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当レポートでは、ベアリングスの北米プライベート・ファイナンス・グループ共同責任者であるIan 
Fowler（イアン・ファウラー）が、ミドルマーケットの各セグメントにおいて競争圧力から生じる
スタイルシフトなどのダイナミクスや、伝統的ミドルマーケットがスウィートスポットであると考える
理由について解説します。
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債券



“ロウワー・ミドルマーケットにおけるスプレッド縮小およびレバレッジ拡大、ア

ッパー・ミドルマーケットにおける不安定さの狭間で、伝統的ミドルマーケット

が最も安定した動きとなっています。伝統的ミドルマーケットのスプレッドは

近年概ね安定的に推移しており、レバレッジは全般にわずかに上昇するも大

きく上昇はしていません。そのため、伝統的ミドルマーケットはまさにスウィート

スポットであると考えています。”
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まず、ミドルマーケットの定義について説明して
ください。 

米国のミドルマーケットには、20万社以上の企業が属し、そ
の従業員数は延べ5,000万人を超えます。投資可能なア
セットクラスとして、S＆PはEBITDA5,000万米ドル未満
の企業、ロイターは売上高もしくはファシリティ・サイズ5億米
ドル以下の企業をミドルマーケットと定義しています。GDPの
観点からは、米国のミドルマーケットは世界第3位の経済圏
に相当し、米国経済にとっても重要な成長の原動力となっ
ています。これらの企業は時として流動性のある資本市場
に直接アクセスできず、資金調達のためにプライベート・レン
ディングを活用するため、投資家に対してもきわめて魅力的
な投資機会をもたらしています。 

ミドルマーケット・ユニバースの各セグメントに
ついて、また最も投資価値があると考えている
部分について説明してください。

ミドルマーケットの発行体ユニバースは、3つのサブセグメ
ントに分けることができます。ロウワー・ミドルマーケットは
EBITDA1,500万米ドル以下（ファシリティ・サイズ500
万米ドル～2,500万米ドル）、伝統的ミドルマーケットは
EBITDA 1,500万米ドル～4,000万米ドル（ファシ
リティ・サイズ1億米ドル以下）、アッパー・ミドルマーケット
は、EBITDA 4,000万米ドル～1億米ドル（ファシリティ・サ
イズ1億米ドル超）の企業が属します。

アッパー・ミドルマーケットでは活発な資金調達環境が続い
ており、マネジャーはより大型のファンドを組成することが可能
となっています。一方でマネジャーは特定の期間（通常2年
または3年）に資金を実際に投資する必要があるため、複
数の小規模案件よりも少数の大規模案件を選好する傾
向がみられます。こうした動きは、効率性の観点からは理に

かなっている一方で、状況によってはスタイルドリフトをもたらし
ます。より大型案件への投資を追求することによりシンジケ
ート・ローン市場との境界線が曖昧になり、緩いコベナンツや
脆弱な構造的保護を有する取引が散見されているためで
す。シンジケート・ローン市場は流動性が高く、投資家は資
産を売却する選択肢を持つため、これは必ずしも悪いことで
はありません。しかし、プライベート・レンディングの分野では、
企業が困難に直面した場合、貸し手に対し交渉の場への
参加を可能にするコベナンツが非常に重要な要素となるた
め、この点はより問題となります。アッパー・ミドルマーケットのス
タイルドリフトや構造的保護の弱体化を考えると、このセグメ
ントにおいて足元特に投資価値があるとは考えられません。

ロウワー・ミドルマーケットにおいては、デフォルトが発生した場
合、単に企業価値が小さいという理由で潜在的な損失が
膨らむ企業価値リスクが最大の懸念材料です。事業戦略
的な観点から取り得る手だてが少ないことに加え、アッパー・
ミドルマーケットに比べ手厚い構造的保護も企業価値が損
なわれた場合にはあまり効果が期待できません。1億米ド
ル超のポジションを持てない新規参入者やマネジャーがロウ
ワー・ミドルマーケットに流入する結果、当該セグメントでは競
争も激化しています。多数のマネジャーがごく少数の取引に
おいて競合するため、スプレッド縮小とレバレッジ拡大がもた
らされています。ロウワー・ミドルマーケットは潜在的リスクが非
常に大きいにもかかわらず、そのスプレッドは伝統的ミドルマ
ーケットのスプレッドをわずかに上回っているに過ぎません。そ
のため、ロウワー・ミドルマーケットの投資家であれば、そのリス
クを適切に相殺したいと考えるでしょう。ベアリングスではこの
観点から、これらの小規模企業に対しては資本構造におけ
るメザニン部分に着目する戦略を過去数十年間に亘り積
極的に行ってきました。 

