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Important information 

This material has been prepared solely for purposes of illustration and discussion. Under no circumstances should the information 
contained herein be used or considered as an offer to sell, or solicitation of an offer to buy any security. The information contained herein 
is proprietary and may not be reproduced or circulated in whole or in part.  

All information, including performance information, has been prepared in good faith; however, Partners Group makes no representation 
or warranty express or implied, as to the accuracy or completeness of the information, and nothing herein shall be relied upon as a 
promise or representation as to past or future performance. This material may include information that is based, in part or in full, on 
hypothetical assumptions, models and/or other analysis of Partners Group or any of its affiliates (which may not necessarily be 
described herein), no representation or warranty is made as to the reasonableness of any such assumptions, models or analysis. The 
information set forth herein was gathered from various sources which Partners Group believes, but does not guarantee, to be reliable. 
Unless stated otherwise, any opinions expressed herein are current as of the date hereof and are subject to change at any time. All 
sources which have not been otherwise credited have derived from Partners Group. 

The projections, forecasts and estimates of Partners Group contained herein are for illustrative purposes only and are based on Partners 
Group’s current views and assumptions, which are subject to change at any time. Such projections, forecasts and estimates involve 
known and unknown risks and uncertainties that may cause actual results, performance or events to differ materially from those 
anticipated in the summary information. Partners Group expressly disclaims any obligation or undertaking to update or revise any 
projections, forecasts or estimates contained in this material to reflect any change in events, conditions, assumptions or circumstances 
on which any such statements are based unless so required by applicable law. 

Private market investments are speculative and involve a substantial degree of risk. Private market investments are highly illiquid and 
are not required to provide periodic pricing or valuation information to investors with respect to individual investments. There is no 
secondary market for the investors’ interest and none is expected to develop. In addition, there may be certain restrictions on 
transferring interests. Past results are not indicative of future performance, and performance may be volatile. 

All Partners Group investments mentioned herein were made on behalf of the firm’s clients, not on behalf of Partners Group Holding 
AG or any of its affiliates. 

Material notes to readers based in the United States of America. This is a publication of Partners Group AG and is for informational 
purposes only. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy any security. Products or funds mentioned in this publication are 
not available to U.S. based investors. 

For use with institutional investors only. Not for use with retail investors.  

All images are for illustrative purposes only. 
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2018年のパートナーズ・グループのプライベート市場ナビゲーターをお届けします。プライベート市場ナビゲーターでは、全て

のプライベート市場の資産クラスに対する中期的な見通しと投資選好をお伝えしています。  
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プライベート市場の見通し 
グローバルなメガトレンドを活用する 
 

弊社では基本シナリオとして緩やかな経済成長が続くとの見通しを持っていましたが、こうした見通しが外

れる可能性が出てきている中で、魅力的な投資機会が引き続き生み出すようなグローバルなメガトレンド

から恩恵を受けているセクターに注目しています。 

 
歴史的な視点からすると、世界経済は比較的緩やかな成長軌道を維持しているものの、ファンダメンタルズの改善や、循環的な要因などに

より、2017年下半期には成長がやや加速しました。先進国市場全体にわたり、インフレや賃金上昇圧力はそれほど強くはなく、こうした状況

を背景に、各国中央銀行は前例のない金融緩和策を維持または緩やかに解除することが可能となっています。こうした順風満帆な状況が

企業業績の改善といった形で現れており、これにより、2017年の株式市場は（株価が単にマルチプル・エクスパンションにより上昇している

のではなく）堅調なリターンとなりました。こうした堅調な企業業績の伸びが持続可能であるかどうかは現時点ではまだ分かりません。企業業

績はここ3年間にわたりほぼ横這いの状態が続いていましたが、ここにきて比較的低い水準から拡大しつつあり、売上高の伸びの改善や、

米国の税制改革による支援材料のほとんどが株価に織り込まれてきています。 

 

弊社のベースケース・マクロ経済見通しによると、低水準ながらも着実な成長（今後、成長ペースがやや鈍化する可能性が高い）や、緩やか

なインフレ率の上昇が予想されるため、特定の地域（米国）では追加金融引き締めの条件が整うと見込まれます。ただし、その他の地域（ユ

ーロ圏や日本など）では緩和的な金融政策が維持される可能性が高いと考えられます。弊社では、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ

ペースについては、市場の対応可能範囲であると引き続き考えています。また近い将来、資本市場でより重大な調整が生じるとは予想して

いないものの、金利上昇により、今後株式の割高なバリュエーションが調整されていくものと考えます。 

今回の景気サイクルが9年目に入っている中で、現実の状況が弊社の基本シナリオとはそれる可能性が高まってきました。シナリオの議論

については、2017年下半期のプライベート市場ナビゲーターでも詳述しました。とりわけ、FRBのバランスシート縮小や、減税による米国の

財政赤字の拡大などにより、米国の長期国債の先行きについて不透明感が強まっています。次の表は弊社の基本シナリオと、それからそ

れた場合に考えられるテスト・シナリオを説明しており、これらのシナリオが資本市場のバリュエーションにどのような影響を与えるかを示して

います。テスト・シナリオは、様々な経済及び市場動向に対する、個別資産、セクター、またはそれら資産から成るポートフォリオの、頑強性

を評価するために使用することができます1。より不透明な見通しを踏まえ、各業界の中でリーダー的存在になっている、またはなることがで

きる資産や、市場におけるディフェンシブなサブ・セグメントにおいて事業を展開しながらも、変革的なトレンドの中で堅調な成長を遂げている

資産を探し出そうとしています。付加価値戦略（不動産においてテナント経験を強化する戦略や、企業及びインフラ・セクターにおいて規模を

                                                                    
1 The aim of this approach is to test assets on a standalone basis against a variety of potential outcomes rather than stress-testing risk at a portfolio level, which is instead carried out on a client-by-client basis. 

As such, the scenarios do not include a Global Financial Crisis scenario. 
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拡大し、有機的及び無機的な成長を促す戦略など）を実施することで、厳しいマクロ経済情勢の中でも資産をより強固にし、バリュエーション

を高めることができます。 

 

米国：高い成長を遂げ、なおかつダウンサイドに対する回復力のあるセグメントの探求 

米国経済は、マクロ経済サイクルの中では進んだ段階にあり、減速を示す兆候はほとんど見当たりません。実際に、今回はすでに第2次世

界大戦後で3番目に長い景気拡大になっています。失業率は17年ぶりの低水準にあり、消費者信頼感は好調に推移しており、企業支出も

ようやく上向いています。インフレ率はFRBの目標に近い水準で推移しており、産出ギャップが縮小しているにもかかわらず、賃金上昇圧力

は抑えられています。弊社では、GDP成長率が緩やかなプラス成長を維持すると予想しておりますが、税制改革がもたらす財政効果により

成長が加速する余地もあると考えます。こうした状況を背景に、FRBは利上げを通じて引き続き金融状況を緩やかに引き締めると見込まれ

ます。また、FRBはすでにバランスシートの縮小を発表しています。弊社では、全般的に逼迫している労働市場、産出ギャップの縮小、及び

FRBの政策担当者間における金融の安定性に対する懸念などを踏まえ、市場がすでに織り込んでいる水準よりも急速な利上げサイクルを

予想しています（今後5年でみて、フォワード・レートにより示唆されている約100bpの利上げに対して、200-250bpの利上げを予想）。以前

にも述べたように、前例のない異例の金融緩和策からの脱却は初の試みであるため、政策ミスを犯す余地が拡大しています。急速なペース

で金融引き締めが実施された場合、金融状況に影響が及び、経済成長が妨げられる恐れがあります。その一方で、ハト派寄りの政策が実

施された場合、インフレ率が加速する恐れがあります。 

したがって、弊社は、良好な変革的要因や構造的要因を有する市場セグメントで事業を展開している資産に、ソーシングの取り組みを集中さ

せています。こうした市場セグメントでは、指標全体により示唆されているよりも高い売上高の伸びを達成することが可能になります。さらに、

弊社は3年～5年の保有期間にわたって、持続性のある堅調な経済成長を予想し、それに依存するつもりはありません。したがって、景気後

退の局面でも安定したインカム収入が得られ、金利上昇に対する影響が限られるような実績のある資産に注目しています。 

これらの資産タイプは、非常に特定された変革的トレンドに乗っているような場合が多くあります。例えば、企業投資の分野で注目している投

資テーマは、老朽化している北米のインフラです。米国全体にわたり給水本管が破損しており、電力供給網が老朽化していますが、これまで

のところインフラの維持や刷新は注目されてきませんでした。米国のインフラ・セクターで、資金ギャップを補う投資機会が出てきている中で

はありますが、弊社は現在、むしろインフラ支出の増加から利益が上がるような関連業界において高いレラティブ・バリューを見ています。例

えば、米国では現在、年間24万件以上に上る給水本管の破損があると推定されています2。したがって、水漏れやガス漏れの点検や、建造

物の法令遵守状況の確認などを行うインフラ・サービス・プロバイダーにとっては、魅力的な事業機会が提供されていると考えられます。 

インフラ・プロジェクトに関して、弊社は進行中のシェールガス革命から収益を上げることを目指しており、特に天然ガスの下流部門の処理プ

ラントや輸出インフラに注目しています。実際に、米国は天然ガス生産量世界1位となっており、ここ60年間で初めて天然ガスの純輸出国に

なりつつあるため、投資機会がさらに浮き彫りになっています。 

不動産では、弊社はTier2都市に立地している資産に注目しています。Tier2都市では、堅調な経済ファンダメンタルズや、高い人口の伸び、

テクノロジーの拡大などが特徴となっています。とりわけ、弊社は快適な施設が豊富に存在する都会に立地している付加価値のあるオフィス

物件を選好しています。こうした立地は「生活・仕事・遊び」のライフスタイルを満たしており、占有率を引き上げたり、市場賃料水準でリース

契約を更新する余地を提供しています。 

欧州：構造的変化により投資機会が創出 

                                                                    
2 American Society of Civil Engineers, “2017 Infrastructure Report Card”, 2017. 
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ユーロ圏では2017年に景気が循環的に回復し、景気拡大は幅広い地域に広がっています。また、失業率が低下し、景気先行指標は景気

拡大の継続を示しています。マクロ経済サイクルにおいてユーロ圏は米国に後れを取っているため、ユーロ圏に対する弊社の見通しでは、

緩やかな経済成長や、米国との政策の違いに重点を置いています。ファンダメンタルズは引き続きEU加盟国の間で異なっており、一部の欧

州周縁国では非常に低い水準から循環的な回復が始まっています。ドイツやフランスを中心に、そこまでではないもののスペインでも、余剰

生産能力が縮小している一方で、イタリアでは依然として大きな産出ギャップが存在しており、トータル産出量は依然として金融危機前の水

準を6%下回っています。イタリア及びスペインの若年層（15～24歳）の失業率は依然として35％を上回る水準で推移している一方で、ドイツ

の失業率は37年ぶりの低水準となっており、若年層の失業率も7%を下回っています3。欧州周縁国の債務水準は高止まりしており、特にイ

タリアの銀行セクターでは、不良債権が増加するか、または預金が減少した場合、資本不足に陥る恐れがあります。ユーロ高を背景に、企

業収益の予想伸び率は低下しており、輸出は悪影響を受けると見込まれる一方で、域内貿易はユーロ高の影響をそれほど受けないと見込

まれます。こうした状況やインフレ圧力の弱さを背景に、緩和的な金融政策（資産購入や記録的低金利など）は継続される可能性が高いと

考えられます。資産購入額が縮小されている中で、ドイツ国債に対する欧州周縁国の国債のスプレッドはやや拡大する可能性があります。 

 

英国ではブレグジットをめぐる不透明感により投資が抑えられ、インフレ率の上昇により実質所得が目減りしている中で、英国経済は活力を

失っています。とは言え、住宅市場の軟化はこれまでのところロンドンに限定されており、労働市場は堅調に推移しています。ただし、ブレグ

ジットの交渉はほとんど進展しておらず、イングランド銀行がここ10年以上で初めての利上げに踏み切ったことにより、今後の経済成長に対

する不透明感が高まっています。 

英国では、投資アプローチはユーロ圏とは異なっており、ブレグジットからの（規制面や売上高の伸びへの）影響を受けにくい分野（ソフトウェ

ア・サービス、アプリケーション、アウトソーシングなど）において、現地での価値創造の牽引役となりえるような企業に注目しています。一

方、ユーロ圏では、グローバル化または汎地域化から恩恵を受ける立場にあるビジネスに重点を置いています。ユーロ圏では、全体として

売上高の伸びが低調なことや、改革実行が遅々として進まないことなどを背景に、成長トレンドの大幅な上昇がほとんど見込まれないことを

踏まえ、構造的な需要の変化から恩恵を受けている市場セグメントに注目する一方で、景気循環的な資産を避けています。民間及び公的セ

クターの両方においてコストの合理化や、テクノロジーに裏付けられたサービス提案の需要が多いことを踏まえると、ビジネス・プロセスのア

ウトソーシングや専門ソフトウエア・プロバイダーに投資することには根拠があります。 

インフラ・セクターでは、再生可能エネルギー目標、CO2削減、エネルギー安全保障へのユーロ圏のコミットメントに基づいて、再生可能エネ

ルギーを依然としてオーバーウェイトしています。風力発電は再生エネルギーの中では最も競争力のあるエネルギー源であると言えます。

建設コストの低下や、タービンの大型化かつ効率性の改善により、すでにEUの電力需要の10%を賄っており4、今後10年間においてシェア

は倍以上になる可能性があります。 

 

英国では、投資アプローチはユーロ圏とは異なっており、ブレグジットの影響を受けにく

い分野における現地での価値創造の牽引役に注目している。 

 

不動産では、値ごろ感のある住宅は依然として魅力的な投資対象であると言えます。多くの都市（ストックホルム、ベルリンなどの都市を含

む）では、居住用物件が不足しています。特に若年層は近代的で値ごろ感のある居住スペースを探すことにおいて十分なサービスを受けて

いないように思われます。アジアの多くの地域で以前に見られたように、欧州でもマイクロ・ハウジング（ライフスタイルに合った、使い勝手の

                                                                    
3 Eurostat, July 2017. 

4 Wind Europe, June 2017. 



 

7 
 

よい狭小住宅）が増加しており、このことは魅力的な投資機会を提供しています。賃貸向けや販売向けの住宅ユニットの新規開発も、魅力あ

る投資オプションになっています。 

アジア太平洋/新興市場：厳選したアプローチを追求 

新興市場の見通しは依然として良好であり、コモディティ輸出国や、ブラジル、ロシアの成長は加速しています。アジアのほとんどの経済状

況は良好に推移しており、低インフレ率を背景に金利は低水準に維持されています。インドの経済成長は鈍化しているものの、同国は依然

としてG20諸国の中で最も急速な成長を遂げており、高額紙幣の廃止による悪影響は徐々に後退しています。2017年に中国経済が堅調に

推移したことは市場に対するポジティブ・サプライズとなりました。ただし、金融引き締めや規制強化、財政状況の悪化を背景に、経済成長p
は鈍化すると予想されています。東欧はユーロ圏からのプラスの波及効果の恩恵を受けています。ロシアに対して現在科せられているEU
の経済制裁が撤廃されれば、東欧の成長率はさらに押し上げられると考えられます（東欧ほどではないが、ユーロ圏のGDP成長率も押し上

げられると予想される）。 

国により政治や法律、制度の枠組みが大きく異なるため、投資の観点からすると、ケースバイケースで各国を分析する必要があります。とは

言うものの、全ての新興市場は米国の金利や貿易政策の影響を受けます（ただし、程度の差はあり）。新興市場の通貨は、米国の金融政策

の決定に反応して突然変動する場合があり、米ドル建て債務の割合が大きい国（トルコ、マレーシア、及びブラジルなど）に対して広い範囲

に影響が及ぶ恐れがあります。米国が貿易制限を導入すれば、より広範囲の市場に影響が及ぶと考えられます。米国が北米自由貿易協

定（NAFTA）から離脱した場合、ラテンアメリカ全体（特にメキシコ）に悪影響が及ぶと考えられます。この問題を受け、米国の貿易政策全般

に対する不透明感も世界的に浮き彫りになっています。さらに、中国を除くと、全体的な債務は依然として妥当な水準にありますが、ここ10
年間にわたり債務が急速に積み上がっているため、経済の特定のセクターでは債務の持続可能性や、これが成長に及ぼす影響についての

懸念が生じています。 

 

