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重要情報

本資料は、説明および議論のみを目的として作成されたものです。いか

なる状況においても、本資料に含まれている情報は、証券を売却するた

めの提案、または証券を購入するための提案の勧誘として使用される、

または考慮されるべきではありません。本資料に記載された情報は機密

情報であり、その全体または一部を複製または配布することはできませ

ん。

全ての情報は、パフォーマンス情報も含め、誠意を持って作成されていま

す。ただし、パートナーズ・グループは明⽰的または黙⽰的を問わず、情

報の精度または完全性について表明または保証するものではありませ

ん。本資料に記載された情報は、過去または将来のパフォーマンスを約

束または表明するものではありません。本資料には、仮説に基づく前提、

モデル、および（または）パートナーズ・グループまたはその関係会社

（関係会社については必ずしも本資料で説明されているとは限りませ

ん）によるその他の分析に部分的または全体的に基づく情報が記載さ

れている場合がありますが、それらの前提、モデル、または分析の妥当性

を表明または保証するものではありません。本資料に提⽰されている情

報は、信頼できる情報であるとパートナーズ・グループが判断した様々な

情報源から収集されたものですが、その信頼性を保証するものではあり

ません。特に明記しない限り、本資料で⽰された⾒解は本資料の作成

日時点のものであり、予告なしに変更される場合があります。出所が記

載されていない情報は全てパートナーズ・グループが用意したものです。

本資料に記載されたパートナーズ・グループの予測、⾒通し、および推定

は説明のみを目的としています。これらはパートナーズ・グループの現在の

⾒方および前提に基づいており、こうした⾒方および前提は予告なしに

変更される場合があります。これらの予測、⾒通し、および推定は既知

または未知のリスクおよび不確実性を伴うため、実際の結果、パフォーマ

ンス、またはイベントは要約情報において予測されたものと⼤幅に異なる

場合があります。パートナーズ・グループは、適用法令によって義務付け

られている場合を除き、本資料に記載されている予測、⾒通し、または

推定の根拠となったイベント、条件、前提、または状況の変化を反映す

るために、そうした予測、⾒通し、または推定をアップデートまたは修正す

る義務または約束を明確に拒否します。

プライベート市場における投資は投機的であり、重⼤なリスクを伴いま

す。プライベート市場における投資は流動性が非常に低く、個別の投資

に関する価格またはバリュエーション情報を定期的に投資家に提供する

義務はありません。投資家の持分を取引できる流通市場は存在せず、

そうした市場が開拓される⾒込みもありません。さらに、持分の譲渡に対

して一定の制限が課される場合があります。過去の結果は将来のパフォ

ーマンスを保証するものではなく、パフォーマンスが不安定になる場合があ

ります。

本資料に記載されているパートナーズ・グループの全ての投資はパートナ

ーズ・グループのお客様のために⾏われたものであり、パートナーズ・グルー

プ・ホールディング AG またはその関係会社のために⾏われたものではあり

ません。

米国を拠点とする読者に対する重要な注記︓本資料はパートナーズ・

グループ AG が発⾏するものであり、情報提供のみを目的として作成さ

れています。本資料は証券を売却するための提案、または証券を購入

するための提案の勧誘

本資料は機関投資家向けに作成されたものであり、個人投資家への

配布を意図したものではありません。

全ての画像は説明目的のみのために提⽰されています。

© 2019 年 パートナーズ・グループ。無断複写・転載を禁じます。
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本資料はパートナーズ・グループが発⾏する 2020 年のプライベート市場ナビゲーターで

す。プライベート市場ナビゲーターではパートナーズ・グループの経済⾒通しやプライベート

市場の全ての資産クラスにおいてパートナーズ・グループが注目している投資先について説

明しています。
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プライベート市場の⾒通し
ディフェンシブな姿勢の再検討

