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市場全般に亘る回復は、様々な面から見て鮮明かつ持続力を兼ね備えたものの様に思われますが、その回復状
況は市場毎にまちまちであり、今後の行く末を予見することが極めて難しい市場もあります。ここでは、パブリックおよ
びプライベート市場における各投資プロフェッショナルが、向こう１年間に予想されるリスクおよび投資機会について議
論を交わします。
*本稿はパネル・ディスカッション（動画）を書き起こしたものです。
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クリストファー・スマート: 2020年は、これまでに経験したことのない１年でした。過去最長
の景気拡大局面の後、グローバル経済は近代史上最も深刻な打撃受け、各国政府が揃
って打ち出した施策がことごとく期待外れなものとなっています。まずは、市場はどの程度回
復しているのか、そしてなぜその道筋がまちまちと考えているのか、という点から始めましょう。リ
カルド、各国政府が拙速に景気下支えを止めるのではないかとの懸念はありますか？
リカルド・アドロゲ: その点について私たちはまさに懸念しており、ソブリン債投資の観点にお
いて直面している最大のリスクの一つです。グローバル・ソブリン債券市場残高は、パンデミッ
クすなわち新型コロナウイルス感染拡大以前から既に増加傾向にありましたが、パンデミッ
ク発生以降更に上積みされました。結果、今後、世界各国において起債抑制圧力がかか
る可能性があるものと見ています。もしそうなれば、向こう1年における新興国市場の回復は
全般に鈍化するかもしれません。
クリストファー・スマート: パブリック債券市場全体における回復状況はどうでしょうか。マーテ
ィン、2021年にデフォルトおよび破産は引き続き増加すると考えていますか？
マーティン・ホーン: パンデミックに関して言えば、現在は未だ回復の道半ばにあると思われ
ます。ワクチン開発に関するニュースもある一方で、その適合化時期については依然不透明
です。つまり、消費動向が通常化し始める時期は依然として不確実であることから、デフォル
トは2021年にかけても増加する可能性があるものの、その水準は新型コロナウイルス感染
拡大初期における予測に比してかなり低水準に留まるものと考えます。
図1: ハイイールド債券およびバンクローンのデフォルトは比較的低水準
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出所：Credit Suisse 2020年10月末現在

デフォルトに対して斯かる見方を持つ理由は、主に調達市場が閉ざされていないこと、すな
わち、投資家が企業に対するファイナンスに前向きであることが重要な要素となります（言う
までもなく、中央銀行の下支えもその一つではありますが）。斯かる環境下においては、ボト
ムアップ・アプローチにより企業評価を繰り返し行うことで、債券価格のみならず、長期的に（
場合によっては予想以上に混乱が長期化した場合であっても）事業の継続が可能である
かについても、一定の確信度を持つことが重要であると考えています。しかし、繰り返しになり
ますが、経済指標および報道が目まぐるしく変化する現状にあっては、想定が正しいか自問
することが必要です。
クリストファー・スマート: リカルド、新興国市場についてはいかがでしょうか。来年は、ソブリン
債のデフォルトの波が押し寄せるのでしょうか？
リカルド・アドロゲ: 今年のソブリン債券のデフォルトは僅かに増加しましたが、多くの場合2
つのタイプに大別されます。一方は、例えばレバノンのように、より大きな困難に直面し、債務
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不履行となった国です。２つ目は、債務の
履行継続が可能であるように見えるにも関
わらず、債務不履行を敢えて選択した国で
す。後者は主に、世界銀行および国際通
貨基金等の国際金融機関が関与した結
果であり、斯かる機関はここ数ヶ月間に亘
って、GDP対比の債務率が高い一部の新
興国に対し、融資を受ける条件として保有
する債務を前もってリストラクチャリングする
かまたは債権者に対し再交渉することを奨
励しました。これにより、今後デフォルトが増
加する可能性が高まるのみならず、斯かる
国々が将来的に資本市場へアクセスする
際の影響度を考慮すると、由々しき問題で
あると思います。
クリストファー・スマート: 株式市場に目を
向けると、ここ数年確認されてきた傾向が
更に加速し、国別およびセクター別毎にそ
のパフォーマンスの差異が拡大しているよう
に見受けられます。例えば、NASDAQは年
初来で驚異的な上昇を見せましたが、欧
州市場は全般的に大幅な下落となってい
ます。ハディア、現在の市場状況をどう見て
いますか？
ハディア・クーパー: パンデミック期間を通
じて、パフォーマンスを牽引してきたのは間違
いなくテクノロジー・セクターでした。これは驚
くことではないかもしれません。多くの企業
が在宅勤務を推進し、オンラインによる消
費および娯楽が増加したことによって、テク
ノロジーに対する支出が急増したことが背
景です。市場は現実から相当乖離してい
るのではないかと疑問視する向きもありま
すが、私たちは、この短期間に起こった市場
動向は、如何に企業の成長および効率化
の観点においてテクノロジーの重要性が増
しているか、如何に日常生活においてもテ
クノロジーが利用されるかという遥かに意義
深い構造的変化が端緒となっていると考
えています。
ベアリングスでは、企業を5年の投資ホライ
ズンにおいて分析し、投資先の長期的な
成長可能性を考慮に入れた投資を行いま
す。私たちが追求するのは、市場に認識さ
れていない企業の成長機会の捕捉です。
人口動態の変化から、クリーンエネルギーお
よびデジタル化の採用、中産階級の形成
状況およびライフスタイルの改善に至るま
で、斯かる要因は私たちの企業分析を刻
々と変化させ、今後の投資機会を形成す
るものとなるでしょう。