新興市場では、弊社は我々の投資実績のある投資テーマにこだわっており、中間所得者層の増加から生じる投資機会に注目しています。

コーポレート・セクターでは、自由裁量所得はパーソナル・ヘルスケア、教育、及び一部の消費財セクターに使われるため、これらのセクター

で投資機会が生じると考えられます。例えば、パーソナル・ヘルスケア・セグメントに関して言うと、先進国市場で社会経済的地位の高い消

費者層では、健康や新鮮な食品に対する需要が高いことが証明されています（このことは現在、所得が増加する中で、新興市場でも見られ

る傾向です）。同様に、当社はしばしば、英語教育に対する需要の増加（初期教育と企業内の双方）を強調しています。英語教育は、国際教

育を求めている人々にとっての出発点であることが多いと言えます。 

不動産では、全ての地域にわたる購買力の増加や、それに伴うeコマースの伸びを加味したテーマとして物流に注目しています。例えば、注

目する分野の一つは中国における近代的な物流スペースの供給不足です。 

インフラでは、新興市場全体にわたりデジタル化が進んでいる中で、データ・センターに注目しています。複雑性が高まっていることと相俟っ

て、デジタル化によりマネージド・ホスティングに対する需要も急増しています。その一方で、コストや市場圧力によりコロケーション・プロバイ

ダーの採用が増えています。 

 

新興市場の見通しは依然として良好であり、 コモディティ輸出国の成長は加速してい

る。 

 

見通し 
弊社のマクロ経済に対する基本シナリオは、安定したプラスの経済成長や慎重な金融引き締めに基づいている一方で、ビジネス・サイクル

の成熟化や、前例のない金融緩和策からの脱却により、今後はリスクが高まる面もあると見込んでいます。ポートフォリオ資産を特定し、管

理する上で重要な要素としては、セクターに対する詳細な洞察や、変革的かつ構造的なトレンドへの注目、さらに競争の激化を踏まえると、

資産やそれら固有の成長の可能性を適切に評価する能力などが挙げられます。弊社では、平均以上の伸びを示しているセグメントで事業を
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展開している堅固なビジネスモデルを有している資産を探しています。また、設備投資や、事業運営の改善、またはプラットフォーム戦略を

通じて構築が可能である堅固なビジネスモデルを有している資産も対象としています。 

 

グローバルなメガトレンド 
プライベート市場における弊社の投資アプローチは、伝統的な構造的変化と、変革的なトレンドの両方に基づいています。とりわけ、弊社

では次の3つのメガトレンドから恩恵を受けるセクターに注目しており、これにより長期的に魅力的な投資機会が引き続き生み出されると

考えています。これらのメガトレンドの影響は市場の特定の分野に限定されるわけではありませんが、代わりに全ての資産クラスや業種

セクター及びサブ・セクターにわたり直接的または間接的に影響を及ぼす可能性があります。 

 デジタル変革：テクノロジーの変化やデジタル革新により、世界は急速に変化しています。このトレンドはテクノロジー企業をはるかに

超えて広がっています。これは我々の生き方や仕事のやり方に影響を与えており、伝統的なビジネスモデルやオペレーティング・モ

デルを破壊しています。企業社会では、テクノロジー革新の適切な早期導入により、市場の序列を変えることが可能であり、小規模

な企業を勝ち組のカテゴリーに変え、市場リーダーの競争力を弱めることができます。デジタル革新により、変化は持続し、変化のス

ピードについていけない企業は専門サービス・プロバイダーに業務をアウトソースする必要があります。このことはほぼ全てのセクタ

ーで見られる進行中のトレンドであると言えます。例えば、ヘルスケア・セクターでは、データのデジタル化や分析、保管に対するソリ

ューションを必要としています。また、産業セクターでは、産業オートメーションやデジタル・メンテナンスに対するソリューションを必要

としています。コーポレート・セクター以外では、デジタル革新は多くの場合、スマート住宅、ビッグデータ、オンライン教育、eコマース

などを通じて消費者の生活を改善し容易にすることに焦点を絞っています。したがって、企業や実物資産クラスの両方に投資機会が

創造されています。 
 新世代の生活及び消費：テクノロジー革新と並行して、消費者の習慣やライフスタイルの好みも急速に変化しています。ミレニアル世

代は、テクノロジー革新によって生み出された、簡単にアクセス可能なサービス指向の消費者経験を求めています。例えば、レストラ

ンや旅行をオンラインで予約し、送金や為替取引を専用のアプリケーションで完了し、植物の給水やペットの餌やりをスマートフォン

で遠隔操作することが可能となっています。接続されている機器の数は2020年までに現在の80億から200億以上に増加すると推

定されており5、コミュニケーション・インフラに対する需要が高まると見込まれます。また、消費者の需要パターンも根本的に変化して

います。テクノロジー革新により、伝統的なキャリアパスが崩壊しており、常に変化し自動化されているビジネス環境に適応する必要

性が生じている中で、教育は、今ではオンライン・チャンネルを通じてインターネットにアクセスすることにより、誰もが利用可能となっ

ており、初期教育からプロフェッショナルの訓練に至るまで、一生続くプロセスになると考えられます。同時に、健康志向の高まりによ

り、予防治療やヘルシーな食品、さらにゲノムに対する需要さえも高まっています。 
 エネルギー革命：世界のエネルギー市場はここ数年間にわたり驚異的な変化を遂げています。風力発電や太陽光発電に加え、米国

におけるシェールガス革命といった代替エネルギー源へのシフトにより、伝統的なエネルギー発電や送電バリューチェーンが破壊さ

れています。再生可能エネルギー源のコスト競争力の高まりと相俟って、再生可能エネルギー源への注目が高まったことにより、世

界的に風力発電や太陽光発電のプラットフォームの増設が促進されています。このトレンドは、環境・社会・ガバナンス（ESG）懸念に

対する国民意識の高まりによりさらにサポートされています。このことは、大手石油会社が再生可能エネルギー分野へシフトすること

を促しています。また、一般世帯でもソーラーパネルや蓄電池貯蔵ユニットが取り付けられており、これにより、全容量で使用されな

いときには電力をグリッドに送り込むことが可能となります。同様に、米国におけるシェールガス革命は世界的に影響を及ぼしてお

り、米国は天然ガスの輸入国から純輸出国に変わりつつあり、米国の下流部門や中流部門におけるインフラの必要性や、天然ガス

取引のさらなる拡大に対しても影響が及ぶと考えられます。エネルギー・バリューチェーン全体にわたり広範囲に影響を及ぼすと考

えられる別のトレンドはエネルギー貯蔵です。ただし、これによる影響を受けるのはエネルギー生産者や送電会社だけではありませ

ん。「コネクテッドホーム」や電気自動車を製作するソフトウェア及びハードウェアを提供している企業に加え、路上でのエネルギーの

利用可能性を請け負っている企業もエネルギー革命から恩恵を受けると考えられます。電力会社が「時間帯別料金」を導入している

中で、電力価格をリアルタイムで分析・比較することにより、電気を使う時間帯や電力の購入先などを効率的に管理するソフトウェア

やハードウェアを開発・製造することも、付随的なビジネスモデルの一例にすぎません。 
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プライベート・エクイティ 
 

アクティブ運用が成長への唯一の道である 

バリュエーションが割高であり、マルチプル・コントラクションの可能性があることを踏まえると、「賢く投資

する」だけでは十分でないと考えられます。弊社では、積極的に価値を創造できる成長セクターの魅力的

な企業に焦点をあてています。 

市場概況 
2017年下半期において、質の高い資産が、記録的マルチプルに近い水準で取引されていると考えています。市場では、「現在の15倍は以前

の12倍と同じである（15 is the new 12）」との見方が出ており、これはEV/EBITDAエグジット・マルチプルが12倍から15倍に上昇していること

を意味しています。こうしたプライシングの変化を引き起こしている要因の一つとして、新たな参加者がプライベート・エクイティ直接投資市場に

参入していることが挙げられます。ソブリン・ウェルス・ファンドや、ジェネラル・パートナーのようなリミテッド・パートナー（例えば、自社で直接投

資を行っている機関投資家のリミテッド・パートナー）、長期のコア・プライベート・エクイティ・ファンドは全て、最近プライベート・エクイティ直接

投資に参入しています。これらの新たな市場参加者のめざすところは、カテゴリーの中で長期にわたる勝者を見極め、購入することです。この

ため、こうした市場参加者は伝統的なプライベート・エクイティ・マネージャーと比較して低い予想リターンを積極的に受け入れる場合が多くあり

ます。 

 

同時に、デット市場は2017年全体を通してプライベート・エクイティ取引に対して、新規発行における平均して魅力的なスプレッド水準で、衰え

ることのないサポートを提供しました。規制を受けている大手投資銀行は、6-6.5倍のEBITDAマルチプルを超えたレバレッジへの資金を提供

することができないものの、シニア・デットを資本構造に提供することに意欲を強めていることを示しています。プライベート・エクイティ・マネー

ジャーの間では、投資資金を調達するために機関投資家市場を活用する機会が増えています。特に競争の激しい買収案件を獲得するプロセ

スでは、追加金融リスクを階層化することにより、マネージャーが目標リターンを下げずに案件の引き受けが可能となります。メザニンや、ペイ

メント・イン・カインド（PIK）、優先株による資金調達ソリューションは、通常、コベナント・ライト・ベースで提供されるため、これによりデフォルト・

リスクは軽減される一方で、これらのレバレッジの高い投資が実現できた場合に、予想を下回るリターンしか得られないというリスクを抑えるこ

とはできません。 

 

現在の市場における投資機会 
記録的水準に近いプライシングにもかかわらず、弊社は市場において多くの魅力的な価値の事例を見出しています。堅調な成長トレンドを示

しているセクターの中で、専門分野のカテゴリー・リーダーや、積極的に整理統合を進めているセクターにおける実績のあるプラットフォームを

引き続き選好しています。弊社の投資活動の全てにおいて、成長の可能性（たとえこれが弊社の方で大変な作業が必要であるとしても）とバリ

ュエーションの両方に依然として注目しています。成長の可能性を評価する上で、以前はアンダーパフォームしていたが、現在では転換点に

あるセクターにおいて事業を展開しているカテゴリー・リーダー、または成長しているセクターにおいてカテゴリー・リーダーになる途上にある
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が、協調した価値創造の取り組みが依然として必要な資産に最も価値を見出しています。弊社のアプローチは、デュー・デリジェンスを通じて

ソーシングからオーナーシップに至るまで、価値創造に注目した投資プロセス（つまり、未実現の価値を解き放つことに注目した投資プロセス）

によってのみアウトパフォーマンスが達成されるとの確信に基づいています。 

 

北米の投資機会  
北米では、市場におけるビジネス・サービス、テクノロジー・メディア・通信（TMT）、及び消費者関連などのセクターにおいて企業が提供するサ

ービスの専門化及びデジタル化に、変革的なトレンドが確認されます。こうした動きは、我々が産業セクターで目の当たりにしているインダスト

リー4.0のトレンドと並行して起こっています。デジタル対応可能な製造ソリューションを提供している企業は、専門化されたカテゴリーを捉えて

おり、これらの企業は労働集約的な製造プロセスに頼っている企業に取って代わっています。同様に、ビジネス・サービス、テクノロジー・メディ

ア・通信（TMT）、及び消費者関連などのセクターでは、企業がこのプロセスに取り組むために、デジタル・ソリューションの開発を通じて、プロ

セスまたは商品において専門知識を組み合わせることにより、カテゴリー・リーダーに進化していることを、弊社は確認しつつあります。 

こうしたトレンドから恩恵を受けているサブ・セクターの1つは、インフラ・サービス・セクターです。我々は、米国における老朽化したインフラの

再構築をめぐる新たな成長ストーリーの初期段階にいます。米国国勢調査局のレポートによると、2008年以降、米国において実施された建

築の価値は年平均1%の伸びにとどまっています。住宅を除くと、実施された建設の価値は年平均0.2％の伸びになっています。同期間におい

て、米国のGDPの年平均成長率は1.3%となっており、こうした低調な成長により中央銀行の介入が生じました5。米国の過去の物理的インフ

ラに対する投資不足により、近い将来、公的及び民間セクターに建て直しキャンペーンが促進されると考えられます。米国における物理的イン

フラを建て直すための複数年にわたるキャンペーンについて、民間セクターからの支援とともに、共和党及び民主党も政治的に支持していま

す。こうしたキャンペーンの開始は、米国の既存及び将来のインフラ施設を監視及び維持する上で、資産の公的及び民間所有者の両方に対

して、テクノロジーによって生み出されたソリューションを提供することができるインフラ・サービス会社に大きな機会が生じることになると考えら

れます。ただし、建て直しキャンペーンのタイミングをめぐる不透明感を踏まえ、弊社は現在、重要なインフラのメンテナンスに関して不可欠な

サービスを提供することにより、過去の投資不足に取り組むことができる企業に依然として注目しています。 

 

こうした状況を踏まえ、弊社は2017年11月、米国における地下のユーティリティ・ロケーション・サービスの大手プロバイダーであるUnited 
States Infrastructure Corporation (USIC)を買収しました。同社は7,500以上の技術者を擁しており、掘削またはメンテナンス作業の前段階

として、年間で7,000万以上のユーティリティ・ロケーション・サービスを行っています。同社は現在、全てのユーティリティ・セグメント（ケーブ

ル、通信、電力、ガス、及び上下水等）において約1,000のお客様にサービスを提供しています。同社は専門市場のリーダーの一例であり、多

くの大量ロケーション分野における地下状況のデジタル・マッピングを活用することで、多くの地域のサブマーケットにおいて、最も低コストで信

頼の置けるロケーション・サービスを提供しています。さらに、同社はテレマティクス・フリート・トラッキング・ソフトウェアを活用し、従業員やフリ

ート（車両）の利用を最適化しています。同社は、2番手の競合他社の10倍の規模のカテゴリー・リーダーになるために、セクターの奥深い知

識とデジタル・ソリューションを組み合わせている企業の好例であると言えます。 

 

企業は、プロセスまたは商品における専門知識をデジタル・ソリューションと組み合わせ

ることによりカテゴリー・リーダーに進化している。 

                                                                    
5 World Bank, November 2017. 
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最も広範囲にデジタル・シフトが見られるもう一つのセグメントは、エンターテインメント配信市場で起こっています。10年前は数少ないテレビジ

ョン・ネットワークが市場を支配していましたが、現在ではNetflix、 Amazon、及び Huluなどのオンデマンドのデジタル・サービスがカテゴリー・

リーダーになっています。エンターテイメント配信プラットフォーム間で、市場シェアを獲得する競争が激化していることにより、オンデマンド・プ

ラットフォームの最高経営責任者（CEO）は、視聴者の伸びを推進すると考えられるコンテンツに対する支出を増やしています。例として、

Netflixは2016年、収益の半分以上をコンテンツ・クリエイターに支払いました6。大手デジタル・エンターテインメント配信プラットフォームは、プ

ライベート・エクイティ投資を行うには大きすぎるものの、専門のエンターテインメント・コンテンツ・クリエイターをターゲットにすることは、エンタ

ーテインメント業界におけるこうしたデジタル・シフトから恩恵を受ける上で魅力的な方法となっています。エンターテインメント・コンテンツの制

作におけるカテゴリー・リーダーは、エンターテインメントのデジタル配信の改善により生みだされた景気向上から恩恵を受けていますが、依然

として妥当な価格で値付けされています。 

こうした市場機会を踏まえ、弊社は2017年8月、タレントのマネジメント活動や、エンターテインメント・コンテンツの開発や所有に注目している

多角化されたメディア企業の買収コンソーシアムに参加しました。この買収では株式所有構造を再構築しました。同社は世界最大級の芸能プ

ロダクションであり、多くのスポーツ・フランチャイズのコンテンツ権利を所有しています。優れたエージェンシーを通じて同社が収集したデータ

は、新たなエンターテインメント・トレンドを見極め、これらのコンテンツ・プラットフォームを追求するために使われます。デジタル・エンターテイ

ンメント分野が成長している中で、同社はコンテンツ創造セクターにおいて、優れたビジネスを行っているカテゴリー・リーダーの好例であると

弊社は考えています。 

欧州の投資機会 

欧州で確認されている変革的なトレンドの1つは、コスト最適化への注目が高まっていることです。これは公的及び民間セクターの両方で見受

けられます。コスト最適化への注目が高まっている要因としては、ここ5年間にわたる欧州大陸における成長の減速と、先行きの低調な成長

見通しが重なったことが挙げられます。これにより、コスト最適化の提供をターゲットとするセグメントにおいて、多くのレラティブ・バリュー機会

が生じています。こうした機会は、特にビジネス・サービスのアウトソーシングやソフトウェアのセグメントの企業において顕著となっています。 

 

