、そのような投資機会が全く存在
しないことを意味するわけではありません。

ローン担保証券（CLO）もまた考慮すべき投資対象の一つとなり
ます。格付機関のアクションが懸念されていた程深刻でなかったこと
から、CLOトランシェの格下げによる投資機会は、新型コロナウイル
スの感染拡大初期と比較して減少しています。しかしながら、経済
指標の不調やマクロ・地政学的テーマを背景に、今後市場全体の
変動性が高まり、軟調な展開となる可能性があります。

米国 vs 欧州 

地域間における相対価値もまた変化する傾向にあり、米国および
欧州において多様な景気刺激策が講じられ、異なるペースで経済
の再開が進行する中、今後このような状況は当面継続すると思わ
れます。両地域を比較した場合、各地域共に新型コロナウイルスの
感染拡大直後に投資家に対して魅力的な投資機会を提供しま
したが、殆どの資産において価格の大幅な回復およびスプレッドの
縮小により、感染拡大直後に見られた市場の混乱はかなり収束し
ています。足元、欧州と比較して米国における投資機会が僅かに
活況となっていますが、これは昨年最も早くデフォルト率が上昇した
セクターの一つである、エネルギー・セクターに対するエクスポージャー
が高いことが主な原因となっています。また、欧州における政府の支
援策が比較的充実していたことも、同地域全体のデフォルトの抑

“投資適格未満の発行体の多くは余力が限られ、景気刺激策の終了

および特定のトリガー（コベナンツの抵触や流動性が枯渇している

環境下において満期の壁が到来するなど）を引いた場合、企業におけ

る資本の再構築が発生しやすい状況にあります。”



BA R I N G S I N SI G H T S  2021年4月    5

制に寄与してきたものと思われます。一方、両地域においてストレスを抱えたセクターおよび企業が引
き続き存在するため、今後、投資機会は地域間においてより均衡していくものと予想しています。

ストレス／ディストレスト債券における地域間の真の相対価値を適切に測定するため、マネジャーは
各地域における法律に関連したリスクを理解する必要があります。例えば、破産処理のプロセスにお
いては、欧州各国の微妙な差異を理解するためには、斯かる手続きが複雑であっても比較的均一
である北米と比較して、異なる専門知識と能力が必要となります。

結論 

ディストレスト債券への投資を成功させる鍵は、究極的には、投資機会が出現した際に十分に活用
できる柔軟性と、地域、セクターおよび企業間に亘り最良の投資アイデアを執行する能力に帰結し
ます。回復への道筋は市場によってまちまちであることが確実視される中、デフォルト案件、市場の下
落およびレスキュー・ファイナンスによって生じる投資機会は十分に存在すると思われます。しかしなが
ら、マネジャーの経験は重要であり、債券の発行から、（万が一）ディストレスト状態に陥るまで、同一
の債券を継続的に捕捉するマネジャーの能力は、ディストレスト債券の運用において極めて重要とな
ります。

ベアリングスのディストレスト債券チーム 

12人で構成されるディストレスト債券チームは、ハイイールド債券／バンクローン、ストラクチャード・クレ
ジットおよびプライベート・クレジットの3つのグローバル・リサーチ・プラットフォームに跨り、各市場に対す
るアクセスを有するほか、早期の段階において投資機会の情報を入手することが可能です。同チーム
における投資の殆どは、過去に調査したもの、もしくは現在既に投資している案件であり、これは、ゼ
ロから審査を始めることなく、しばしばクレジットの再審査もしくは現在の分析を更新することにより、
投資を実行していることを意味します。通常、ベアリングスは投資対象企業の経営陣と既に関係を
構築し、同企業の財務モデルおよび業績に関する情報を保持しています。これにより、投資判断に
要する期間を短縮し、資金を迅速かつ効率的に投入することが可能となります。
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