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FIXED INCOME

グローバル・スペシャル・シチュエーション投資グループ責任者のStuart Mathieson（スチュアート・マチ
ソン、在ロンドン）と、グローバル・スペシャル・シチュエーション戦略の共同ポートフォリオ・マネジャーBryan 
High（ブライアン・ハイ、在米国）が、ディストレスト債券投資の今後の展望を語ります。

Stuart Mathieson（スチュアート・マチソン） 
マネジング・ディレクター

Bryan High（ブライアン・ハイ）
マネジング・ディレクター
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ドライパウダーは今後
どこに向かうのか
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最近、ハイイールド企業のレバレッジ水準が欧米ともに上昇していますが、これは投
資機会となりますか？

Stuart:ハイイールド資産市場に巨額の資金が流入した結果、企業やプライベート・エクイティ・スポン
サーが、B格やCCC格などアグレッシブな案件を組成するケースが増えていることは事実です。デフォル
ト率はこれまでのところ低位安定していますが、今後いずれかの時点で上昇してくることは避けられませ
ん。しかし私達は、資本の効率的な投下のために高いデフォルト率を必要とする訳ではありません。私
達のスペシャル・シチュエーション戦略においては通常、安定したデフォルト環境下においても、2年間で
顧客資金の約80％を実際に投資することに成功しています。これは、統合的なクレジット投資プラッ
トフォームの活用、資産の広範なカバレッジ、投資機会の多寡に応じてファンド規模を調整する私達の
能力がその背景にあるものと考えています。

Bryan: 米国のスポンサーは、豊富な投資待ち資金と非常に厳しい競争環境を背景に、（投資にお
いて）高いマルチプルを支払っています。そうした中で高いリターンを達成するため、同時にレバレッジの水
準を高めつつあります。こうした計画が裏目に出た場合、彼らにとっての逃げ道はなくなりますが、ストレ
ス状態にある、あるいはディストレストのクレジット投資に精通したマネジャーには投資機会が創出され
ます。

“米国のスポンサーは、豊富な投資待ち資金と非常に厳しい競争環境

を背景に、（投資において）高いマルチプルを支払っています。”

投資先企業の運営に深く関与することはどれくらいあるのでしょうか？

Bryan: 私達は基本的に、スペシャル・シチュエーション・ポートフォリオで保有する企業の全てを買収し
たり、経営に関与することは想定していませんが、必要が生じた場合には経営に関与する能力を有して
います。企業が経営難の環境を歩む過程においては、私達が「会議で席を得る」ことで顧客にとって最
も有利な結果を引き出すための支援を提供できる場合があります。一部のケースにおいては、より強固
なバランスシート、新しい取締役会や経営陣などを提供できる企業に変貌するための事業再構築を
手助けできる場合があります。

どの程度の投資リターンを目標としていますか？

Stuart: スペシャル・シチュエーション戦略においては、10％台半ばのネットIRRの達成を目指してい
ます。この目標を達成するために、投資対象とする市場や戦略の中から最良の相対価値に基づく投
資機会を柔軟に選別します。ディストレスト債券投資で15％のIRRを達成できれば十分な水準と考
えます。また、事業は好調ながらバランスシートの傷んだ企業に投資し、設備投資のための資金提供
および債務の株式を通じた経営権の取得により、企業価値を創出し投資倍率2倍を狙える投資機
会についても、同様に十分な水準と考えます。

地域的には現在どの地域に相対価値の面から投資魅力がありますか？

Stuart: 投資チームは、ベアリングスの統合的なクレジット投資プラットフォームの一翼を担っており、
多くの場合十分なリサーチカバーが行われていない幅広い発行体に関する内部リサーチにアクセスした
り、投資対象市場に関する見通しが共有できるなどのメリットを有しています。過去数年は欧州により
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多くの投資機会を見出してきましたが、今後に向けては米国にお
いて投資機会が増加してくるものと考えています。米国の案件は
価格面で魅力的である他、米国のバンクローンおよびハイイールド
債券市場は欧州の5倍の規模を有しています。この理由により、
仮にデフォルト率が低位で推移したとしても、現在カバーしている
広範な資産を鑑みて、十分な数の魅力的な投資機会を調達す
ることが可能であるものと期待しています。

逆に、投資を避けたい国はありますか？ 国・地域
（Jurisdiction）は投資においてどう影響しますか？

Stuart: 私達は米国と欧州先進国において投資機会を追求
しますが、一部の国には警戒的な姿勢で臨んでいます。好例はイ
タリアです。イタリアは家族経営の企業から構成される中小型企
業が主流の市場であり、大規模なシンジケート案件がかなり限
定的です。事業の創設者やそのファミリー・メンバーは、プライベー
ト・エクイティ・スポンサーに比べ、その動向予測が容易ではありま
せん。また、（破綻処理において）事業再構築プロセスを伴うケー
スもこれまで限定的で、その結果も広く認知されていません。これ
らの理由により、私達はイタリアでの投資実績を有していません。