公的セクターでは、欧州全体の政府に注目しており、これらの政府では運営コストを最適化する方法を積極的に模索している一方で、有権者

に提供するサービスの向上を目指しています。欧州のソブリン債市場は最近安定しているものの、直近の債務危機の記憶が残っているため、

政府及び貸し手の両方の懸念はほとんど和らいでいません。公的セクターがコスト最適化に注目していることより、公的セクターに特化してい

るソフトウェア会社にとって魅力的な機会が創造されており、これらの企業は情報の指数化やコミュニケーション、プロセス管理に対してデジタ

ル・ソリューションを提供しています。例えば、堅固なデジタル戦略を構築する上で、6億9,000万ユーロ相当の1回限りの投資を行った場合で

も、その効果として、ドイツ政府は毎年9億3,000万ユーロを節約することができます7。このような統計値は、公的セクターをターゲットとしたソ

フトウェア提案への投資の正当性を証明しており、これにより近い将来、非常に大きな成長を遂げる可能性があります。 

こうした機会から収益を得るために、弊社は2017年10月、英国に本拠地を置く大手プロバイダーであるCivicaを買収しました。同社は、大きな

規制を受けているセクター内の公的セクター機関や、営利団体の両方に対してビジネスに不可欠なソフトウェアやテクノロジー・ベースのアウ

トソーシング・サービスを提供しています。同社は高度に多角化された顧客基盤（地方及び中央政府、ヘルスケア・プロバイダー、住宅協会、

学校、警察、消防など）を有しており、10ヶ国において2,000の顧客にサービスを提供しています。世界中の多くの公的セクターの顧客が自ら

                                                                    
6 Bloomberg, November 2017. 

7 German National Regulatory Control Council; McKinsey & Company, March 2015. 
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の事業をデジタル化する上で同じ課題に直面している中、同社のソフトウェア提案は多少のカスタマイズで対応可能であり、今後需要の大幅

な拡大が可能であると考えます。公的セクターの事業体は、サービスを改善する一方で、コストを抑えることを追求する中で、こうしたソフトウェ

ア提案にますます目を向けると考えられます。 

また、コスト構造の最適化は、欧州内のコーポレート・セクターにとっても重要な課題となっています。欧州大陸全体のGDP成長率は、ここ5年

間において年平均1.1%増にとどまっています。同期間において、IBEX 及びDAXの企業の利益はそれぞれ年間5.1%及び10.3%の伸びとなっ

ています。こうした収益の伸びの要因としては主に利鞘の拡大が挙げられます。利鞘の拡大を引き続き達成するために、多くの企業は非中核

部門をビジネス・プロセスの受託者にアウトソースし始めています。これにより、低コストで優れた結果を生み出す上で、特にニッチな分野にお

ける専門性を活用することが可能となります。ビジネ・プロセスをアウトソーシングしている大手企業による成功体験により、こうしたトレンドが

加速すると見込まれます。 

弊社は2017年8月、世界有数の知的財産（IP）管理及びテクノロジー会社であるCPA Globalを買収するためにLeonard Green & Partnersとと

もに買収コンソーシアムに参加しました。CPA Globalは、チャネル諸島のジャージー島に本店を構えており、IPソフトウェアやテクノロジーによ

って生み出されたソリューションから成る統合されたプラットフォームを使用し、世界中の全ての企業の知的財産を登録・保護・管理していま

す。IP管理を主要業務とみなしている企業はほとんどいないため、IP管理をアウトソースすることは当たり前になっています。多くの企業が非

中核の社内業務を減らすことで、コスト構造の改善を目指している中で、同社は非常に高い成長が見込まれるビジネス・プロセスのアウトソー

シングの受託者の好例であると言えます。 

アジア及び新興市場の投資機会 

以前のプライベート市場ナビゲーターでハイライトしたように、新興市場において、弊社は大量の中間所得層クラスの台頭に伴う魅力的な変

革的トレンドを引き続き確認しています。2010年～2020年の間に、10億以上の人々が中間所得層のステータスを得ると考えられ、この伸び

のほとんどは新興市場で生じると予想されています8。弊社ではこうした新たな中間所得層が当初、自由裁量所得をパーソナル・ヘルスケア、

教育、及び一部の消費財に振り向けると予想しており、このことは、先進国市場全体にわたりこれまで見られた消費支出のパターンとほぼ似

ています。多くの新興市場は依然として成長過程にあるため、これらのセクターにおいて専門特化した市場リーダーを見出すことは難しい場合

が多いといえます。ただし、市場リーダーとしての地位を確立している一部の組織化された企業は魅力的な投資機会を示しています。 

多くの人々が中間所得層に入ると見込まれる中で、パーソナル・ヘルスケア・セクターでは、健康に良くクオリティの高い食品に対する需要が

高まると考えられるため、このトレンドが勢いを得ると予想されます。こうしたトレンドの中で、弊社は2017年11月、ブラジル有数の食品小売り

会社であるHortifrutiの支配持分を取得しました。弊社は2016年4月、同社のマイノリティ持分を取得していましたが、同社の持分の保有を増

やすことで現場での価値創造戦略を推進する適切な時期になったと判断しました。同社は健康食品（果物、野菜、乳製品、食料品、肉類など）

におけるブラジル最大の優良小売業者であり、同社の商品は通常、24時間以内に農場から直接届きます。規模と購買力の両方でブラジルの

中間所得層が拡大している中で、同社のクオリティの高い商品に対する需要は大幅に増加すると考えられ、その他多くの新興諸国と同じよう

なパターンを辿ると予想されます。 

 

2010年～2020年の間に、10億以上の人々が中間所得層のステータスを得ると考えら

れ、この伸びのほとんどは新興市場で生じると予想されている 

 

中間所得層の増加と並行して表れているもう一つのトレンドは、教育（特に英語教育）に対する需要です。パートナーズ・グループは、教育セク

ターにおける経験豊富な投資家であり、ポートフォリオには新興諸国において英語ベースの教育提供に特化している多くの企業があります。

2020年までに、20億の人々（世界の人口の4分の1以上）が英語を使用するか、または学ぶと推定されています9。世界がますますグローバ

ル化することにより創造される市場機会を捉える上で、新興諸国にとって英語教育は必要不可欠であると言えます。こうしたトレンドを踏まえ、

弊社は2017年6月、ベトナムにおける英語トレーニングの市場リーダーに投資しました。同社は、海外留学コンサルタントや、教師トレーニン

グ・サービス、企業向け英語トレーニングを提供しています。ベトナム経済はここ10年間にわたり6.3％の年平均成長率（CAGR）を達成してお

り、同国ではこうした成長により大量の中間所得層が創造されています10。一方、これにより、英語ベースの国際教育に対する需要の大幅な

伸びが促進されています。多くのベトナム人は、英語教育を自分自身または彼らの子供がより良いキャリア機会を見出し、生涯所得を改善す

るための手段であると見なしています。ベトナムの中間所得人口が引き続き増加するとともに、英語教育に対する需要が伸びる中で、同社は

大幅な成長を遂げる上で有利なポジションにあると考えられます。 

 

                                                                    
8 PwC, 2014. 

9 British Council, “The English Effect,” August 2013. 

10 World Bank Group, November 2017. 
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プライベート・エクイティ市場で、どのようにレラティブ・バリューの可能性を見出すか？ 
プラットフォーム企業の構築  
弊社は優秀な経営陣や、強力なインフラを有するプラットフォーム企業を買収し、次に企業を追加買収することで、プラットフォーム企業を

さらに成長させます。こうした投資手法により、ミドル・マーケットの中でも規模の小さな企業をプラットフォーム企業に統合することが可能

となり、また、こうしたセグメントの企業はミドル・マーケットの中でも規模の大きな企業や、大型企業と比較して買収倍率が低いため、この

ことからもメリットを受けています。 

カテゴリーの勝者に投資する  
弊社では、トレンドによる恩恵を受けている特定の業界のサブ・セグメントを積極的にスクリーニングすることで、市場シェアや成長の可能

性という点でサブ・セグメントの中でリーダーとなっている「カテゴリーの勝者」を見出すことに努めています。弊社のインダストリー・バリュ

ー・クリエーション・チームは企業の経営陣と協力して、効率的なバリューチェーンの改善を通じて、さらなる成長と利益率の向上を目指し

ています。 

ディフェンシブなリーダーを追求する  
弊社では、ニッチ市場における市場リーダーを追求することに努めており、価値創造の可能性だけでなく、ディフェンシブな特性や、潤沢

なキャッシュフローの創出、不透明かつ不安定な経済情勢の中で即座にレバレッジを解消できる能力などを備えた企業に注目していま

す。 

 

レラティブ・バリュー分析 
弊社のレラティブ・バリュー見通しはここ1年間にわたりほぼ変わっていません。レラティブ・バリュー・マトリックス内における調整は、市場にお

ける大きなシフトではなく、小さな変化を反映しています。北米を見ると、ビジネスや金融サービス・セクターにおいて成長や収益性が加速して

いるため、これらのカテゴリーをオーバーウェイトとしています。米国では消費者市場において競争が激化しています。規模の大きなeコマース

プラットフォーム（最も顕著なのはAmazon）が市場シェアを奪っている中で、価格の完全性が損なわれています。したがって、弊社は消費者セ

クターをアンダーウェイトに変更し、価格の規律が市場に戻ってくるまで、消費者セクター内のほとんどのサブ・セグメントを避けることを推奨し

ます。 

欧州では、買収市場における中型株や大型株セクターの両方に対する見通しを引き上げました。欧州の成長は市場予想を下回るというよりも

むしろ上回る可能性が高いと考えられます。さらに、弊社はユーロ圏内のセクターの中で多くの魅力的な整理統合機会を確認しており、こうし

た機会は伝統的に各市場における地域の企業に偏っています。 

新興市場では、小型株の買収をオーバーウェイトに引き上げました。多くの新興諸国が一桁台後半の成長率を示している中で、小型企業は

非常に高い成長を達成でき、プライベート・エクイティによる所有を通じて中型～大型の企業に成長できると考えられます。弊社は実践的なオ

ーナーとして、そうした機会を見極めることに注目しています。 

セカンダリー市場におけるプライシング圧力はここ3年にわたり強まっていましたが、ここにきて弱まり始めています。とは言うものの、セカンダ

リー市場のプライシングは依然として高水準であるため、弊社では、価値創造プロセスが始まったばかりのインフレクション資産に注目してい

ます。セカンダリーの上場市場と非上場市場のバリュエーション格差が非常に縮小している中で、売却されている成熟したセカンダリー・ポート

フォリオの多くが最終的にパフォーマンスの点で期待を裏切ると考えられます。企業が上場するのに伴うバリュエーションの上昇は予想を下回

る可能性があります。 
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How to interpret the table: the relative value matrix divides the private equity market into various private equity segments, defined 
by regions (North America, Europe and Asia / emerging markets) and transaction type (directs, secondaries and primaries). For direct 
and primary investments, we classify the investment by size (small-cap up to EUR 250m (Europe) or USD 250m (US); mid-cap from 
EUR 250m to EUR 2bn (Europe) or USD 250m to USD 2bn (US); and large-cap over EUR 2bn (Europe) or USD 2bn (US) enterprise 
value) and also include a growth segment (for firms with positive cash flows and exceptional growth potential in need of additional 
capital to finance further expansion). For secondary investments, we classify by financing stage (buyout and venture / growth) and we 
distinguish between inflection assets (early stage) and mature assets according to asset/portfolio age. Green and light green highlight 
a segment with high relative attractiveness given Partners Group’s specific capabilities and deal flow. White highlights a neutral 
segment. Yellow and light yellow mean that Partners Group underweights the segment and requires even greater conviction during 
bottom-up analysis to pursue an asset. 
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インダストリー・ビュー 
業種の専門家とのQ&A 
 

Kalpana Iyer氏は25年の豊富な銀行業務経験を有するファイナンシャル・インクルージョンのリーダーで

あり、最近、パートナーズ・グループの投資先企業であるAavas Financiersの取締役に就任しました。Iyer
氏は、インドの金融サービス・セクターは急激に変化するエキサイティングな時期を迎えており、伝統的な

ビジネスモデルはデジタル化により大きな問題に直面していると述べています。 

 
Kalpana Iyer氏は、インドの銀行セクターにおいて25年以上の経験を有する銀行業務の

専門家であり、コンサルタントでもあります。 

Kalpana氏はCitibankでキャリアをスタートし、同行でインドのクレジットカード・ビジネスの

審査業務、無担保の消費者金融ビジネスのマーケティング、クレジットカード・ビジネスの

事業分析、給与・手当・福利厚生業務など、様々な職務を担当しました。Citibankでの最

後の役割として、女性の銀行業務セグメント及びインドのマイクロファイナンス・ビジネスを

指揮しました。彼女のリーダーシップの下で、Citibank （インド）は個人向けマイクロファイ

ナンス・プログラムを開始しました。 

Kalpana 氏はインド勅許会計士協会の会員です。Asirvad Microfinance、Five Star 
Business Credits、Indian School Finance Company 及び Aavas Financiers の取締役で

あり、アフマダーバードの FWWB 評議員でもあります。 

 

インドの金融サービス・セクターにおける主なトレンドは何ですか？  
インドが独立してからの65年間で、この国に誕生した新しい銀行はわずか12行です。しかし、この5年間で目立った変化が起こり、20以上の

新しい銀行が認可を受け、15以上の銀行が業務を開始しました。これらの新しい銀行は、世界中の金融機関を補完すると同時にそれらと競

合し、ファイナンシャル・インクルージョンを強化する一方、成長する経済における多様なクレジット・ニーズに応えています。 

いくつかの重要な政府主導のイニシアチブを背景に、銀行はデジタルバンキングにも注目しています。これらのイニシアチブには、ファイナン

シャル・インクルージョンを促進するプログラムである「Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana」や、各国民に固有の識別番号を発行することで、

電子KYC照合及び銀行口座へのリンクを可能にし、シームレスな金融取引を促進する「Aadhaar Act 2016」、即時電子決済のための堅固

な決済インフラである「統合決済インターフェース」などが含まれます。こういった変化により、銀行は顧客ニーズを満たす方法を再検討して

います。 

変革のスピードは加速しており、今後10年間のインドや各国の銀行業務は、今までの50年間とは大きく変わろうとしています。 

 

今後10年間に何が起こりますか？ 
私は、銀行業務がより集約的なものになると考えています。ニッチ商品を設計し、新しいインドに専門的なサービスを提供することができるい

くつかの強力なプレーヤーが出現するでしょう。これらのスペシャリストが万能型の銀行から市場シェアを奪っていきます。また、大手のユニ

バーサルバンクの「万能型」アプローチに代わって、顧客中心のサービスの提供が拡大します。 

デジタル化が引き続き大きなテーマになると考えられます。「コンバージェンス（収斂）」、「コラボレーション」、及び「セキュリティー」の3つが将

来の銀行のキーワードとなります。例えば、銀行は従来提供していなかったサービスまたは銀行機能に注力するために、フィンテック企業

や、サイバーセキュリティー企業、決済サービス企業と協力すると考えられます。これはすでに始まっており、例えば、現在ではeコマースプ

ラットフォームを通じて金融サービスを消費者に提供することも頻繁にあります。銀行セクターのデジタル化により、銀行やノンバンクは全て

の機会に注目し、より効率的に顧客中心の商品を創造することが可能になっています。同時に、デジタル化により、幅広い商品やサービス

に対する消費者意識も高まるため、もはやカスタマー・ロイヤルティの保証もない中で、プロバイダーに対して革新を促す圧力がかかります。 
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消費者の信頼が銀行にとって主要な課題になっています。銀行はこれにどのように取り組んでいますか？  
プライバシーの伝統的価値は、データのデジタル化やコモディティ化により大きな問題に直面しています。デジタル化が拡大している中で、

消費者の信頼は銀行セクターや、その他の業界にとってもより大きな課題になることが不可避であると言えます。例えば現在、私が携帯電

話を使用する方法や場所に基づいて、私が気付かないうちに私の行動や活動を追跡するアプリが多数存在しています。消費者の間でます

ます関心が高まっていることは、このデータが金融サービス会社によりどのように使用されているのか、また、どのように悪用される可能性

があるのかということです。複合的なリスクは、個人の電子データ・フットプリントの全てがネットワークでつながっているため、そのフットプリ

ントには全てのアイデンティティやライフヒストリーが組み込まれていることが多いという事実です。つまり、情報漏洩の影響は10年前の10倍

になっている可能性があります。 

消費者がデータ共有の影響を理解し、データにアクセスする会社がプライバシーの問題を理解している場合には、コンセント・アーキテクチャ

ーの民主化を促進する必要があります。今必要なものは、データ・セキュリティー及びプライバシーの分野における規制の変遷を専門に監

督するデータ規制機関です。 

 

銀行セクターの経営陣はどのくらいサイバーセキュリティーに注目していますか？  
銀行は、確かにセキュリティー対策への投資や改善により積極的であるように見えます。しかし、デジタルバンキングの拡散や顧客志向の

変化を踏まえると、その他の技術的側面の中で銀行業務がますます「境界のない」エコシステムとして機能しているため、そういった対策で

はまだ不十分な可能性があります。 

世界的にサイバーセキュリティー事故が増加しており、何件かは大規模な違反や不正となっています。そうした違反の影響は深刻な財務上

の損失だけにとどまらず、ほとんどの場合、ブランド価値を著しく損なう恐れがあります。銀行は主に、ITインフラの観点からこれらのリスクに

対応することを重視していますが、まだ十分に対処されていない別のリスクが存在すると私は考えています。実際に多くの商業上の違反は、

ソーシャル・エンジニアリングによって、すなわち技術的な脆弱性によるものではなく、システムにおける人間の脆弱性によって生じていま

す。銀行やその他金融サービス企業は、このようなリスクを管理、抑制するための投資を増やす必要があります。 

 