図2: ソブリン債券における高格付と低格付間のスプレッドは拡大傾向に
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出所: Bloomberg、J.P. Morgan 2020年11月4日現在
図3: 小売りにおけるオンライン・ショッピングの割合
25%

20%

15%

10%

5%

0%

中国

英国

韓国

米国

ドイツ

日本

インド

メキシコ

出所: eMarketer 2020
図4: テクノロジー主導: 半導体メモリやICチップ製造が需要を牽引
成長率 (単位：ゼタバイト)
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出所: Barings、Intel 2020年
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クリストファー・スマート: 資本へのアクセスが豊富にあると思われるもうひとつの市場は、プ
ライベート投資市場ではないでしょうか。 ミナ、プライベート・エクイティ投資家として、潤沢な
投資資金が限られた投資機会を追求する現在の状況についてどう思われますか？
ミナ・パチェコ・ナゼミ: プライベート市場における資金調達に関する数多くの報道を目にし
ますが、ここ数年、多額の資金が毎年調達されています（図5）。
図5: プ ライベート市場における資本の非効率性
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出所: National Center for Middle Markets、Burgiss

しかし、その内訳を見ると、PEファンドの資金調達は主に大企業向けの投資ファンドに偏っ
ています。実際、調達された資金の約80％は10億米ドル超の企業価値を持つ会社をタ
ーゲットとしたファンドであり、そのうち約60％は50億米ドル超の企業価値を持つ会社をタ
ーゲットとしたファンドです。相対的に企業規模の小さいミドルマーケット下部の会社をターゲ
ットとしたファンド・レイズは、全体のごく一部を構成するに過ぎません。斯かるターゲット企業
群の中には、目覚ましい成長を見せる最も魅力的な投資機会を頻繁に見出すことができ
ますが、大企業向けのファンド・レイズに比してごく少量となっています。
図6: 足元のドライパウダーの太宗は大型ファンドに集中
ビンテージイヤーおよびファンドサイズ別プライベート・エクイティのドライパウダー (単位：10億米ドル)
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また、米国においては、プライベート・エクイティ投資の観点から投資可能となるミドルマーケ
ット下部に位置する約20万企業群から成る投資ユニバースが存在します。私たちは、同市
場への投資が大きなリターンを提供する可能性が最も高いと見ており、多くの大企業向け
PEファンドに比べパブリック市場との相関がより低い傾向にあります。
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クリストファー・スマート: プライベート・エクイティにおいては、セクター間で状況が大きく異なっ
ており、中には今回のコロナ危機にうまく対処している企業もあるのではないでしょうか。
ミナ・パチェコ・ナゼミ: 仰る通りです。取引量の観点においては2020年は低迷しています。
取引量は回復基調にあるものの、キャッシュフローを維持出来ている企業はテクノロジーお
よびヘルスケア・セクターに集中しているのが現状です。
クリストファー・スマート: ジョン、不動産のプライシングにおいてパンデミックはどのような影響
がありましたか？長期投資かつバイ・アンド・ホールドの特性を有する不動産投資において、コ
ロナ危機はリスクテイクに重大な影響を及ぼしましたか？
ジョン・オッカーブルーム: これまでのところ、また今後も続くであろうと予想されるのは、ある
程度の余震を伴うボラティリティの上昇です。一部の例外はあるものの、ビッド・アスク・スプレ
ッドが拡大したことを背景に、不動産取引量はやや低迷しています。その結果、適切なプラ
イシングが困難となっています。
図7: 取引量は依然として低調 (単位：10億米ドル)
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出所: Real Capital Analytics、NAREIT、NCREIF、Barings 2020年9月現在

