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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 analyses of Partners Group or any of 
its affiliates (which may not necessarily be described herein), and no 
representation or warranty is made as to the reasonableness of any such 
assumptions, models or analyses. The information set forth herein was 
gathered from various sources that 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 that 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 US-
based investors. 

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

All images are for illustrative purposes only.  

© 2018 Partners Group, all rights reserved. 



プライベート市場ナビゲーター  

 

2019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、弊社の

経済見通しと全てのプライベート市場の資産クラスにおける投資

選好をお伝えします。 
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プライベート市場の見通し 

プライベート市場の見通し 
強力なガバナンスが成長へのカギ 

弊社ではベースケース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すが、様々な課題が

出現しており、この道のりが容易ではないと認識しています。このような環境では、強力なガバナンス

と価値創造のスキルがアウトパフォーマンスを生み出す唯一の道であると確信しています。 

2018年も終わりに近づいていますが、グローバル経済は堅実な
成長路線を保っているように見えます。今後の見通しについて

は、やや緩やかなペースにはなるものの、引き続き成長が続くと

予想しています。米国経済が好調に推移したこの 1年の後に
は、金融状況がより逼迫し、景気刺激策の影響も薄れてゆくた

め、成長率はより緩やかになるでしょう。それでもこれらの要因が

米国全体のインフレ圧力と賃金の上昇につながるため、米連邦

準備制度理事会（FRB）は金融引き締め路線を継続するでしょ
う。実際に、弊社のベースケースの経済見通しでは、FRBは金利
誘導目標を現在の市場やアナリストの予測よりも上げると見てい

ます。欧州では、相対的に低いインフレ率と金融政策の緩和が続

き、穏やかな成長を予測しています。現在の形では、進行中の貿

易摩擦は、欧州全体の GDP成長に与える直接的な影響は軽微
で、信頼感に重大な影響を及ぼすことはありません。中国では、

より良好な通貨・財政政策と人民元の下落がマイナスの影響を

打ち消すことになるでしょう。 

しかしながら、米国での金利上昇や貿易摩擦の潜在的な影響、

欧州の構造的課題、そして新興市場における各国間の固有の状

況が、すでに 10月の株式市場の急落で見られたように、資本市
場のボラティリティの上昇を招くでしょう。これは景気拡大後期の

段階においては良く見られる現象であり、特にバリュエーションの

上昇が低リスクフリーレートに大きく依存する市場においては典

型的です。今後 5年間においては、米国のインフレ率の上昇と
金利上昇によってバリュエーションは下がると見込んでおり、全

資産クラスにおける弊社のベースケースの引受前提条件にこれ

を盛り込んでいます。 

経済と市場のシナリオ：主要なパラメータ 
 

  
*For the asset testing scenarios, real GDP and inflation reflect Partners Group 
projections, NAV-weighted as per Partners Group’s asset split across the US, Europe, 
other advanced and emerging markets. 
**Market valuations refer to price-to-earnings ratios for public equities, enterprise 
value to earnings before interest, tax, depreciation and amortization for private 
equity, capitalization rates for private real estate and underwriting internal rate of 
return for private infrastructure. 
Source: Partners Group, November 2018. For illustrative purposes only. 

ベースケース以外のシナリオ分析の重要性  
弊社の投資戦略は弊社のベースケースに掲げた条件に基づい

ています。より困難なマクロ経済環境では、弊社のグローバル・

ポートフォリオ企業全体において価値の創造と市場ポジションの

強化が重要であり、弊社ではそれをガバナンスに対する長期的

かつ起業家的なアプローチによって達成します。しかしながら、マ

ーケット・フレンドリーとも言える弊社のベースケースからの逸脱

リスクは高まってきています。このリスクを軽減するために、弊社

では様々なその他シナリオに耐えるために有利なポジションにあ

る事業や資産に注目しています。弊社がベースケース以外のシ

ナリオ分析に使用するシナリオには予測よりも早い「不利な」米  

4 | 2019年の見通し 



Cyrus Driver Head Private Equity Asia | Sara Odebunmi Head Product Management 

国の利上げサイクルが含まれますが、そのシナリオでは、インフ

レ（予想）率や賃金の上昇がより顕著になり、米国の長期国債の

利回りが上昇し、おそらくはエスカレートする貿易摩擦、ユーロ圏

における政府債務の危機（イタリア）、または中国の景気の冷え

込みの結果としての景気後退が見込まれています。「不利な」利

上げシナリオでは、金利上昇に合わせて成長が大幅に減速し、

景気後退のシナリオへとつながる可能性があることは注目に値

します。また弊社では緩やかなインフレと緩和的な金融政策が投

資家心理を引き続き高める株式市場の上昇シナリオなど、より

堅調な結果を見限ってしまったわけではありません。しかしなが

ら、先行段階にある米国の景気サイクルを考慮すると、このシナ

リオが実現する可能性は低いでしょう。これらのシナリオは他に

比べてプライベート市場のいくつかの資産クラスにより深く関連し

ていますが、全体としては、弊社は強力な価格決定力と安定的

な収益率を備えた資産とビジネスモデルを求めています。これら

の要素は、収益およびバリュエーションを守り、強化するために

不可欠です。 

金利上昇シナリオにおけるプライベート資産 

弊社の 3つのシナリオ分析の中でも最も可能性が高いと思わ
れるのは「不利な」利上げサイクル（Adverse rate hike cycle）
で、そのプライベート市場への影響をより深く分析する必要があ

ります。米国経済はすでに利上げサイクルの 2年目に入り、政
策金利は 2.0～2.25%になり、さらなる利上げが待っています。 

弊社のベースケースでは、今後 5年間での追加の利上げは合
計で 150～200bpsになると予測していますが、これは市場の
予測よりも高くなっています。金利上昇を招く要因によって、各資

産クラスの反応は異なります。弊社では、これらをおおまかに

「有利な」利上げ環境と「不利な」利上げ環境の 2つのタイプで
区別しています。 

「有利な」シナリオでは利上げは緩やかで堅調な収益の伸びを伴

い、インフレ率は若干高くなるもののまだ穏やかです。実質金利

はより良い成長期待を背景に安定するか、徐々に上昇に転ずる

でしょう。米国における過去 2年間の利上げの特徴は「有利な」
シナリオと言うことができ、弊社のベースケースではこの環境の継

続を意味します。このような状況下では、上場市場とプライベート

市場はどちらも収益が増加し、資金調達コストの上昇を規模の経

済が相殺するため、堅調に推移するでしょう。金利の上昇が割引

率を上げるため、バリュエーションは若干低下する傾向となりま

す。1990年代以降の米国の利上げサイクルにおける様々な資
産クラスのパフォーマンス分析によれば、これらのサイクルは全

て高い収益の伸び（又は不動産市場での賃料の伸び）が積極的

な投資家心理及びリスク選好の高まりと相俟って、低い株価収益

率（P/E）と利鞘の圧縮（不動産におけるキャップレートの拡大）を
相殺するため、投資家にとって有利でした。過去においてこれは

株式の有利なトータル・リターン、シニア・ローンのスプレッドの圧

縮と不動産のキャップレートの減少をもたらしています。 

過去の利上げサイクル中の資産クラスのパフォーマンス  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: current includes data up to 31 July 2018 and US buyout total return up to 31 May 2018.  
Source: Partners Group; Cambridge Associates; S&P LCD; Bloomberg, August 2018 
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「不利な」シナリオでは、より速いペースで利上げが実施されま

す。これは、インフレ率と賃金の上昇によっても起こりえますが、

米国の長期国債の利回りの上昇もその原因となります。投資家

は FRBの政策金利設定がイールドカーブに追いついていないと
思い、インフレ予想は急上昇し、FRB はインフレ懸念を緩和する
ために弊社がベースケースで予測したよりも短期金利の上昇ペ

ースを速め上昇幅を上げざるをえなくなります。短期金利と長期

金利の上昇が収益の増加へ負担となるため、規模の経済を打ち

消しキャッシュフローへの圧力となります。企業は原価コスト上昇

の影響と資金調達及び労働コストの高騰を消費者に転嫁するこ

とがより困難となるでしょう。割引率の上昇がもたらす利鞘とバリ

ュエーションへの悪影響は、負の投資家心理とリスク回避の増加

により悪化するでしょう。 

以下の表はプライベート・エクイティを例にとって、資産クラスに

おける金利上昇とその結果としての投資への影響を示していま

す。不動産とインフラへの影響はそれぞれ 18ページと 30ペー
ジに記載しています。プライベート・デットへの投資家は、「有利

な」利上げシナリオにおけるプライベート・デットの変動金利の性

質に基づき、上昇する（短期）金利から恩恵を受けることになり

ます。「不利な」利上げシナリオでは、スプレッドの拡大と予想元

本毀損率の上昇という結果となるでしょう。しかしながら、プライ

ベート・デットへのこのシナリオの全体的な影響は他の資産クラ

スに比べればそれほど重大なものではないでしょう。 

現在の環境において、弊社では価値創造の可能性がある投資機

会をさらに重視しています。常に規律を守り非常に優れた成長率

を達成すると期待されるサブ・セクターに注目します 1。特に、デジ

タル化や消費者志向の変化、高まるエネルギー効率などのグロ

ーバルなメガトレンドから恩恵を受けるセクターに注目します。こ

れらのメガトレンドは様々な地域、産業及びサブ・セクター内で変

革的なシフトをもたらします。 

1  For an overview of the sub-segments where we see attractive investment opportunities 
for both corporate and real assets, please refer to pages 10, 19 and 31. 

産業自動化と近代的な物流は、産業セクターを変革し、デジタル

化は企業のビジネスモデルを破壊し、エネルギー効率改善への

要求は、インフラ資産やインフラ事業に新たな機会を生み出して

います。魅力的なサブ・セクターを見出すことに加えて、ダウンサ

イド・プロテクションとして、弊社では不利な展開による衝撃を緩和

するために、慎重に約 10%のバリュエーションの下落をベースケ
ースの引受前提条件に組み入れています。 

米国：成長分野を特定する  
米国の成長は、減税や良好な財政支出と企業支出によって

2018年の初めから加速しました。活発な労働市場と所得の向
上により、消費者信頼感は過去数十年間における高水準を維

持しています。拡大は継続すると予想していますが、先行きのい

くらかの減速も予想しています。貿易懸念がビジネスおよび消費

者信頼感に与える影響や、恒常的な株式市場の逼迫、財政刺

激策の衰退は、いずれも成長鈍化につながるでしょう。 

一方、賃金は上昇を開始し、さらに上がるでしょう。多くの米国の

ポートフォリオ企業の事例証拠は、賃金の上昇圧力があることを

示しています。これは最低賃金が上昇しているため、低所得層に

あてはまるのみならず、労働力の不足が有能な人材を引き付け

るべくより良い条件を提供するように企業に促すスペシャリスト・

セクターについてもあてはまります。そして賃金の上昇と購買力

の増加が、すでに上昇を見せているインフレ率をさらに高めます。

中期的には米国のインフレ率は平均で年率 2.5～3%になると予
測しています。 

より具体的な賃金上昇がみられない場合においても、FRBはバ
ランスシートの縮小と利上げによって、緩やかな金融の引き締め

を継続するでしょう。弊社のベースケースでは、それに対応した

長期利回りの増加を予想しています。しかしながら、巨額の財政

赤字や政府債務が懸念材料となっています。FRBのバランスシ
ートの縮小とインフレ期待の高まりが相俟って、長期国債への重

い負担になり、それが金融市場やバリュエーションの悪化につな

がる可能性があります。 

異なる利上げシナリオに基づくプライベート・エクイティ・リターン要因  

Source: Partners Group, for illustrative purposes only. 
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米国の景気拡大がかなり進んだ段階であることを踏まえ、弊社で

は成長が底堅く、業界全体の変革的トレンドが成長を支えるセグ

メントに注目します。注目のエリアの 1つは全てのセクターで継
続するデジタル化の増加です。製品と豊かな顧客体験の両方を

強化するサービスを提供するソフトウェア製品工学を専門に扱う

企業には特に関心を持っています。不動産では、テクノロジー・セ

クターの雇用増により牽引されることが多い、人口増加率が高い

地域に注目しています。 

インフラにおいて注目するトレンドは、エネルギー資源の流れ

の再形成です。投資機会は、天然ガスや精製品の輸送、収集

および精製施設とそれらを付帯するセクターにあります。 

米国の景気拡大が進んだ段階を踏ま

え、成長が底堅く業界全体の変革的ト

レンドが成長を支えるセグメントに注目 

欧州：よりディフェンシブなセグメントに注目  
GDPの拡大にいくぶん鎮静化がみられるにも関わらず欧州の
成長は続きますが、複数の既存の障害（Brexit、イタリアの財政
債務）の展開があるため緩やかなものとなるでしょう。金融政策

はユーロ圏全体で緩和的な状態が続き、政府の支出は全体的

に良好ですが、米国との貿易摩擦がもたらすユーロ圏の信頼へ

の影響は米国よりも大きいようです。ユーロ圏の成長率は、米国

の水準を下回り、失業率は引き続き低下すると予想されます。欧

州全体では、インフレ圧力は依然として緩やかなので、金融引き

締めは非常に緩やかなものとなるでしょう。しかし、イタリアの経

済が厳しさを増す一方でドイツ経済は引き続き堅調なので、地域

間の相違はより顕著になっています。さらに、構造問題について

は未だ対処されていません。多くの国で政府負債の水準は高止

まりし、銀行は政府債務へのエクスポージャーを減らすことに 

成功していません。欧州中央銀行の資産購入が終わりに近づい

てきているのに、イタリアの持続的に高い政府債務とイタリアの

銀行の政府債務へのエクスポージャーは、特に低成長の観点か

ら懸念材料となっています。 

欧州連合（EU）からの英国の離脱をめぐる問題は継続し、欧州
に対する見通しに複雑さをもたらしています。これは欧州大陸に

ほとんど影響を与えてはいませんが、Brexitの不確実性が投資
と支出に影響しているため、英国は G8の国々において最優良
国というポジションから脱落しています。 

そのため、弊社の欧州における投資は、よりディフェンシブなセ

グメントの構造的な成長を中心としています。自動化は様々な産

業全般で継続して重要なテーマであり、製造における自動化部

品の長期的に堅実な需要に対して、レラティブ・バリュー上の魅

力を認識しています。ベルトシステムなどのプロセス・オートメー

ション・ソリューションは、急成長している市場の一例です。 

不動産では、供給と需要の有利な不均衡のある地域で値ごろ感

のある価格のオフィスや住宅に注目しています。特に居住空間

に関しては、利用可能な土地の不足や既存の計画による制約

のために、多くのヨーロッパの都市で供給不足となっています。

同時に、成長が著しいビジネス・サービスやテクノロジー業界で

の雇用機会を求めて、若い年代の人々がこれらの都市に押し寄

せ、値ごろ感のある価格の住宅への需要がさらに高まっていま

す。ターゲットとする地域の例としては、ウィーン、ベルリン、スト

ックホルムがあります。 

インフラでは、弊社は引き続きクリーンで効率の良いエネルギ

ー・ソリューションに注目しています。再生可能エネルギーに対

する競争がさらに価格の上昇を招き、規制の需要と長期契約の

恩恵を受ける付随サービスにおいて、レラティブ・バリュー上の

魅力がますます見られるようになってきました。 
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アジア・パシフィック/新興市場：実績あるビジネスモデル
を選別的に狙う 
弊社では新興市場全体の成長に慎重ながらもポジティブな見通

しを有しており、資本配分に関しては極めて選別的になっていま

す。成長は緩やかになり、強い米ドルと米国の金利上昇が、多く

の新興市場への資本の流入に影響を与え、金融状況は厳しくな

り、現地通貨と株式市場の重荷となっています。特に、外貨建て

の資金ニーズが高い国や高い外貨建債務水準を有する国々は、

リスク回避の影響を受けやすくなっています。最近の混乱に強い

影響を受けた国々（トルコ、アルゼンチン）は、弱いファンダメンタ

ルズを特徴としています。したがって、弊社では、より広範な新興

市場への危機の波及と拡大のリスクは、この段階では限定的で

あると考えています。 

トルコは、主要な新興市場の中では外貨建て負債が最も
多く、準備金の引当水準は最低 

Source: IIF Debt Monitor; Deutsche Bank Research, 2018. 