あなたはファイナンシャル・インクルージョンに着目し、女性及びマイクロファイナンス・セクターに的を絞った銀行商品を以前

にローンチしました。誰もが利用可能な銀行にするという目標に、現在どれだけ近づいていますか？  
誰もが利用可能な銀行にするという目標はまだ達成できていませんが、大きく前進しています。リテール銀行セクター、特にマイクロファイナ

ンスに目を向けた場合、歴史的に十分なサービスを受けていなかった借手に対し、現在は十分なクレジットが利用可能であると明言できま

す。しかし、個別の借手のプロファイルまで掘り下げて目を向けた場合、顧客の全ての金融ニーズに応えることはできていません。十分なサ

ービスを受けられないセグメントに対し、クレジットから保険商品、さらには蓄財の機会といった、ライフサイクルを通じて対応できる商品が不

足しています。 

 

あなたは2016年6月にAavas Financiersの取締役の一員になりました。同社はインドの住宅ローン市場において従来十分

なサービスを受けられなかったセクター、すなわち中・低所得者層への住宅ローン・プロバイダーです。市場でこのセクターが

いまだに十分なサービスを受けられていない歴史的な背景は何ですか？  
歴史的に見ると、不動産セクターは値ごろ感のある住宅には大きなビジネスチャンスとして注目してきませんでした。値ごろ感のある住宅は

大きな成長の見込みがある一方で、多くのデベロッパーは利益率が低すぎると考えていたのです。十分なサービスを受けられないセグメント

に対する金融商品に加え、顧客のプロファイルを理解し、このセグメントの需要を満たすような、従来の融資モデルに勝るソリューションを見

つけるため、金融サービス・セクターはさらなる努力が必要です。 

インド政府は過去5年間にわたり、「Pradhan Mantri Awas Yojana」スキームとともに、「housing for all by 2022」に新たに重点を置いてきま

した。こうした政府の介入により、値ごろ感のある住宅セクターは、現在、より注目度が増し、けん引力をもっています。さらに、富裕層セクタ

ーにおける不動産需要の減退により、デベロッパーの関心は、値ごろ感のある住宅セクターでの需要増大にシフトしています。これを受け、

住宅金融会社もこのセグメントに注目するようになりました。 

 

Aavas Financiersが独自に提供するものは何ですか？  
Aavasは、その顧客セグメントを理解している数少ないアフォーダブル住宅金融会社の一つであり、顧客が住宅所有の夢を叶えることを可能

にしてきました。Aavasは経済的に恵まれない経歴の顧客や、通常では正規の金融サービスを利用できない顧客に住宅融資を提供していま

す。このようにして、Aavasは顧客のファイナンシャル・インクルージョンを可能にしており、これは政府イニシアチブの「housing for all by 
2022」にも一致しています。このように、Aavasは独特の市場ニッチを自力で開拓してきました。 

 

Aavas Financiersの取締役として、重点分野は何ですか？  
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取締役会には3つの重点分野があります。第一は、Aavasがテクノロジーを活用し真に顧客プロファイルを理解するのをサポートすることで

す。我々は、現在のリスク評価プロセスに基づき、顧客重視の商品提供を視野に入れ、データ分析を活用することで、債務ポートフォリオが

どのように作用し、何に注意すべきかを評価することが可能です。取締役としての私の2番目の重点分野であり、かつ2018年に注力するテ

ーマは、Aavasが引き続き従業員に向き合い、意欲を引き出すために投資するのを支援することです。有能なプロフェッショナルを惹きつけ、

保持することはいかなる企業にとっても不可欠であり、その最善の方法は従業員に成長の機会を提供し、福利厚生を確保することです。3番

目に、取締役会は経営陣と協力し、企業が飛躍的に規模を拡大するためのインフラを整備します。この点に関して、我々が問う重要な課題

は、現在の10倍の規模に成長可能な会社を築くために十分手を尽くしているか、ということです。 

 

プライバシーの伝統的価値は、デジタル化とデータのコモディティ化により大きな問題に

直面している。消費者の信頼がより大きな課題になりつつある。 

 

将来の金融サービス・セクターにおいてどのような変化を期待しますか？  
不公平は、機会へのアクセスの欠如により生じます。金融サービス・セクターが、クレジットだけでなく、全ての人々が利用可能な、幅広い金

融サービスを作り出すことを願っています。この影響は銀行セクターをはるかに超え、真の社会経済的な成果につながると考えています。こ

の業界の課題は、包括的であるが、競争力があり、かつ利益にもつながるような適正な価格の商品作り出すことです。 

二つ目に、金融サービス業界が引き続き協力し、競争相手が連携して協力者になってほしいと思っています。これは顧客により良いサービ

スを提供するだけでなく、仮にコラボレーションが正しく的を絞ったものであれば、各企業がクラスで最高の商品をパートナーシップにもたら

すことにより、金融サービス会社もより多くの利益を得ることが可能となります。 
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プライベート不動産 
隠れた可能性を解き放つ 
 

高水準のドライパウダーや利回り追求の動きにより、不動産市場では引き続き価格が押し上げられてい

ます。価値を見いだすために、弊社ではオフマーケット取引と定義されるスペシャル・シチュエーションに

注目した投資に引き続きシフトすることで、隠れた可能性を解き放つことが可能となります。 

市場概況 
不動産市場は引き続き高水準の流動性を示しています。全世界の不動産取引高は、主に欧州及びアジア太平洋地域の活発な動きにより、

確固たる勢いを保っており、2017年下半期にさらに増加しました。 

欧州では、過去6四半期にわたり投資活動が低迷していましたが、ここにきて初めて活発化しました。取引高は依然として英国のEU離脱前

の水準を大幅に下回っていますが、価格下落の局面を捉えて、多くのアジア投資家がロンドン中心部のオフィス・スペースを取得し始めたた

め、英国はこのわずかながらの上昇の恩恵を受けることになりました。一方、英国の機関投資家は、国内市場の代わりに欧州大陸で物件を

購入することを選択しています。アジア太平洋地域では、香港が取引高で首位を維持し、インカム収入を生み出す物件の取引高が大幅に増

えました。 

米国では、ドライパウダー（約1,500億ドル11）が積み上がっており、取引活動は依然として安定しています。弊社は、これにより短期的にプラ

イム市場でさらなる価格上昇が生じる可能性があると考えています。米国の主要な大都市圏のプライム・オフィスの平均キャップレートは

4.7%となっており、これは過去のベンチマークと比べて非常に低い水準です12。プライム市場に比べてかなり高い平均キャップレートにより

証明されるように、足許の市場サイクルにおいて価格の上昇が限定的なセカンダリー市場に投資妙味を見出しています。 

物件タイプの面では、リテール不動産のキャップレートはeコマースの成長による圧力を引き続き受けています。例えば、特に米国や英国に

おいては、アパレル・ショップを主要テナントとするショッピング・センターにおいてキャップレートの拡大が確認できます。他方、レジャー的な

要素があり、地域で有力な生鮮食品を主要テナントとするショッピング・センターに対する需要は維持されると考えています。このタイプのリ

テール不動産は景気循環全体にわたり回復力が強い傾向があり、オンライン小売からの圧力を受けにくい傾向があります。弊社は、この分

野における投資機会では魅力的な水準で値付けされる可能があると考えているため、最近、特にアジア太平洋及び欧州において、こうした

タイプの様々なポートフォリオに注目しています。 

この他、現在の環境下、弊社ではオフィス及び住宅セグメントにおいて、様々な投資機会が提供されると引き続き考えています。新規のオフ

ィス供給は概ね抑えられており、多くのオフィス市場の空室率は依然として低下傾向を辿っています。同様に、欧州の多くの都市において新

規の住宅需要は供給を上回っており、供給と需要の不均衡が確認されます。 

規制強化によって、グローバルで不動産投資に対する銀行貸付は引き続き規律を維持しています。グローバルで不動産取引におけるエク

イティの割合は増加傾向にあり、銀行が引き続き警戒していることを示しています。実際に、銀行はLTV（Loan-To-Value）比率を約50%に制

限しており、債務返済能力が高いことを示しています13。 

一般的に、入居者と資本市場の両方が安定しているように見え、長期国債とキャップレートのスプレッドが魅力的な水準にあることもあって

機関投資家はますます不動産への目標配分を高めています。これにより、弊社では、不動産市場は現在十分に状況を織り込んだ価格水準

にはあるものの、すべてが高過ぎるわけでないとの結論に至っています。 

                                                                    
11 Preqin, October 2017. 

12 Costar, October 2017. 

13 Preqin, October 2017. 
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現在の市場における投資機会 
レラティブ・バリューの観点から、弊社は、社会及び人口動態のトレンドから恩恵を受ける物件や立地を、引き続き選好しています。以前のプ

ライベート・マーケット・ナビゲーターでも取り上げたように、弊社は、全ての地域において、主要なTier 1都市や経済的に活発なTier 2都市に

おける、価値向上の余地のあるオフィス物件に注目しています。物流セクターに関しては、弊社はeコマースからの需要を支える、集約型の

ラストマイル流通物件を選好しています。住宅セクターでは、弊社は人口及び雇用の力強い伸びを伴う市場において投資機会を追求してお

り、伝統的なクラスAアパートに代わるニーズとして、値ごろ感のあるクラスAアパートやアップグレードのクラスBアパートに着目しています。 

市場には豊富な資本があるため、弊社は競争的なプロセスは避けるべきであると感じており、スペシャル・シチュエーションへの注目を一層

強化しています。弊社では、スペシャル・シチュエーションを、オーダーメイドのソリューションを必要とし、隠れた価値を解き放つ可能性をもた

らす状況、と定義しています。弊社の戦略では、物件レベルでのビジネス・プランを実行・支援するための意欲や経験年数／手段を持ってい

ない、オペレーティング・パートナーやGPに対して、投資及び流動性ソリューションを提供していきます。これらのオフマーケット・ソリューショ

ンに関して、弊社は通常、次の特性を求めています。オーダーメイドのストラクチャー：グローバルかつ複雑な案件特性を踏まえ、他社が追

求するのを断念する機会、トリガー・イベント：投資家の疲弊や投資家間での不和などのトリガー・イベントにより解き放たれる機会、独自の

アングル：排他的な方法によってオフマーケットでソーシングされる機会、および、価値向上の可能性：アウトパフォーマンスの創出に向けた

明確な価値向上の余地のある機会です。 

 

弊社では、これらスペシャル・シチュエーションに注目することで、足許の競争の激しい市場環境において隠れた可能性を解き明かし、魅力

的なリスク調整後リターンを生みだすこと、を目指しています。設備投資や賃料の伸びに注目したプロジェクトなど、具体的な価値向上プロジ

ェクトを実行することは、「賢く投資すること」と同じくらい重要と考えています。弊社は、過去10年間にわたり、ファンド・オブ・ファンズ（FoF）投

資とダイレクト投資による投資実績より、アセット・オーナー、GP、及びオペレーターとの強力なネットワークを構築しており、これらのネットワ

ークと規律あるグローバル・レラティブ・バリュー・アプローチによって、スペシャル・シチュエーションを特定することが可能となっています。 

具体的な投資テーマに関して、弊社は、不動産市場を形成している2つの主なトレンドから恩恵を受けている資産に注目しています。すなわ

ち、物流施設に対する需要を生み出している技術的進歩や、近代的なオフィス及びアパートに対する需要を生み出している新たな都市化の

動きです。 

オフィス：成長分野をターゲットとする  
欧州、アジア太平洋、及び米国の主要都市は経済成長や人口の増加を示しており、多くの場合、ハイテク業界の成長と歩調を合わせていま

す。ベンチャー・キャピタル投資で上位のグローバル都市には、米国のサンフランシスコ及びニューヨーク（約20%のグローバル・シェア）や、

欧州のロンドン及びベルリン（約3%のグローバル・シェア）、アジア太平洋の北京及び上海（約3%のグローバル・シェア）が含まれます14。こ

れらの都市は、「生活、仕事、遊び」を兼ね備えることに適応しているため、ミレニアル世代にとって最も魅力的な都市の一つです。例えばベ

ルリンは、この組み合わせを活用しており、短期及び長期の両方の観点から魅力的な市場になっていると考えられます。短期的には、ベル

リンの不動産のファンダメンタルズは現在、欧州の首都の中で最も魅力的な都市の一つです。空室率は2.5%を下回り、開発パイプラインは

限定されているように見え、過去には賃料が大幅な伸びを示したものの、欧州の中では賃料が依然として低水準であり、旺盛なテナント需

                                                                    
14 Martin Prosperity Institute, January 2016; Partners Group estimates, October 2017. 
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要を背景に、今後数年間にわたり年4%15の伸びが続くと予想されます17。長期的にも、ベルリンの人口は2030年まで年率約0.5%で増加し

続けると予想されます18。また、ベルリンのグローバルなアクセスを改善させるために大規模なインフラ開発も進行中です。 

これらの良好なトレンドを踏まえ、弊社はベルリンにおいて、改装または再構築される可能性があるオフィスビルを投資対象とするジョイント・

ベンチャーを立ち上げました。弊社では、公共交通機関への接続が良い一方、中心地から外れていることで、賃料を主要な中心地の半分以

下にすることが可能な立地に着目しています。このジョイント・ベンチャーを通じて、弊社は一物件当たり約1,000万～4,000万ユーロのエク

イティ投資を行い、様々なインカム期間、立地、及びテナント用途の組み合わせにより分散された資産ポートフォリオを構築することを目指し

ています。このセグメントは個人の買手にとってはあまりにも複雑である一方、個々の案件としては機関投資家の買手にとってあまりに小規

模であるため、弊社に独自のアングルを提供する機会がもたらされると考えています。 

米国では、弊社はサンディエゴやオースティンといった、人口が増加しテクノロジーが発展している都市を選好しています。ここで注目してい

るのは、既にかなりの部分がリースされている資産から、インカム収入の成長を享受できることです。多くの市場において、弊社では、市場

サイクルの初期に締結された既存のリース契約を再評価したり、入居率の引き上げを通じて営業利益を改善するリースアップ戦略を適用し

たりすることにより、オフィス物件の価値を高めることができると見ています。この戦略における弊社の最近の投資例としては、フロリダ州タ

ンパのクラスAオフィスビル2棟から成るポートフォリオであるロッキーポイントの買収です。この2棟のビルは46,000平方メートルの延床面

積があり、タンパのプライマリー・オフィス市場であるロッキーポイント地域に立地しています。タンパは、2016年に米国で4番目に高い人口

増加を示し、観光、農業、建設、金融、ヘルスケア、テクノロジー及び海運業など、複数の産業が強力に融合している多様化した経済圏であ

ると言えます。弊社は、この案件のソーシングにおいて、以前セカンダリー投資案件を通じて構築した、オペレーティング・パートナーとのネッ

トワークを活用しました。弊社の戦略上のフォーカスと同様、同ビルの営業利益の改善を中心に、価値向上プロジェクトが展開されており、

17%増を目標としています。 

 

 

物流：eコマースが需要を促進する  
オンライン及びマルチチャンネルの小売市場の成長により、物流施設に対するグローバルの旺盛な需要が促進されています。立地の良い、

特定のフルフィルメントセンターや物流施設は効率的な運営の重要なカギとなるため、世界中の企業はますますサプライチェーンに重点を

置きつつあります。米国では、物流のファンダメンタルズが引き続き改善しており、インランド・エンパイア、シカゴ、アトランタ、及びダラス・フ

ォートワースといった主要な物流ハブでは魅力的な稼働率となっています。例えば、シカゴはeコマースの成長により、特に都心に近接したラ

ストマイル配送センターに対してもたらされる需要から、明らかに恩恵を受けています。シカゴの産業不動産の市場規模は1億1,000万平方

メートル程度である、カリフォルニア州のロサンゼルス／インランド・エムパイアに次いで2番目の規模となっています16。また、シカゴは、米

国中西部の経済及び人口のハブとしての機能も果たしています。シカゴの大都市圏は約950万の人口を擁しており、人口及び経済規模の

両方において米国で3番目の都市となっています17。ラストマイル物流施設に対する旺盛な需要を促進している要因としては、世界で最も発

着便数の多い空港の一つであるシカゴ・オヘア国際空港や、フォーチュン500に名を連ねる36の企業、及び、400社以上の主要企業の本社

がこの地域に存在していることが挙げられます。さらに、シカゴはクラス1の鉄道が６路線集結している、米国における主要な鉄道ハブです。 

                                                                    
15 Knight Frank and Investment Property Forum, October 2017. 

16 REIS, August 2017. 

17 US Bureau of Labor Statistics, July 2017. 
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こうした動向から収益を得るために、弊社は最近、明確に上昇する可能性のあるシカゴ大都市圏の様々なサブマーケットにおいて、トータル