ボラティリティは主にパブリック市場において生じています。上場不動産企業の場合は、バリ
ュエーションの急落に加え、報道に大きく左右される傾向が顕在化しました。たとえば、ワクチ
ン開発への期待が高まるにつれて、足元REITは1日に約30％上昇しました。これは、年初
の急落に次ぐ大きな変動です 1。斯かるボラティリティは運用成果に大きな差異を齎す可
能性があり、2021年はコアからバリュー・アッドに至るまで、不動産投資家に多様な投資機
会が提供されるものと考えます。
図8: パンデミックによる不動産へのインパクト
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1. 出所: Real Capital Analytics、NAREIT、NCREIF、Barings 2020年11月11日現在
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クリストファー・スマート: 商業用不動産に関して、恒久的に変化したことはあります
か？また、オフィスおよび小売などのセクターに関する見通しをお聞かせください。
ジョン・オッカーブルーム: 商業用不動産に関しては、アルファ追求型の市場となる
でしょう。10ヶ月前までは価格が上昇し続けていたため、パフォーマンスの観点におい
て良好な資産と優良な資産とを見極めることは非常に困難でした。しかし状況は
一変し、市場を凌駕するパフォーマンスを提供できる蓋然性は、この数年との比較に
おいてより高まったと考えています。
オフィスに関しては、物理的なオフィスが引き続きワーキング・ライフの中心としてその
機能を維持するものと考えていますが、日々の通勤場所というよりは同僚と協業す
る場として見る向きが増えています。小売りに関しては、業界全体が大きな打撃を受
けているものの、不動産所有者およびオペレーターにおいては既に復活の兆しが見
られ始めています。小売り不動産業者は、物理的な拠点を活用するという点でイノ
ベーションに溢れています。多様なデリバリー手法が定着し始めていることから、特に
人口密度の高い地域における小売りを中心に、相対的に強気な見通しを持ってい
ます。
クリストファー・スマート: 適応性に関して言えば、一部の企業では、効率性を高め
るためのビジネス・モデルの変更ならびに新たなテクノロジーおよびツールの活用に関
して、大きなプレッシャーに晒されています。一方、新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、旅行、ホテルおよびライブ・エンターテインメント等、今後も長期間に及ぶ影響
が想定されるセクターもあります。マーティン、これらのトレンドは恒久的なものだと思わ
れますか？
マーティン・ホーン: 恒久的なトレンドという観点においては、テクノロジーに関するハ
ディアのコメントに同意します。新型コロナウイルスは間違いなく経済のデジタル化を
加速させており、約1年に及ぶ在宅勤務およびオンライン・ショッピング等の体験を通
じて、以前の状況に回帰することはもはや想定できないでしょう。ジョンが示唆した通
り、明らかにオフィスの行く末は今とは違ったものとなるでしょうし、明白ではないにして
も波及的効果があらゆる分野において発生することでしょう。例えば、オフィスにおい
て一日中働く人口が減少すれば、ビジネス用衣類に対する需要が元に戻ることは
ありませんし、対面によるミーティング機会が減少すれば、出張の回数もやはり低水
準に留まる可能性が高いと思われます。
他の産業においては、ビジネスに対して恒久的な混乱を及ぼす影響が軽微で、ワク
チンの開発および認可に伴い完全に正常化する可能性もあります。例えば、レジャ
ー向けホテルの場合、人々が再び休暇で旅行することができるようになれば、急回
復が見込まれますし、映画館およびエンターテインメントについても、ワクチンの普及
に伴い大幅に回復する可能性があります。
クリストファー・スマート: 企業が業績を牽引する方策を模索する中、合併および買
収が誘発される可能性はありますか？
マーティン・ホーン: 間違いなくその可能性はあります。今年は、パンデミックに関する
不確実性が高まったことにより、相当数の買収案件が見送られたことと思いますが、
今後M& Aの勢いが戻っても全く意外ではありません。企業がコアおよびノンコア事
業を見直し、ノンコア事業を売却することによりバランスシートをより適切な水準に戻
す上で、即効性の高い経営手法の一つです。もちろん、全てはタイミング次第であり、
斯かる取引に対する市場の反応にもよります。
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図9: 機関投資家のM&A向け新規債務発行残高 (単位：10億米ドル)
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出所: LCD 2020年11月6日現在

クリストファー・スマート: 今回のパンデミック発生以前から進行していた恒久的な変化の１
つとして、環境、社会、ガバナンス（ESG）課題に対する取り組みへの高まりがあります。ハデ
ィア、世界中で散見される社会的および政治的な変化と相俟って、パンデミックはESGに対
しどのような影響を齎しましたか？
ハディア・クーパー: パンデミックによりESG題課に更に注目が集まっていることに疑いの余
地はありませんが、投資家もESGを投資する上で考慮に入れることにより生じる前向きな
変化にますます注目し始めています。無論、依然として一義的には経済的な成果が最重
要課題ではあるものの、それに付随して社会、気候および公正な取引といった側面から好
ましい成果を齎す投資をマネジャーに求める投資家が増加しています。その結果、今後は
ESGの分析およびその活用が、企業、発行体および国のファンダメンタルを理解する上で必
要不可欠であると考えています。端的に言えば、ESGは投資先をより全体的に捉える上で
有効であり、ESG投資は刻々と進化しながらも、今後我々が如何に将来への投資を行う
かに対し影響度を持つと考えています。
図10: ESG格付け: 先進国および新興国市場
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出所: Barings、MSCI 2020年9月現在
*棒グラフはMSCIのESG格付における新興国および先進国企業の割合を表示