ロウワー・ミドルマーケットにおけるスプレッド縮小およびレバレ
ッジ拡大、アッパー・ミドルマーケットにおける不安定さの狭間



“流動性の低いミドルマーケットへの投資を行う際には満期までの

投資を想定する必要があるため、一時的なものでも何かしらリスク

があれば基本的に除外します。”
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で、伝統的ミドルマーケットが最も安定した動きとなっています。伝統的ミドルマーケットのスプレッドは近年概ね
安定的に推移しており、レバレッジは全般にわずかに上昇するも大きく上昇はしていません。そのため、伝統的ミ
ドルマーケットはまさにスウィートスポットであると考えています。

ミドルマーケットにおいて投資を避けているセクターを教えてください。

簡潔に言うと、変化の少ない保守的なセクターを選好しています。レバレッジド・ローン指数におけるデフォルトの
80％は私達が投資していないセクターで生じています１。私達は、石油やガス、鉱業などのシクリカル・セクターに
は投資しておらず、レストランや小売などのセクターも選好していません。流動性の低いミドルマーケットへの投資
を行う際には満期までの投資を想定する必要があるため、一時的なものでも何かしらリスクがあれば基本的に
除外します。

現在の市場における案件引き合いの状況について教えてください。

過去2年間は非常に魅力的な案件フローがもたらされました。2017年の新規発行額は2007年以降で最高
の水準を記録しましたが、特に、借り換え案件に比して投資家にとっての条件が有利となる傾向のある新規バ
イアウト案件が全体の74％を占めた点は注目に値します。新規発行額は2018年も前年比3％増となり、再
び記録を更新しました2。このように、市場には潜在的な投資対象となり得る堅実なパイプラインが存在してい
ます。 

質の観点からみると、ベアリングスでは通常、350以上のプライベート・エクイティ企業からもたらされる年間
1,300件以上の案件を精査し、そのうち約4～6％の案件に投資しています。過去3年間では、140以上の
異なるプライベート・エクイティ企業がもたらす案件に投資しました。案件を精査する際には、可能な限り多くの
投資機会を検証し、不利な取引の選択を避けたいと考えています。より多くの案件を検証し、案件提供元の
分散を図るには最前線の位置付けにいることが最も重要です。 

資金需給の動向について教えてください。

北米のバイアウト・ファンドでは過去2年間で3,500億米ドル以上のドライパウダーが積み上がっており、足元のド
ライパウダー総額は約8,000億米ドルに達しています３。この巨額の資金が投資先を求めており、同―案件に
より多くの資金が集中する結果、前述の通りスプレッドの縮小や投資家保護の緩和などの事態が発生してい
ます。しかし、案件の供給もまた静的ではありません。2023年および2024年には約5,500億米ドルのミドル
マーケット・ローンの満期到来が予定されています2。このため、ミドルマーケットの需給ダイナミクスは全般的にか
なり良好と思われますが、前述のように競争のダイナミクスが融資先の企業規模により大きく異なるため、ミドル
マーケット全体として一般化することは困難です。

1. 出所: S&P　2018年12月31日現在
2. 出所: Refinitiv　2018年12月31日現在
3. 出所: Preqin　2018年12月31日現在
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最後に、クレジットサイクルの最終局面にある現在、投資家はプラ
イベート・クレジット投資をどのように捉えるべきでしょうか？ 

近 、々次のクレジットサイクルへの移行が想定されるため、投資家にはミドルマーケッ
トの現状を十分に理解することを推奨します。マネジャーの投資スタイルを理解し、
言ったことが実践されているかどうかをチェックし、リスク（および収益）の源泉を理解
することも必要です。マネジャーが優先担保付債務で10％のリターンを目指している
場合、そのリターンを達成するためにどのようなリスクを取っているか詳しく調べる必要
があります。とくに優先担保付債務においては、ベータ・リスクをあまり取らないことが
賢明です。また、マネジャーのプラットフォームそのものも検証する必要があります（大
型案件の遂行能力、資本構造のあらゆる部分への投資能力、市場における競争
力、投資家との利害一致、クレジットサイクルを乗り切るために必要な分散された資
金源、景気後退期もしくはクレジットサイクルを経た実績、など）。

ミドルマーケット・ファイナンスにおける投資機会は依然として魅力的であると私達は
考えています。しかし、今後数年間においては、投資案件レベルおよびマネジャー・レ
ベルにおける選別性が投資家にとってさらに重要性を増すものと思われます。

Ian Fowler（イアン・ファウラー）、 CFA
北米プライベート・ファイナンス・グループ共同責任者

北米プライベート・ファイナンス・グループ共同責任者、北米プライベート・フ
ァイナンス投資委員会メンバーおよびBarings BDC, Inc. (NYSE: 
BBDC)代表。北米プライベート・ファイナンス投資の組成、引受および管
理を担当するチームを率いる。1988年からの業界経験を有し、ミドルマー
ケット向け優先担保付ローンやメザニン、共同投資案件の組成、引受およ
び管理など商業融資の分野で幅広い経験を有する。2012年のベアリン
グス入社前は、ハーバー・グループにおいてシニア・マネジング・ディレクターの
責務を担った。それ以前は、共同設立者となるフリーポート・ファイナンシャル
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オ大学にて優等学士号取得。CFA協会認定証券アナリスト。
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