で23万平方メートルにおよぶ20以上の物件から成る産業ポートフォリオを取得しました。この案件は、弊社が以前協働したオペレーティン

グ・パートナーとの密接な関係を通じて、オフマーケットで調達されました。この案件は、クラスBの産業用不動産をディスカウントで取得し、

価値向上のビジネス・プランを実行するという、弊社の戦略に合致した投資機会でした。実際に、1平方メートル当たり387米ドルの購入価格

は、1平方メートル当たり807米ドルになると見積もられていた再調達価額に対して、大きなディスカウントとなっています。このポートフォリオ

は、主に様々な産業（特に配送や製造業など）にわたる、地元または近隣地域のテナントから恩恵を受けています。入居率は82%であり、加

重平均の未経過リース期間は約4年となっています。弊社は、賃料を最新の水準に見直し、入居率を保有期間にわたり約90%まで引き上げ

ることを目標とするといった、ターゲットを絞ったリース計画を価値向上プロジェクトとして計画しています。リースに対するこれらの取り組み

により、弊社の顧客にとって、高いキャッシュ・オン・キャッシュ利回りが期待されます。 

一方、オーストラリアで弊社が戦略的に注目しているのは、東部沿岸都市であるシドニー、メルボルン、及びブリズベンにおける特大の倉庫

物件です。eコマースの成長を背景に、オーストラリアの物流セクターに対する需要が高まっており、年平均成長率（CAGR）は4%に達してい

ます18。さらに、オーストラリアでは、5,000平方メートル以上の広さを必要とする物流ユーザーを収容することができる、利用可能な区画の

産業用地が不足しています。大手物流会社が有利な立地を探し求めているため、利用可能な広い敷地が不足していることにより、リース料

にプラスの影響が及んでいます。オーストラリアのeコマースの普及率（11%）は、中国（33%）などの世界のその他主要経済国を依然として

下回っていますが、アマゾンが最近市場に参入したことにより、今後普及率が上昇すると予想されています19。現在の市場機会を踏まえ、弊

社はこのセクターの調査を続けており、クイーンズランド州南東部サウスポートの産業サブマーケットにおける、21ヘクタールのインフィル開

発用地の買収を最近完了しました。サブマーケットにおいて利用可能な区画の産業用地が不足しているため、プレリースの引き合いが堅調

であると見ています。このビジネス・プランでは、ビルド・トゥ・スーツ型の約70,000平方メートルにわたる、7つの優良施設から成る複合テナ

ントの物流不動産の開発を見込んでいます。この市場における供給上の制約を踏まえ、弊社はそのスペースの半分を小さな区画に分け、

入居者に販売するといった構想も描いています。 

 

設備投資や賃料の伸びに注目したプロジェクトなど、具体的な価値向上プロジェクトを実

行することは、「賢く投資すること」と同じくらい重要と考えられる。 

Residential: developing affordable housing 
住宅：値ごろ感のある住宅を開発する  
2016年においては、世界の人口の55%が都市部に居住していたと推定されていますが、この比率は2030年までに60%まで上昇すると予

想されています20。アジア全域の主要都市にとって都市開発は特に目新しいことではありませんが、欧州全域でもますます多くの若者が成

長している都市に押し寄せています。ベルリン、コペンハーゲン、及びストックホルムのような主要都市では、雇用の高い伸びにより「魅力の

ある」都市での値ごろ感のある便利な暮らしを求めて、主にミレニアル世代から成る移住者が急増しています。例えば、ストックホルムは欧

州で最も人口増加が速い都市の一つです。ネット移住者は、2020年まで年率平均2%で増加すると予想されており、これにより人口は220
万人から240万人に増加すると見込まれています21。2017年下半期のプライベート・マーケット・ナビゲーターでも取り上げたように、値ごろ

感のあるマイクロハウスの建設は、若い都市居住者のニーズに応える方法の1つです。マイクロハウスは伝統的な欧州の住宅とは大きく異

                                                                    
18 Australian Bureau of Statistics, October 2017. 

19 Bain & Company, May 2016. 

20 United Nations, 2016. 

21 Stockholm Chamber of Commerce, August 2017. 
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なりますが、アジアの都市では長年にわたり人気がありました。マイクロハウスの標準的な床面積は60平方メートル未満であり、非常に効率

的なレイアウトとなっています。このタイプの住宅が対象としているのは、順応性のある世代で、主に、ほとんどの時間をアパートの部屋の外

で費やす若者です。 

弊社は2017年8月、ストックホルムを本拠地とする主要住宅デベロッパーである、SSMとのジョイント・ベンチャーで、グレーター・ストックホル

ム地域の1,700戸以上のアパートを、開発することに合意しました。完成物件の総額は、7億ユーロを上回ると見込まれています。このプロジ

ェクトは、3つの独立した住宅開発であるTellus Towers、Järla Station 、及びMetronomenから成り、全てがストックホルムの中心から列車

で15分の範囲内に立地しています。この開発案件では、小さいながらも設備の整った住戸を、適度な価格で提供することを目指しています

が、これらの地域では、こうした値ごろ感のある住宅に対するニーズが多くなっています。Tellus Towersはこの3つのプロジェクトの中で最大

であり、これには2棟の高層住宅タワー、ホテル、リテールスペース、及び幼稚園が含まれており、総床面積は57,000平方メートルを超える

予定です。この2棟のタワーのうち高い方は78階建てであり、北欧で最も高い住居用の建物の1つになると見込まれています。これらの建物

には、7階建ての集合住宅住戸も含まれており、受賞歴のある建築家であるGert Wingårdh氏が設計し、小スペースを活用して最大限に生

かすといった建築家Gary Chang氏のコンセプトをモデルにしました。この超高層ビルは店舗、カフェ、食料品店に加え、レストラン、スカイバ

ー、スパ、及び屋上スイミング・プールも備える予定です。既存のセカンダリー投資案件の関係を通じて独自にソーシングされた、この3つの

開発案件が完了するのは、2020～2023年と予想されています。ただし、先行販売の水準がある程度満たされるまで、開発を始めない予定

となっています。 

 

アジア全域の主要都市にとって都市化は特に目新しいことではないが、欧州全域でもま

すます多くの若者が成長している都市に押し寄せている。 
 

 

弊社は現在、欧州で、賃貸または販売用の新しい住宅の開発に注目している一方、アジア太平洋及び米国では、設備投資が賃料の上昇を

促すことができる既存物件のアクティブ運用に注目しています。特に米国に関しては、旺盛な需要のあるデェフェンシブな都市の集合住宅物

件をオーバーウェイトとしており、アトランタ、デンバー、ナッシュビル、及びオースティンといった市場のクラスB住宅をアップグレードすること

に注目しています。これらの市場では、過去12ヶ月にわたり稼働床面積の変化（net absorption）の水準が160～380%上昇しました22。同

様に、これらの市場におけるアパート賃料の上昇率は、GDP成長率を上回っています。 

こうしたトレンドから恩恵を受ける弊社の最近の投資事例としては、8つの資産から成る不動産ポートフォリオのリキャップ案件が挙げられま

す。このポートフォリオは6つの集合住宅物件、集合住宅開発、及びリテール不動産で構成されています。これらの資産の大部分は、オース

ティンのイースト・リバー・コリドーに立地しています。オースティンのこの地域は、距離10マイルほどの鉄道網につながる予定であり、オース

ティンのダウンタウン及び空港への輸送時間が、大幅に短縮される予定です。このポートフォリオは、オフマーケットで独自にソーシングされ

たため、弊社に独自のアングルを提供しています。これにより、既存の6つの集合住宅物件全体にわたる共用部分のアップグレードや、メン

テナンスの問題への取り組み、エネルギー・コストの削減、快適性の向上など、屋内及び屋外の改修工事や物件運営の改善を通じて、賃料

収入を上げる機会が提供されます。オースティンは、堅調な人口の増加及び雇用の拡大から引き続き恩恵を受けており、米国の集合住宅

物件に関する、弊社の重要なターゲット・マーケットの一つです。 

 

プライベート不動産市場で、どのようにレラティブ・バリューの可能性を実現するか？ 
弊社は、既存の物件またはポートフォリオにおける物件レベルでの、ビジネス・プランを実行・支援するための意欲や経験年数／手段な

どを持っていない、オペレーティング・パートナーやGPに対して、ソリューションを提供することに重点を置いています。弊社は、以下の

サブ戦略の、一つまたは複数に該当する戦略を引き続き選好しています： 

再調達価額以下の価格で不動産を取得する  
弊社では、回復している市場に立地している低いバリュエーションの物件をターゲットとします。こうした物件は、ポジショニングを見直し、

市場平均を下回る賃料設定とすることで入居率の向上が図れます。 

購入、修繕、売却 
弊社では、立地がよい一方で、オーナー指向の資産運用戦略が必要な老朽化したビルを探し求めています。 

コア不動産の開発  

                                                                    
22 Costar, October 2017. 
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弊社では、堅調な長期的ファンダメンタルズや、入居率の上昇を支えるトレンドを有する市場をターゲットとし、不動産を慎重に開発しま

す。 

 

レラティブ・バリュー分析 
セクター別では、全ての地域において、相対的にオフィス用不動産をオーバーウェイトとしています。オフィス賃貸市場のファンダメンタルズが

依然として堅調なことを踏まえ、人口や雇用の伸びから恩恵を受ける快適性の高い都心立地において、部分的に空室のあるセカンダリーの

オフィス用不動産を取得することに良好な機会があります。物流セクターは、全ての地域にわたり進行中のeコマースの拡大から恩恵を受けて

います。これにより、特大のフルフィルメントセンターやラストマイル流通施設に対する旺盛な需要が生じていますが、一方で、投資家の需要

により、多くの市場において物件価格が過去最高水準まで押し上げられています。リテール不動産セグメントは厳しい状況が続いています。e
コマースの普及の拡大や、ディスカウント店との競争激化を踏まえ、リテール不動産セグメントを引き続きアンダーウェイトとしています。住宅

セクターは、特に米国及び欧州で、都市の再開発や人口増加から恩恵を受けるファンダメンタルの堅調な立地において、興味深いレポジシ

ョニングの機会が見られます。住宅セクターの期待リターンが低下していることを踏まえ、弊社は開発エクスポージャーを選別的に取ることに

積極的であり、このことはストックホルムにおける開発プロジェクトへの投資に表れています。 

地域別では、英国のEU離脱をめぐる不透明感が払拭されていないため、英国をアンダーウェイトとしています。一方、全ての地域にわたり先

進国のTier 1都市や一部のTier 2都市における主要な不動産市場は、これまでのところ外的ショックに対して際立った回復力を維持していま

す。これらの市場は低い失業率、高水準の消費者支出、及び十分な市場流動性といった良好な経済指標から引き続き恩恵を受けています。 

最後に、弊社は、スペシャル・シチュエーションへの注目に継続的にシフトしているため、全ての地域にわたり非伝統的なセカンダリー資産

を、戦略的にオーバーウェイトとしています。これらの資産は、より期間の延長や資本投入によって恩恵を受けることが多く、リキャップやデュ

レーション・リスク軽減する機会を提供しています。 

 

How to interpret the table: the relative value matrix divides the private real estate market into various segments, defined by regions 
(Americas, Europe and Asia-Pacific), investment type (directs, secondaries and primaries), debt and sectors. Direct and primary 
investments are classified by investment type (core, value-added and opportunistic). For secondaries, we distinguish between 
traditional and non-traditional secondaries. Green and light green highlight a segment with high relative attractiveness given Partners 
Group’s specific capabilities and deal flow. White highlights a neutral segment. Yellow and light yellow mean Partners Group 
underweights the segment and requires even greater conviction during bottom-up analysis to pursue an 
asset. 
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プライベート・デット 
柔軟性が重要なカギとなる 
 

レバレッジドローンの発行額が最高水準に達する中で、柔軟性を維持しながら、流動性の高いローンのアクティブ・ポート

フォリオ運用により補完されるワン・ストップ・ショップ（一か所で全て揃えることができる）のダイレクト・ファイナンシング・ソ

リューションを提供できる弊社の強みを、改めてここで強調させて頂きます。 

市場概況 
プライベート・デット市場は、投資活動と資金調達水準の両面において堅調に推移しています。プライベート・エクイティ・ファンドによる膨大

な額の投資や、借り換えを必要とするプライベート・エクイティの取引件数の増加を背景に、プライベート・デットによる資金調達需要は引き

続き好調です。供給サイドでは、資金提供は、シニア・デットを中心に引き続き力強いペースで伸びている中、米国と欧州においてはCLO
の発行額に大きな差が見られ、その背景としては、米国とその他の国における規制の傾向の相違が挙げられます。 

 

米国市場の概況  

米国における2017年のシニア・レバレッジド・ローンの発行額は記録的な水準となり、6450億米ドルを初めて上回りました。23新たに発行さ

れたローンの大部分は、拡大しているCLO市場により吸収されています。CLOの新規発行は2017年第3四半期時点ですでに2016年通期

の発行額を超えました24。 

こうした記録的な環境下で、流動性の高いローンのリスク/リターン・プロファイルは横ばい状態です。スプレッドは2008年以来では最も低い

水準で推移していますが、金融危機前のレベルをはるかに上回っています。さらに、ベースレートの上昇がプライベート・デットの期待リター

ンにプラスの影響を与えました。 

 

2017年のレバレッジ水準は2016年と同水準を維持し、2014年以降に見られる高水準に即した動きとなっています。特に市場の大型セグ

メントにおいて、新たに発行された流動性の高いローンの大部分を、コベナント・ライトの発行が占めています。ただし、エクイティ・クッション

は、非常に高い水準で推移しており（2014年を上回る水準）、さらに重要な点は、これが、2007年の世界金融危機前の水準をも上回って

いるということです25。 

ダイレクト・ローンのリスク/リターン・プロファイルも概ねこうした動きに沿っています。ただし、全体としてプライベート・ダイレクト・ローンはオ

ーダーメイドという性質を反映して、流動性の高いローンに対して追加プレミアムを引き続き提供しています。また、返済までバイ・アンド・ホ

ールドするクレジット投資家を保護する財務維持コベナンツ条項など、厳格なドキュメンテーションを通じてより優れたダウンサイド・プロテク

ションが設けられています。 

                                                                    
23 S&P LCD Global Interactive Loan Volume Report, December 2017. 

24 S&P LCD, Q3 2017. 

25 S&P LCD, Q3 2017. 
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オーダーメイドの劣後ローンによる資金調達ソリューションが、引き続きマーケットで広く活用されており、第二順位抵当権付きローンが依

然として活況を呈しています。第二順位抵当権付きローンの発行額は、2017年の第１四半期から第3四半期までで、すでに2016年全体の

発行額の2倍以上の水準に達しました。第二順位抵当権付きローンの期待リターンは依然として魅力的であり、流動性の高い新規発行の

第一順位抵当権付きローンと比べて、400ベーシス以上のスプレッドを提供しています26。 

米国における既存の規制の枠組みは、引き続きノン・バンクの機関投資家の貸し手に有利となっています。ただし、2013年に制定された銀

行に対するレバレッジド・レンディング・ガイドラインに関して、米国会計検査院（GAO）が発行した最近の声明により、この枠組みが議会に

より再検討されることになりました。規制緩和に対する現在の当局のスタンスを踏まえると、足元の貸出制限が緩和された場合、デット市場

における銀行の活動が活発化すると見込まれます。とはいうものの、弊社では銀行のシェアが金融危機以前の水準に戻るとは予想してい

ません。その理由としては、リスク回避の動きが続いていることや、ノン・バンクの貸し手によるシェアが大幅に拡大していること、さらにドッ

ト・フランク法による規制が全面的に見直される可能性は低いこと、などが挙げられます。 

欧州市場の概要  

米国とは対照的に、2017年5月に欧州中央銀行（ECB）が発令し11月から有効となったレバレッジ・レンディング・ガイドラインに説明されて

いる通り、欧州における規制環境には緩和の兆候がありません。規制動向の進展はともかく、欧州市場における流動性の高いローンの新

規発行額は増加しています。マージンやレバレッジの水準については米国と変わりませんが、違いはベースレートとエクイティ・クッションで

す。EURIBORは依然としてマイナスであり、欧州市場において標準の0％のフロアは、引き続きプライベート・デットの投資家にとって価値

があります。エクイティ・クッションはさらに潤沢で、米国に対し平均約4％高い水準にあります（2017年第3四半期までで、米国の40.5％に

対して欧州は44.4％）。また、流動性についても、CLOの新規発行額が増えたことがサポート材料になっています。ただし、米国とは異な

り、2017年第3四半期までの年初来の新規発行額は2016年通期の新規発行額を依然として下回っています。さらに、欧州におけるCLO
全体の発行額は、米国におけるCLOの発行総額のおよそ20％にとどまっています27。 

 