低成⻑経済や地政学的不透明感などが続く厳しい環境の中で、パートナーズ・グループはプライベート市場の投資にお
いて「攻撃は新たな防御」であると考えています。サブセクターの中で価値創造の可能性がある資産や、平均以上の成
⻑率が⾒込まれる資産に注目しており、頑強性が期待できる投資機会を発掘することに努めています。

米国では現在、1930年代以降で最⻑の景気拡⼤局
⾯が続いており、これまでにない⼤規模な⾦融緩和政
策が景気拡⼤を後押ししていると考えられます。資産
価格は⼤幅に上昇しましたが、ほとんどのケースではファ
ンダメンタルズからかけ離れた水準となっています。また
GDP成⻑率は低水準にとどまり、2008年以前の平均
値を⼤きく下回っています。ほとんどの資産のバリュエー
ションは過去20年間のレンジの上限で推移しており、
景気サイクルがさらに⻑期化すればバリュエーションは経
済成⻑の前提による影響を受けやすくなると予想され
ます。

景気サイクルの成熟期には一般にボラティリティが⾼ま
る傾向があり、実際に2018年第4四半期にはサイクル
終盤に⾒られるような調整局⾯を迎えました。マクロ経
済に対する今後の基本シナリオとしては、各国中央銀
⾏が⾦融緩和政策を維持するとの前提に基づき、低
成⻑環境が続くと想定しています。また、バリュエーショ
ンは現在のバブル的な水準からやや低下すると予想さ
れます。ただし、脆弱なファンダメンタルズ、低い割引
率、および割⾼なバリュエーションの上に成り⽴っている
微妙なバランスが崩れれば、資産価格が⼤幅に調整
する恐れもあると考えられます。

旺盛な⺠間需要や⾦融緩和による継続的なサポート
を背景に、世界の景気サイクルは今後も続くと考えられ
ます。しかし、景気減速の兆候や地政学的な不透明
感（貿易摩擦の⻑期化など）を踏まえ、パートナー
ズ・グループは経済成⻑⾒通しを下方修正しました。
米国と欧州において企業業績が急激に悪化した背景
には設備投資の減速や製造業活動の鈍化といった要
因があります。雇用者数の伸びもこれまでの堅調な水
準から鈍化しています。中国やその他の新興市場の成
⻑も減速しています。短期的には、特に欧州の複数の
地域などで景気が⼤幅に減速する可能性もあると考
えており、実際にそうした兆候が経済指標に表れていま
す。これは、各国固有の動向（英国）や、貿易摩擦
の影響によるものと考えられます。欧州のいくつかの国
では製造業が経済の中で⽐較的⼤きな割合を占めて
おり、特にドイツはグローバル・サプライチェーンにおいて

非常に重要な役割を果たしています。新興市場につい
ては、ファンダメンタルな状況と政治リスクが各国によっ
て異なっているため、個別国の分析に基づいた投資ア
プローチを採用します。また、貿易摩擦が深刻化する
中で、為替市場の動向も注視していく方針です。

⻑期的に⾒ると、世界経済の成⻑を緩やかなペースに
抑えるような要因も散⾒されます。例えば、全体的な
生産性の伸びは低水準にとどまっており、レバレッジが
記録的な⾼水準に達している中で、信用創造による
持続的な経済成⻑が妨げられているように思われま
す。同時に、新興市場のグローバル・サプライチェーンへ
の統合が進んでいることや、中国の経済成⻑が構造
的に鈍化していることなども、新興市場の成⻑を妨げる
要因になっていると考えられます。

