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プライベート・クレジット市場展望

市場は正念場を迎えています。多くの投資家は、今後数カ月(または数年)を展望し、プライベート・クレジット市場に
おいて何が齎されるのかを見極めようと模索しています。結論から言えば、多くの側面において現在のボラティリティは
大きな投資機会を提供していますが、ダウンサイドを管理することも極めて重要です。

新型コロナウイルスおよび長引く世界的な都市封鎖が、プライベート・クレジットに難題を齎したことに疑いの余地はなく、世界金
融危機のような過去の市場イベントとの比較においても、その影響度は急速かつ厳しいものとなりました。2020年1月から2月
にかけて好調なパフォーマンスを示した企業の中には、翌月には需要減退から売上がほぼゼロにまで落ち込む企業すらありまし
た。新型コロナウイルス問題の沈静化および景気減速が緩和される転換期を正確に予見することは現状において不可能です
が、多くの企業において、特に外出禁止令の影響を受けやすい産業においては、完全回復に向けた長い道のりに直面している
可能性が高いものと思料されます。 
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斯かる状況下にあっても確かな希望の光はあります。プライベート・クレジットの資産クラス特性は、広範にシンジ
ケートされる市場性の高いバンクローン（以下「バンクローン」という）に比して、潜在的なイールド・プレミアムおよびよ
り強固なコベナンツによる下方プロテクションを有するプライベート投資を通じ、質の高い企業に対する投資機会
を提供することにあります。しかし斯かるプライベート・クレジット投資においても、投資戦略および投資対象の差
異によって、魅力的なリスク調整後リターンを齎すのに適したポジションを有するものとそうでないものが混在してお
り、今後はダウンサイドを効果的に管理することによる差別化こそが鍵となるでしょう。  

過去数年に亘り、弊社はEBITDA（利払い前、税引き前、減価償却前、その他償却前利益）が1,500万から
5,000万米ドル規模の「伝統的」、換言すれば「真のミドルマーケット企業」群こそ、最も魅力的な投資価値を
提供するものと考えてきました。当該セグメントにおいては、資本構造上より保守的な部分、すなわち第一抵当
権付き優先債権に特に価値を見出しており、流動性の低い投資に最良となる産業に注力する一方で、小売、
外食および石油・ガスといった産業を回避しています。 

後期サイクルにおける運用者のスタイル・ドリフトの結果が現実のものとなる時

現時点においては、一般的に伝統的なミドルマーケット企業群は、より小規模または大規模の同業他社比にお
いて潜在的な優位性を有するものと考えています。まず、斯かる伝統的企業群はミドルマーケット市場下位1に属
する企業群との比較において、より高い企業価値を有する傾向が高いことは言うまでもありませんが、当該下位
に属する企業群は、通常、財務上の困難に直面した場合、取りうる財政的オプションが少ないことから、デフォル
ト時における潜在的な損失率が高くなる傾向があります。他方、ミドルマーケット市場上位2にある企業との比較
においては、上位企業は短期的なショックおよび景気後退期において、より追加的な資金調達を要する傾向が
高くなります。 

斯かるミドルマーケット市場におけるスイート・スポット（伝統的ミドル・マーケット）は、近年に至るまで、当該市場に
おけるそれ以外のセグメントで散見される過度のリスクテイク姿勢から隔絶されてきました。特に、この数年におい
ては、プライベート・クレジットの後期サイクルにあって、同時期に特徴的なスタイル・ドリフトが市場広範に散見され
るようになりました。より多くのマネジャーが大規模ファンドによる資金調達を重ねるにつれ、資金潰し的な性格を
帯びた案件が成立するようになりました(図1)。ファンドにより調達された資金は、通常、予定された一定期間（2
～3年）を通じて徐々に消化されますが、より小規模で伝統的なミドルマーケットの投資機会を発掘するよりも、
ミドルマーケット上位企業（当該市場における大規模企業群）に対する大規模案件に投資することの方が、大
型ファンドのランプアップを行う上で遥かに効率的です。

1. EBITDAが1,500万米ドル以下の企業 
2. EBITDAが4,000万米ドル以上7,500万～1億米ドル以下の企業

図1:  グローバル・プライベート・デットの資金調達額は過去10年でほぼ4倍に

出所:  Preqin　2019年12月末現在
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図2: レバレッジ水準の推移

出所:  Reuters LPC　2019年12月末現在
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高いレバレッジ水準
ミドルマーケット市場においては、バンクローンとの境界線が曖昧となる案件が散見される
ようになり、中にはバンクローン企業のレバレッジ水準に漸近するものもありました。実際、
前回のサイクルにおいては、バンクローン市場におけるレバレッジ比率がピーク時には7倍
以上となる中、米国ミドルマーケット市場におけるレバレッジ比率は5.5倍に留まっていた
一方、今次市場混乱の直前には、バンクローン市場のレバレッジ比率が約6.8倍となる
中、米国ミドルマーケット市場のレバレッジ比率は平均6.2倍程度まで上昇していました 
(図2)。ただし、伝統的な第一抵当権付き優先債権のレバレッジは引き続き4.5倍程
度に留まっており、ミドルマーケット市場下位に属する企業においても、レバレッジ比率は
低い水準に留まっていたものの、過去の水準と比較して大きく上昇しました。
 