銀行の市場シェアの継続的な低下に加え、発行時のディスカウント、ベースレートのフロア、及び株式のアップサイドに追随するオプション

から得られる全体的なリスク・リターンの補完効果を踏まえると、ダイレクト・シニア・ローンや劣後ローンは、現在の市場環境において非常

に魅力があります。とりわけ、クラブ・スタイルの取引は一般的に、競争が激化していないといった特徴があるため、弊社でも、魅力的なリス

ク・リターン・プロファイルを提供していると考えています。 

 

パートナーズ・グループは、プライベート・デット市場を以下の3つの異なるカテゴリーに分類しています： 
 流動性の高いローン：銀行により幅広くシンジケートされているシニア・ローンであり、このローンは一般的に、比較的リターンが低い

ものの、流動性が高いことから債券投資家によりキャッシュ・マネジメント・ツールとして活用されることがあります。CLOや流動性の

高いローンの投資の一環として、弊社では流動性の高い大型ローンに少額の投資を行うことを目標としています。このローンのトラン

シェは10億米ドルを超えることがあり、安定した企業により発行されています。 
 ダイレクト・ローン：資本構成の中ではシニアのローンですが、単一の貸し手や少数の機関投資家グループにより組成されるため、概

して流動性は低くなります。ダイレクト・ローンは依然として、弊社の（デット・ファイナンスにおいて）アウトパフォーマンスの主たる要

因となっています。このセグメントでは、EBITDAが2,000万米ドル以上の企業をターゲットとしています。 
 劣後ローン：資本構成において劣後しているデット・トランシェです。これには第二順位抵当権付きローンやメザニン、買収時の持株

会社に対するローンなどが含まれます。これらの投資では通常、流動性が非常に制限されている反面、最も高いリターンが見込まれ

ます。1億米ドルを超える規模もある劣後ローンの取引では、弊社は自社のプラットフォームと規模を活用することで、エクイティ・ス

ポンサーに対してソリューションを提供します。 

  

                                                                    
26 S&P LCD, Q3 2017. 

27 S&P LCD, Q3 2017. 
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現在の市場における投資機会 
米国のダイレクト・ローン：魅力的なサブ・セクターにおいて追加の資金提供を行う  

弊社は、ミドル・マーケットやアッパーミドル・マーケットのダイレクト・ローンが引き続き最も魅力的なリターンの可能性を有していると考えて

います。とりわけ、ビジネス・ソフトウエア・サービスや臨床試験のアウトソーシングといった細分化されたサブ・セクターにおける追加買収

は、地域のプラットフォームにおけるサービスの多様性や、異なる分野でのスペシャリストの獲得、または、プラットフォームそれ自体の拡大

というメリットをもたらします。これらのサブ・セクターは広範に細分化されていることから、同業界におけるマーケット・リーダーは、財務や管

理のインフラがほとんど整っていない多くの小規模な企業を買収の標的にすることが可能となります。 

こうした例の一つとして、弊社のポートフォリオ企業であるeResearch Technology (ERT)が、競合であるBiomedical Systems (BMS)を買収

するサポートとして、弊社が最近行った追加の資金提供が挙げられます。この買収により、ERTの収益構造は多様化し、BMSと重複する分

野が強化された他、ERTとBMSの顧客基盤の間でクロスセリングが可能になりました。 

ERTはフィラデルフィアに本社を構え、臨床試験のスポンサーに対してデータ・ソリューションを提供しており、契約ベースでの調査機関です。

同社は、臨床試験の膨大なデータを収集・分析・解説し、提供しています。データは、ハードウェア及びソフトウェアの両方を通じて収集され、

臨床試験の現場や個々の患者に対して提供されます。ERTのテクノロジーにより、患者や医者は、紙ベースの様式と比べて、より規格化す

ることができるため、正確な診断が可能となります。同社は、顧客がテクノロジーによるソリューションを求めている流れから、追い風を受け

ている魅力的なサブ・セクターで事業を運営しておりますが、本件は、こうした魅力的なサブ・セクターで弊社が投資した事例の一つでありま

す（詳しくは、囲み欄を参照）。BMSの買収により、同社のプレゼンスは呼吸器系や心臓病患者のカテゴリーにおいて高まるとともに、医療画

像処理技術が加わることにより、サービスが拡大しました。さらに、ERTは今回の取引後の諸経費の削減を通じて、コスト・シナジーも実現し

ました。 

弊社は2016年5月、ERTに初めて投資し、エクイティ・キッカー(新株予約権)を含む、第二抵当権付きローン・トランシェの全額を提供しまし

た。同社への第二抵当権付きローンの唯一の提供者であったことから、弊社が劣後ローンによるその後の追加資金提供を行ったことは自然

の流れでした。こうした取引を通じて、弊社は、魅力的な資産への投資を拡大するとともに、ポートフォリオ企業をサポートし、エクイティ・スポ

ンサーとの関係を強化することが可能になりました。弊社が投資を開始して以降、ERTは内部成長と買収を組み合わせることで、規模が飛

躍的に拡大し、市場におけるリーダーシップも高まりました。保有する第二抵当権付きローンは11.3％の内部収益率（IRR）を目標としていま

す。28 

コベナント・ライト取引や条件の緩いドキュメンテーションの新規発行の増加を特徴とする投資環境では、規律ある姿勢を維持することが重

要なカギとなります。例えば、弊社は最近、メディカル・ソフトウエア開発業者と装置メーカーの買収をサポートすべく、劣後ローンの提供を検

討していました。このディールについて弊社は、3回にわたるデュー・デリジェンスを実施した後、コマーシャルベースでは承認されました。し

かし、コベナントのパッケージを巡る法的な交渉の間に、条件の一部として脆弱かつネガティブなコベナンツ条項が提案されたことを受け、弊

社の期待とはミスマッチであることが判明しました。そして、最終的にはその取引から手を引き、さらに魅力的な投資機会にフォーカスするこ

とにしました。 

 

魅力的なサブ・セクターにスポットライトを当てる 
弊社のインダストリー・バリュー・クリエーション・チームは、弊社が投資している産業セクターの中で魅力的なサブ・セクターを常に探して

います。例えば、弊社のヘルスケア分野のスペシャリストが特定した魅力的なサブ・セクターの一つに、米国の臨床試験に関連したサー

ビスのアウトソーシング事業があります。臨床試験は必要不可欠であるものの、新薬の認可を受けるためには承認プロセスにおいて複

雑な段階があります。同サブ・セクターは、大手医薬品会社がコスト削減や中核となる事業に集中するために臨床試験をアウトソーシン

グするというトレンドから継続的に恩恵を受けています。現在までに、弊社ではこうした投資テーマの中から臨床試験テクノロジーのスペ

シャリストであるBioclinicaやBracket Global、eResearch Technology（Biomedical Systemsの追加買収もサポート）に金融ソリューショ

ンを提供することで収益を得ることができました。また、今後についても同様の投資機会を追求していきます。 

 

欧州のダイレクト・ローン：複雑な取引に対してソリューションを提供する  

欧州において、弊社は、フランスの総合企業であるSafranからのMorphoのカーブアウト案件や、その後のOberthurとの合併など、いくつか

の複雑な取引に対して金融ソリューションを提供しました。また、イタリアの決済代行サービス会社の持株会社への資金提供の対応など、複

雑な規制環境下での取引も手掛けました。さらに、最近では、VFS Globalに対するリファイナンスと、グローバルな旅行業界へのサービス・

プロバイダーであるKuoni Groupからの同社の分離を可能にするべく、第二抵当権付きローンを組成し、アレンジしました。スポンサーの

                                                                    
28 Target returns are based on various Partners Group estimates. Calculated gross of Partners Group fees. There is no guarantee that targeted returns will be realized or achieved or that an investment program 

will be successful. For illustrative purposes only. 
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EQTは2016年Kuoni Groupを買収。続いて各ビジネス部門が将来の成長を切り開くことができるように戦略的ビジネス再構築の一環として

グループを分割し、3事業部門のうち２つを売却しました。このカーブアウトにより単独として残ったのがVFS Globalです。 

 

VFS Globalは、政府関係者に代わって、ビザやパスポートの発給、身元や市民権の有無の確認などに関連する事務や判断を要さない業務

を管理しています。同社は、世界130ヶ国で2,500近くの申請センターを運営しており、2001年に業務を開始して以来、1億6,000万人以上の

申請に対応してきました。世界のシェアは約48％であり、同市場のリーダー的立場にあることは明白です。同業界は、政府による入札プロセ

スや、また複数の国にまたがる多数の契約が存在するため、参入障壁は高い業界と言えます。申請件数の増加や国境警備に対する関心

の高まりに加え、ビザ申請センターのインフラを構築するためには専門的なノウハウが必要なことから、世界におけるビザ発行のアウトソー

シングの普及率は2015年の29％から2018年末には32％まで拡大すると予想されます29。VFS Globalに関して鍵となったデューデリジェン

ス項目としては、従来のビザや電子ビザ、到着時に取得するビザなど、取得要件の政策的な変更の可能性や、世界における旅行者数の増

加、コンフィデンシャルな個人情報の取り扱いをめぐる情報セキュリティ・リスクなどが挙げられます。 

弊社は劣後ファイナンスの提供に際し、複雑な仕分けを通じてVFS Globalの特殊なニーズに取り組み、解決しました。また、同社の新興市

場における補完的ビジネスである買収もサポートし、これにより、同社は世界でビザ取得のアウトソーシング分野におけるグローバル・リーダ

ーとしての地位を固めました。弊社は、Libor (1% フロア) プラス 8.5%という魅力的な条件で第二抵当権付きローンを提供しました。 

 

プライベート・ダイレクト・ローンは、流動性の高いローンに対して追加プレミアムを引き

続き提供しており、また、通常は、より厳格なドキュメンテーションを通じて適切なダウン

サイド・プロテクションを確保しています。 
 

アジア太平洋地域のダイレクト・ローン：ユニトランシェ・ストラクチャーに対する需要  

アジア太平洋地域に関しては、弊社は、タームローンB市場を中心とするシニア・デットに関して、ノン・バンクの貸し手の需要に応じた多くの

取引が出てきたことを見てきました。ここ半年間において、弊社ではオーストラリアにおける、プライベート・エクイティ・スポンサーからの旺盛

な需要（とりわけ、「ユニトランシェ」・ストラクチャーに対する需要）をみとめています。このストラクチャーは、シニア・ローンと劣後ローンの両

方の要素を単一のシニア・デット・トランシェに統合しています。ユニトランシェの増加はスポンサーからの需要に基づくものであり、このユニト

ランシェは激しい競争の中で優位性を得るために高いレバレッジを提供し、柔軟性にも優れていることで、さらなる成長促進や追加買収を目

的としたローンの提供が可能になります。このことは、この分野で保守的な従来の銀行の資金提供と比較して、スポンサー側から見れば競

争力があり、かつ差別化を提供します。最近の市場における弊社取引の事例としては、店頭や処方薬の開発業者であるiNova 
PharmaceuticalsやInfotrack/LEAP Legal Softwareが挙げられます。 

弊社が、Laser Clinics Australia (LCA)に対し、ユニトランシェの資金提供を行ったことも、このトレンドの一例です。この資金提供はKKRによ

る買収を支援するものでした。LCAは、オーストラリアにおける安全でかつ手頃な価格のエステティック・トリートメントの大手プロバイダーで

す。同社はフランチャイズ方式のビジネスモデルを展開しており、これまでに力強い財務成長を遂げています。ユニトランシェ・ローンの提供

により、市場を通じて新たにシニア・ローンや劣後ローンの資金調達を行う必要性がなくなり、弊社の、様々な地域におけるプライベート・エク

イティ・スポンサーに対する柔軟な資金調達ソリューション・プロバイダーとしての能力が浮き彫りとなりました。 

流動性の高いローン：プライマリーとセカンダリーのレラティブ・バリュー  

上述の通り、流動性の高い第一順位抵当権付きローン市場は流動性が高まっているという特徴がありますが、こうした状況は、市場におけ

る膨大な数の機関投資家からの資金流入により支えられています。こうした資金流入の背景としては、特に伝統的な社債と比較した場合の

魅力的なスプレッドや、高水準の流動性、安定したキャッシュ・インカム、元本の安全性などが挙げられます。さらに、これらのローンは、伝統

的なキャッシュ・マネジメント・ツールと比べて高いリターンが得られる代替手段であると考えられています。機関投資家は、伝統的な債券ポ

ートフォリオからの分散を目指しており、金利が上昇する環境下で、アウトパフォームする可能性が高い当該投資対象に魅力を感じていま

す。 

こうした動向により、セカンダリー市場の平均価格水準は大幅に上昇し、現在のローンの70％以上は額面を超えて取引されています30。そ

の結果、弊社では発行時の魅力的なディスカウントを確定させ、また、パートナーズ・グループのプラットフォームにおける収益を獲得するた

め、主に新規発行（プライマリー）市場に注目しており、魅力的なディールのアロケーションを確保することに努めています。新規発行市場で

は、ライフサイエンスと先進技術産業を統合したテーラーメイドのソリューション・プロバイダーであるAvantorや、グローバル・コンピュータ

ー・セキュリティ・ソフトウェア会社であるMcAfee等を選択的に投資しました（このトランシェは30億米ドル超、400bp以上のマージンを獲

                                                                    
29 Roland Berger CDD, 2015. 

30 Partners Group, December 2017. 
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得）。セカンダリー市場における足元の上昇を考慮し、レラティブ・バリュー面やファンダメンタルズにおける潜在的なリスクを勘案していくつ

かのポジションを売却しました。 

レラティブ・バリュー分析 
2018年に関して、弊社の見方を以下のカテゴリーに分けています：メザニン・ダイレクト、第二順位抵当権付きローン・ダイレクト、第一順位

抵当権付きローン・ダイレクト、流動性の高い第一順位抵当権付きローン、及び流動性の高いローンのセカンダリー取引。米国では、大型

の第二順位抵当権付きダイレクト・ローンをオーバーウェイトしています。スプレッドは縮小しているものの、米国市場は引き続き魅力的なリ

スク・リターン・プロファイルを提供しています。米国と欧州ではともに、大型の流動性の高いローンや中小型の第一順位抵当権付きダイレ

クト・ローンをオーバーウェイトしています。欧州の第二順位抵当権付きローン・ダイレクトに関しては、新規発行が限定的であることや、競

争が激化していることを踏まえ、極めて慎重な姿勢を維持しています。弊社の主要な投資戦略では、3つの顕著な特徴（景気後退に対する

抵抗力、安定した反復性のあるキャッシュフロー、及び、高いキャッシュ創出レベル）を有する企業に引き続き注目しています。弊社では、業

界の専門家によって特定され、レラティブ・バリュー・マトリックスにおいてハイライトされた産業セクターの中でこれらの特性を有する企業を

探し求めています。 

 

ダイレクト・ローンと劣後ローンにおいて、どのようにレラティブ・バリューの可能性を見出

すか？ 
弊社は、従来のデット市場におけるカバレッジのギャップを埋め、広範な資本市場またはシンジケートローン市場により提供されるもの

よりも魅力的で柔軟な資金調達ソリューションを提供することで、弊社の投資家に対して超過リターンを提供します。弊社は以下の3つ

の重要な戦略に重点を置いています。 

 

創造的なストラクチャーを提供する  
弊社は、柔軟でテーラーメイドの資本構成を提供し、企業特有のキャッシュフロー・プロファイル及び運転資本のニーズをサポートします。 

ニッチな産業を対象とする  
弊社では、成長のファンダメンタルに対する豊富な経験と自信のあるニッチ産業を対象としています。弊社では、これらの中でも、内部組

織的成長及び買収を通じて成長できる弾力性のある企業のローン・ストラクチャーに積極的に投資機会を見出します。 

バイ＆ビルド戦略をサポートする  
弊社は、とりわけ厳しい時間的制約の下で、タイムリーに追加買収の資金を提供することにより、バイ＆ビルド戦略において成果を挙げ

ているスポンサーや経営陣をサポートします。 

 

 

How to interpret the table: the relative value matrix divides the private debt market into various private debt segments, defined by 
regions (North America, Europe and Asia / emerging markets), debt strategy (mezzanine direct, second lien direct, first lien direct, first 
lien liquid and liquid loan secondaries) and industry sector. In each segment, we classify the investments by size (small- / mid- and 
largecap). Green and light green highlight a segment with high relative attractiveness given Partners Group’s specific capabilities and 
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deal flow. White highlights a neutral segment. Yellow and light yellow mean that Partners Group underweights the segment and 
requires even greater conviction during bottom-up analysis to pursue an asset. 
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プライベート・インフラ 
エグジットするには良いタイミング 
 