こうした景気サイクル終盤の環境では、ディフェンシブ性
の⾼い銘柄に注目が集まる傾向があり、安定したキャッ
シュフローが得られる資産や景気循環の影響を受けに
くいセクターの資産が選好されます。例えば、⼤手ブラ
ンド、⼤型企業、および債券のような安定したインカム
が得られるコア資産などがこれに該当します。しかし、現
在の投資環境では利回りが低く抑えられておりバリュエ
ーションが過熱気味になっているため、上記のような資
産は非常に割⾼となっています。今後10年間にわたり
バリュエーションの上昇や⾦利低下が再び起こらない限
り、これらの資産の期待リターンは低水準にとどまるた
め、バリュエーションは割⾼な水準で推移する可能性が
⾼いと考えられます。また、市場における創造的破壊リ
スクによってダウンサイド・リスクが⾼まる恐れもあり、消
費者の嗜好が変化し技術⾰新が進んだ場合、有名
な⼤手企業でさえも業績が悪化する可能性がありま
す。例えば最近では、米国食品メーカーのHeinz 
Kraftは消費者嗜好の変化に対応することができておら
ず、伝統的な⾃動⾞メーカーも電気⾃動⾞の開発な
どの影響で業績が悪化しています。

パートナーズ・グループの⾒方では、これまでディフェンシ
ブであると考えられていた投資スタンスはもはや慎重な
アプローチとは⾔えないと考えています。魅⼒的なリター
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ンを生み出し元本を確保するためには、投資家はこれ
までの考え方を改める必要があります。パートナーズ・グ
ループでは「攻撃は新たな防御」であると考えています。
パートナーズ・グループの目的は、特定のサブセクターに
おいて⾼い成⻑率を生み出している変⾰的なトレンド
を⾒極めることです。これらのサブセクター内で、価値創
造や強固なガバナンス体制を通じて資産レベルで積極
的にキャッシュフローを生み出し、バリュエーションの頑強
性を維持できる企業を発掘することが重要であるとパ
ートナーズ・グループでは考えています。こうしたアプロー
チはプライベート市場の投資に特に適していると⾔えま
す。プライベート市場では魅⼒的なサブセクターで事業
を⾏っている資産のユニバースが公開市場よりも幅広
いため、変⾰的なトレンドに対して直接的なエクスポー
ジャーを得やすいと考えられます。

パートナーズ・グループの考え方を説明するために、ここ
ではリターンの源泉について考察します。リターンの源泉
は利回り、成⻑、およびバリュエーションの変化の3つの
構成要素に⼤別することができます。以下の図表では
プライベート・エクイティを例として使用していますが、こ
れらのリターンの構成要素は全ての資産クラスに当ては
まるものであると考えられます。

今日の市場では、伝統的な資産クラスにおいてこれら3
つのリターンの構成要素の全てにおいて厳しいものとな
っています。債券の利回りは低く、収益の伸びは鈍化し
ており、バリュエーションは割⾼な水準で推移していま
す。このことを踏まえ、パートナーズ・グループでは⾼いイ
ンカムまたは成⻑の可能性を提供する資産で、なおか
つバリュエーション・リスクが抑えられている資産を発掘す
ることに努めています。

1 JP Morgan; MSCI; Bloomberg, September 2019. JP モルガン、
MSCI、ブルームバーグ、2019 年 9 ⽉。

「攻撃は新たな防御」という考え⽅の説明︓
インカムからのリターンに対する⾒⽅

利回りを求める動きが続いている中で、多くの資産クラ
スのインカムは極端に低い水準にとどまっています。利
回りを求める投資家は主に債券に投資していますが、
利回りがゼロまたはマイナスとなっている債券は世界全
体で15兆ドル以上に上り、ハイ・イールド債の利回りは
ここ10年で最も低い水準となっています。こうした利回
りの低下は債券セクターに限ったことではありません。コ
ア不動産セクターでもキャップレートは記録的低水準で
推移しています。先進国市場におけるコア・インフラ企
業の配当利回りも同じであり、5%前後で推移していま
す。同様に株式のディフェンシブ・セクターの配当利回り
もここ10年間で約40%低下しています。1