斯かる状況に加え、実質的にはシニアおよびメザニン・トランシェのハイブリッド債権である
ユニトランシェへの需要拡大により競争が激化した結果、期待リターンを維持するための
手段としてレバレッジの上昇が継続しました。結果的に、よりレバレッジの高い優先債権
は伝統的な優先債権に比べてはるかに高いリスク特性を有し、当該債権の構造は実
際にはかなりアグレッシブであるにも関わらず、より保守的なシニア債権として市場に出回
ることで、投資家が必ずしもリスクに見合ったリターンを享受出来ていなかったケースも散
見されました。当該案件の多くは、高レバレッジ且つEBITDAに対する調整項目を企業
が現金化する際の執行リスクも非常に高く、本質的にはメザニンおよびエクイティのリスク
特性を包含した「メクイティ」に類似したものでした。 

斯かる案件は、最終的に甚大な手元流動性の問題を引き起こす可能性が高く、実際
既にそのような事象が発生しています。弊社は次の市場の低迷は企業の手元流動性
に起因する可能性が高いと考えてきましたが、新型コロナウイルスはそれを現実のものと
したのみならず事態を更に深刻なものとし、ミドルマーケット企業はキャッシュフロー上の深
刻な問題を抱えています。米国の給与補償プログラム（PPP）は、当該問題に直面する
企業の多くが利用できることから短期的なサポートとなりますが、長期的な見通しは非
常に不透明であり、パンデミック期間およびその深刻さに大きく左右されるものと考えて
います。
 



BARINGS INSIGHTS  2020年6月  4

緩い契約条件
ここ数年において、レバレッジの上昇に加えコベナンツおよび構造的保護の脆弱化が進
んだことは、企業が流動性の問題に直面した際に問題が十分に認識されない可能性
があることを意味しています。コベナンツ・ライト案件は、バンクローン市場においてはより容
易に投資家がローンを売却することが可能であるため必ずしも問題とはなりませんが、流
動性の低いプライベート・クレジット市場においては、損失を管理する上で重要な役割を
果たします。最も基礎的な保護として、財務制限条項は、借り手企業が特定の財務指
標を満たしているかを確認することにより貸し手は企業業績動向を捕捉することが可能
となります。また、借り手企業に問題が発生した際にはいち早く交渉の席に着くことを可
能にしています。 

斯かるコベナンツの性質により、強固なコベナンツが存在しない案件は、デフォルトの深刻
さおよび最終的な回収価値に対して重大な影響を及ぼす可能性があります。契約条
件の緩和はミドルマーケット市場全般に広がっているものの、ミドルマーケット上位企業に
おいてはその傾向が最も顕著であり、過去数年において約50%がコベナンツ・ライト案
件であった一方、伝統的なミドルマーケット企業に対するコベナンツ・ライト比率は約20％
に留まっています。緩い契約条件による高レバレッジの案件は、実質的には流動性を有
するバンクローンに類似したリスク特性を有するにも関わらず、プライベート・クレジット市場
における非流動性商品として投資家に提供されることによって、十分な非流動性プレミア
ムを投資家に支払わない形で組成およびプライシングされていることを意味しています。 

投資機会へのアクセス
 
伝統的な第一抵当権付き優先債権は、ミドルマーケット市場における過度のリスクテイ
ク姿勢から隔絶されてきました。ミドルマーケット企業の資金調達ニーズを満たす能力お
よび意欲を兼ね備えた貸し手にとって、当該債権は引き続き魅力的な投資機会および
長期に亘る良好なリスク調整後リターンを提供するものと考えています。特に米国におい
ては、ミドルマーケット市場は数百万の米国民を雇用する20万社以上の企業によって
構成され、経済の中核を成しています。当該企業の大宗は、公開された資本市場への
直接的なアクセスを持たず、資本の調達手段として専らプライベート・クレジット市場に依
存していることから、当該市場に参加する投資家、とりわけ長期化する低金利環境下に
おいて利回り獲得を目指す投資家にとって、投資機会が消滅する可能性はないものと
思料されます。 

バンクローン市場から波及した混乱は継続している一方で、ミドルマーケット企業群におい
ても、ボラティリティに耐えるべくより適切に対応できる企業および産業が存在します。当
然ながら、エネルギー産業はパンデミックによる原油価格の低迷により大きな打撃を受
けています。また、世界各国におけるあらゆる都市封鎖に関する措置が施される中、航
空、外食および小売産業も顕著な影響を受けています。 