ファンダメンタルズの状況や通貨政策および政治リスクの格差を

踏まえ、弊社の新興市場への投資アプローチは、ケースバイケ

ースです。最近の市場調整局面ではバリュエーションが下がりま

したが、その動きはまだ内在する弱点を完全には捕捉していな

い可能性があります。弊社は特に、外貨建て資金ニーズが高ま

っている国々に対して慎重です。資産レベルにおいては、資本

構成、通貨エクスポージャー、サプライチェーン構造はすべて重

要な考慮事項です。引受におけるリターンは、政治、マクロ、通

貨リスク（またはそれぞれのヘッジコスト）を織り込む必要があり

ます。 

中国では GDP成長率の緩やかな減速を経験していますが、こ
の国には依然として興味深い投資機会があると考えています。こ

れらの投資機会は、より若いより現代的な世代の支出パターンの

変化など、変革的なトレンドに集中する傾向があります。グロー

バル・サプライチェーンのシフトと特定の戦略分野（メイド・イン・チ

ャイナ 2025）への政策インセンティブを考慮する必要があり、よ
り詳細なセクター別分析が必要です。それでも、人民元の切り下

げが、米国の貿易関税が経済に及ぼす影響を緩和し、金融・財

政緩和がさらなる支援を提供することを期待しています。 

アジアを中心とした新興市場向けの弊社の投資戦略を引き続き

決定付けているテーマの 1つは、中産階級の継続的な成長と
購買力の急増です。その結果、特に中国における耐久消費財

向けの e コマースの拡大と、組織的な小売業がまだ初期段階に
ある郊外でのディスカウント小売業の出現など、2つの傾向が顕
著となっています。小売業が依然としてほとんど組織化されてお

らず、サービスが不十分な地域での店舗展開が非常に高い需

要を引き付けるインドのような国は大きな可能性を秘めていま

す。 

弊社の新興市場への投資戦略は中産

階級の成長と購買力の急増というテーマ

に基づく 

不動産では、新興市場の Tier 1都市と Tier 2都市の先進地域
や魅力的な地域に注目しています。高いバリュエーション環境と

新興市場の通貨のボラティリティを踏まえ、弊社のアプローチは

状況次第になります。つまり弊社はマクロおよびバリュエーショ

ン・リスクの増加を補うための十分な期待リターンを追求してい

ます。弊社はより先進的な地域では、優れたアクセスと強固な

インフラを持つ中心的なビジネス地区の外部のオフィス・スペー

スを選好します。若い世代がますます住居・職場・娯楽を同時に

楽しむライフスタイルを取り込んでゆくにつれ、レジャーやショッ

ピングの場所、また近代的な住宅地に近接した多目的用途資

産は魅力的な投資機会となっています。 

インフラでは、再生可能エネルギーが重要なテーマであり、特に

太陽光発電や風力発電（陸上と洋上の両方）が重要であると考

えています。例えば、台湾とオーストラリアは、大量の古い石炭

や原子力発電所の使用をやめ、太陽光や風力エネルギーで置

き換えることを計画しています。蓄電池貯蔵設備で補完される再

生可能エネルギー・プラットフォームは、その一貫した電力供給

能力により魅力的なものとなります。 

見通し 
将来の成長見通しは、複数の課題が持続し、また新規に出現

し、異なる地域に様々な形で影響を及ぼしているため、明確では

ありません。弊社ではベースケース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すが、この道のりが容易ではないこ

とは分かっており、新たな障害が成長に影響を与える可能性もあ

ります。このような環境では、投資対象の資産の回復力を分析す

ることが非常に重要です。それに加えて、変革的トレンドから恩

恵を受けている高成長のサブ・セクターにおける最も魅力的な投

資機会を特定するために、セクターへの深い洞察が必要となりま

す。資産への投資を行った後は、アウトパフォーマンスを生み出

すために唯一必要なのは強力なガバナンスと価値創造スキルで

す。 
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プライベート・エクイティ 
積極的なソーシングが競争の激しい
市場におけるカギ 

高いバリュエーションに特徴づけられる競争の激しい市場では、テーマ主導型のソーシングにフォーカ

スします。経営権の取得と積極的な価値創造を通じ、さらなる成長を引き出すことのできる期待値の高

いサブ・セクターへの投資機会を探究します。 

市場概況 
ここ 1年で、すでに割高であったプライベート・エクイティのバリ
ュエーションは更に上昇しました。これは低金利環境下でのイ

ールドの追求と、レバレッジド・バイアウトのための債券市場の

活況に促された、プライベート・エクイティ会社や戦略的買手、

そして新たな市場参加者による競争の激化が続くためであると

考えています。質の良い資産は通常 10%台半ばの EBITDA
マルチプルで取引されます。対照的に、いまだに低いマルチプ

ルで取引される資産はアンダーパフォームしたり、景気変動に

過度に左右されたりする傾向にあります。 

LBOの EBITDAマルチプル 

Source: Partners Group; S&P Global Leveraged Lending Review, Q3 2018. 

この市場環境は弊社にもまた影響を与えるため、特にフォーカス

が高成長セグメントにおける質の高い資産であることを考慮する

と、バリュエーションの高騰は引受においても直面する問題です。

競争激化により割高な価格を支払うことに関連するリスクを軽減

するための弊社の戦略は 2つあります。1つは選択的姿勢を維
持することで、弊社はソーシングした投資機会の約 1%にのみ投
資を実行しています。デュー・デリジェンスに関しては、大規模な 

独自のプライベート資産のデータベースを活用しつつ、売手の正

式な売却プロセスに先立って対象企業を特定し、徹底した調査を

実施することにしています。これにより弊社は確信度の高い投資

テーマに基づいて投資機会を体系的に把握し、早期に対象資産

の具体的な価値創造とガバナンス計画を立てることができます。 

対象資産を売却プロセス開始前に把握  

Note: formal vs. pre-process due diligence timelines for Partners Group direct private equity 
investments (2015-2018). 
Source: Partners Group, October 2018. 

他方で、この環境で魅力的なリターンを達成するには、投資先企

業の価値創造を実現する優れた能力を有していることが肝要で

す。このため、経営権の取得と積極的な価値創造に重点を置くこと

が、弊社の投資戦略のベースとなっています。投資先企業への価

値創造へのフォーカスにより、弊社が想定するバリュエーションの

下落が起こったとしても、その影響を相殺することになります。弊

社では 2016年に行った投資では約 0.5倍のバリュエーション下
落を想定していましたが、足許では約 1.4倍程度の下落を想定し
ています。 
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 Hearthside Food Solutions, one of the largest contract manufacturers of consumer packaged goods in the US. 

現在の投資テーマ 
競争の激しい市場と高いバリュエーションに鑑みて、引き続き弊

社では、「テーマ主導型ソーシング」に重点を置き、十分に開発

された投資テーマに従って投資機会を探究しています。弊社で

は、足許の市場において他よりも高い価値を提供すると考えら

れるセクターを特定するために、定期的な分析を行っています。

この最初の評価に基づき、同セクター内において、構造的な成

長や変革的トレンドから特に恩恵を受けるサブ・セクターを体系

的に位置付けます。そして各サブ・セクターに対して長期的な成

長見通しをもとに具体的な投資テーマを策定します。デジタル

化、産業オートメーション、新世代の消費パターンなどのグロー

バルなメガトレンドに基づいて弊社の投資テーマを策定しつつ、

双方向に大きくぶれ得るテクノロジー・リスクへのエクスポージ

ャーを回避すべく努めています。 

ターゲットとなるサブ・セクターを特定した後、これらのセグメント

内の最も有望な企業と、密接かつ信頼できる関係の構築に取り

組みます。弊社の目標は、それらの企業への投資が可能となる

前に、包括的な投資テーマを作成することです。特に弊社は、 

現在又は過去の投資から得た知見を活かして目標の価値創造戦

略へとつなげることができるサブ・セクターや企業を選好します。 

弊社が最も魅力的であると位置付けるのは、経営権の取得を

通じて価値創造の機会を想定でき、魅力的なトップダウンの市

場トレンドとボトムアップのカテゴリー・リーダーシップの融合が

可能な資産です。弊社は、細分化された市場が再編される中で

勝ち残ると思われるプラットフォーム企業、成長トレンドにある

ニッチ・セクターで市場シェアを得る可能性のある企業、強力な

ディフェンシブ能力（不況時の抵抗力）とキャッシュ・フロー創出

力の高いフランチャイズ企業に着目しています。場合によって

は、長期にわたるアウトパフォーマンスの可能性のあるカテゴリ

ー・リーダーとなる企業を見出し、育てることもあります。 

最近の投資テーマの事例として、需要が高まるデジタル製品エ

ンジニアリング・サービス、産業用部品、製造アウトソーシングお

よびディスカウント小売があります。 

企業サブ・セクター  ・マトリックス：レラティブ・バリュー・フォーカスエリアと投資可能なユニバース  

 
Note: bullet points in black highlight sub-sectors with active investment opportunities. Bullet points in gray highlight future areas of focus for research or investment. 
Source: Partners Group, November 2018. For illustrative purposes only. 
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プライベート・エクイティ 

 

プライベート市場における経営者としてのガ

バナンス  
テーマ主導型ソーシングにより平均を超える成長可能性

を持つサブ・セクターへの投資を実行する一方で、弊社で

は企業に投資した後は、経営権の強化と積極的な価値創

造に注力します。経営権の強化に支えられるガバナンス

の枠組みによって可能となる価値創造能力は、プライベー

ト・エクイティ・リターンの主要な原動力の一つであるという

のが弊社の考え方です。プライベート・エクイティがバック

アップする取締役会の構成、運営および指令は、これに不

可欠な部分です。 

上場市場に比べて、弊社が構成する取締役会は規模が小さ

く、頻繁に開催され、より深く事業に関わって会社を価値創

造へと導くために経営者と緊密に協働します。弊社のポート

フォリオ企業の取締役会は、通常、投資チームの主要メンバ

ー、社内のオペレーションの専門家、一名もしくは二名のポ

ートフォリオ企業の経営幹部、そして幅広く関連性の高い経

験を有する少数の外部オペレーティング・ディレクターによっ

て構成されます。後者は特定の方法で戦略的成長に貢献す

るであろう能力に基づいて選択し、単に執行役員や投資チ

ーム代表者との釣り合いをとるためだけにいるのではありま

せん。 

それに加えて、取締役会メンバーと経営陣は通常、自ら

が率いるポートフォリオ企業に自身の資産からある程度

の金額を投資することが期待されています。これは、彼

らがアップサイドの可能性だけでなく、ダウンサイドのリ

スクも共有し、すべてのステークホルダーの利益のため

の価値創造に際し、強力なインセンティブを生み出すこ

とを意味します。 

最後に、上場企業の取締役会とは対照的に、ポートフォリ

オ企業の取締役会は、コントロールに焦点をあてたコーポ

レート・ガバナンス体制を遵守し、単に短期的な収益の伸

びにフォーカスせねばならないという拘束がありません。

その代わりに、プライベート・エクイティ独自のガバナンス・

モデルにより、取締役会や経営陣は価値創造プロジェクト

の推進、企業の向上を目指したプロセスの構築、持続的

に成長するフリー・キャッシュフローの創出に集中すること

ができます。  

デジタル化が製品エンジニアリングのニーズを生み出す 
製品とサービスのデジタル革命は、テクノロジー、メディア、通信、

産業、消費財、ヘルスケア界を含む産業全体を最も支配し続ける

トレンドの 1つです。ITサービスは、プロセスのデジタル化と自動
化を支援し、パフォーマンスと効率性を向上させ、革新的な新製

品を開発するために高い需要があります。ITアウトソーシング、ビ
ジネス・プロセスアウトソーシング（BPO）、コンサルティング、 

ハードウェアおよびソフトウェアのサポート、製品開発アウトソーシ

ング（OPD）など、様々なサービスを含むグローバル ITサービス
市場は合計で約 9,400億ドル 1の規模になります。 

伝統的な ITおよび BPOサービスは約 3～4%2の CAGRで成長
していますが、弊社では商用アプリケーションやカスタム・アプリケ

ーションの開発など、OPDソリューションにはさらに高い需要があ
り、顧客のニーズこそがデジタル変革の成功を担っています。実際

に 2,400億ドル 3のOPD市場は、伝統的な ITアウトソーシング
の規模を大きく上回る成長を遂げています。弊社の視点から最も

魅力的なのは、500億米ドル規模のソフトウェア製品エンジニアリ
ング・サービス（PES）セグメントですが、それは PESが、企業が新
しい技術を可能にする製品の開発を支援し、顧客の利便性を向上

させるのに役立っているからです。したがって、これらの製品は単

にコストを削減するというよりは、売上にプラスの影響を与えます。

これらのサービスに対する非常に高い需要は、同セグメントが

2021年まで CAGRで 20%以上成長するとの予想に反映されて
います。 

 
ソフトウェア PESはOPD 市場で最も成長の著しいセグメント

Source: The Boston Consulting Group, 2018.  
 

 GlobalLogicはこのセグメントの中で特に弊社が注目する企業で
す。弊社が 2018年の中ごろに買収した GlobalLogicは、デジタ
ル製品エンジニアリング・サービスのリーダー企業です。同社は

デジタル製品やサービスに関して、モバイルの定期購読者に対し

よりダイナミックな利便性を提供する The Economistや、難聴ソリ
ューションの大手メーカーであり、臨床ケアソフトウェアの開発を

GlobalLogicに一括外部委託している Cochlearなどと協働してい
ます。GlobalLogicは、5億米ドル以上の売上増と 20%以上の内
部成長率を達成し、2013年以来その売上と EBITDAは 2倍を
超えています。同社は、力強い市場の成長と国際的に拡大する

機会を背景に、引き続き急速な成長が見込まれています。欧州へ

の拡大は重要な戦略的優先事項であり、パートナーズ・グループ

の欧州における幅広いネットワークが、同社の新規顧客の獲得に

役立つと期待しています。これらの価値創造戦略は、弊社のガバ

ナンスへの積極的なアプローチによって可能になります。弊社

は、ITサービスの経験、機能的な専門知識、および戦略的関係
を持つ取締役会を構成して、同社がカテゴリーをリードする製品ア

ウトソーシング・プラットフォームとして発展するための支援を行い

ます。 
1 The Boston Consulting Group, March 2018. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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オートメーションが産業用消耗品（部品）の需要を促進する 

デジタル革命のメガトレンドが促進するもう 1つのテーマは、産業
部門におけるオートメーションです。オートメーションは、プロセスを

標準化し、生産時間を短縮し、コストを削減しようとする世界各国

の製造企業にとって大きなテーマです。ソフトウェアや 3D印刷と
いった呼び物となる対象がある一方で、伝統的な市場のサブ・セ

グメントにも、自動化の恩恵を受ける様々な部品メーカーがありま

す。例えば、ベルトシステムなどの工場・工程自動化ソリューション

の市場は急速に拡大しており、人件費の上昇によって 2020年 4

までに約 1,400億ドル規模に達すると予測されています。 

オートメーションを成長のための長い滑走路を持つセクターと見

なす一方、弊社は特に産業用消耗部品を選好します。これら

は、頻繁に使用されるため、より定期的に交換する必要のある

生産ラインの製品です。この中にはバッテリー、マグネット、ホイ

ール、ベルトなどの項目が含まれています。産業用消耗部品

は、その性質がミッションクリティカル（業務の遂行に必要不可

欠）でありながら、顧客の予算の中で占める割合が小さいことか

ら、収益予測がしやすく安定的な経常収益となります。これによ

り、同サブ・セクターは構造的な成長による魅力的なアップサイド

の可能性を提供しつつ、サイクル全体でよりディフェンシブになり

ます。 

オートメーションは、プロセスの 
標準化、生産時間の短縮、コスト

削減に努める世界中の企業に 
とって大きなテーマです 

 

この投資機会を活用するために、弊社は最近、この分野で大手の

Megadyneグループと Ammeraal Beltechの 2社を買収し、合併
させてグローバル市場のリーダーにすることを目指しています。 

4 Goldman Sachs Research, 2018. 

Megadyneは伝動ベルトの大手メーカーであり、Ammeraal 
Beltechは軽量プロセスとコンベヤーベルトの世界的リーダーで
す。全装置のコストのうちベルトが占める割合はわずか 1～2%に
すぎませんが、生産プロセスにおいて必要不可欠な要素です。ベ

ルトの消耗品としての性質と、食品や飲料、物流、空港での荷物

受取所のコンベヤーベルトなどの堅調な産業に幅広く使用されて

いるため、このセグメントは経常収益予測が可能になります。それ

と同時に、これらの企業の専門性とカスタマイズされた製品によ

り、顧客のロイヤリティは高くなります。 

Megadyne と Ammeraal Beltechの合併に関する弊社の戦略的
決定は、強力な産業背景とオペレーティング・ロジックに沿ったも

のです。両社には相補的な能力があり、伝動ベルトと軽量コンベ

ヤーベルトにおいて世界的リーダーの地位を目指すための具体

的なシナジーを実現する可能性があります。合併後は、

Megadyne と Ammeraal Beltechの顧客により包括的なサービ
スを提供し、地理的ギャップを解消します。内部成長と追加買収

の両方による、特に新興市場でのさらなる国際的な拡大は、同社

に対する弊社の価値創造計画の中核的な要素です。これらの戦

略を実現するために、効果的なガバナンスの確保は注力しなけ

ればならない分野です。その一つとして、Megadyneの買収が完
了する前に、合併後の新会社の会長として経験豊富な人材を任

命しました（15ページに記載した Horst Heidsieck氏との Q＆A
を参照ください）。 

複雑化の進行に製造アウトソーシングがソリューショ

ンを提供 
食料と飲料は、成長力が世界の人口増加と結びついている、最も

強靭で非シクリカルかつ安定した市場の一つつです。このセクター

内では、消費者が求める利便性と結びついて、健康的な食事のト

レンドは、スナックのサブ・セクター、特に「健康志向」カテゴリーの

成長を促進しています。消費者がカスタマイズされた製品と新しい

フレーバーを求めるなか、利便性を重視した持ち運びが容易なス

ナックや有名ブランドを持つ食品メーカーがコスト抑制のため工場

数を削減する傾向にあるため、製造アウトソーシングは小売市場

の平均を上回る成長を示しています。弊社ではこのトレンドから 
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恩恵を受けるために最近Hearthside Food Solutions 
(Hearthside)という米国でも最大手の消費財の委託製造企業を買
収しました。同社の主要な製品カテゴリーは、クッキー、クラッカ