こうした中で、パートナーズ・グループでは⼤幅な利回り
低下の影響をこれまでに受けていない資産を発掘する
ことに努めています。一例としてプライベート・デットが挙
げられます。プライベート・デットのシニア債とジュニア債
の両方で、米国と欧州においてスプレッドが拡⼤した水
準にあります。また、利回りが⼤幅に低下したハイ・イー
ルド債とは異なりプライベート・デットの利回りは⾦融危
機前の水準を⼤幅に上回っています。一部の地域で
ベンチマーク⾦利のマイナス幅が拡⼤したとしてもローン
の条件において⾦利にはゼロフロアが設定されていま
す。

利回りが低下しているコア・セクター以外では、プライベ
ート・インフラやプライベート不動産における既存の営業
権やリースも魅⼒的なインカムを提供しています。例え
ば、都市の中心街から離れた⾼級化の進んだ郊外に
ある居住用物件やオフィス物件に相対的な投資妙味



プライベート市場ナビゲーター︓2020年の⾒通し

Page 6 

があるとパートナーズ・グループでは⾒ており、これらの地
域では賃貸利回りが⽐較的⾼くなっています。インフラ
では、魅⼒的なブラウンフィールド資産は価格が割⾼に
なる傾向があります。パートナーズ・グループでは価値
創造余地のある資産に注目しており、プラットフォーム
の拡⼤を通じて資産を構築することにより⾼い利回りと
成⻑の可能性のある投資機会から収益を上げることが
可能となります。

成⻑から得られるリターンに対する⾒⽅

成⻑から得られるリターンは2つの要素に分解することが
できます。それは市場またはセクターの成⻑、およびアク
ティブな成⻑戦略です。市場またはセクターの成⻑は
主にそれぞれの経済またはセクターのマクロ経済成⻑に
よってもたらされます。現在では緩やかな経済成⻑が続
いているため市場の成⻑も抑えられています。上場株
式を例に挙げると、過去10年間の収益の伸びは年間
で平均2.6%（名目値）にとどまっており、同期間にお
けるインフレ率（1.9%）をかろうじて上回る程度となっ
ています。マクロ経済成⻑が鈍化している中で、当⾯の
間は市場の成⻑が持続的に⾼まることはないと予想さ
れます。したがって魅⼒的なリターンを生み出すために
は積極的なアプローチを通じて投資先を成⻑させる必
要があります。

変⾰的なトレンドがもたらす成⻑︓構造的、技術
的、または需要パターンの変化により、表⾯下におい
てセクターがシフトし結果としてサブセクターが平均以
上の成⻑率を達成することを指します。例えば、人口
の⾼齢化、デジタル化、またはエネルギー⾰命などが
これに該当します。変⾰的なトレンドから収益を上げ
るためには、テーマ型ソーシング・アプローチを用いるこ
とが極めて重要となります。このアプローチでは産業セ
クターまたはサブセクターの垣根にとらわれないことが
重要です。変⾰的なトレンドから恩恵を受ける市場
セグメントを⾒極めるためには、これらのサブセクター
内のテーマが重要なカギとなります。次のステップでは
これらの市場セグメントのミクロ構造を分析し、投資タ
ーゲットを特定します。これにより、投資戦略を策定
することが可能となります。

資産レベルの価値創造︓潤沢なキャッシュフローの
創出によって成⻑を生み出すことを指します。例え
ば、地域または製品ラインの拡⼤を重視した本業の
成⻑戦略、売上⾼を増やすためのプラットフォーム拡
⼤戦略、および利益率を⾼めるための業務効率の
改善などがこれに該当します。実物資産において価
値を創造するためには投資家の要求に応じて資産の
位置づけの⾒直しおよび開発などを⾏います。特にプ
ライベート・エクイティやプライベート・インフラにおいて、
戦略的成⻑への最適な取り組みを特定し実⾏する
上では、強固なガバナンス体制が重要な要素となり