流行に左右されやすい産業のリスク
弊社の見解では、外食および小売といった所謂「流行に左右されやすい産業」は、今般
の危機に先立って既にリスクが顕在化し、仲介機能の脆弱性の拡大および投資期間
中における混乱を齎すと考えていました。eコマース拡大による小売産業における混乱は
その好例ですが、外食産業においてもフード・デリバリーという消費者の新たな形態が従
来型の外食産業のビジネス・モデルの脅威となり、各企業はシェア低下の危機に直面し
ています。投資期間が5~7年に亘る典型的なプライベート・クレジット投資において、斯
かる産業における進化または変化の不確実性の高さに鑑み、投資妙味は低いものと考
えていました。 

3. 出所: Reuters　2018年12月末現在
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弊社は、信頼性が高くディフェンシブな産業は、困難な状況に耐えるべくより適切に対応できる傾向が高いと考
えています。また、発行体の分散も特定の産業に見られる脆弱性からポートフォリオ全体のパフォーマンスを守る
上で重要です。流行に左右されやすい産業のリスクに加え、弊社は石油・ガスまたは鉱業といった景気敏感産
業への投資も行っていません。実際に、過去5年間のレバレッジド・ローン市場におけるデフォルトの約80%は、
弊社が投資を行っていない斯かる産業において発生したものです。ミドルマーケットの案件を検討する際は、市
場の非流動性を勘案し、弊社は満期保有することを前提にしています。

さらに、過去10年間のプライベート・クレジット市場の大幅な成長により、当然のことながら、より多くのミドルマー
ケットの発行体が経営的ストレスに晒されることとなるでしょう。前述の緩い契約条件、高いレバレッジ水準およ
び新規参入者の急増は、当該資産におけるディストレス投資機会の増大に寄与する要因となり得えます。 

次に何が起こるのか? 

新型コロナウイルスおよび関連する経済減速の長期的な影響を定量化することは不可能であり、状況は改善
する以前に悪化する可能性すらあります。しかしながら、プライベート・クレジットについては、長期的な観点に立
脚する場合、ボラティリティから齎される潜在的な上振れリスクが存在します。近年、競争の激化、透明性の欠
如およびある程度のスタイル・ドリフト（前述の通り、これにより市場のダイナミクスが幾分歪められていた）によっ
て特徴づけられた資産クラスにとって、今般の市場イベントは耐久性に優れた戦略とそうでないものを明らかにし
選別することとなるでしょう。 

実際に、運用者および投資家は、今日直面している投資上の難局を乗り越える上でも、新型コロナウイルスが
世界で巻き起こす悪影響に立ち向かう上でも、リスク管理および経験値が最も重要だと見直しています。当資
産クラスへの投資に関しては、第一に適切な時期に資本を投入することが、第二に困難な時期を通して投資
を管理することが重要です。不確実性が高まる斯かる環境においては、投資家は景気サイクルの上昇・下降両
局面を通じて運用経験を有する運用者に委ねることが肝要です。 

現時点における疑問はこの危機がいつまで続くのかであり、企業がそれに耐えるに十分な流動性を有している
かです。弊社では、長期的な低需要環境に耐え得るか否かを見極めるべく、投資する全ての企業に対する再
審査を行った上でストレステストを実施しています。斯かる分析の一環として、流動性を即座に必要とする企
業、将来的に資金を必要とする可能性のある企業またはこの危機に耐えるべく適切に対応することができる企
業に区分しています。 

現在の難局にもかかわらず、プライベート・クレジット市場は引き続き魅力的であり、当該資産クラスは長期に亘
り確実なリスク調整後リターンを提供してきました。新規案件フローが回復し、需給状況が正常化し始めれば、
危機後の環境は危機直前に比してより魅力的なものとなる可能性が高いと思料されます。具体的には、資金
投入に際し貸し手にとってより良好な条件および優れたリスク調整後リターンを齎すような、より魅力的な価格
設定、レバレッジの低下およびより強固な構造的保護が得られる良好な投資機会となるものと考えています。
弊社は、高いレバレッジまたは緩いコベナンツによる利回り追求を行うことなく、規律ある投資アプローチを堅持
し、真のミドルマーケット市場に注力し続けた運用者こそが、この短期的なショックに耐え、長期的な投資機会
を収益化する上で最適に対応できるものと考えています。

4. 出所: S&P　2018年12月末現在
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ベアリングスは3,270億米ドルの運用資産残高を有するグローバルな金融サービス企業であり、多様化するお客様の
投資および資本ニーズに応えることを最大の目的としています。アクティブ資産運用および案件組成力を通じ、革新的な
投資ソリューションと、パブリックおよびプライベート資本市場双方における差別化された投資機会へのアクセスをご提供
します。ベアリングスは親会社であるマスミューチュアル・フィナンシャル・グループのサポートのもと、北米、欧州およびアジア・パ

シフィックの各拠点に配置されたビジネスおよび投資プロフェッショナルを通じ、グローバル各市場におけるプレゼンスを
維持しています。