ー、栄養バー、グラノーラ、スナックです。Hearthsideの、カテゴリ
ーにおけるリーダーとしてのポジションにより、内部成長と追加買

収を組み合わせて既存の市場をさらに統合し、新しい地域に拡大

し、チョコレート、ビタミン、ペットフードのサブ・セクターなどの隣接

セグメントへの進出を狙うことができます。追加的な付加価値創造

の戦略では、イノベーションを推進し、既存の製造プロセスを最適

化することに焦点を当てます。これらの取り組みは、消費財セグメ

ントで実績ある経験を持ち、製造およびリーン・オペレーションにお

ける多様な機能的専門知識を有する業界の専門家により構成さ

れる Hearthsideの取締役会が推進します。Hearthsideの市場
におけるリーダーのポジション、顧客との密接な関係、および相対

的に低い事業中断リスクに基づき、弊社では同社を長期にわたる

アウトパフォーマンスが期待できる優れたポジションにあると考え

ています。 

 

健康的な食事へのトレンドが利便性を

求める消費者のニーズと重なり「健康志

向」スナックカテゴリーの成長を促進 

新興市場で際立つディスカウント小売セクター 
弊社がこれまでに強調してきた長期的な成長のテーマは、新興

市場における著しいミドルクラスの台頭であり、このことが同地域

全体における購買力の増加につながると考えられます。消費者

セクターでは、2つの小売チャネル、すなわち e-コマースとディス
カウント小売業に注目すべきであると考えています。ディスカウン

ト小売業者は、魅力的な価格、優れた品質と顧客の「宝探し」ショ

ッピング要素の組み合わせにより、強力なバリュー・プロポジショ

ン（他にない優れた価値）を提供しています。この差別化された価

値の提供により、世界中の大手ディスカウント小売業者はサイク

ルを通して持続的な成長が可能となっています。 

ディスカウント小売業において大きな可能性がある発展途上国

はインドです。同国の可処分所得は年率で二桁上昇しています。

さらに、インド市場は、米国のような先進国市場との比較のみな

らず、インドネシアやタイなどの新興国市場と比較しても、組織化

された小売システムの普及はかなり遅れています。ここ数年、弊

社は、普及率の上昇を見てきましたが、それは都市化、非ブラン

ド品からブランド品への消費性向のシフト、および有利な人口動

態によって今後も継続すると予測しています。

2018年 5月、弊社はインドの大手ディスカウント小売フランチャ
イズ管理会社である Vishalの買収に合意しました。Vishalは、
Vishal Mega Martブランドのフランチャイザー（本部）であり、フラ
ンチャイズのネットワークによって運営されているインド全土の

230以上のハイパーマーケット（総合スーパーマーケット）店舗に
商品を卸売りしています。Vishal社は、実績ある複製可能な店舗
モデルを開発し、迅速な店舗展開のためのプラットフォームを有

することから、弊社は、非常に魅力的な企業だと考えています。

Vishalの買収を成功させるカギとなった要因は、オランダの大手
ディスカウント小売業者である Actionへの投資を通じた、ディス
カウント小売セクターでの弊社の過去の経験でした。Vishalに対
する弊社の価値創造計画は、持続可能な方法で店舗展開を加

速し、製品の品揃えを最適化し、調達、サプライチェーンおよび在

庫を改善するという弊社の経験と、ディスカウント小売セクターの

役員、ビジネスパートナー、業界専門家のネットワークを活用す

るというものです。Vishalのさらなる発展をサポートするために、
弊社ではインドの小売業界の深い理解とグローバルなディスカウ

ント小売業の専門知識を組み合わせた、業界の専門家による取

締役会を組織しています。 

 

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 

弊社は非常に細分化された市場で、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や資産持分を

取得し、次に企業を追加して買収することで、プラットフォ

ーム企業をさらに成長させ、シナジーから恩恵を受けま

す。 

ニッチ・セクターの勝者 

弊社は、特に有力な製品やサービスの恩恵を受ける特定

の業種のサブ・セグメントで、しばしば国際化を通じて著し

い成長を遂げる可能性を持つ企業を買収します。その事

業を 組織化して製品・サービスの提供を拡大します。 

フランチャイズ企業 

弊社では独立採算ベースで企業や資産を買収します。対

象は通常、価値創造の可能性を持つだけでなく、ディフェン

シブ能力が高く、高いキャッシュ・フロー創出力を有し、迅速

なレバレッジ解消能力を持つシングル・アセットです。それら

の資産のネットワークを拡大し、ポジションの確立に努めて

います。 
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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、資産クラスにおいていくら
か中立的になってきています。バリュエーションが激しく上昇し、

マクロ的観点では投資機会が限定されるなか、全体的な市場は

非常に競争が激しくなっています。その結果、欧州および米国の

中型株セクターならびにアジアの小型株セクターへのオーバーウ

ェイトを見直しました。 

セクターに関しては、弊社の見通しはほとんど変化していませ

ん。弊社では、世界中のヘルスケアおよびビジネス・サービス・セ

クターにおいて引き続き魅力的な機会があると考えています。ア

ジアと新興市場でオートメーションとテクノロジー・ハードウェアの

興味深い投資機会を確認し、産業セクターを引き上げましたが、

資本財（原料、材料、機械設備等）に課される関税を考慮し、セク

ター全体に関しては中立を保っています。同様に、国境を越えた

需要の持続可能性に対する懸念から、アジアと新興市場におけ

る ITセクターの見通しをアンダーウェイトに変更しました。米国の
メディア/テレコム・セクターのバリュエーションは高騰しているた
め、弊社は慎重な姿勢を取っています。 

市場でのプライシング圧力に基づき、弊社ではセカンダリー全般を

引き続きアンダーウェイトしています。最近非常に活発なエグジット

活動がいくつか見られた欧州の成熟したセカンダリーに関しては、

極端なアンダーウェイトを緩和しました。新興市場では、米ドル高

や上場市場の不調、および地政学的不確実性がもたらした新興

市場通貨に対する直近の圧力を考慮して、インフレクション資産に

ついてはより慎重になっています。さらに、弊社は、バリュエーショ

ンの高騰を受けて、米国ベンチャーの成熟したセカンダリーの見通

しを下方修正しました。プライマリーについては、弊社は全般的に

中立ですが、ビジネス・サイクルの後期の段階と、コミットメントとデ

プロイメント間の時間差に鑑みて、ある程度の価値を見出していま

す。 

レラティブ・バリュー・マトリックス  

 
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 

Horst Heidsieck氏は 35年以上にわたる先進的製造業における経験と物理学の博士号を有し、
パートナーズ・グループのポートフォリオ企業 Ammeraal Beltech とMegadyne Groupの新取締
役会会長として抜擢されました。ここでは、オートメーションが産業セクターをどのように変革してい

るのか、そして取締役会の役割のあるべき姿について意見を述べています。 

あなたは世界で最も成功しているニッチ産業の先進的

製造業数社で経営者、また取締役会のメンバーを務め

てこられました。あなたのキャリアにおいてこの産業セク

ターはどのように進化してきたのでしょうか？ 

一般にはあまり知られていないかもしれない進化の一つは、製

品からプロセス・コントロールへのシフトです。1980年代半ば
には、顧客とサプライヤーがいわゆる「合格品質水準」（AQL）
に合意することが標準的な手順でした。"AQL 2%"は、サプライ
ヤーが提供した 100個のサンプルの中に 2個の欠陥品があ
っても、出荷品全体としては合格と見なされていたということで

す。同原則を現在の半導体産業にあてはめてみると、スクラッ

プしか生産できないということになるでしょう。例えば、あらゆる

コンピュータの中核装置であるプロセッサを生産するのに必要

なプロセス・ステップは 1000以上になります。それが、この業
界全体がこれらのプロセスのコントロールへと舵を切った理由

です。そして、その結果、部品と製品の品質は 30年前に比べ
てはるかに高くなりました。 

もう 1つの現象は製品開発がより顧客主導型になってきたこと
です。私がキャリアをスタートしたときの心構えは、素晴らしいア

イデアがあればそれに取り組むというものでした。ソリューション

を見出した後で、何か問題があるかどうかを調べます。多くの業

界では、製品が市場に出るまでの時間が大きな成功要因となっ

ているため、開発作業は専門化されています。視野の中に目に

見える顧客のニーズがある場合、その需要を満たすことができる

最初の人が利益を得るでしょう。これは反面、過去には大きな発

明は必ずしも顧客の要求から生まれるものではなかったというこ

とです。例えば液晶ディスプレー（LCD）を例にとってみましょう。 

最初に研究者が発見したのは、電流が流されたときに結晶がそ

の挙動を変えるといことでしたが、これらの製品がどのようなもの

になるか見当もつきませんでした。それらは初期には「役に立た

ない結晶」というレッテルすら貼られていました。今日、LCDはス
マートフォン、コンピュータのモニターやテレビで私たちの生活に

毎日使用されています。そのため、私は顧客のニーズへの注目

だけでなく、研究者のある程度の自由度も両方とも必要だと思い

ます。 

将来的には「半導体チップ」が製造 
プロセスでの取り扱い、制御、コント

ロールに関連する作業を引き継ぐ 

技術の進歩は幅広い産業のセクターにおけるオートメー

ション化の推進に貢献しています。このセクターの未来に

関して、今のお話は何を意味しますか？  
将来的には、製造プロセスの取り扱い、制御、コントロールに関

連する作業は「半導体チップ」が取って代わります。言い換えれ

ば、多くの分野において、製造現場で人間の数が減ることになり

ます。同時に、プロセスの品質と、最終的には最終製品の品質

はさらに向上し、一方それらを製造するために要する時間は減

少します。これにより、特定の産業では、人件費の高い国であっ

ても、合理的なコストと許容可能な時間枠内で、高度にカスタマ

イズされた商品の需要を満たすことができるようになります。 
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Dr. Horst Heidsieck has more than 35 years of 
experience in advanced manufacturing as well as a 
proven track record in senior management roles 
in the high-tech セクター. 

Most recently, Dr. Heidsieck became Chairman 
of the Supervisory Board of Megadyne Group 
and Ammeraal Beltech. 

From 2014 to 2017, he served as Chairman of the 
Board of Directors of former Partners Group 
portfolio company VAT Group AG. Prior to that, he 
was Chief Executive Officer of Leybold AG and of 
Balzers Leybold Group within the Oerlikon Bührle 
Group. In addition, Dr. Heidsieck served as CEO of 
Heraeus Holding GmbH and of Demag Holding S.à 
r.l. Since 2007, he has worked as a business and 
management consultant. Dr. Heidsieck holds a 
PhD in physics from the Technical University of 
Aachen, Germany. 

 
インダストリー・ビュー  

 
それがまた一方では、業界で働くために必要なスキルにも大きな

シフトを要求します。ますます多くのエンジニアが必要になり、特

に工場全体を相互接続できる技術と機械を開発できるエレクトロ

ニクス・エンジニアの需要はますます高まります。 

パートナーズ・グループは最近、伝動ベルトメーカーの

Megadyne Group とコンベアベルトメーカーの
Ammeraal Beltechの買収を完了し、両社の合併を予定
しています。あなたは合併後の新会社の取締役会会長に

任命されていますが、この役割の何があなたにとって魅力

的で、会長として重点を置くことは何ですか？   

この役割には私が心惹かれた魅力的な要素がいくつかありま

す。第一に、単体でも、両社は非常に魅力的です。どちらの会社

も優れた製品、強力なブランド、市場でのリーダー的ポジション、

そしてさらなる価値創造の可能性を持っています。第二に、

Ammeraal とMegadyneは非常に相互補完的であり、重複する
ものがほとんどありません。これは、取締役会と経営陣が注力す

るのはコストシナジーの実現ではなく、成長であるということで

す。そして第三に、私は過去にこのような合併を経験しているの

で、国境を越えた合併に挑戦することに惹かれました。合併の成

功を確実にするための私の役割は、リーダーシップチームと私の

取締役会の同僚との間で、私の経験、知識、ネットワークを共有

することだと思います。 

あなたの見解では、合併を成功、させる要因とは何で

しょう、逆に失敗を招く要因とは何でしょう？   
合併の 70%が期待通りの結果をもたらせないということは秘
密でもなんでもありません。私は合併が失敗するのは不適切

なデュー・デリジェンスや不正確な評価だとは思っていません。

合併がうまく行かないのは、企業間の文化の違いが過小評

価され、正しい扱いがされていないからだと思います。 

 

70%の合併は失敗するか期待通り 
の結果をもたらさない。失敗の原因は

文化の違いが過小評価されている 
せいであると思う 

Ammeraal とMegadyneに関する限り、特に私たちは国境を越
えた合併に直面しているので、この問題を深く認識しておりま

す。重要な第一歩は、両方の文化を理解できる合併後の新会社

の CEOの起用でした。Stijn Vriends氏はオランダ人ですが、過
去 15年間イタリアに住んで働いていました。つまり、オランダと
イタリアにそれぞれの拠点を置く Ammeraal とMegadyneの両
方の文化に共感できるということです。

16 | 2019年の見通し 

Horst Heidsieck氏は 35年以上にわたる先進的製造業
での経験と、ハイテク・セクターでのシニア・マネジメントの

実績を持ちます。 

最近 Horst Heidsieck氏はMegadyne Group と
Ammeraal Beltechの監視委員会の会長に就任しました。 

2014年から 2017年にかけてパートナーズ・グループの
ポートフォリオ企業であった VAT Group AGの取締役会の
会長も務めました。それ以前には、Oerlikon Bührle 
Group傘下の Balzers Leybold Group内の企業である
Leybold AGの CEO を務めていました。それに加えて、同
氏は Heraeus Holding GmbH と Demag Holding S.à r.l.の
CEO も務めました。2007年以降は、ビジネスとマネジメン
ト関連のコンサルタント業務を行っていました。Horst 
Heidsieck氏はドイツのアーヘン工科大学において物理学
の博士号を取得しています。 



インダストリー・ビュー  

 
Ammeraal とMegadyneが持つ市場機会は何ですか？
なぜ合併は理にかなっているのでしょうか？  

Ammeraal とMegadyneの合併は成長に照準を合わせたもの
です。両社はすでに強力なマーケット・ポジションを築いていま

すが、特に米国やアジアを中心にさらなる拡大の余地がありま

す。また、複数のクロスセリングの機会も見出しています。最後

に、今後の追加買収や技術改良という面でも、合併後の新会社

が、より強力な推進力を持つことは言うまでもありません。 

あなたは、経営陣または取締役会役員のいずれかとし

て、いくつかのプライベート・エクイティ所有企業で働いて

きました。あなたの見解では、成功したプライベート・エク

イティ企業の主な要因は何ですか？  

プライベート・エクイティ企業がキャッシュフローの良い会社を買

収してからレバレッジ解消までじっと待っていた時代はずっと昔の

ことになりました。今日では、プライベート・エクイティ企業は、販

売面、調達面、サプライチェーンおよび他のオペレーション領域に

おいて改善の可能性がどこに存在するのかを特定する能力を備

えていなければなりません。さらに、私の見解では、10年または
15年前と比較してオペレーションの可能性を実現することは難し
くなっています。コンサルティング会社を雇い、独立して働かせる