ます。

バリュエーションに対する⾒⽅

バリュエーションに関しては、キャッシュフローを購入する
のではなくキャッシュフローを生み出すことがより重要とな
ります。利回りを求める動きが続いたことでバリュエーショ
ンは全体的に割⾼になっており、ファンダメンタルな成⻑
からかけ離れた水準まで上昇しています。以下の表で
は現在のバリュエーションと⻑期平均を⽐較しており、
平均回帰によるバリュエーション縮小の悪影響と何年
分のインカムが失われるかを⽰しています。

バリュエーションは主に低い割引率に基づいており健全
な成⻑⾒通しに基づいたものではないため、割引率や
市場の成⻑⾒通しが小幅に変化しただけでもバリュエ
ーションは⼤きく変化する場合があります。また、バリュエ
ーションの低下による下落分を何年分のインカムで埋め
合わせることができるかを表した場合、その年数はより
⼤きく変化します。資産のキャッシュフローが安定してい
ればいるほど、バリュエーションの変化によるキャッシュフロ
ーの感応度も⼤きくなります。誤解を避けるために申し
上げますと、パートナーズ・グループはダウンサイド・リスク
が即座に具現化するとは予想していません。ただし、多
くの投資家はポートフォリオ内のデュレーション特性を認
識しておらず、デュレーションに伴うダウンサイド・リスクを
十分に把握していないように思われます。

以上のように、ディフェンシブと考えられている資産のバリ
ュエーションも割⾼となっています。これに加えて多くの
投資家はディフェンシブな資産が業界の創造的破壊リ
スクによる影響を受けにくいと考えており、こうした思い
込みも問題であると⾔えます。現在の市場においては
業界の創造的破壊は全く予想外の要因によって引き
起こされる場合があり、伝統的な会社が意外なところ
から打撃を受けるケースも少なくありません。こうした業
界の変化においては、新たな勝者と敗者が生まれ最も
安全な⼤手企業またはインフラであっても、こうした脅
威（または機会）の影響を完全に免れることはできま
せん。例えば、アパレルリテール業はかつて実店舗を展



プライベート市場ナビゲーター︓2020年の⾒通し

Page 7 

開する伝統的なリテールセグメントにおいて安定した業
界であると⾒なされていましたが、現在ではネット通販
の普及によって厳しい状況に直⾯しています。

パートナーズ・グループでは、割⾼なバリュエーションに起
因する課題に対して3つのアプローチで対応していま
す。第一に、⾼い価値創造余地がある資産を発掘す
ることに努めます。こうした資産では時間をかけて資産
を成⻑させバリュエーションの割⾼感を解消できると考
えられるため、投資時のバリュエーションがやや割⾼であ
ってもそれほど問題視しません。第二に、競争の激しい
入札プロセスを避けるためにユニークな方法で取引を
⾏うことに努めています。つまり、オークション・プロセスを
避けるか、または業界の専門家や経営者から成るネッ
トワークを活用して投資機会が市場に出回る前に投
資機会を⾒極めます。最後に、プライベート市場全体
にわたるパートナーズ・グループの引受においてバリュエ
ーションが下落するとの前提を置いています。

企業投資に対するインプリケーション

プライベート・エクイティにおけるリターンの主な源泉は
成⻑です。現在、成⻑は主に変⾰的トレンドまたは資
産レベルの価値創造によって生み出されます。市場ダ
イナミクスも重要な要因となります。例えば、非常に細
分化された堅調な市場セグメントまたは⾼成⻑の市場
セグメントでは、業界再編を通じて⾼いリターンを達成
できる可能性があります。こうした細分化されたセグメン
トにおいて、M&Aや市場シェアの拡⼤を通じて企業規
模を拡⼤できると⾒込まれる企業は理想的な投資対
象となります。バイ＆ビルド戦略を慎重に遂⾏すること
により投資時のバリュエーションを低く抑え、バリュエーシ
ョン・リスクを軽減することが可能になると考えられます。