インフラ投資に対する機関投資家の選好が衰えている兆しはありません。こうした絶好の売却タイミング

を享受すべく、弊社では稼働中の資産を適切なタイミングで売却することで、魅力的なリターンを獲得す

ることに集中しています。 

市場概況 
安定し、かつ高いリスク調整後利回りを追求することは、ここ10年間にわたりほぼ一貫したテーマとなっています。これにより、多くの新たな

投資家がプライベート・インフラ投資に向かっており、既存の投資家もプライベート・インフラへの配分を増やしました。世界金融危機の終結

以降、インフラ投資は引き続き活発化（資金調達と案件の両面で）しており、このことは、様々な資金調達の手段を有する成熟した資産クラ

スであること、投資家が継続的に関心を示していること、及び市況循環の中でも高値水準な位置にあることを示しています。 

2018年に入って、安定したブラウンフィールド・インフラに対する選好が非常に高水準で推移すると予想されます。2017年の資金調達額は

過去最高水準になると見込まれ、2017年に入ってから最初の10ヶ月で総額490億米ドル（2016年は520億米ドルが調達された）が調達さ

れました。31同様に、世界規模で見た待機資金も2017年9月時点で1,540億米ドルの高水準にあり、2016年の投資実績金額で計算すると、

この水準は3年以上の待機資金に相当する金額であり、5年前の同時期と比べて111％高い水準となっています。32さらに、この数値はプラ

イベート・インフラの個別案件に選択的に直接投資を行っているソブリン・ウェルス・ファンドや、その他の投資家の資金を考慮していません。 

このようにプライベート・インフラ投資に対する前例のない規模の待機資金が存在することにより、投資に対する競争が煽られ、高いバリュエ

ーションが支えられているため、リターンも低下しています。弊社がデュー・デリジェンスを行った2017年の投資機会に関する最新の分析に

よると、デュー・デリジェンスの完了した案件の約半分に関して、弊社は最終的に投資を行いませんでした。当該案件を勝ち取った買い手が

支払った価格から換算した期待リターンは、弊社が見積もっていた水準よりも200～350bps低いレベルにとどまっています。33確かに高いバ

リュエーションは、一部には取引に伴う潜在的な相乗効果が出た場合正当化できますが、ほとんどの場合、バリュエーション・ギャップは引き

受け時においてリターン基準を引き下げたこと、またはアグレッシブな収益見通しを立てたことによるものであると考えられます。実際に、過

去12ヶ月にわたる弊社の経験によると、クオリティの高い稼働資産を勝ち取るために、多くの投資家がダウンサイド・リスクを無視しているよ

うに思われます。パートナーズ・グループの引き受け時の前提に基づくと、弊社が市場において確認してきた稼働資産に対する多くの取引

のバリュエーションでは、弊社のベースケースシナリオのもとで、一桁台半ばの水準にとどまると見込まれます。 

一般に、想定される高水準のリスクは現在の期待リターンに十分反映されていないと考えられます。特に多くの経済圏の金利が上昇するよ

うに思われるこの時期にはそれが顕著となっています。パートナーズ・グループの「期待リターン・フレームワーク」モデルに入力された前提

では、弊社は現在の市況においては通常、購入した資産を売却するときの条件が購入した時の条件よりも有利になることはないと想定して

います。こうした保守的な考え方により、投資に際して元本の確保を担保することにつながり、経済や資本市場の動向が悪化した場合のダ

ウンサイド・リスクを限定することができます。一方、これによりプライシングの面では、弊社の競争力が弱まることにもなります。 

 

現在の市場における投資機会 
待機資金が記録的な水準にあることや、稼働資産の価格が高水準にあることにより、エグジットにとって良い環境になっています。このよう

に魅力的な売却環境から恩恵を受け、大きなリターンを獲得するために、弊社ではポートフォリオをエグジットすることに注力しています。投

資を行う際には様々な環境を通じて柔軟性を維持するために、弊社では全てのダイレクト資産に対して多様なエグジット機会に基づいたエ

グジット・シナリオを策定することをルーティーン化しています。弊社の目標は、お客様のために最大のリスク調整後リターンで資産をエグジ

ットすることです。それを念頭に、弊社は最近いくつかの成熟した稼働資産を魅力的な条件で売却しました。 

                                                                    
31 Inframation, November 2017. 

32 Preqin, September 2017; InfraDeals, “Global Sources of Capital 2010-2016”, January 2017. 

33 Based on Partners Group assumptions, subtracting a 2% blended management and performance fee and assuming an 8% hurdle rate; based on public sources where available. 
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例えば、最近オーストラリアのメルボルンにある癌の研究・治療・教育センターであるVictorian Comprehensive Cancer Centre (VCCC)の
株式21%をAMP Capitalのコミュニティ・インフラ・ファンドに売却しました。弊社は2011年後半にVCCCの官民パートナーシップ（PPP）プロジ

ェクトで、ビクトリア政府によりプレナリー・ヘルス・コンソーシアムの一員として選ばれました。オーストラリアで初めての最先端の癌研究・治

療専用施設として、VCCCは研究、教育、患者ケアの統合を通じて患者の命を救うことが想定されていました。PPPプロジェクトの活動範囲に

は、VCCC施設の設計、施工、試運転に加え、25年間のコンセッション契約に基づく継続的なメンテナンスが含まれています。完成されたセ

ンターは、13階建てで、160人の入院患者を受け入れ、110床の日帰り患者用のベッドや8つの手術室があり、また、最大1,200人の研究員

を受け入れることができます。プレナリー・ヘルスは、10億豪ドルの予算で予定通りVCCCを完成させ、2016年6月には業務を開始しました。

施設は現在フル稼働しており、潜在的な買い手から強い関心を寄せられている中で、弊社は当初の投資計画よりも早く、この画期的なセン

ターの持ち分を売却することを決めました。 

弊社は、良好なディール・フローや大型投資の規模、高いリターンに基づき、欧州のPPPと比較して、オーストラリアのアベイラビリティ・ペイメ

ント方式のPPPプロジェクトの優れた相対的魅力度について、長きにわたり強調してきました。しかし、これらのプロジェクトの絶対リターン

は、一般の市場と同様に縮小しており、足元のオーストラリアにおけるアベイラビリティ・ペイメント方式のPPPの投資時に想定されるバイ＆

ホールドのIRRは、2011年の水準と比べて400bp程度低い水準で推移しています。一方、リターンは縮小しているものの、オーストラリアの

PPPマーケットは依然として他の地域と比べてプレミアムを提供しており、弊社は引き続き同セクターを注視していきます。 

案件発掘の観点からすると、来年の取り組みは２つの重要なレラティブ・バリューへの確信により決まると考えられます。まずは、価値を創出

するためには、すでに完成しているインフラを購入するよりも、コアとなる資産を構築するか、または現存するプラットフォームを拡大すること

を選好します。この市場において大規模で安定したコア資産を建築して価値を引き上げた後にエグジットすることにより、資産のセクターや

地域にも依りますが、IRRが300~500bps上積みされる可能性があります。次に、変革に伴う成長トレンドにより支えられているセクターに継

続して注目をしており、これにより特定のセクターにおいて、新たなかつ良好なインフラに対する需要が生み出されます。現在、そうしたトレン

ドが再生可能エネルギー、通信インフラ、そしてエネルギー・インフラなどのセクターに見られます。 

また、選択的に地域的なテーマも追求します。例えば、米国の在来型発電所セクターの一部に、魅力的なレラティブ・バリューが見られます。

また、エネルギー貯蔵やバッテリー、モノのインターネット（IOT; スマート・メーター、スマート・シティなど)に対するカバレッジといった新たな市

場テーマも注視しています。 

 

この市場において大規模で安定したコア資産を建設して価値を引き上げた後にエグジッ

トすることにより、IRRが300～500bps上積みできる可能性があります。 

 

アジア太平洋における投資機会 
アジア・パシフィック地域では、台湾、シンガポール、日本や、オーストラリアにおける再生可能エネルギーや通信インフラに引き続き注目し

ています。弊社は現時点で同地域において2ギガワット（GW）に近い太陽光と風力エネルギー容量を開発しており、これらの分野でレラティ

ブ・バリューが2018年上半期を通して持続されると考えます。一方、稼働資産に対して調達コストの低い買い手との競争が激しくなるに従っ

て、弊社では主にコア資産の建設や一部のプラットフォーム拡大の機会を利用してプレミアムを獲得することに注目しています。 

通信インフラでは、弊社ではデータ・センターや光ファイバー・インフラに最も魅力的な投資機会があると見ており、とりわけ海中に敷設する

光ファイバー・ケーブルが有望であると考えています。ここ10年において世界中で7つの投資を完成させるなど、通信インフラにおいて豊富

な経験を有しており、今後も同分野を積極的に注視していきます。 

データ・センターの魅力は、その地域のデータ容量に対する需要の伸びに基づいています（グローバルにおいても同様）。データの作成や保

存は爆発的な伸びを示しており、世界中で保存されているデータの90%は過去2年間に作成されました。34新たな装置やセンサー、テクノロ

ジーが登場すれば、データの増加率はさらに加速する可能性があります。一方、クラウド・サービスの普及や、ビッグ・データ・マネジメント、

あるいは人工知能（AI）といった新たなテクノロジーの導入は、今後さらにデータ・センターの容量に対する需要の増大を生むことになると予

想されます。政府や銀行、通信会社、インターネット・プロバイダーといった従来のデータ・センターの所有者は、歴史的に見るとコントロール

や柔軟性、品質保証といった理由のためにデータ・センターを社内で維持していました。これに対して、コストを削減などのために、外部管理

施設への依存度が高まっており、大規模で複数の地域をカバーするデータ・センターに対する需要が増大しています。弊社では、こうした高

成長の市場から収益を実現するために、クオリティが高く効率の良い施設を、理想的には政府や一般企業、ハイパースケール(Amazon、

Google、Microsoftといった大型パブリック・クラウドのプロバイダー）といった様々な顧客層にサービス提供の実績があるところと組み合わ

せた機会に注力しています。アジア・パシフィック地域の市場は統合されておらず、比較的小規模なサービスが林立しています。そのため、

汎アジア・データ・センター・プラットフォームを整理統合し、スケールの大きなプラットフォームを構築する余地があります。これにより、一般

                                                                    
34 IBM Marketing Cloud, “10 Key Marketing Trends for 2017”, December 2016. 
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に一つのグローバルで複数の地域をカバーするプロバイダーを使うことにより、地域を跨いで時間の短縮化を図ることを好む国際的な顧客

のニーズを満たすことが可能になります。この戦略における成功への鍵は、グローバル・インターネット・コンテンツのプロバイダーや地域の

通信プロバイダーとの深い関係を築くことであり、また、容量の拡大に対応する能力があることを証明する必要があります。 

 

弊社では現在、データ・センター・セクターの中で多くの潜在的な機会を検討しており、中長期的なテイク・オア・ペイ契約に基づき、分散され

ている顧客基盤を有する施設に注目しています。これにより、安定した長期的な収益の流れが提供され、ボリューム変動リスクが抑えられま

す。弊社は、現在の組織を拡大するか、またはM＆Aを通じて業務地域の拡大を図り、電力供給量の増加や、電力コストの最適化を行うな

どして、事業価値創造の可能性を目指しています。 

 

欧州における投資機会  
欧州では、通信と再生可能エネルギーのセクターに最良のレラティブ・バリューが確認されます。通信セクターでは、普及率が比較的低いこ

とや、ビルド・アウト・イニシアティブに対する広範囲にわたる政府のサポートがあるため、同セグメントは固有の強力な上昇要因を提供して

おり、弊社は地中光ファイバー・インフラを選好しています。追加の光ファイバー容量に対する需要が供給を上回っているため、欧州の農村

地域を中心に新たな敷設に向けた追い風が生じています。ただし、この先業界が成熟してきた場合、また、新たなネットワークを敷設するす

る難度が低下してきた場合、ファイバー容量の価格は低下して行きます。これにより、ネットワーク所有者の将来的な期待収益に低下圧力

がかかってきます。弊社は、複数の管轄地域におけるコア資産の構築や、プラットフォームの拡張プロジェクトなどより、顧客のニーズに合わ

せた専用施設構築への取り組みや、既存の光ファイバー・プラットフォーム（Covage/Axia）の拡大への取り組みに注力しています。 

 

 

再生可能エネルギー・セクターでは、洋上風力発電に注力しており、投資可能な案件の規模や期待リターンなど多くの要因に基づいて、最も

魅力的な投資機会であると考えられます。 

初期設備投資金額の大幅な減少により、洋上風力発電はここ18ヶ月にわたりニッチな分野から再生可能エネルギーの中でも主要な分野に

引き上げられており、当セクターは2017年から2025年35の間に世界的に19％の年平均成長率で成長すると予想されています。また、新規

プロジェクトに対する資金需要も依然として高い水準で推移しています。弊社では、後期段階にある開発プロジェクトに良好なレラティブ・バ

リューを確認しています。開発リスクを負うことなくプロジェクトに参入する機会が提供されているためです。稼働中の風力発電と比較して、こ

の段階のプロジェクトは、パートナーズ・グループのような投資家に対して優れたリスク・リターン特性を提供します。パートナーズ・グループ

はクロージング前の段階で、例えば、デットを使ったファイナンスの提供や最終的なEPC(技術、調達、建設)交渉などを行うことにより、大きな

付加価値生み出す能力を有しています。 

ドイツの洋上風力発電であるMerkur Offshoreへの投資を通じて、また、その他欧州の複数の洋上風力発電のプロセスへの参加を通じて、

弊社は当セクターに対する高い専門知識を蓄積してきました。足元では、こうした知識を生かして、オランダの730MW洋上風力発電所建設

プロジェクトであるBorssele III/IV (以下Borsseleと標記)への投資に関し、2017年12月に契約に至りました。Borsseleは、オランダの南の国

境沿いにあるジーランド沖22キロの排他的経済水域にあるボロッセル風力発電ゾーンの2つの区画にわたり設置されている77のベスタス社

製タービンで構成されています。配電グリッドへの接続は、このプロジェクトのためにすでに確保されており、このプロジェクトは2018年下半

期に建設が開始される予定です。この風力発電所は、2021年初頭の商業稼働の開始から15 + 1年にわたりオランダの洋上風力発電固定

価格買取制度の恩恵を受けると考えられます。この風力発電所がフル稼働した場合、Borsseleは年間約3TWh(テラワットアワー)以上の電

力を生産し、約825,000世帯に十分な電力を供給すると予想されています。 

  

                                                                    
35 Bloomberg New Energy Finance, October 2017. 
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北米における投資機会  
北米では、通信とエネルギーのインフラ・セクターに魅力的なレラティブ・バリューがあります。通信では、地上敷設の光ファイバーやデータ・

センターに注目しています。後者のディール・フローは力強く、また、アジア太平洋と同様に、投資機会は、企業のオーナーが非中核の通信

資産を売却することにより生じます。 

 

エネルギー・インフラでは、中流部門セグメントに依然としてしっかり焦点を当てています。シェール革命により、上流の採掘や精製インフラか

ら、中流の中間輸送や貯蔵施設、さらには、下流部門の処理、物流、及び輸出インフラに至るまで幅広い投資機会のバリューチェーンが創

出されています。全ての分野において、ディール・フローは比較的豊富であるものの、最良のレラティブ・バリューは現在、油田本体から離れ

たところに存在すると考えています。天然ガスや派生商品の輸出に関わる経路を確立するためのインフラに対する基本的なニーズが高まっ

ており、契約上の権利関係もしっかりとしています。最近の予想によると、米国はほぼ60年ぶりに天然ガスの純輸出国となります。 

 

弊社では、在来型発電セクターでも選択的に投資機会を追求しています。弊社では天然ガスによる火力発電資産に注目しており、このディ

ール・フローの大部分が新規建設の機会です。ただし、こうしたケースでは、投資家にとって、電力市場の環境の改善見通しが必要となりま

す。新たに建設される天然ガスによる火力発電施設は通常、初期の価格ヘッジや債務の期限が終了すると、電力市場変動の影響を直接受

けるため、そうした機会によりリスク・リターン特性が大きく変動します。弊社では、既存のヘッジやオフテイク契約により元本の確保が期待で

き、かつ投資対象資産の市場での位置づけが良好で、好調な市場のファンダメンタルズにより、当初のヘッジ契約を上回る条件で再契約す

る機会を有する資産を選好しています。例えば、現在投資している企業としては、収益の全てを10年のアベイラビリティ・ペイメント方式の買

電トーリング契約で賄っている、カリフォルニア州ロサンゼルス地域に位置する、再生可能エネルギーのオフピーク時に不足する電力供給を

補完するための発電所であるSentinel Energy Centerが挙げられます。 

 

プライベート・インフラ市場で、どのように潜在的なレラティブ・バリューを見出すか？ 
プラットフォーム拡張の機会から収益を得る  
弊社では、例えば整理統合及びプラットフォーム構築の可能性を有する、中小規模の企業が林立する市場への投資を通じて、規模の拡