私達は全ての案件においてダウンサイド・リスクを引き受ける必要
があるため、それぞれの国における事業再構築や破綻に関するゲ
ームのルールを理解しておくことが重要です。英国では、明確に定
義された破綻に対応するための制度が広く認知されており、執行
の手順も分かりやすいため、太宗のマネジャーにとって取引しやす
い市場となっています。

欧州では、英国の他に、フランス、ドイツ、スペインに通常投資し、
私達のアプローチを適宜実践していますが、フランスでは株式の
質入れがほぼ不可能であり、企業とその株主がいかなる交渉に
おいても強力な立場にあるため、取引を行うのが困難な場合が
あります。このため、フランスの投資機会への配分資金は英国に
比してはるかに少額となっています。ただし、フランスにおいては過
去に多くの取引を行った実績もあり、同国のプロセスには精通し
ています。

セクター別では、リテール業界が足元大きなストレス
に見舞われていますが、この点についての見解を教え
てください。

Stuart: 目抜き通り沿いのリテール店舗の状況はそれほど深刻
ではないと考えています。しかし、ポートフォリオでは現在リテール・
セクターへの投資は行っていません。私達はリテール業界の今後
の方向性を非常に警戒しています。とくにほぼ大半のリテール業
者にとって問題となっているコスト増について懸念しています。オン
ライン販売の浸透により店舗販売の売上高が世界的に減少し
つつある中、成功を収めている企業ですら過去の店舗販売に掛
かるコストの削減を迫られています。同時にこれらの企業は、オン
ライン・プラットフォーム上のサービスにも新たなコストを割く必要が

あります。顧客に対する商品の配送や返品の経済性確保は課
題です。また、競争激化を背景に最低価格での商品提供を行っ
ている企業もあり、利益率にも極めて大きな下押し圧力がかかっ
ています。

もう１つストレスの大きいセクターであるエネルギー・
セクターには投資機会はありますか？

Bryan: エネルギー・セクターには、いくつかの割安な投資機会が
存在しています。しかしながら私達は、様々な投資アイデアで分
散されたポートフォリオを構築することを目指しており、当該戦略
におけるエネルギー・セクターへの投資比率上限を20％に設定し
ています。原油や天然ガスなど商品価格の変動がポートフォリオ
の最終的なリターンのドライバーとなるようなことは避けたいと考え
ています。エネルギー・セクターにおいては、特定分野への過度な
集中を避け、海上探査・生産、陸上掘削、サービス、米国陸上シ
ェールガスなどサブセクターの分散を図っています。

市場見通しに関して何か付け加えることはあります
か？

Bryan: 今後数ヶ月～数年を展望すると、ストレス状態にある、
あるいはディストレストの魅力的なクレジット投資の機会が引き続
き広範に市場にもたらされるものと期待しています。米国および
欧州の双方で幅広くアンテナを張り、大幅ディスカウントとなったク
レジットに投資する、または事業再構築プロセスにおいて経営権
を取得する柔軟性が必要不可欠です。今後数年で新たなクレ
ジット・サイクルに入ることになると思われますが、現時点において
幅広い投資機会が見込まれており、資本投下を急ぐ必要はな
いと考えています。
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Stuart Mathieson（スチュアート・マチソン）
マネジング・ディレクター

欧州ハイイールド投資グループおよび欧州ハイイールド投資委員会メンバー。また、グローバル・スペシャル・シチュエーション投資グ
ループの責任者として、投資先企業の事業再構築や経営再建におけるベアリングス持分の管理やハイイールド・ポートフォリオ
の運用に従事。1999年からの業界経験を有し、非投資適格クレジット市場における幅広い経験を持つ。2002年のベアリ
ングス入社以前は、PricewaterhouseCoopers（ロンドン）の事業再生サービス・チームにて勤務。オックスフォード大学の
キーブル・カレッジにて化学士号取得。英国勅許会計士。

Bryan High（ブライアン・ハイ）
マネジング・ディレクター

米国ハイイールド投資グループおよび米国ハイイールド投資委員会メンバー。グローバル・スペシャル・シチュエーション戦略の共
同ポートフォリオ・マネジャー。グローバル・ハイイールド投資プラットフォームに跨るディストレスト投資を分掌。また、グローバル・ス
ペシャル・シチュエーション投資チームに対する投資アイデアの提供や、これらの投資ポジションのサイクルを通じた管理も担
当。2002年からの業界経験を有し、ハイイールド・ローンや債券、ディストレスト債券、プライベート・エクイティに跨る幅広い経験
を持つ。2007年のベアリングス入社以前は、Brookwood Associates LLCにおいてミドルマーケット向けの投資銀行業
務に従事。それ以前は、Bank of America Securities LLCにてレバレッジド・ファイナンスおよび事業再構築助言アナリス
トなどの業務に従事。ノースカロライナ大学チャペルヒル校にて経営学士号取得。
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