パートナーズ・グループが投資しているBlue River 
PetCare（Blue River）は、こうしたアプローチの恩
恵を受けられる企業であると考えられます。同社は米
国における動物病院の⼤手運営会社です。変⾰的な
トレンドの視点からすると、獣医医療は平均を上回る
成⻑を⽰しています。その背景には、ペット所有率が上
昇していることやペットを家族の一員と考える人が増え
ていることなどがあります。この業界は非常に細分化さ
れており、診療所の87%以上は独⽴した⽴地で事業
を⾏っています。2 したがって、パートナーズ・グループの
価値創造計画では、Blue Riverのプラットフォームを構
築し、市場の業界再編を進めるためにM&A機会を追
求することを目指します。同時に、顧客エンゲージメント
を向上させ、良質な医療サービスを継続して提供する
ことにも努めます。M&A戦略では、売上⾼の増加や市
場シェアの拡⼤、さらにはプラットフォーム全体にわたる

2 スタックス・インク、2019年5⽉。
3 S&P LCD、2019年第3四半期

シナジー効果の創出などを目的とします。このサブセクタ
ーは景気後退期においても底堅い需要が⾒込まれ、
このこともBlue Riverのバリュエーションを⽀える要因に
なると考えられます。例えば、世界⾦融危機時におい
ても米国のペット医療⽀出は継続的に増加していまし
た。さらに、現在の市場サイクルの局⾯や割⾼なバリュ
エーションを踏まえ、パートナーズ・グループは引受にお
いて15%のバリュエーションの下落を想定しました。

プライベート・エクイティとは異なり、プライベート・デット
における最も重要なリターンの源泉はインカムです。現
在では幅広い資産の利回りが低下していますが、上述
したようにプライベート・デットのスプレッドは例外であり、
⻑期平均に近い水準で推移しています。プライベート・
デットでは、成⻑から得られるリターンのアップサイドがな
いか、または非常に限定的となっていますが、プライベー
ト・エクイティと同様のテーマ投資およびデューデリジェン
ス・アプローチをパートナーズ・グループでは採用していま
す（ただし、頑強性のある投資対象をより重視してい
ます）。このように、売上⾼と収益の安定した企業に
注目し、債務返済が確実に⾏われるように配慮してい
ます。プライベート・デットは一般に変動⾦利であるた
め、元本が償還時に返済されるとの確信が持てる限
り、バリュエーション・リスクはそれほど⼤きな懸念要因で
はありません。したがって、インタレスト・カバレッジ・レシオ
が⾼く、十分なエクイティ・クッションのある企業を重視
し、テーマ別のソーシング視点を補完することに努めて
います。

パートナーズ・グループでは主に眼科手術用の機器や
装置を製造するオランダ企業のDutch Ophthalmic 
Research Center（DORC）のシニア・ローン・ファ
シリティに投資しています。同社の属する業界は⻑期
的な成⻑が期待される市場セグメントであり、このシニ
ア・ローン・ファシリティには貸手に有利な条件が設定さ
れています。このデット・ファシリティは市場平均を下回る
レバレッジ水準となっており、60%を超える十分なエクイ
ティ・クッションがあります。これに対して欧州市場の平
均は47%となっています。3 また、このデット・ファシリティ
にはレバレッジ財務維持コベナンツとEuriborフロアも設
定されています。人口の⾼齢化、診断技術の向上、
発展途上国における医療へのアクセスの拡⼤、および
視⼒回復に対する期待の⾼まりといった良好な⻑期
的⾒通しを踏まえると、同社のシニア・ローン・ファシリテ
ィは有望な投資先であると考えられます。DORCの世
界的な市場シェアはここ4年間で⼤幅に拡⼤しており、
さらにこの市場は年間4.5%のペースで成⻑していま
す。4