ことはもはや十分ではありません。そのため、より大きなプライベ

ート・エクイティ企業は必要な専門知識を提供し、専門家のコンサ

ルタントを監督する専用の産業チームを作ったのです。さらに、彼

らは私のような過去の重役経験のある者をシニアア・ドバイザー

として雇います。オペレーションの専門知識を社内で蓄積してき

た企業は今後も競争優位性を持つと考えています。 

あなたは上場企業の仕事もしています。あなたの経験で

は、上場企業と非上場企業間でガバナンスの実践、取

締役会の関与と管理アプローチはどのように異なってい

ますか？ 

非上場企業における私の経験は概ねポジティブです。投資家、

経営陣、取締役会は、1日目から価値創造にともに取り組み、注
力します。その取り組みのはじめから、プロジェクト計画が設定さ

れ、個々の改善プロジェクトが明確にされ、実行に移されます。取

締役会はその後これらのプロジェクトをしっかり監視します。計画

からの逸脱はタイムリーに対処され、経営陣は必要に応じて是正

措置をとるよう求められます。私は、この状況では、関係するす

べての当事者が、所定の時間枠内で予想される価値創造を生み

出すために、会社がどこに向かわなければならないかを知ってい

るため、政治の余地はほとんどないことに気付きました。 

上場企業については、取締役会に執行委員会と監視委員会があ

るドイツのモデルについてお話します。執行委員会は高い自由度

を有する一方、監視委員会は特定の重要な問題が発生した時に

だけしか意思決定を行う権限がありません。例えば、執行委員会

は監視委員会に予算案を提出しますが、承認を受ける必要はな

いのです。唯一監視委員会が持つ実際の力は、執行委員会のメ

ンバーを雇うことと、解雇すること、そして役員の報酬を決めること

です。監視委員会は、状況が間違った方向に進んでいると感じた

場合、行動を起こす前に執行委員会の同意を求めなければなり

ません。これは、プライベート・エクイティ所有企業の取締役会が

採用するアプローチとはかなり異なります。 

取締役会は、経営陣よりも幅広い視野

と長い展望を持たなければならず、経

営陣は日々の業務で忙しい 

会社の継続的な成功を確実にするために、取締役会の

役割はどのようなものであるべきだと思いますか？  

私の見解では、取締役会は最終的に企業の戦略と持続可能な

成功に責任を負っています。取締役会は、日常業務に忙殺され

ている経営陣よりも幅広い視野と長い対象時間を持つべきです。 

プライベート・エクイティ企業が買収した企業の場合、第一歩は価

値創造のために実行する必要があるすべての取り組みを含む計

画を立てることです。経験上、取締役会は早めに問題を切り出

し、頻繁にレビューするパターンを確立するようにしなければなら

ないということを学びました。多くの価値創造の取り組みは日常

業務と並行して実行されなければならず、長期的には疲れてしま

って継続できない可能性があります。これが意味するのは、取締

役会が早い段階で確実に成功を目に見えるようにして、それをき

ちんと評価することが重要だということです。 
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プライベート不動産 

プライベート不動産 
複雑な状況にソリューションを提供 

すべてのタイプの主要不動産の価格が全世界で過去最高に近い水準まで上昇し、その背景には金

利上昇があるなか、弊社はオフマーケットの状況でも価値創造の機会を引き続き追求します。これ

らの機会を提供するためには、強力なネットワークとオーダーメイドのソリューションを提供する能力

がカギとなります。

市場概況 
世界の不動産取引は、潤沢な資金に支えられ、米国とアジア

太平洋地域で昨年よりもさらに増加しています。アジア太平洋

地域では、中国と日本が引き続き 2大市場です。対照的に、
英国、ドイツ、スペインの投資活動の低下によって、欧州での

不動産取引量は減少し、ほとんどのセクターで低下していま

す。 

世界金融危機以来、低金利は借入コストと将来の営業利益に

対する割引率の両方を低下させることによって不動産価格を

支えてきました。不動産資産価値の上昇に伴って利回りが圧

縮され、現在では多くの市場で歴史的に見て最低水準に達し

ています。並行して、世界の資本価値は、2009年に記録した
サイクルの低水準から約 30%上昇しました。今後は、金利の
上昇が資産クラスに及ぼす潜在的な影響について細心の注

意が必要となります。 

不動産における金利上昇の潜在的な影響  

米国の金利が上昇し、しかも今後も引き続き上昇すると予測され

るなか、キャップレートと米国債 10年物の利回りのスプレッドが
縮小し続け、現在では長期平均の約 430bps を下回るレベルま
で落ち込んでいるため、米国の不動産の中期的な見通しについ

てはより慎重になっています。歴史的にキャップレートのスプレッ

ドは、キャップレートが安定しているため金利上昇を吸収するバ

ッファーとして機能してきました。弊社の予想通り、利回りが引き

続き上昇すると、キャップレートの上昇なしに金利上昇を吸収す

る能力は低下します。これは、営業純利益（NOI）の増加が金利
の上昇を相殺できない場合には特にあてはまります。 

弊社のおおまかな見積もりによれば、NOIが 5%増加すると、約
25bpsのキャップレートの上昇を相殺することができます。しか
しながら NOIの伸びはいまだに長期平均 3.2%を上回っている
ものの、下図に示すように減速が続いています。 

キャップレートと米国債 10年物との長期スプレッド  

 
Source: Costar; US Federal Reserve, November 2018. 

 

米国不動産の長期 NOI の増加 

 
Source: Costar, November 2018. 
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Vienna was recently awarded the top spot in the Global Liveability 
Index. 

弊社の慎重な引受基準は、金利上昇の影響を考慮したもので

す。現在は不動産の保有期間にわたって 50～100bpsのキャッ
プレートの上昇を許容しています。それに加えて、このような競

争の激しい環境下で、しかも背景には金利上昇があるなか、価

値向上余地のある物件に引き続き注目することで、NOIの増加
を積極的に推進する機会が提供されます。不動産の種類に関し

ては、具体的な価値創造の可能性や、開発リスクを限定したオ

フィス、物流／産業および住宅資産は、特に競争入札プロセス

を経ずに調達された場合、世界中の多くの地域で魅力的な投資

機会を提供します。弊社の古いビンテージの投資については、

好調な市場環境と高いリターンを確定するためのエグジット·オ
プションを模索しています。 

現在の投資テーマ  
世界中ですべての主要な不動産タイプの価格が過去最高に

近い水準まで上昇しているにも関わらず、弊社では従来の

不動産に継続的な影響を与え、優れた成長をもたらす変革

の恩恵を受ける不動産や都市に引き続き注目しています。こ

れには、オフィスや居住空間の需要を生み出す都市化の進

展とそれに伴う人口動態の変化、そして、物流スペースの需

要を生み出す e コマース・セクターの拡大が含まれます。 

 

 

住宅セクターでは、多様なコミュニティを惹きつけ、供給不足に悩

む拡大する都市に賃貸向けに建てられた、手ごろな価格の住宅

を選好します。同様に、オフィス・セクターでは、競争力のある賃

貸料と質の高い公共交通システムを備えた都市にある、アップグ

レードのために資本注入を必要とする資産を選好します。弊社が

非常に選択的に進めているオフィス開発については、主要な

CBD(主要ビジネス地区)外の確立されたオフィス・ハブと、ある程
度のプレリースを確保している建物を選好します。産業セクター

については、超大型倉庫、「ラスト·マイル」流通施設およびハイブ
リッド·オフィス・産業資産にレラティブ・バリューを見出していま
す。大規模な保管と流通施設を必要とする e コマース・セクター
の拡大を背景に、これらのタイプの資産の需要が増加していま

す。さらに、テナントがサプライ·チェーン、製品チェーン、流通チャ
ネルを強化することを可能にする物流・配送センターの技術的改

善への投資は、これらのセグメントのさらなる需要を生み出して

います。一方で、e コマース・セクターが与えるこのセクターへのプ
レッシャーを踏まえて、全般的に小売セグメントには注目していま

せん。 

不動産サブ・セクター  マトリックス：レラティブ・バリュー注目分野と投資可能な領域  

Currently outside of our investment focus. 

Note: bullet points in black highlight Partners Group focus areas. 
Source: Partners Group, November 2018. For illustrative purposes only. 
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スペシャル・シチュエーション取引のソー
シングをどのように行うか 
2014年以降パートナーズ・グループは、個別の不動産資
産やポートフォリオの買収などを取得対象として 1,500以
上の機会を特定し、審査してきました。スペシャル・シチュ

エーション取引がこのディール・フローの中でかなりの割合

を占めています。これには、通常、クラブ・スタイルの取

引、合弁事業、世界的金融危機以前のビンテージのファン

ドなど、様々な異なるストラクチャーを持つ、資金ニーズの

ある資産の取得が含まれます。 

これらの資産とその売り手は世界中に拡散しているため、

地元のチャネルを通じてアクセスするのが最適です。さら

に、弊社は、競争の激しい競売プロセスを回避して、これら

の機会を独自の方法で入手することを選好しています。グ

ローバル不動産のスペシャル・シチュエーション戦略の執行

を成功させるため、また、幅広く実行可能なディール・フロー

を積極的に生み出すために、弊社では、長期にわたる関係

を持っている 250 を超える GP と 100 を超えるオペレータ
ーからなる幅広いネットワークを活用しています。これらの

機会のいずれかが執行可能になるまでに 3か月から 24
か月かかる可能性があるため、これらのコンタクトと定期的

に情報交換し、投資機会を積極的に開発してゆくことが重

要となります。 

オペレーターや GPのネットワークと常に積極的に情報交
換することにより、オーダーメイドのソリューションを必要と

するスペシャル・シチュエーションについての情報を早期に

入手することができ、それによりプライス・テイカーではなく、

ソリューション・プロバイダーそしてプライス・メーカーとして

参加することができます。  

市場には、資金流入が続いています。アップサイドの可能性の低

い混みあったセグメントを避けるため、弊社ではソーシングの機

会として競争的なプロセスを避けることを選好しており、スペシャ

ル・シチュエーションへの注目をさらに強化しています。しばしば、

これは本質的に複雑な投資機会、またはグローバルなフットプリ

ントを必要とする投資機会を追求することを意味します。これらの

スペシャル・シチュエーションを把握し、アクセスし、資金を供給す

るために、弊社は 350以上の GP とオペレーターからなるネット
ワークを活用し、仲介者の介在しない取引でオーダーメイドのソ

リューションを提供する機会に注力しています。（上記のボックス

内の文章参照）。 

これらのシチュエーションに関して、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（資産内容のポートフォリオにおいて）を踏まえ、他

社が追求するのを断念した機会、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スペシャル・シチュエーションによ

り解き放たれる機会、ソーシング・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、アウトパフォーマン

ス 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。 

住宅：値ごろ感のある賃貸用住宅に注力  
米国、アジア太平洋地域および欧州の多くの主要都市では、ビ

ジネス・サービスおよびテクノロジー産業の雇用水準の上昇に対

応した強力な人口動態の恩恵を受けています。例としては、米国

のオースティンとフェニックス、アジア太平洋地域のシンガポール

と香港、欧州のベルリンとウィーンが挙げられます。これらの都

市は、長期的な土地の供給が限られているため、魅力的な住環

境の快適さと優れた公共交通機関に基づき、低い空室率と、マ

ス·マーケットの魅力の向上に貢献します。これらの立地では、柔
軟な賃貸用住宅の取得と開発に大きな魅力を感じています。例

えばウィーンは、これらのトレンドから明らかに恩恵を受けていま

す。ここ 10年のウィーンの人口増加率は平均で年率 1.2%と、
同等の都市であるマドリードやパリをしのいでいます。同じ時期

に、オフィスビルやホスピタリティービルなどの競合する不動産に

開発可能なわずかな用地が使用されてきたため、ウィーンでは、

25,000戸以上の住宅が不足しました。さらに、2018年にウィー
ンは Global Liveability Index1でトップに輝き、投資の観点から

さらにその魅力は増しています。 

 

米国、アジア太平洋地域および欧州

の主要都市はビジネス・サービスとテ

クノロジー産業の雇用水準の上昇から

恩恵を受けている 

これらの好ましい傾向の恩恵を受けるために、弊社では最近、ウ

ィーンでの賃貸用住宅開発物件 DC Tower 3の取得に合意しま
した。この不動産は、成長途上のオフィス地区であるドナウ島に

位置し、470,000平方メートルを超えるオフィス・スペースと、平均
で約 95%2の高い入居率を誇ります。この地区には国連とオース

トリア最大のカンファレンス・センターがあり、毎年の宿泊者数は

10万人を超えます。ドナウ島はレジャー活動で人気のホット·スポ
ットで、年間 300万人を超える来場者を誇る欧州最大の野外フェ
スティバルやウォーター·フロントのすぐそばに 300 メートルのレジ
ャー·エリアを再開発するプロジェクトである Copa Cagranaがあり
ます。DC Tower 3は、2,500平方メートルのコミュニティ・スペー
スと 2,400平方メートルの屋外スペースを含めて 832ユニットか
ら成る多用途の住居用物件（238の企業用ユニット、264の若手
プロフェッショナル用ユニット、そして 330の学生用アパート）で、
学生とプロフェッショナルの両方に等しく住宅を提供します。賃料

は学生用のワンルームの月 700ユーロから、サービス付きのダ
ブル·ルームの月 2,200ユーロまで様々です。この取引はディベ
ロッパーとの相対の関係を通じてオフ·マーケットでソーシングを行
いました。 

1 The Economist Intelligence Unit, August 2018. 
2 Greystar, Knight Frank, January 2018. 
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Paolo Bortolotti Private Real Estate Europe | Stefan Lempen Co-Head Private Real Estate Europe 

この資産への価値創造計画は、資産を実勢入居率で安定化させ

ることによって価値を向上させ、現状の NOIで 5.9%の利回りを
得ることです。 

オフィス： CBDの外側に開発案件を求める  
オフィスの賃料は、特にプライム市場を中心に世界規模で上昇

し続けています。セグメントのキャップ·レートは前年比で 15～
20bps下落し 3、レラティブ・バリューの観点から魅力的な投資

機会を見つけることがより困難になっています。したがって、弊

社の注目物件は、CBD地域の外側の全ての地域において、主
要な Tier 1都市と経済的に活発な Tier 2都市のオフィス資産
にシフトし、CBD地域の賃料に対して相対的な割引を提供して
います。重要なことは、これらの CBD外の地域は、主要な交通
リンクへのアクセスを有し、現地のインフラに適切に組み込まれ

ていることです。これらのオフィスは、強力な快適生活基盤を提

供し、また、より裕福な近隣地域に近接している必要がありま

す。最後に、これらの立地には、堅調な市況、継続的な吸収能

力、既存の同等の建物からの実績ある賃料レベルが示されなけ

ればなりません。CBD外のオフィスエリアで強いレラティブ・バリ
ューを見出す都市の例としては、アジア太平洋地域のシドニーと

メルボルン、欧州のパリとフランクフルト、米国のニューヨークと

デンバーなどがあります。 

例えば、弊社は 2018年 9月、デンバーのサブ·マーケットにある
Denver Tech Center (DTC)での Block E Belleview Stationを開
発することに合意しました。DTCは全体計画が立てられたビジネ
ス・センターとして 1962年に設立され、約 1,000万平方フィート
のオフィス・スペースと非常に多様な企業を収容しています。DTC
サブ·マーケットはデンバーの CBD と空港にバスや鉄道で適切に
接続されています。DTCでは昼間の雇用基盤が急速に拡大して
おり、現在では 10万人を超え、デンバー最大の雇用拠点 4の一

つになっています。さらに、DTCは公共交通機関で容易にアクセ
ス可能で、豊かな住宅街を近隣に持つクラス A開発地域での約
5%という低い空室率から恩恵を得ています 5。プロジェクトは 220
万平方フィートの計画された開発の一部で、408,000平方フィー
トのオフィス・スペースを持ち、近隣で現在販売されている類似物

件に対して 25%の割引を得て買収されました。 

3 Real Capital Analysis, August 2018. 
4 CBRE, May 2018. 
5 Costar, May 2018. 

価値創造計画には、リース·アップ戦略が含まれています。これに
より、開発物件はリース前の 40%から安定した 96%の入居レベ
ルになります。このプロジェクトは、ディベロッパーとの強固な関

係と、包括的なソリューションを提供する弊社の能力によって独

自にソーシングされました。 

オフィス・スペースは CBD外に位置す
る主要な Tier 1 と経済的に活気のある
Tier 2都市に注目 

物流：オフィス・産業ハイブリッド·スペースへの需要 
産業・物流セクターでは、特に米国、英国、中国において、従来

の店舗ベースの小売業から、オンライン小売へのシフトによる恩

恵が続いています。これは、オンライン小売業者が商品を保管

し、配送するために物流施設を必要とするため、超大型倉庫と軽

工業資産に直接的に恩恵をもたらします。通常、オフィス市場の

最大 50%を占めるサブ·セクターである軽工業セクターは、世界
中の多くの都市でますます重要性を増しています。科学技術産

業における雇用が堅調な一部の都市では、この種の資産の産業

ファンダメンタルズが依然として強いため、魅力的な投資機会が

見られます。米国のローリー・ダーラムはその一例です。この都

市は、2018年から 2030年にかけて米国で 2番目に急速な成
長が期待される大都市であり、その期間に 71%の人口増加率が
見込まれています 6。これは主としてテクノロジー産業における雇

用創出によるものです。この地域のラスト·マイル施設は、eコマ
ースと科学技術産業の拡大から利益を得ているテナントにとって

魅力的です。これによってローリー・ダーラムは産業的な視点の

みならず（その軽工業資産 7に対する 3.6%の空室率に 

6 US Census Bureau, UN Population Division, August 2018. 
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よって、南東部において最も堅固な産業市場となっています）、人