リカルド・アドロゲ: それは、ソブリン投資においても同様です。ソブリン債投資におけるESG
の重要性の高まりには目を見張るものがあります。ガバナンス面においては、政策の持続可
能性を理解することが非常に重要となっています。また、アマゾンの森林破壊やエチオピアの
干ばつ等、気候および環境問題が衆目を集めています。投資家は斯かる問題を重要視
し、私たちマネジャーに対し、各国政府とのエンゲージメントにより積極的にESGへの対応を
推進する期待が高まっています。
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ハディア・クーパー: エンゲージメントは非常に重要な点です。企業のESG評価を行う際に、
その企業の将来に向けての取り組みが現状と同様に重要になります。斯かる理由から、投
資家に対して企業価値の最大化を提供すべく、企業とのエンゲージメントを構築し、ESG
を実践することによって前向きな変化を起こすべく影響力を行使します。多様性受容の実
践、環境問題への取り組み、内部告発プログラムおよびその他の多くの観点等、エンゲージ
メントは特に従来のファンダメンタル分析からは把握できないリスクおよび投資機会を明らか
にする上で大いに役立ちます。
クリストファー・スマート: 私たちはまさに不平等および多様性に政治的焦点が置かれてい
る世界にいると言えます。ミナ、この問題は投資にどのような影響を齎しますか？
ミナ・パチェコ・ナゼミ: 確かに今年は、先進国市場および新興国市場の双方において政
情不安が台頭しました。米国における情勢不安は経済的不平等に端緒があるものと考え
ています。90年代初頭においては、黒人世帯およびヒスパニック系世帯の保有する資産の
中央値は１世帯あたり約25,000米ドルであり、今日も未だ同水準に留まっている一方、白
人世帯は、90年代約115,000米ドルであったものが、現在では175,000米ドルまで増加
しています（図11）。
図11: 資 産の中央値のギャップ（1992–2016年、民族/人種別、1兆米ドル）
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出所: 2016 Survey of Consumer Finances、Federal Reserve Board 2017年9月現在

私たちはプライベート・エクイティに投資するにあたり、女性の登用またはその他多様性を備
えた企業に投資機会があると考えています。米プライベートエクイティ・ヘッジファンド業界団
体（NAIC）のデータに拠れば、過去18年間において女性の登用もしくはその他多様性を
備えた企業に投資したプライベート・エクイティ・ファンドは、同業他社およびベンチマークの上
位四分の一を上回っています（図12）。
図12: 多様性はプライベート市場のアウトパフォームを牽引
NAIC PEインデックスIRR vs ベンチマーク（2000–2018年）
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出所: National Association of Investment Companies 2019年現在
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“新型コロナウイルスは間違いなく経済のデジタル化を加
速させており、約1年に及ぶ在宅勤務およびオンライン・
ショッピング等の体験を通じて、以前の状況に回帰するこ
とはもはや想定できないでしょう。”

クリストファー・スマート: ジョン、不動産分野についてはいかがですか？ESGは今後の投資
機会にどのような影響を持つと思われますか？
ジョン・オッカーブルーム: 他のメンバーが述べたように、ESGは分析および事業運営上の重
要な要素であると考えています。ESGの観点に立脚し達成しようとする目標と、賃貸料お
よび入居率を維持する上での目標との間には、共生的な関係があります。効率的かつテナ
ントが強く望む傾向があるクリーン・エネルギーについては、大きな投資機会が存在する可能
性があります。また、不動産投資においてはESGに関連したリスク要因が存在します。例え
ば、海面上昇、暴風雨、火災および洪水に関連するリスクは、物件に物理的な影響を与え
る可能性があります。その意味において、ESGは私たちの投資プロセスにおいて引き続き必
要不可欠な役割を果たすものと思います。
クリストファー・スマート: 弊社投資プロフェッショナルが議論してきた数々の問題について熟
慮するとともに、斯かる問題によってどのように投資機会が生じるかを注視していることがお
分かり頂けたのではないでしょうか。パンデミックによるリスクが後退するにつれ経済は再び成
長を遂げ、投資はリターンを生み出すこととなるでしょうが、その道筋は容易ではありません。
政治問題、技術革新および進化を遂げる社会的価値の中にあって、短期的には苦戦を
強いられるとしても、前途有望な領域は存在します。言うまでもなく、今回の景気サイクルに
おける投資機会は、過去のそれとは大きく異なるものとなるでしょう。
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