大できる投資機会を追求しています。 

積極的にコア資産を構築する  
弊社では、例えばインフラ・ニーズの進展または市場ファンダメンタルズの変化により、特定の市場における健全な長期的ファンダメンタ

ルズが一部のタイプのインフラ構築に対する需要を支える機会を追求しています。 

事業価値の創造に注目する  
弊社では、成長及び効率性の向上を通じて事業価値を高める可能性をもたらす投資機会に注目しています。これらの投資機会の主な源

泉は、インフラ資産の企業オーナーの間でリストラの一環として資産を売却する傾向が続いていることです。 
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レラティブ・バリュー分析 
2018年に関して、弊社ではダイレクト投資に、より高いレラティブ・バリューがあると引き続き見ている一方で、セカンダリーについてはアンダ

ーウェイトを維持します。インフレクション資産を含む伝統的なセカンダリーは魅力的であるものの、現在の投資環境ではこれらの投資機会

は稀であり、バリュエーションは通常、非常に割高になっています（NAVをはるかに超える水準）。ポートフォリオに対する既存の洞察を通じ

ての情報収集や、マネージャーへの独自のアクセスといった、対象資産の状況に対して特別な切り口がある場合のみ、弊社は投資機会を

追求します。弊社では、インフラ・ファンドのセカンダリーのディール・フローの最大70%は現在、テール・エンドのソリューションの中にあると

想定されますが、これらのコアな特性により、年金基金の投資家は、7%程度の投資リターンでこれらの投資の大部分を吸収しています。よ

り高いリターンの期待されるノン・コアな特性を有するテール・エンド・ソリューションはそれほど一般的ではないものの、ソーシングが可能で

あれば、積極的に追求します。 

ダイレクト投資に関して、稼働中のコア・インフラは、全ての地域においてすでに市場でのバリュエーションが高く、相対的に魅力的ではあり

ません。多くの経済圏において金利が上昇するように思われることから、弊社は非常に高いバリュエーションで購入された資産は、とりわけ

コア・インフラにおいてアクティブな価値創出の機会が限られているため、こうしたインパクトを吸収するバッファーが十分にないことを意識し

ています。 

セクター別では、弊社は通信やエネルギー・インフラ、グローバルな再生可能エネルギーを引き続きオーバーウェイトとしています。ただし、

アジア太平洋地域の再生可能エネルギーについては、同地域の稼働中の再生可能エネルギー資産のリスク低減が、リターン幅の縮小につ

ながっており、前半期と比べて相対的に魅力度が薄れています。したがって、弊社は建設段階の資産に投資し、その後稼働した時点で売却

することに注力しています。 

 

 

How to interpret the table: the relative value matrix divides the private infrastructure market into various regions (North America, 
Europe and Asia/emerging markets) and segments, which are then divided into sectors (transportation, communication, power 
conventional, power renewable, energy infrastructure, water, waste management, and social), strategy and investment types (directs 
or secondaries). For directs, we distinguish between equity and debt. For secondary investments, we distinguish between inflection 
assets (early stage) and mature assets according to asset/portfolio age. Green and light green highlight a segment with high relative 
attractiveness given Partners Group’s specific capabilities and deal flow. White highlights a neutral segment. Yellow and light yellow 
mean that Partners Group underweights the segment and requires even greater conviction during bottom-up analysis to pursue an 
asset. 
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流動性の高いプライベート市場 
市場概況 
上場インフラは2017年に8.4%上昇し、引き続き好調なパフォーマンスとなりました。36 フランスとオランダで政治的なリスクが和らいだことか

ら、2017年は好調な滑り出しとなったものの、下半期はパフォーマンスがやや悪化しました。昨年は欧州の株式市場が北米の株式市場をア

ウトパフォームした一方で、新興市場も堅調に推移しました。バリュエーションが割高であるため、セクター全般に対して慎重な見方をしてい

るものの、欧州のGDPの動向に敏感なセクターや、新興市場における特定のニッチ・セクターについては楽観的な見方を維持しています。 

上場プライベート・エクイティ は2017年に16.5%上昇し、6年連続で2桁台のパフォーマンスを達成しました。37 この好調な結果は、純資産の

伸びによるところが大きいものの、ディスカウント幅は実際に拡大しました。欧州がパフォーマンスに最大のプラス寄与となりました。一方、北

米は厳しい展開となりました。その要因としては、割高なバリュエーション、予想よりも遅いペースの利上げ、非常に競争の激しい資金調達

市場などにより、BDC（business development companies、上場のデット供給会社）が比較的低調なパフォーマンスにとどまったことが挙げ

られます。ここ数年の間にバリュエーションが大幅に上昇したものの、上場プライベート・エクイティは株式市場全体に比べると比較的割安で

あると考えられます。ただし、株式市場環境の悪化により、ボラティリティが大幅に高まる恐れがあります。 

現在の市場における投資機会 
上場インフラのバリュエーションは過去8年間上昇しているため、決して割安な水準とは言えません。しかし、特定のサブ・セクターは引き続

き良好な価値を提供できると考えています。具体的には、米国の電波塔セクターには依然として投資妙味があると見ています。米国では通

信キャリアが4つの新しい周波数帯域を使用しており、第5世代移動通信システム（5G）の実用化が視野に入りつつあるため、リース事業が

さらに増すことが想定されます。データ通信量は伸び続けており、小規模な無線通信網や関連する光ファイバー幹線通信網は、大規模な電

波塔に比べて収益性が低いにもかかわらず、ますます重要な役割を果たすと見ています。最後に、SprintとT-Mobileの合併観測が浮上し

たことを受け、バリュエーションはさらに魅力的となりました（ただし、この交渉は後に決裂しました）。 

 

上場プライベート・エクイティ では、これまでと同じセクターに注目しています。大規模で償還が近づいているファンドの数や好調なエクジット

環境を踏まえると、今後実現が期待される成功報酬による利益は大幅に増加すると予想されるため、オルタナティブ資産運用会社に対して

強気な見方を維持します。株価は好調に推移しているものの、運用資産残高の増加傾向が継続し、成功報酬による収益を生み出す状況が

加速するため、さらなる上昇が見込めると考えています。 

 

                                                                    
36 Measured by Partners Group Listed Investment SICAV - Listed Infrastructure EUR I-T, December 2017. 

37 Measured by Partners Group Listed Investment SICAV - Listed Private Equity EUR I-T,  December 2017. 
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How to interpret the table: the relative value matrix divides the listed infrastructure and listed private equity markets into regions 
(North America, Europe and Asia/emerging markets) and types of investment available. Green and light green highlight a segment with 
high relative attractiveness given Partners Group’s specific capabilities. White highlights a neutral segment. Yellow and light yellow 
mean that Partners Group underweights the segment and requires even greater conviction during bottom-up analysis to pursue an 
asset. 
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ポートフォリオの全体像 
これまでのセクションで詳述したように、プライベート市場でも長い間にわたり、利回りを求める動きが続いています。投資先が限られている

中で、多額の投資資金が流入しているため、バリュエーションは上昇傾向をたどっています。未使用借入枠は豊富で、レバレッジ水準は上

昇しています。プライベート・エクイティを例にとると、潜在的な成長力があり、市場シェアが高く、大型の負債パッケージによってファイナンス

されている優良企業では、EV/EBITDAマルチプルの新たな基準が12から15倍となっています。したがって、過去の水準と比較すると、将来

の収益見込みは低下しています。 

 

弊社の期待リターン・フレームワークでは、各業種の期待リターンを資産クラスごとに計算します。38 このフレームワークによると、通常のプ

ライベート市場の保有期間における足下での正味リターンの期待値は、上場市場やプライベート市場のいずれにおいても、それぞれにおけ

る長期的な潜在リターンを下回っています。 

                                                                    
38 Based on top-down industry-wide parameters and not on Partners Group’s bottom-up calibration of opportunity-specific target returns. 
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とは言え、プライベート市場投資では、長い期間をかけて価値創造に取り組み、高い付加価値を生み出すことに努めるため、上場市場を大

幅にアウトパフォームすることが可能と考えられます。実際、以下のチャートで示されるように、ほとんどのプライベート市場の上場株式に対

するリターン・スプレッドは、長期的なアウトパフォームの可能性を示しています。これは、プライベート市場の相対的な魅力を示すデータであ

ると言えます。売上高の伸びが鈍化し、上場企業の利益率の改善余地が限られており、バリュエーションも割高な水準となっている環境で

は、大幅なアウトパフォーマンスが期待できると考えられます。 

 

積極的なポートフォリオ管理による資産配分の推進  
将来のマクロ経済情勢に関して不確実性が高まっている現在の環境で、最良のリスク/リターン・プロファイルを得るためには、資産配分に対

する積極的なアプローチが必要です。パートナーズ・グループでは、投資の選択ならびに弊社のマンデートやプログラムの引受及びポートフ

ォリオ管理において、リスク要件の検討を強化しています。引き受け段階では、多くの直接投資において、基本シナリオの前提にある程度の

マルチプルの縮小を組み込むことにより、広範な市場よりもより慎重なアプローチを取っています。ポートフォリオ管理段階では、資産クラス

内だけでなく、プライベート市場全般の状況も見ながら、リスク調整後ベースで資産を評価します。レバレッジ水準が上昇している中で、この

作業は特に重要となっています。次に、レラティブ・バリューの高さに基づいてポートフォリオを配分します。その結果、ポートフォリオのオー

バーウェイトは、地域ごと、資産クラスごと、投資タイプごとに時間とともに変化します。このプロセスは、幅広い資産に柔軟に投資するマルチ

資産ポートフォリオに最適な方法と言えます。 

 

現在の環境下で、資本を魅力的な市場セグメントへ投下するには、資産配分に対する

積極的なアプローチが必要です。 

 

レラティブ・バリュー及びシナリオ思考をプライベート市場ポートフォリオに適用する  
それでは、過去に発行したプライベート市場ナビゲーターと同様に、弊社は、（トータル）リターン重視のポートフォリオとイールド重視のプライ

ベート市場ポートフォリオを例にとり、レラティブ・バリューのウェイトとテーマに基づいたポートフォリオ運用をご説明します。両方のポートフォ

リオは分散投資アプローチを採用しており、ディール・フローや、資産クラスの厚み、リスク/リターン特性といったテクニカル要因を考慮に入

れています。リターン重視のポートフォリオでは、プライベート市場においてキャピタルゲインが見込まれる投資テーマやセグメントを組み合

わせる一方で、イールド重視のポートフォリオでは、インカム指向の投資機会に注目します。4ページのプライベート市場見通しのセクション

で示した様々な経済シナリオの視点から、二つのポートフォリオ配分を比較することにより、投資家がどのような市場サイクルにおいても、プ

ライベート市場内で最も魅力的な投資機会に注目でき、結果として高いリスク調整後リターンを生み出すことができるという、マルチ資産ポー

トフォリオ及び資産配分の幅を広めにとっておくことのメリットをご理解頂けると思います。 
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リターン重視のポートフォリオでは、緩やかな金利上昇という弊社の基本シナリオを踏まえ、実物資産に対してプライベート・エクイティ及びプ

ライベート劣後債(社債)をややオーバーウェイトとする方針を維持します。とは言え、実物資産はインフレに強い資産であり、インフラはボラ

ティリティの低い資産であるため、これらはポートフォリオの分散にとって重要な要素であると考えられます。プライベート・エクイティにおい

て、弊社は、高い価値創造力を持つ質の高い資産、具体的には、需要が底堅く、景気変動による影響を受けづらい商品を有し、市場の寡占

化が進んでおらず、今後、同業買収も含めて、相対的に大きな成長が期待できる資産を厳選して投資します。プライベート・エクイティのセカ

ンダリー市場については割高な状況が続いているため、アンダーウェイトにします。プライベート・デット（第二順位抵当権付き社債及びメザ

ニン）については、堅実なキャッシュフロー・プロファイルと順応性の高いビジネスモデルを持つ企業に注目しています。一部のサブ・セクター

のミドル・マーケットの企業は、競合する金融商品であるローン担保証券（CLO）の投資対象でもある一方で、弊社の業界の専門家の洞察力

を活用することができるため、プレミアムの獲得が可能です。インフラと不動産では、基本的な成長トレンドが確認できるセクター/地域に注

目しています（再生可能エネルギー、米国と欧州の値ごろ感のある住宅など）。 

これらのウェイトを適用し、弊社の期待リターン・フレームワークから導かれた広範な業種の期待リターンを使用すると、年率期待リターンは

8.5%39となり、60/40（株式に 60%、国債に 20%、投資適格債に 20%）の上場市場ポートフォリオのリターンを 5.3%上回る堅調な結果となり

ます。以下の表は、資産配分が同じポートフォリオを用いて、異なるシナリオの下での期待リターンを示しています。 

 

より堅調な資本市場の状況（株式市場の上昇）においては、上場株式が大幅に上昇するため、上場市場に対するアウトパフォーマンスの幅

は縮小します。より速いペースの利上げを想定したシナリオの下では、利回りの高い変動利付社債により一部相殺されるものの、金利動向

に敏感な実物資産に相応の影響が及ぶと予想されるため、基本シナリオに比べアウトパフォーマンスの幅が縮小する可能性があります。一

方で、緩やかな景気後退シナリオの下では、プライベート市場投資による高い付加価値の創出や、インフラのディフェンシブな特性、コーポレ

イト・デットのスプレッド拡大により、景気後退の期待リターンへの影響が緩和されると見られ、上場市場に対するプライベート市場のアウトパ

フォーマンスの幅はさらに拡大すると予想されます。 

                                                                    
39 Using broad industry expected returns and not Partners Group target returns. For academic purposes only. Portfolio does not represent actual Partners Group investments. 
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イールド重視のポートフォリオでは、変動金利のコーポレイト・デットが依然として主要なアロケーションを占め、金利上昇局面ではアップサイ

ドを提供します。現在の景気サイクルのステージを踏まえると、資本構成のより上位部分の資産が相対的に魅力的になってきています。ま

た、第一順位抵当権付きデットと比べて、第二順位抵当権付きデットのスプレッドが相対的に縮小しているのも、相対的な魅力度変化の原

因です。他方、第二順位抵当権付きデット市場におけるそのような状況の中でも、弊社は、マルチプル・カレンシー・ローン・ファシリティなど

のカスタマイズされたファイナンシング・ソリューションを提供する」などして、リターン・プレミアムを獲得することが可能です。通常固定金利で

ある実物資産デットは、タイトなスプレッドと固定金利という特質を考慮し、アンダーウェイトとしています。基本シナリオの下での年率期待リタ

ーンは5.9%40であり、株式に20%、国債に40%、投資適格債に30%、ハイ・イールド債に10%を配分した上場市場ポートフォリオの年率期待

リターンを3.2%上回ります。 

その他のシナリオにおいて、より速いペースの利上げサイクルを想定したシナリオでは、プライベート・デット・ポートフォリオの変動金利の魅

力的な特性により、上場市場ポートフォリオに対するアウトパフォーマンスの幅が拡大すると予想されます。緩やかな景気後退シナリオの下

では、期待リターンは上場市場とプライベート市場の両方で縮小し、アウトパフォーマンスの幅は、基本シナリオとほぼ変わらないと考えられ

ます。株式市場上昇のシナリオの下では、デット投資は、バリュエーションの拡大がなく、株式に劣るリターンになると見込まれるため、アウト

パフォーマンスの幅は縮小する可能性があります。 

 

 

パートナーズ・グループの期待リターン・フレームワーク 
弊社のフレームワークでは、ファンダメンタルズ要因（収益、成長、及びバリュエーションの変化）に基づき、非上場及び上場市場における

資産クラスの5年間の期待リターンを計算します。このフレームワークは、業種全体のリターンを反映する定量的要素を加えることにより、

定性的レラティブ・バリュー投資アプローチを補完するものです。 

インカム収入によるリターン：投資や、資産のリターンのその他のインカム（自社株買い調整後株式配当利回りまたは債券の受取利息な

ど）のような要素からの年間キャッシュフロー。 

                                                                    
40 Using broad industry expected returns and not Partners Group target returns. For academic purposes only. Portfolio does not represent actual Partners Group investments. 
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成長によるリターン：ファンダメンタル要因により投資の価値が増加する率。デットに関しては、成長によるリターンは通常ゼロです。株式

に関しては、これは収益の伸びとなります。プライベート市場の場合、上場市場においても見られるベータ関連の収益の伸びに加え、価

値創造戦略（プラットフォームの成長または業務の改善など）を通じて成長によるリターンも生み出されます。 

バリュエーションの変化：インカム及び成長の両方から成るキャッシュフローの流れに対して市場が支払う対価（バリュエーション）の変化

です。上場市場の株式に関しては、株価収益率の変化を指します。プライベート・エクイティに関しては、金利・税金・償却前利益

（EBITDA）に対する投資倍率の変化を指します。プライベート・インフラや、プライベート不動産に関しては、引受けのそれぞれの内部収

益率（IRR）やキャップレートの変化に対する資産の感応度を指します。プライベート・デットの変動金利の特性を踏まえると、バリュエーシ

ョンの変化は一般にゼロに近い一方で、通常固定金利である上場債券はデュレーションによる影響を受けます。バリュエーションは、長期

間にわたり長期平均に回帰するということを基本的な前提としています。 
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