的資源の視点からも、魅力的な都市となっています。実際にロー

リー・ダーラムは米国で 2番目に多いテクノロジー関連の雇用を
作り、また 3つの Tier-1大学 8の拠点ともなっています。 

これらの要因を踏まえ、弊社は最近、7つの不動産資産からなる
軽工業ポートフォリオを取得しました。資産のうち 6つはローリ
ー・ダーラムのプライマリー都市のインフィル市場に位置してお

り、55%が工業用倉庫で構成されています。ローリー・ダーラムの
サブ・ポートフォリオは、260万平方フィートで構成され、当該地
域の全軽工業資産在庫の約 25%を占めています。このためこの
市場における弊社の地位は、特に、現時点ではこの地域で軽工

業製品用の新規または計画中の建設はないため、戦略的かつ

独占的です。弊社は、経営陣をそのまま残し、ポートフォリオを損

なわずに維持し、2005年のヴィンテージ・ファンドが既に償還期
限の延長余地がないことから、単一バイヤーとしてファンドを全額

買い取るソリューションを提案ました。価値創造計画では同エリア

内のポートフォリオのフットプリントをさらに拡大し、様々な種類の

テナントにオプションを提供し、13%の賃料増加と 5%の占有率改
善を提供するために、新たな軽工業スペースの追加で、４0万平
方フィートの開発を想定しています。 

通常オフィス市場の 50%までを
占める軽工業 セクターは、 
世界中の多くの都市でますます

重要性を増している 
 

小売り：都市部での多目的用途資産を選好 
伝統的な小売セグメントはオンライン小売から圧力を受け続けて

おり、伝統的な小売業者は代替のビジネスモデルを採用しようと

しています。すべての地域でファッションを中心とするショッピング

センターのキャップ·レートがさらに拡大しています。一方で、弊社
は、依然として活力のある地方では、新鮮な食料を中心とするス

ーパーマーケットの需要があると考えています。このニッチセグメ

ントは、通常、単独で小規模な投資規模を提供しているため、現

在、弊社の重点分野の範囲外です。しかし、資産がオフィスまた

は住宅要素とともに使用する多目的用途戦略の一部である場合

には、資産は優れたレラティブ・バリューを提供することができま

す。そのような多目的用途戦略のために、高等教育を受けた若

い労働者が特に求めるような、生活水準の高い、幅広いレジャー

も楽しめる、多様化した経済圏と都市を探しています。 

オフィス・セクターと同様に、類似の CBDの立地よりも優れた
価値を提供できると考えているため、弊社は優れたアクセスと

強固なインフラを持つ非 CBD地域の立地を選好しています。 

7 Costar, REIS, August 2018. 
8 US Census Bureau, August 2018. 

対象立地の中には、米国のシアトルとサンディエゴ、欧州のバル

セロナとミュンヘン、アジア太平洋地域のブリスベンなどがありま

す。例えばブリスベンは、大きな割合を占めるダブルインカム世

帯（オーストラリアの平均 23.0%に対して 41.1%）を含めて、強い
基盤をなす人口動態から恩恵を受け、17歳から 34歳の区分の
住人の割合が高く（ オーストラリアでの平均 24.7%に対して平均
50.4%）、今後 5年間に 30%の人口増加率が予測されていま
す。9  

この傾向をフルに活用している弊社の能力を示す最近の例は、

オーストラリアにおける 2つの資産のポートフォリオの取得です。
主要資産はポートフォリオの 75%を占める、ブリスベンの
Fortitude Valley郊外にある多目的用途資産です。この郊外は
ブリスベンの CBDから 1.4キロメートル、その高級小売業やレジ
ャー施設から 150 メートルのところに位置します。さらに、
Fortitude Valleyでは、今後 2年間で高層住宅用アパートが堅
調に増加すると予想され、さらに 4,000ユニットがこのエリアに追
加される予定です。10ポートフォリオの主な資産は、混在するオフ

ィスとコンコースの小売スペース（F&B、スーパーマーケット）と、
駐車場から構成されます。価値創造計画には、34%の追加スペ
ースを造成することによって実現される小売コンコースの施設内

での位置付けの変更およびアップグレードと、空きオフィス・スペ

ースを大規模に改装してリースアップし、A クラス基準に引き上げ
ることが含まれます。この投資機会は弊社のネットワークからソ

ーシングし、ファンドの売却によって実行されました。 

9 SGS Economics and Planning, Census, August 2018. 
10 SGS Economics and Planning, Census, June 2018. 

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、オーナーによる資産運用戦略
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 
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。 
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レラティブ・バリュー分析 
レラティブ・バリューの観点から見た弊社の見通しは、この 1年間
でおおむね変わっていません。セクターの観点からは、すべての

地域でオフィス、物流・工業、居住用の不動産を引き続きオーバー

ウェイトとしています。当然のことながら、小売業はこのセクターの

不確実性のためにアンダーウェイトとなっています。オフィス資産

については、CBD と、強力な人口動態基盤から恩恵を受ける戦
略的非 CBDの両方の立地で、競争力の高い賃料設定で、設備
投資資金が不足している資産の位置付けを再考することに重点を

置いています。よりオポチュニスティックなベースで、供給面の制

約があり、良好なプレリース条件を有する既存のハブのオフィス不

動産開発も検討します。物流・産業セクターは全地域、特に中国、

米国、英国で強力な eコマースの販売から恩恵を受けています。
これは、ハイブリッド·オフィス・産業資産、超大型倉庫、および「ラ
スト·マイル」流通施設への堅調な需要を形成していますが、投資
家の要求は多くの市場で資産価値を史上最高値に押し上げてい

ます。最後に、弊社では米国と欧州で住宅をオーバーウェイトとし

ており、マスマーケットの魅力、供給不足と強力な人口増加から

恩恵を受ける拡大する都市での手頃な機会を追及しています。 

一方、伝統的な不動産セカンダリーの価格はさらに上昇してお

り、弊社はこのセグメントでは中立から若干のアンダーウェイトと

いう立場を取っています。弊社はすべての地域で非伝統的なセカ

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が、特に米

国ではスペシャル・シチュエーションに重点を置いているためそう

しています。これらの資産は、その複雑な性質から競争が少ない

ことにより恩恵を受けることが多く、ポートフォリオの買収に魅力

的な機会を提供することができます。 

レラティブ・バリュー・マトリックス  

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 types (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 
競争の激しい市場で資本を守る 

レバレッジド・ローン市場では激しい競争が続いているため、弊社は引き続き慎重な姿勢を維持し、デ

ィフェンシブでキャッシュを生み出す事業に投資して利回りを確保することに重点を置き、契約でダウ

ンサイド・プロテクションを交渉し、積極的に流動性の高いローン ·ポートフォリオを運用します。 

弊社のデット市場の分類 
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。弊社の CLO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

ンの発行規模は 10億米ドルを超えることもあり、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。

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。第二順位抵当権付ローン、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。投資額が 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。 

市場概況 
活発な市場での資金調達に対する安定した需要は、引き続きプ

ライベート・デットに投資する機関投資家の追い風となっていま

す。投資家は一般的に、金利の上昇に備え、安定した利回りを

得るために、変動金利のプライベート・デット投資への配分を増

加させてきています。上昇する金利は、現在のところ主として米

国のテーマであり、程度は低いですが、英国のテーマでもありま

す。また、ユーロ圏でも金利上昇が話題になっていることを示す

初期の兆候があります。全体として、米国市場における規制緩

和への第一歩とともに、資金の市場への流入が、健全なレベル

での高品質な投資の競争環境を維持してきました。 

投資家は一般的に、金利の上昇に

備え、安定した利回りを得るため

に、変動金利のプライベート・デット

投資への配分を増加させている 

米国市場の概況  
シニア・レバレッジド・ローンの発行は、2017年に記録的な
水準に到達した後、ボリュームは若干減少していますが、再

び堅調な 1年へと向かっています。第二順位抵当権付ロー
ンの需要は引き続き堅調で、米国ではシンジケート・プロセス

にさえ進出しています。1特にローン担保証券（CLO）や BDC
（business development companies、上場のデット供給会
社）にけん引された新たなローンへの強い需要と相俟って、

新規発行スプレッドは引き続き厳しい状況にありますが、

2018年第 3四半期には 388bpsの拡大を経験しました。
それと同時に、変動利付き債 3か月物 LIBORベース・レー
トは現時点では 2.5%であり、米ドル投資家の 

1 S&P LCD, Global Leveraged Lending Report, Q3 2018. 
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プライベート・デット投資 リターン収益率にプラスの影響を与えて
います。 

銀行以外が発行するシニア・デットのスプレッドベースレー
トプラス新規発行レート加重平均 

 
Source: Bloomberg; S&P LCD, Q3 2018. 

米国における買収のレバレッジ水準は、世界金融危機以前の水準と同様

に、6倍に近い高い水準です。エクイティ・クッションは 30%をわずかに上

回る水準であった 2007年に比べて 40%前後とまだ高い水準を維持して

いますが、プライベート・エクイティ市場の価格は、投資家がより高いバリ

ュエーション・マルチプルを支払う意欲を示しているため、その後上昇して

います。2この環境では発行体のファンダメンタルズ並びにローン·コベナ

ンツの精査が非常に重要です。 

米国のメザニン・トランシェは、企業がより幅広い資本市場にアクセスでき

ない中・小型株において存在します。しかしながら、弊社では（上位の）中

型株の第二順位抵当権付ローンにより魅力的なレラティブ・バリューを見

出しています。これらのビジネスは、優れた安定性と下方硬直性を示す傾

向があり、第二順位抵当権付ローンも、担保付きであることに変わりはあ

りません。第二順位抵当権付ローンのスプレッドは、第一順位抵当権付

ローンのスプレッドに対して約 390bpsの追加リターンがあり、引き続き

魅力的です。3 厳選したケースでは、高品質なプライベート・エクイティ・パ

ートナーを持つ魅力的なセクターにおける優先株への投資や、リターンを

増やすためにエクイティ・キッカー（新株予約権）を取得することは魅力的

なレラティブ・バリュー機会となりえます。弊社は、唯一のデット投資家とし

て優位な位置を占め、ドキュメンテーションにおいてもより大きな 

2 S&P LCD, Global Leveraged Lending Report, Q3 2018. 
3 Ibid. 

影響力を駆使するため、ユニトランシェ・ファイナンスに投資し、そ

の魅力的なリスク/リターン・プロファイルに期待しています。 

欧州市場の概況 
欧州におけるシニア・レバレッジド・ローンの市場規模はおおむ

ね昨年と同じペースで推移しています。米国市場とは異なり、欧

州で 2007年に見られた記録的水準からはるか下にとどまって
います。同様に欧州での CLOの新規発行額（208億ユーロ）は
昨年の発行額を上回る勢いがありますが、2006年の年間にお
ける記録的水準である 350億ユーロをかなり下回っています。4 

欧州の企業買収のレバレッジ水準は、2018年第 3四半期にや
や上昇し 5.6倍となりました。米国とは対照的に、これは危機以
前の水準を大幅に下回っています。さらに、欧州のエクイティ・ク

ッションは 47%の記録的な水準にまで上昇しましたが、弊社で
はこれは今後数か月で正常に戻り、若干低下すると予想してい

ます。この供給と需要の動きに伴い、Euriborはマイナスではあ
りますが、欧州におけるスプレッド水準は 2018年の第 3四半
期までは 402bpsの水準で拡大を経験しています。5 弊社は、
債務が 1年から 3年で返済されることが多いこと、返済率の上
昇についても確認しています。早期の返済は、ソーシングのた

めのさらなる努力と今後の資金の再投資への注力が必要となり

ます。 

米国とは異なり、欧州の規制環境は安定しており、規制緩和の

影響は見られません。レラティブ・バリューは特に中型規模の企

業のダイレクト・ローンに見いだされ、、リターンの上乗せと堅固

なダウンサイド・プロテクションが提供されています。質の高い貸

し手が小グループで集まったクラブでのクラブ・スタイルの取引

です。ダイレクト·レンディングの第二順位抵当権付ローンは、執
行リスクが小さいこと、発行条件の確実性、およびコストがシンジ

ケート・ソリューションと同等であることを考慮すると、中型株取引

の発行者にとっては魅力的な資金調達ソリューションです。これ

らの取引では、他の複数の欧州通貨を提案できる柔軟さが、プ

ライベート・デットの提供者に優位性を与えます。ある場合には、

弊社はレラティブ・バリューを見出し、現物支払（PIK）取引に投
資することもあります。 

4 S&P LCD, Global Leveraged Lending Report, Q3 2018. 
5 Ibid. 

2019年の見通し | 25 

プライベート・デット  



プライベート・デット 

 

ローン担保証券(CLO)市場の
力学 
流動性の高い第一順位抵当権付ローンの買い手に占め

る割合が米国で約 63%、欧州で 58%と、ローン担保証券
（CLO）は現時点では、買い手基盤の大部分を占めてお
り、流動性の高いローン市場全体で、引き続き需給動向

の重要な推進要因となっています。 

2018年の第 2四半期には、欧州の流動性の高い第一順
位抵当権付ローン市場でスプレッドの拡大を観察しまし

た。これは一部マクロからの懸念要因（イタリアの政治リス

クや貿易戦争の不安）に起因する可能性がありますが、

AAA のマージンが 10～20%上昇する中 7 AAA CLO投
資家の顕著な後退もありました。この AAAのマージンの
上昇はスプレッド拡大につながりました。 

弊社では引き続き CLO ストラクチャー内で流動性の高い
第一順位抵当権付ローンを運用することには魅力がある

と考えています。CLOのエクイティーは長期の、時価変動
の影響を受けないファイナンシングから恩恵を受け、「市

場変動の影響が少ない」投資としての役割を果たす能力

を示しています。CLOが魅力的なスプレッドを確定できる
という事実を考慮すると、銘柄レベルでのスプレッド拡大

は投資家に恩恵をもたらすことになります。前回の金融危

機の前に CLO ストラクチャーを運用した経験から、弊社
は、景気の転換の際に、より広いローン·プライシングと市
場機会を利用できることがわかりました。弊社では、現在

の市場環境で CLO ストラクチャーを設定しましたが、それ
は弊社の CLO のエクイティー投資家が、景気の転換の際
に将来の市場のボラティリティとスプレッドの拡大を利用で

きることにより、再び弊社から利益を得られるようにするた

めです。 

 

 

現在の投資テーマ 
米国のダイレクト・ローン：サブ・セクター全体から選択

的に投資する 
ミドル・マーケットとアッパー・ミドル・マーケットのダイレクト・ロー

ンは米国においてプライベート・デットで最も魅力的な期待リター

ンを引き続き提供します。質の高いプライベート・エクイティ・パー

トナーからの幅広いディール・フローにアクセスできることは、引

き続き選別的に投資し、ダウンサイド・プロテクションを持ちなが

ら多様化したクレジット・ポートフォリオを構築するカギとなりま

す。さらに弊社は、魅力的なサブ・セクター、特にディフェンシブな

特徴を示す IT、ヘルスケア、ビジネス・サービスの中で、特定の
魅力的なサブ・セクターを特定することに引き続き重点を置いて

います。 

最近のビジネス・サービスでの魅力的なサブ・セクターへの投資

例の 1つは、Deutsche Bank Alternative Fund Servicesの買収
資金を調達できるよう弊社が Apex Group（Apex）に提供したユ
ニトランシェ 投資です。Apexはファンド管理を専門とし、 

ミドルオフィス·ソリューション、規制当局への報告、資金導入とそ
の他のサービスを提供します。金融業界ではファンド管理は必要

不可欠なサービスですが、独立した専門組織にアウトソースする

ことも多い業務です。ファンド管理サービスは様々な市場環境に

おいて必要とされ、またこの会社は一貫した契約収入があり、顧

客の移動も少ないことが確認されているため、このセクターは安

定していることが明らかです。さらに、オルタナティブ投資ファンド

では、オペレーションに不可欠なファンド管理サービスのアウトソ

ーシング化がますます進んでいます。これは、これらのサービス

の約 80%がアウトソーシングされているヘッジファンド業界にお
いてもあてはまる現象で、アウトソーシング率が 30%であるプラ
イベート・エクイティ業界には成長の余地があります。8 

投資のソーシングとデュー・デリジェンス全般において、Apexの
買収先に関して弊社が持っていた既存の知識と、Apexのプライ
ベート・エクイティ·オーナーとの長年の関係を活用することがで
きました。ApexによるM.M. Warburgの資産管理サービス事業
の追加買収が完了すると、Apexはその管理する資産に関して
世界で 3番目に大きな独立系ファンド管理会社となります。 

適切なダウンサイド・プロテクションの欠如が進んでいることを特

徴とする現在の環境においては、弊社がオーバーウェイトとして

いる安定した魅力あるサブ・セクターにおいてでさえ、幅広く、高

品質のディール・フローを生み出し、規律を維持することがカギ

となります。例えば、米国のペット用品小売業者は、最近実店舗

で行う小売業を補完するオンライン小売業者の買収資金を調達

するために、インクリメンタル・ファイナンシング（将来の増収を返

済財源にして資金調達を行う手法）を行いました。私たちはこの

案件についてデュー・デリジェンスを実施し、その契約条項につ

いて、特に支払に制限があることと、オンライン小売業者を切り

離すことが可能で、それによって担保を債権者から引き離すこと

ができる投資のカーブアウトを許容する条項について、問題が

あるとわかりました。そのため、弊社はペットサービスのサブ・セ

クターが魅力的であるということはわかっていても、適切なダウ

ンサイド・プロテクションを欠いているため、この取引から手を引

くことを決めました。 

欧州のダイレクト・ローン：テーラーメイドの  ストラ
クチャーを提供し、バイ＆ビルドをサポートする 
欧州では、弊社は引き続き企業特有のニーズを満たすためにテ

ーラーメイドのストラクチャーを提供し、弊社のデット・ポートフォ

リオの勝ち組企業に追加買収の資金を提供して支援し、適切な

ダウンサイド・プロテクションのある魅力的な投資機会を探究し

ます。どちらの戦略も、他の資金調達源との競争上の優位性を

弊社に提供します。 

弊社の、テーラーメイドのストラクチャーを提供し、ポートフォリオ

内の成功している企業に追加買収の資金を提供して支援を行っ

た例は、弊社の Independent Vetcare (IVC) への投資です。英
国バースに本社を置く IVCは、小型動物への日常の治療と複
雑な治療を専門とする獣医師プラットフォームです。2011年に
設立された同社は、業界でトップの企業買収を繰り返し成長して

いる企業の 1つです。 

8 PwC, October 2018. 
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2017年以降、現在のオーナーの元、買収を通してそのフットプ
リントを増やし、英国から海外へと事業を拡大してきました。弊社

は、追加融資による資金の調達を提供することにより IVCの成
長をサポートし、当初の投資以来複数のデットによる資金調達に

参加しています。 

 IVCはまた、非常に魅力的なサブ・セクターで事業を行ってい
る企業の例でもあります。弊社がこの会社に、そこから利益を

得てほしいと期待する卓抜したテーマは、ペット所有者がますま

す家族の一員のようにペットを扱うペットの人間化に向かうメガ

トレンドの副産物であるペットケアの専門化を継続的して推進す

ることです。人口に占める犬と猫の飼い主の割合は一般的に安

定しており、基盤となる人の人口増によって変わります。保険を

付保されているペットの割合は増加すると予測され、スペシャリ

ティ·ケアを提供する企業としての同社に恩恵をもたらします。子
どものいない世帯のペットの数は急速に増えており、より高度な

治療や早期診断とともに、ケアに対する対価を進んで支払う意

欲があります。弊社が提供した資金調達構造は、同社の買収

実施のために、リボルビング・クレジット枠を使用し、続いて追加

のターム・ローンを借りてクレジット枠の「クリーン・ダウン」（つま

り返済）をするという柔軟性を提供し、実行の迅速化を可能にし

ました。第一順位抵当権付資金調達の目標リターンは 5.7%
（GBP）です。9 ローンはメンテナンス·コベナンツからも恩恵を受
け、ダウンサイド・プロテクションを提供します。 

9 For illustrative purposes only. There is no assurance target returns will be achieved. 

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。これにより、案件のソー

シングに集中でき、全体的に多様化したアプローチを維持

しながら、同じサブ・セクターで、複数の投資を実行するこ

とが可能になります。弊社のビジネス・サービス・スペシャ

リストが特定したセグメントの例は、ビジネス・サービスの

アウトソーシングです。特定のセクターにおける規制の増

加がコストの最適化と専門化された知識の両方のニーズ

につながるため、弊社はこのサブ・セクターはより重要に

なってきていることがわかりました。弊社はこのテーマに

対して、アウトソーシングのファンド管理の提供業者である

Apex Group、リタイヤメントとカレッジ・セービング・プラン
のために記録の保管、管理やコンプライアンスのサポート

といったバックオフィス・サービスの提供業者である

Ascensus、およびコンプライアンス・リスクなどの管理のた
めのソリューションのグローバルな提供業者である SAI 
Global Group をサポートすることによって、このテーマに
投資しています。 

アジア・パシフィック地域のダイレクト・ローン：クロスボ

ーダー、ノン・バンクの機関投資家のファイナンス  
アジアのプライベート・エクイティ企業の米国や欧州資産の買収

が続く中、クロスボーダー・ファイナンスの需要は依然として強く、

最近の例としては、Baring Private Equity Asiaが、テストの配
送、分析、開発から成るサービスを提供する大手教育支援ソリュ

ーション・プロバイダーである米国を拠点とする Prometricの買
収をサポートするための資金調達が含まれます。パートナーズ・

グループはこの取引において単独で第二順位抵当権付ローンを

提供しました。もう 1つの例は、Primavera Capitalによる就学前
から 12年生までの学校を米国で運営し 220以上の施設を持つ
大手のプライベート・オペレーターである Spring Education 
Groupの買収をサポートするために弊社が実施した第二順位抵
当権付ローンによる資金調達です。どちらの投資も弊社の教育

分野におけるセクターへの オーバーウェイトにぴったりと合って
います。 

アジア・パシフィックでは、地域内の

プライベート・エクイティ企業の米国

や欧州資産の買収のためにクロス

ボーダー・ファイナンスの需要が引

き続き強い 

弊社はまた、オーストラリアとより広範なアジア太平洋地域のプラ

イベート・エクイティ企業のユニトランシェ・ストラクチャーへの需要

を引き続き認めています。シニア・デットと劣後デットの両方の要

素を単一のシニア・トランシェに統合したユニトランシェ・デットは、

この分野においては保守的なままの伝統的な銀行に比べて引け

を取らない、差別化された製品をスポンサーに提供してきました。

この需要にこたえることができる弊社の能力を示す最近の例は、

オーストラリアの大手のアカウンティングとウェルス・マネジメント

サービスのプロバーダーへのファイナンスです。 

流動性の高いローン：多様化とアクティブ運用 
流動性の高い第一順位抵当権付ローンの市場は、新規発行

CLOの組成と他の機関投資家からの市場への資金投入を通
じて、引き続き堅調な流動性の水準を特徴としています。流動

性の高いローンはその高い水準の流動性からますます便利な 
キャッシュ・マネジメント・ツールと見なされるようになってきて

います。さらに、金利上昇のシナリオでは、それらは固定金利

のハイ·イールド債とは異なり、変動金利商品であり、そのため
金利デュレーションがほぼゼロなので、より伝統的なハイ·イー
ルド債アロケーションの代替品と見なされています。流動性の

高いローンはまた、高い安全性からも恩恵を受け、一貫してハ

イ·イールド債よりもデフォルト率が低く、高い回収率を示してい
ます。 

この力学は、現在 36%の米ドル建てのローンが額面を上回って
取引されているセカンダリー・ローン市場における、平均的な価格

水準の著しいアップティックにつながりました。2018年中頃にセカ
ンダリー・ローンのプライシング水準の低下が幾分見られました

が、一般的に弊社の流動性の高いローン市場への投資はプライ 
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マリ一市場を中心としており、そこでは弊社のダイレクト・ローン・

ビジネスからの関係を利用できます。弊社は、この期間中弱含み

の市場を利用して、合理的に魅力的な価格水準でプライマリー・ロ

ーンに投資しました。1つの例は補聴器メーカーSivantosで、
Euribor プラス 4.0%の価格でした。もう 1つの例は、市場をリード
するグローバル POS（point-of-sale）および金融決済サービス・プ
ロバイダーVerifoneです。17億 5,000万ドルの第一順位抵当権
付ターム・ローンは Libor プラス 4.0%の価格でした。2018年の上
期の大半の部分を、額面を上回っている既存の銘柄を売却して利

益を確定し、、プライマリー・アロケーションに余裕を作るために、

好調なセカンダリー・ローン市場を利用しました。、この結果、流動

性の高いローンのポートフォリオがより多様化されました。 

流動性の高いローン市場への投資に一般的に弊社が使用する

アプローチは、高度に多様化したポートフォリオを持ちながら

も、「ボトム·アップ」デュー・デリジェンス・プロセスに従い、一方
で弊社の全般的な市場見通しと一致する、産業のマクロな視点

をかぶせるというものです。流動性の高いローン市場は現在

1,500 社から構成されていますが、それに反して弊社の ポート
フォリオは現在約 250の様々な企業から構成されており、弊社
の最大の産業エクスポージャー（ヘルスケア、ビジネス・サービ

ス、テクノロジー）を、プライベート・デット・ビジネス全般の全体

的な産業の視点と一致させています。10対照的に、弊社ではエ

ネルギー・セクターと CCC資産をアンダー·ウェイトとしていま
す。 

10 Partners Group, as of Q3 2018.

ダイレクト・レンディングにおいて優れ
たダウンサイド・プロテクションをどのよ
うに達成するか 
今日ダイレクト・レンディングの取引には、特に大型のも

のに関しては、シンジケート市場で最初に見られた、メン

テナンス·コベナンツの抵触やより緩やかなネガティブ·コ
ベナンツを含む発行者に都合の良い展開が組み込まれ

るようになりました。しかし、ダイレクト・レンディングは、以

下の措置によって、シンジケート市場で利用可能なものよ

りも、ダウンサイド・プロテクションを依然として提供してい

ます。 

法的書類に関する交渉  
劣後債ポジションを取ることを検討している場合、見過ご

されがちな債権者間の契約に重点を置くことで、事業再

編シナリオで、先順位債権者に対して不利な立場になら

ないこと、弊社の資本ストラクチャーにおけるポジションが

時間の経過とともに希薄化しないことを確実にします。ア

ンチ・レイヤーリング条項を含め、劣後債権者が強制執行

シナリオにおいて担保管理人から指示されたとおりに投

票する義務を負うことはなく、クレジット・ビッドの権利のあ

る競争入札プロセスに先立って、デットが破棄されないこ

となどは全て弊社がプロテクションを得る方法の例です。 

「価値の漏えい」から守る  
ダイレクト取引は「価値の漏えい」（つまり、制限された資

金調達グループから資金が離れる）に対してより優れた

保護を得る機会を提供します。これは通常制限された投

資と制限された支払いの保守的なバスケットを強いられる

多数のシンジケーションの一員である「ターム・テイカー」

ではなく、小数の貸し手の 1人であるということによって、
交渉力が高まるためです。 

重要な地位を保持する 
ダイレクト・レンディングにおける有用なツールは、デット・ト

ランシェのかなりの部分を保有することができるため、支配

権を行使する、つまり議決権行使において拒否権を行使

する能力です。これにより、通常、ファシリティ合意の条件

に違反した場合、スポンサーとより迅速かつ効率的な対話

ができます。 

「プライベート・エクイティスタイル」デュー・デリジェン

スを実施する 
プライベート・エクイティ、プライベート・インフラ、プライベー

ト不動産にわたる業種の運用者として、弊社はプライベー

ト・デットサイドの資産についてデュー・デリジェンスを行う

際には、オーナーのように考えることにしています。このア

プローチにより、弊社は最高の資産であると信じるものの

みを引き受けることができます。特に、2012年以降、世界
的に、年率換算によるシニア・ローンのデフォルト率は

0.24%を維持しており、これは弊社の優れたダウンサイド・
プロテクションへの重点の証拠となります。 

2012年以降の年率のデフォルト率  
 

 
Note: Partners Group default rates are calculated as the remaining principal of defaulted loans 
at default as a percentage of the moving average of the total balance as of the beginning and end 
of a given quarter. The market rate uses the S&P/LSTA US Leveraged Loan Index (LLI) and the 
S&P European Leveraged Loan Index (ELLI); the global figure is weighted based on regional 
investment volumes. 
Source: Partners Group; LLI; ELLI, Q3 2018. 
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レラティブ・バリュー分析 
弊社ではプライベート・デット・マトリックスを以下のカテゴリーに

分けています：PIK/優先株ダイレクト、メザニン・ダイレクト、第二
順位抵当権付ローン・ダイレクト、第一順位抵当権付ローン・ダイ

レクト、流動性の高い第一順位抵当権付ローン、そして流動性の

高いローンのセカンダリー取引。 

欧州の中型や大型セグメントでは、PIK と優先株取引および大
型の第二順位抵当権付ローン・ダイレクト・デット投資を、米国で

は大型の流動性の高い第一順位抵当権付ローン投資をオーバ

ーウェイトしています。第一順位抵当権付ローンのスプレッドが

縮小しても、また、ビジネス・サイクルの進んだ段階であることを

考慮しても、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が、これらは産業セ

クターの中から業界の専門家によって特定され以下にグリーン

で示しているものです。 

 

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？ 
テーラーメイドの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ストラクチャーを提供

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

金のニーズをサポートします。 

魅力的なサブ·セクターを対象とする  
弊社では業界内のセクター下方硬直性が平均を超え、

成長のファンダメンタルズに対する豊富な経験と自信の

あるサブ·セクターを対象としています。 

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。 

レラティブ・バリュー・マトリックス  

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 (PIK/preferred equity direct, 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 (mid-/small- and large-cap). Mid/small relates to companies with EBITDA under USD 50m. Large relates to companies with 
EBITDA over USD 50m. 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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プライベート・インフラ 
正しいトレンドに集中 

市場では激しい競争が続いていますが、インフラ 資産クラスに長期的に優れた成長をもたらすと思わ
れるトレンドに引き続き注目します。これには、より効率的かつクリーンなエネルギーへのシフトと補助

的なインフラ・ビジネス・サービスがあります。 

市場概況 
インフラの資産クラスは、過去数年間にわたり投資案件総額と資

金流入額の双方において拡大が続いてきました。投資家の需要

の継続的な拡大は、このセクターにおける競争の激化をもたらし、

バリュエーション・ マルチプルを押し上げています。これにより、特
にコア資産の全体的な期待リターンが低下しています。投資家

は、投資先インフラ資産のクオリティとインフラ投資の長期的特性

を指して高い価格を支払うことを正当化しており、これはここ数年

間の低利回り環境では説得力のある議論でした。しかしながら、

米国において（そして、いずれその他の国においても）金利が上

昇局面にある中、そしてバリュエーションのさらなる上昇の約束が

いつの間にか消え去ったように見える中、高すぎる価格を支払う

リスクは上昇しています。 

金利が上昇し、さらなるバリュエーショ

ン上昇の約束がいつの間にか消え去

る中、高すぎる価格を支払うリスクは

上昇 

過去の利上げサイクルの時期に公益セクターの上場株式がど

のようなパフォーマンスだったかを調べてみると、インフラ資産

のバリュエーションが金利に対してどれほど敏感であるかが明

確になります。次の図は、2つの所見を示しています。バリュエ
ーションは循環的であるということ、金利上昇の時期に通常バ

リュエーション・マルチプルは低下するというものです。 

インフラの金利上昇に対する感度：公益事業 

Note: shaded areas mark periods of Fed rate hikes.  
Source: Partners Group; Bloomberg, August 2018. 

パートナーズ・グループにとって、これらの所見から主に 2つの示
唆があります。1つは、弊社はポートフォリオの金利上昇へのエク
スポージャーを最小限に維持しています。即ち、インフレ連動型ま

たは相関型の収益で GDP との相関が低い資産への投資を行
い、負債コストをヘッジしています。さらに、金利上昇に伴うエグジ

ット時の買手側の割引率への潜在的影響を最小化するために、

弊社では過去 2年間の投資引受の際、保守的に平均 10%以上
のバリュエーションの下落を前提条件として想定してきました。 

もう 1つは、弊社は価値創造余地のある投資、つまり、事業戦略
を積極的に作り上げ、収益性を高めるために運営の効率化を図る

余地のある投資機会に着目しています。弊社は、長い間投資家に

対して、この環境ではだただインフラ資産を購入するだけでなく価

値創造の必要性を強調してきており、弊社の 3つの価値創造戦
略、すなわち事業改善、プラットフォーム拡大、コア資産の建設、

によって価値創造を追求し続けています（34ページのボックス内
参照）。これらの戦略により、弊社はインフラ資産のリスク削減や

規模拡大、収益成長といった、市場に左右されない要因を通じて 

30 | 2019 年の見通し 



Todd Bright Head Private Infrastructure Americas | Erik Kaas Chairman of Europe 

投資先インフラ資産のマルチプル拡大を積極的に達成するこ

とが可能となっています。 

現在の投資テーマ 
より効率的かつクリーンなエネルギーへのグローバル・シフト、補

助的なインフラ・ビジネス・サービスの需要、米国におけるシェー

ルガス革命がもたらしたエネルギー資源の従来の流通経路から

のシフトといった、当面魅力的なインフラ投資機会を生み出すと

思われるグローバル・トレンドに引き続き注目しています。後者

は、エネルギー業界だけでなく輸送業界にとっても重要な意味を

持っています。弊社の着目する主要セクター全体を通じて、市場

のノンコア・セグメントにおける価値を探究し続けています。現在

では特に、輸送ロジスティクスやエネルギー管理ビジネス、補助

電力サービスを提供するインフラ企業など、サービスに重点を置

いたインフラ・ビジネスにおいて価値を見出しています。また、再

生可能エネルギー、天然ガスやガス製品の貯蔵や輸出ロジス 

 

ティクスといったミッドストリームの資産やサービスを引き続きオ

ーバーウェイトとしています。 

セクターやサブ・セクターを問わず、潜在的な投資機会はすべ

て、弊社が保有している間に価値を創造する余地がなければな

りません。インフラにおける積極的な価値創造には、強固な人的

リソースと運営能力が必要です。弊社では自社のグローバル・プ

ラットフォームを活用し、インフラだけでなくプライベート市場全体

にわたるベストプラクティスやベンチマーク、サービス・プロバイ

ダーの情報が蓄積された自前のデータベースにアクセスするこ

とができます。弊社はまた、社内で大規模なハンズオン専門チ

ーム（インダストリー・バリュー・クリエーション・チームおよびアセ

ットマネジメント・チーム）を抱えており、かれらは投資チームと協

働しています。弊社による保有期間中、ハンズオン専門チーム

は、弊社の投資先企業における取締役や経営陣へのアドバイ

ザー、コーチとして活躍しています。さらに、弊社の投資先インフ

ラ資産に対して社外取締役を務める可能性のある人材を徹底的

に調査し、業界経験や投資先資産への貢献度の可能性などを

含め極めて慎重に吟味します。 

インフラ・サブ・セクター  マトリックス：レラティブ・バリュー注目分野と投資可能な領域  

 
Note: bullet points in black highlight Partners Group focus areas.  
Source: Partners Group, November 2018. For illustrative purposes only. 
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プライベート・インフラ 

 
ノン・コア・セグメントで価値を実現 
インフラの資産クラスが進化するにつれ、インフラの定義を明

らかにすることがますます重要になってきています。パートナー

ズ・グループでは、インフラを強力で持続可能な参入障壁によ

り恩恵を受ける、重厚長大型のビジネスやフランチャイズと定

義しています。キャッシュフロー特性に関しては、安定性と高い

可視性に着目しています。つまり、更新率が高い中長期契約

により収益が確保され、長期にわたる顧客との関係があり、運

用コストやリスクが 積極的に管理あるいは移転可能な資産や
インフラ・サービス事業を選好しています。 

インフラ投資ユニバース  

Note: green indicates relative value focus areas. Yellow indicates areas outside of our focus. 
There is no assurance that similar investments will be made. 
Source: Partners Group, November 2018. For illustrative purposes only. 

これらの基準に基づき、弊社は最近、ドイツに拠点を置くサブメー

ター・サービス業界の最大手企業である Techem を買収しまし
た。Techemの主要事業であるエネルギー・サービス事業では、
使用エネルギー量や水道量の計測および料金請求のためのサ

ービスおよび計測機器の提供を行い、機器の販売やメンテナン

スも行います。さらに、エネルギー契約事業では、冷暖房や電力

を供給すると共に、エネルギー・システムやエネルギー制御サー

ビスの計画、設定、資金調達および運営を行います。同社の事

業は長期契約に基づいており、光熱費や水道代の各戸への配

分計測装置や煙探知機が設置された大型資産基盤に見られる

多額の設備投資の必要性や高い障壁障壁、といった強いインフ

ラ的特性を持っています。 Techemは現在世界最大のサブメータ
ー市場であるドイツにおいてこの市場の大手の 1社であり、欧州
市場でもトップの地位を保持しています。今後は、共同投資家と

ともに、弊社は同社の既存市場でのプレゼンス強化に加え地理

的拡大の支援を行う計画です。弊社は、同社に新技術を導入す

ることで、現在の同社の事業を強化するとともに、業界最大手と

しての地位を更に確かなものにすることに注力します。 

より効率的かつクリーンなエネルギーへのグローバル・  
シフト 
世界の化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギー変換

は、インフラにおける最大の投資機会の 1つであると弊社は引き
続き確信しています。温室効果ガス排出を削減するという国際目

標の合意は、ほぼすべての地域のエネルギー政策の中心であ

り、エネルギー効率の改善とエネルギー・システムにおける再生

可能エネルギーのシェア拡大を組み合わせることによって達成さ

れる可能性が高いのです。今から 2050年までの間に 11.5兆
米ドルが新しい発電資産に投資され、そのうち 86%（9.9兆米ド
ル）がゼロエミッション技術に向けられると推定されています 1。こ

れは、年間約 3,000億ドルがクリーン・エネルギー投資に必要で
あることを意味しています。この投資の大半は非 OECDの新興
国で見込まれます。政治や政策をめぐる動きにかかわらず、

OECDの先進国でも電気自動車の増加など新たな需要の牽引
役に支えられ、クリーン・エネルギー発電は引き続き拡大していく

でしょう。需要に対するもう 1つの重要な貢献要素は、従来のエ
ネルギー源と比べて再生可能エネルギーのコスト競争力がます

ます高まることです。2009年以降、平準化された太陽光発電と
風力発電の電力コストは、それぞれ約 80%と 50%低下しました
2。今日、これらのテクノロジーは、インド、ドイツ、オーストラリア、

米国、中国を含めた多くの主要な市場において、新規の大規模

な石炭やガス火力発電所を建設するより既に安価になっていま

す。 

コア資産の建設を行う再生可能エネ

ルギー資産は地域および資産の種類

によって 300〜500bpsの追加的リタ
ーン・プレミアムを提供 

パートナーズ・グループは、クリーン・エネルギー分野において積

極的に投資を行っています。2010年以来、弊社は 2.8GW以上
の再生可能エネルギー発電量を世界的に供給しており、現在

1.7GW規模の施設を建設中です。例としては、ドイツとオランダ
における弊社の洋上風力発電施設である Merkur Offshore と
Borssele III/IV、弊社の太陽光発電プラットフォームであり、
2018年にエグジットに成功した米国と日本の Silicon Ranch 
Corporation とジャパンソーラー、および オーストラリアにおける
陸上風力発電施設 Ararat Wind Farm と Murra Warra Wind 
Farmがあります。これらの資産はすべて、今後長期にわたって
それぞれの市場における発電システムの不可欠な部分となりま

す。2019年に向けて、弊社では引き続きコア資産の建設および
プラットフォーム拡大の投資機会に着目し、追加的なリターン・プ

レミアムの獲得を狙います。リターン。プレミアムは地域と再生可

能エネルギー資産の種類によって 300～500bps となります。弊
社が注意深く見守っている、このセクターにおいて現れた新たな 

 

1 Bloomberg New Energy Finance: New Energy Outlook 2018, June 2018. 
2 Bloomberg New Energy Finance, October 2018. 
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 Murra Warra Wind Farm, a 226MW wind farm project in 
Australia. 

テーマには、洋上風力発電の国際化、エネルギー貯蔵、および

「消費者直結型」再生可能エネルギーがあります。 

洋上風力発電では、欧州での弊社の専門知識によってアジア太

平洋地域および米国における新たな投資機会獲得を可能にする

と期待しています。同セクターはインド、韓国、日本ではまだ初期

段階にあり、試験的プロジェクトと規制体制の整備が進められて

います。機会をとらえる絶好のチャンスはあっという間に終わるの

で、参入のタイミングは非常に重要です。例えば、台湾では 2018
年に建設段階にある洋上風力発電プロジェクトが 1桁台のバイ・
アンド・ホールド IRRで売却されましたが、これは 18 ヵ月前の状
況と比較して 300bpsのリターン圧縮です。米国では、十分な案
件フローが出てくるタイミングを考えると、投資機会はおそらく 2～
4年後となるでしょう。 

再生可能エネルギーの地域別リターンの比較  
(2014年対 2018年) 

Note: gross buy-and-hold IRRs in local currency.  
Source: Partners Group estimates. 

エネルギー貯蔵では、予測される大きなコスト削減、特にリ

チウムイオン電池の大幅なコスト削減により、エネルギー貯

貯蔵ソリューションがより高いリターンをもたらし、近い将来

に投資需要が拡大することが見込まれます。 

 

不明瞭な政策支援、予測可能な収益源の欠如、規模の制約、放

電の限度や短いバッテリー寿命などの技術的制約のため、バッ

テリーが実行可能な独立した投資対象となるのは少なくとも 2
年先であるというのが弊社の見解です。しかしながら、電力貯蔵

は既存の再生可能エネルギーのポートフォリオにとって魅力的

な追加項目になり得ます。 

弊社のオーストラリアにおける 1.3GW規模の新規の風力発電、
太陽光発電および電力貯蔵資産の建設を行う Grassroots 
Renewable Energy Platform（Grassroots）への最近の投資は
その一例です。異なる技術の統合により、Grassrootsはより強固
で一貫した電力供給が可能となり、潜在的なオフテーカーやバイ

ヤーにとってより魅力的なものになると考えています。Grassroots
はもう 1つの重点テーマにも取り組んでいます。つまり、大規模な
商工業（C＆I）消費者と直接電力供給契約を締結する再生可能エ
ネルギー発電資産というトレンドです。再生可能エネルギーの断

続的な性質に基づき、これらの需要には、より安定した電力供給

を生成するための「ファーミング」または電力貯蔵施設がしばしば

含まれます。Grassrootsは特定の顧客のために特別に設計され
たものではありませんが、弊社の投資案件における価値創造の大

部分は C＆I顧客のニーズに応えることを中心としています。オー
ストラリア市場における仲介業者との既存の関係を利用して、弊

社は既に多くのオフテーカー企業と電力購入契約（PPA）の交渉が
できました。例えば Grassrootsは、現在建設中の同社の風力発
電施設の 1つである Crudine Ridge Wind Farmにおいて、シドニ
ー空港の現在の電力負荷の 75%を供給するという契約を同空港
との間で締結しました。この契約はシドニー空港にとって有意義な

コスト削減をもたらすだけでなく、2025年までに石炭依存を 50%
削減するという目標達成に向かけて同空港の再生可能エネルギ

ーへの移行のサポートにもなります。 

新しい再生可能エネルギー発電施設を建設することは、クリーン

かつ効率的なエネルギーというテーマにアプローチする 1つの方
法に過ぎません。もう 1つの方法は、Techemのような企業への
投資を通じたものです。Techemの顧客への提供物の中心には
エネルギー効率化があります。暖房とエネルギー供給のより正確

かつ持続可能な方法での管理を可能にすることで、Techemのソ
リューションは年間 690万トンの CO2排出削減につながり、地
球規模の気候変動防止目標に貢献しています。 
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エネルギー資源の従来の流通経路からのシフト  
米国のシェール革命とそれがもたらした天然ガス供給量の増加

は、米国だけでなく世界のエネルギー情勢を変えました。シェー

ル油田が歴史的に生産のなかった地域で発見され、南から北、

西から東という秩序だったそれまでのエネルギー資源の流れと

は異なるため、米国内のエネルギー資源の流通経路を変えてい

ます。その結果、新しいインフラ構築が必要となります。 

生産が急増したため、米国の天然ガス輸出市場も急速に発展し

ており、2022年末までに米国は液化天然ガス（LNG）輸出の世界
的リーダーとして順調にオーストラリアやカタールを追い越すでし

ょう 3。想定される輸出量の大幅な増加は、米国湾岸のターミナル

や貯蔵施設、輸出される天然ガスの 80%近くが向かう隣接するメ
キシコとカナダにガスを供給するための港湾能力とパイプラインの

増加を含めて、より大きな輸出インフラへのニーズを生み出してい

ます 4。さらに、ガスを液化して LNG または液化石油ガス（LPG）
の形で輸出したり、メタノールやポリエチレンなど他の石油化学製

品に変換するためのインフラも必要です。 

シェール革命とそれがもたらしたガス

供給量の増加は、米国のみならず世

界のエネルギー・ダイナミクスを一変 

弊社は天然ガス輸出のバリューチェーンに沿って様々な接点に投

資してきました。たとえば、弊社ではメキシコの Chihuahua 
corridor と Guadalajaraに沿って存在する天然ガスの大型デマン
ド・センターと西テキサスにある低コストの天然ガス生産拠点を結

ぶ唯一の統合パイプライン・ネットワークであるミッドストリーム・プ

ラットフォームの Fermacaの開発を続けています。2014年の最
初の投資とその後の追加投資以来、弊社は同社のネットワークを

1日に 15億立方フィートの天然ガスを運搬するのに十分な容量
の 6つのパイプラインと 1つの圧縮ステーションへと拡張しました
が、これはメキシコ国内の 1日の天然ガス需要の約 20%に相当
します 5。 

より最近では、2017年末に、米国湾岸沿いの石油化学企業
顧客のためのサポート・インフラの構築専用プラットフォームで

ある Arcanumへの投資を行いました。最初のプロジェクトはエ
チレン処理設備 Ravenで、テキサス州 ベイタウンにて建設中
であり、2019年の第 1四半期に完成予定です。Ravenでは、
容易に利用可能な天然ガスの誘導体エチレンからブテン-1 を
製造する処理に、実績のあるクリーン・テクノロジーを使用する 

3 International Energy Agency (IEA), July 2018. 
4 EIA – US Energy Information Administration, June 2018. 
5 Statista, “Outlook on natural gas demand in Mexico from 2013 to 2029,” October 2018. 

予定であり、ブテン-1は、今後 10年間で需要が倍増すると予測
されるポリエチレンやその他の様々な製品の製造において重要

な素材として使用されています 6。Ravenの初期生産量のすべて
に対して、コモディティ価格変動の影響を受けない長期的な手数

料ベースのオフテイク契約が数社の投資適格な相手方との間で

署名されています。さらに、弊社は港に移動される高価値化学中

間体に重点を置いた液体貯蔵タンク・ターミナル事業を含めて、

Arcanum プラットフォームを拡張する可能性のある複数の投資
機会も検討しています。 

弊社は、今後も引き続き米国内のパイプラインや米国からのパイ

プライン、港湾、ターミナル、貯蔵資産などの輸出入バリューチェ

ーンに沿った輸送インフラを含む輸出経路を注視していきます。

また、弊社は世界最大のガス輸入地域であるアジアの投資機会

にも注目しています。この地域への歴史的な輸出量は急速に増

加しており、そのペースはもう 1つの純輸入地域であるヨーロッ
パよりも速くなっています 7。この地域における投資機会は現在

のところ約 2～4年先まで見通せないと思っていますが、再ガス
化（LNG を天然ガスに戻すプロセス）は、将来アジアで最大のエ
ネルギーインフラのテーマの 1つになると考えています。弊社
は、このセクターにおける多くの初期段階の投資機会を見守って

います。 

6 S&P Platts, October 2016. 
7 McKinsey Energy Insights: The 2017 LNG market in 10 Charts, February 2018. 

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大の機会から収益を獲得  
弊社では規模を拡大する余地のある投資に着目していま

す。例えば、細分化された市場で業界再編やプラットフォ

ーム拡大の余地のある資産に投資を行います。 

積極的にコア資産を建設 
弊社では、例えばインフラ・ニーズの進展や市場ファンダ

メンタルズの変化により、特定の市場における強固な長

期ファンダメンタルズが特定のインフラ資産に対する需要

を支える機会を追求しています。 

事業価値の創造に注目  
弊社では、成長や効率性の向上を通じて事業価値を高め

る余地のある投資機会に注目しています。これらの投資機

会は、インフラ資産の企業オーナーが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から主に生まれてき

ます。 
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レラティブ・バリュー分析 
高いバリュエーション・レベルや市場全体の競争が激しいにも関

わらず、2019年に向けた当資産クラスにおける弊社の レラティ
ブ・バリューの見通しは引き続き良好です。セクター別に見た場

合、弊社では世界的に再生可能エネルギーを引き続き魅力的

な投資機会と考えています。弊社はまた、世界的な輸送セクタ

ーの見通しについてもより強気です。輸送ロジスティクスや港湾

は、エネルギーやその他の資源の流れのシフトというトレンドを

捉える機会を提供していると考えているため、特に注目している

分野です。また、ヨーロッパの分散型エネルギー分野における

魅力的なディール・フローと、アジアでのいくつかの興味深いタ

ーミナルへの投資機会の出現に基づいて、ヨーロッパとアジア

太平洋地域のエネルギーインフラの見通しも改善しました。ただ

し、後者はまだ割高な状態が続きます。また、弊社では廃棄物

管理セクターも相対的に魅力的とみています。 

その一方で、セクター内におけるテクノロジーの変化や、過去最

高水準まで上昇するバリュエーション水準への懸念が高まる

中、通信セクターへの世界的な見通しを中立に引き下げました。

しかしながら、このセクターにおいては法人向けデータセンター

や超巨大データセンターに引き続き着目しています。これらはデ

ータの増加やクラウド・ストレージへのシフトといった底堅いファ

ンダメンタルな需要に支えられています。ただし、現在のところ

バリュエーションは極めて割高な水準にあります。通信塔、小規

模な無線通信、分散アンテナ・システムなど、5Gのサポート・イ
ンフラも引き続き注視していくテーマです。 

レラティブ・バリュー マトリックス 

 
 

How to interpret the table: the relative value matrix divides the private infrastructure market into various regions (North America, 
Europe and Asia/Rest of World) and segments, which are then divided into sectors (transportation/logistics, power, energy 
infrastructure, communication and social infrastructure/PPPs), 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 1 は、株式の混在環境で年初来 3%の下落となっ
ています。8年間の上昇相場の後、インフラ・エクイティにとって
2018年は困難な年でしたが、広範な株式市場に比べてより魅
力的なバリュエーションにつながっています。米国株式は今年

急上昇しましたが、一方で欧州と 新興市場は両方とも 政治的問
題、およびグローバルな貿易問題などのため苦戦しました。弊

社は投資先企業のファンダメンタルズが引き続き堅調で、バリュ

エーションが年初に比べてより魅力的になったため、上場インフ

ラについてより強気になっています。当分の間、GDPの動向に
敏感なセクター、特に有料道路、鉄道に対して、さらに堅調な成

長を描く弊社のベースケース・マクロ経済 シナリオに基づき、選
好を保ちます。これはまた、これらのセクターが金利上昇の影響

を受けにくいため、米国やその他の国での金利上昇に対するヘ

ッジを提供します。 

上場プライベート・エクイティ 2 は年初来 4%のリターンを生み出
しています。同時に、英国に上場しているプライベート・エクイテ

ィ企業の割引が、長期平均を若干上回る 16%に拡大しました。
北米は堅調に推移しましたが、欧州と英国は横ばいでした。

BDCやオルタナティブ資産運用会社は、規制変更による恩恵を
受けていた前者と、良好な資金調達環境や LPから C株式会
社への転換による恩恵を受けていた後者に至るまで、北米のパ

フォーマンスを引き上げました。上昇したバリュエーション水準と

投資機会に地域格差を認めるため、弊社の上場プライベート・

エクイティに対する態度は中立から慎重です。 

 

1 Measured by Partners Group Listed Investment SICAV - Listed Infrastructure in EUR, 
as of 2 November 2018. 
2 Measured by Partners Group Listed Investment SICAV - Listed Private Equity in EUR, 
as of 2 November 2018. 

現在の市場における投資機会 
上場インフラに関しては、一時的な政治的懸念（例えば、イタリア

とスペインでの選挙後に空港が軟調でしたが、旅客数は着実に

増加しています）によりバリュエーションが影響を受けているた

め、欧州の輸送に関して引き続き強気です。新興市場では、例え

ば中国のガス公益事業など、規制の不確実性の少ない、優れた

アップサイド・ポテンシャルのあるニッチ・セクターを引き続き選好

しています。また、健全な経済とコストの効率化対策の向上によ

り、輸送量増の恩恵を受け続けている北米の鉄道についても、

弊社の強気な見解を維持しています。1980年の同セクターの自
由化によってもたらされた効率改善は、量や価格の上昇よりも収

益の増加に寄与しています。しかしながら、鉄道はコスト・インフ

レを上回る良好な価格設定力を持ち続けており、トラック業界の

規制強化によって短期的にサポートされています。 

上場プライベート・エクイティについては、米国の資産運用会社に

対して弊社は依然として強気です。昨年、本セクターは再評価さ

れましたが、C株式会社への転換によるさらなる上昇が見られま
す。米国のオルタナティブ資産運用会社 2社がすでに転換に成
功しましたが、これは投資家基盤を広げ、インデックスへの組み入

れが可能となるステップです。弊社は BDCについても、より強気
になりました。経営陣はそのエクスポージャーを変動金利投資に

シフトしており、金利の引き上げから利益を得ています。それに加

えて、BDCは現在その負債自己資本比率を 1：1から 2：1に上
げることができるようになりました。数社の BDCがすでにレバレッ
ジを上げる承認を株主から得ており、その代わりに、運用手数料

を引き下げています。弊社ではレバレッジ率の上昇が当セクター

の不均一性を高め、高品質の運用会社に有利になることを期待し

ています。 

レラティブ・バリュー・マトリックス  

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 

利回りを求める豊富な資本と利用可能な与信は、上場および非

上場市場において、同様に高い水準までバリュエーションを押し

上げています。弊社は、この高いバリュエーション環境において、

先を見越した長期的なリターン期待値は、過去の水準と比較して

比較的低いと繰り返し論じてきました。5年の先を見越した資産ク
ラスごとの業種全体の期待リターンについての弊社の期待リター

ン・フレームワーク（ERF）は、この進展を示しています。1   

1 Based on top-down industry-wide parameters and not on Partners Group’s bottom-up calibra-
tion of opportunity-specific target returns. The five-year horizon has been chosen to reflect the 
typical private markets holding period. 

パートナーズ・グループの 期待リターン・フレームワーク：
資産クラスごとの年率業界リターン  
 

 
Note: Partners Group calculations and assumptions and should not be construed as representative 
of Partners Group investments. Partners Group utilizes historical market data and academic 
research to generate the above calculations, a full list of which can be provided on demand. Please 
note all value creation inputs are based solely on Partners Group's internal research. There is no 
assurance that expected returns will be achieved. Public asset classes are assumed to be 
invested passively, with a flat management fee of 0.20% p.a. for equities, 0.25% p.a. for 
investment grade bonds and 0.50% p.a. for high yield. The fee structure assumed for private equity 
includes a management fee of 2.0% p.a. and a performance fee of 20% subject to an 8% hurdle. Real 
estate and infrastructure fees on equity investments include a management fee of 1.5% p.a. and a 
performance fee of 20% subject to an 8% hurdle for real estate and 15% subject to a 6% hurdle for 
infrastructure. Private equity junior debt fees include a management fee of 1.5% p.a. and a 
performance fee of 15% subject to an 8% hurdle. For real estate and infrastructure junior debt, 
fees include a management fee of 1.25% p.a. and a performance fee of 10% subject to a 5% hurdle. 
Senior loan fees for all asset classes include a management fee of 0.75% p.a. and a performance fee 
of 7.5% subject to a 4% hurdle. Hypothetical or simulated performance results have certain 

limitations. Unlike the results shown in an actual performance results have certain limitations. 
Unlike the results shown in an actual performance record, these results do not represent actual 
trading. Past performance is not a reliable indicator of future performance. High yield and 
investment grade credit taken as a public proxy for junior debt and senior debt to retrieve spreads. 
Source: Partners Group, as of November 2018. For illustrative and academic purposes only. 
 
 

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。 

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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資産クラス全般に ERF を適用する 
弊社の ERFは、直感的でありながらも、学問的な健全性も目指
しており、上場のみならず非上場市場にも適用可能です。このフ

レームワークは、トータル・リターンに貢献する 3つの要素（収
益、成長、バリュエーション）からなる基本的な要因に基づいてい

ます。 

ERFチャートに示されている通り、上場株式と同様に、非上場市
場のリターンの期待値は、長期平均と比較して低くなっています。

これは主として、平均再帰バリュエーション要素（プライベート・エ

クイティの EV/EBITDAマルチプル・コントラクション、プライベート
不動産のキャップレートの上昇）およびリスクフリー率の低下によ

るものです。 

プライベート・エクイティでは、過去のリターン 11～16%と比べて、
マルチプル・コントラクションによる主要なパフォーマンスの落ち込

み（年率-2%）により、ERFは 5年間で年率 10%のネット・リターン
を予測しています 。上場株式に対するプライベート・エクイティのレ
ラティブ・アウトパフォーマンスは、過去平均の 5%程度を維持して
います。上場株式のリターン（市場ベータ）が低い場合、アクティブ

運用はトータル・リターンのより重要な貢献要素となります。これ

は、高度に起業家的なプライベート市場 ガバナンスと、価値向上
の取り組みを実施することによって達成されています。これは、上

場市場に広く存在する四半期利益の重視と比較して、プライベート

市場に存在する長期的な価値強化重視によってさらにサポートさ

れるアプローチです。その結果、上場株式が長期期待リターンを

達成したとしても、プライベート・エクイティは同程度で上場株式の

それを上回るはずです。 

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、事前定義されたバンド内の資産配分

をシフトするというポートフォリオ運用を説明します。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、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。ERFから得られた
5年間の業種全体のリターンを使用してモデル・ポートフォリオ
の期待リターンを計算し、4ページの「プライベート市場の見通
し」セクションで定義した資産テスト・シナリオを適用します。プラ

イベート市場ポートフォリオの優れたリスク/リターン特性を示す
ために、この結果を通常の上場市場 ポートフォリオの結果と比
較します。 

基本シナリオにおけるリターン重視のポートフォリオの配分  
Note: the outer circle represents long-term portfolio weights. The inner circle represents 
current portfolio weights. The ranges in brackets show the target bandwidths. There is no 

assurance that targets will be met. 
Source: Partners Group, November 2018. 

リターン重視のポートフォリオでは、プライベート・エクイティをオー

バーウェイトとする方針を維持し、資産クラスへの配分を 45% か
ら 50%へとさらに引き上げます。特に弊社は所有に対する起業家
的アプローチと長期的視点によって可能となる価値創造の可能性

を提供する、高い価格設定力と利鞘の安定性を持つ企業への直

接投資に焦点を当てます。価値向上と変革トレンドの恩恵を受け

る市場セグメントを重視することは、マルチプル・コントラクションの

負の影響を大きく相殺するはずです。金利上昇の観点から、不動

産はより大きなアンダーウェイトとしています。スペシャル・シチュ

エーションに（例えばオーダーメイドのストラクチャーを必要とす

る）関連する不動産セカンダリーはいまだに魅力的なリターンを提

供するものの、タイトなキャップレートとその金利上昇への感応度

が直接不動産投資のアセスメントに対してより慎重な態度を要求

します。ポートフォリオのプライベート・インフラ とプライベート・デッ
ト （第二順位抵当権付ローンとメザニン）の重み付けに 
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ポートフォリオの全体像  

 
ついては変更ありません。インフラでは、弊社は、デリバリー・

プレミアムが得られ、長期的な資金調達と建設期間中または

その前に将来のインカム収入（契約上の収入、料率）を固定

することができ、それにより、グリーンフィールド資産が金利変

動に大きな影響を受けなくなるため、グリーンフィールド（非常

に価値の高いブラウンフィールドとは対照的に）を明確にオー

バーウェイトとしています。 

リターン重視のポートフォリオでは、プ

ライベート・エクイティへのオーバーウ

ェイトを継続し、資産クラス配分を

45%から 50%へ増加 

これらのウェイトを適用し、弊社の ERFから導かれた業種全体
のリターンを使用すると、年率期待リターンは 8.9%2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 4.5%上回る堅調な結果となりま
す。このアウトパフォーマンスは弊社の 2018年の見通しを若干
下回っているものの、相対的に見ればそれでもまた高いと言えま

す。以下の図は、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。 

リターン重視のポートフォリオに適用される経済シナリオ 

 
Note: asset class return expectations are based on broad industry returns as projected by the 
Expected Return Framework. Partners Group target returns exceed return expectations for the 
broader market in line with our disciplined investment approach and value creation assumptions. 
Source: Partners Group, November 2018. 

不利な金利引き上げのシナリオでは、金利動向に敏感な実物

資産への影響とプライベート・エクイティに対する利鞘の影響

（資金調達コストの増加、需要の減少）が、利回りの高い変動

利付社債により若干相殺されるものの、弊社の基本シナリオ

に比べると上場市場に対するアウトパフォーマンスの幅が縮

小します。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 

 
 
 
2 Using broad industry expected returns and not Partners Group target returns. For academic 
purposes only. Portfolio does not represent actual Partners Group investments. 

待リターンへの影響が緩和されると見られ、これが上場市場に

対するプライベート市場のアウトパフォーマンスの幅をさらに拡

大すると予想されます。より堅調な資本市場の状況（株式市場

の上昇）においては、上場株式のリターンが増加し、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。 

基本シナリオにおけるイールド重視のポートフォリオの配分  

 
Note: the outer circle represents long-term portfolio weights. The inner circle represents 
current portfolio weights. The ranges in brackets show the target bandwidths. There is no 
assurance that targets will be met. 
Source: Partners Group, November 2018. 

イールド重視のポートフォリオでは、金利上昇局面で利益を得る変

動金利のコーポレイト・デットに高いオーバーウェイトを置きます。ダ

ウンサイド・プロテクションを提供するという点に基づき、第一順位

抵当権付デットにはさらに高いオーバーウェイトを置きます。これら

のセグメントでは、弊社は順応性の高いビジネスモデルを持つ高成

長市場セグメントにある企業を探します。クラブ・スタイル、またはオ

ーダーメイドの特徴を持つユニトランシェ・ファシリティは第一位順位

抵当権付、第二順位抵当権付のどちらにおいても同様に優れたリ

ターンを提供します。通常利率が固定されている実物資産デット

は、タイトなスプレッドを考慮して引き続きアンダーウェイトとしてい

ます。プライベート・インフラ株式はアンダーウェイトとしています

が、イールド重視のポートフォリオでは、利回りのあるブラウンフィ

ールド資産から構成されます。ブラウンフィールド・インフラは価値

創造のアップサイド・ポテンシャルが低く、割引率の上昇を通じて実

質金利の上昇に敏感です。 

リターン重視のポートフォリオ同様、以下の図は、異なるシナリ

オの下での期待リターンを示し、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 20/80上
場市場ポートフォリオとこれらを比較したものです。 

 
イールド重視ポートフォリオに適用された経済シナリオ  

 
 
Note: asset class return expectations are based on broad industry returns as projected by the 
Expected Return Framework. Partners Group target returns exceed return expectations for 
the broader market in line with our disciplined investment approach and value creation 
assumptions. Source: Partners Group, November 2018. 
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ERFケース・スタディ：米国の上場株式のリターン 
以下のケース・スタディは、過去 100年にわたる米国上場株式の進化を例に取り、ERFがどのように機能するかについてより深
い洞察を提供します。ERF とその様々に作用する要素の特徴を示しています。技術的側面のいくつか（主に異なる構成要素の測
定に関するもの）を省略していますが、それでも提示された省略モデルは、主要なリターン要因を捉えています。 

以下のチャートは米国の 1916年から 2016年までの上場株式のリターンの要素に関する展開を示しています。 

Source: Partners Group based on Robert Shiller data, October 2018. 

 

過去 100年において、手数料込みで年率 9.6%に達していた米国株式リターンの 90%以上をインカムと成長が占めていました。バリ
ュエーションは株価収益 (P/E) 率に関連した平均再帰要素で、これは平均リターンにほとんど貢献していません。全体として、これは年
率約 4.7%の株式リスクプレミアム(ERP) を意味します。 

これは現在の投資環境と比較してどうなのでしょうか？弊社の ERFは、今後 5年間の米国の上場株式については年率 5.5%の
グロス・リターンを予測しています。 

 
また、現在、今後 5年間の米国のキャッシュへのリターンを年率 3.0%と予測しています（現在および将来見通しの米ドル Libor
レートから計算したもの）。したがって、株式の総期待リターン 5.5%は、キャッシュに対して 2.5%上回る ERP と解釈されます。 
米国の上場株式の期待されるリターンの低下は、弊社の見解では、主として、金利が上昇することによりバリュエーションが収縮

し、期待されるリターンから年率で約 2%差し引かれてしまうからです。バリュエーションの影響を除けば、期待リターンはキャッシ
ュと比較して、過去の平均に近くなるでしょう（4.5%の ERP）、ただし、キャッシュのリターンが過去平均よりも大幅に低いことに基
づけば、絶対的には低くなります。 
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以下は、歴史的な年率 9.6%から、現在の ERF予測年率 5.5%への直感的なリターン「ブリッジ」を示しています。 

100年の過去リターンからのブリッジ（全ての数字は年率）： 

•過去 100年の米国株式リターン：       9.6% 
• 現在のキャッシュ利回り 3.0%対 4.9%：      -1.9% 7.7% 
• 平均再帰（今後 5年間でバリュエーションは 10%低下）：     -2.0% 5.7% 
• その他（例えば低い配当利回り）：      -0.2% 5.5% 
• 本日付の ERF5年株式期待リターン：       5.5% 

 
リターン・ブリッジは低いリターンが主として全体的に低いキャッシュレートと平均再帰バリュエーションに反映されることを示し

ています。以下のチャートは高バリュエーション期後のキャッシュ対比の過去リターンを示しています。 

Note: ERP refers to equity risk premium. ERP displayed calculated as average of next 10-year ERPs during period when P/E ratios exceed 15x.  

Source: Partners Group; Robert Shiller data, October 2018. 

過去のリターンは、高いバリュエーションから低い未来のリターンへの移行を強調します： 

 P/E率が 15～17.5倍の場合、株式の過去 10年の平均リターンは 7.5%（キャッシュ + 2.9%） 

 P/E率が 17.5～20倍の場合、株式の過去 10年の平均リターンは 6.8%（キャッシュ + 2.4%） 

米国株式の現在の P/E率は 17.5～20倍の範囲内に入っています。今後 5年のマルチプル・コントラクションは 10%であると
いう弊社の前提を考慮すると、現在の ERFによる業種全体のリターンのキャッシュ+ 2.5%は歴史的に見て外れているわけで
はなく、それは、ERF予測は有効に思われるということを意味します。
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