4 L.E.K.、2019年9⽉
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リアルアセットに対するインプリケーション

プライベート・インフラの分野では、エネルギー⾰命が
続いている中で⾼成⻑が期待できる多くの魅⼒的なテ
ーマが生じており、例えばクリーン・エネルギーやエネルギ
ーの効率性、処理、および貯蔵などのテーマがありま
す。ただし、この分野では競争が激化しています。さら
に、利回りを求める動きが強まっている中で稼働してい
るブラウンフィールドの資産から得られるインカムは減少
しています。リターンを⾼めるためパートナーズ・グループ
は⾼成⻑の市場セグメントに引き続き投資しており、ブ
ラウンフィールド資産のM&Aを通じたプラットフォームの
拡⼤、またはグリーンフィールド資産の開発によってさら
なる成⻑を生み出すことに努めています。その他の資
産クラスと同様に、パートナーズ・グループではバリュエー
ションの下落を想定し、成⻑や⾦利の変動に対する資
産の感応度を厳密に検証しています。

パートナーズ・グループでは最近、ノルウェーの⼤手オフ
ショア・インフラ・プラットフォームであるCapeOmegaに
投資しました。同社は、ノルウェー⼤陸棚で産出される
天然ガスを輸送するために不可欠なインフラを提供し
ています。欧州では石炭⽕⼒発電所や原⼦⼒発電
所が閉鎖される中で再生可能エネルギーを補完する
燃料源として天然ガスの利用が増加しています。成⻑
の観点からすると、CapeOmegaはこうした需要の増
加による恩恵を受けると考えられます。また、この資産
はプラットフォーム拡⼤戦略にも適しています。
CapeOmegaは北海最⼤のガス田で産出活動を⾏っ
ており、この地域にはブラウンフィールドおよびグリーンフィ
ールドの買収対象資産が多く存在しています。
CapeOmegaはこの市場で有⼒な地位を確⽴してお
り、⾼い参入障壁に守られているため、こうした堅調な
コア・インフラの特徴とプラットフォーム拡⼤戦略を組み
合わせることにより⾼い成⻑を達成できる可能性があり
ます。また、パートナーズ・グループはこの資産の保有期
間にわたってバリュエーションの下落を想定しています。

プライベート不動産では、コアな商業用不動産資産
がインカム収入源の主なターゲットとなっているため、こ
のセクターのキャップレートが低下しています。世界経済

⾒通しの悪化により賃料の伸びが鈍化しているため、
正しいテーマを⾒極めることが特に重要となっています。
⽴地の観点からすると、変⾰的なトレンドを背景に人
口や雇用者数が⾼い伸びを⽰している地域に注目し
ています。例えば、多目的オフィス・スペースや物流不
動産、または「生活・仕事・遊び」のライフスタイルに合
わせて居住用スペースとオフィス・スペースを組み合わせ
た複合不動産などが必要とされている地域を重視して
います。パートナーズ・グループのプライベート不動産ポ
ートフォリオでは、資産レベルでの価値創造が引き続き
リターンの主な源泉となっています。市場における既存
資産の位置づけの⾒直しや、賃料または入居率の伸
びを通じた純営業収益（NOI）の改善などによって成
⻑を促進することが可能であると考えられます。

バリュエーションの観点からすると、パートナーズ・グルー
プでは現在の環境に対応するため3つの柱から成るアプ
ローチを採用しています。第一に、状況に応じて柔軟
なアプローチを採用し、オフマーケットでソーシングされた
資産を魅⼒的なバリュエーションで購入することに努め
ています。具体的には、複雑なストラクチャーで資産が
保有されているケースや売手のスペシャル・シチュエーシ
ョンに注目しています。これにより多くのケースでは市場
平均を⼤幅に上回る想定キャップレートを交渉すること
が可能となります。重要なことは不動産物件⾃体は通
常の不動産投資と同様のリスク特性を⽰していること
です。第二に、積極的な価値創造を通じて不動産の
位置づけを⾒直している投資先では、⾼いバリュエーシ
ョンで取引されている安定したコア資産を探している買
手にとって魅⼒的な不動産となるように努めています。
最後に、引受においては市場のキャップレートがある程
度拡⼤することを想定しています。

例えば、パートナーズ・グループは最近オレゴン州ポート
ランドにある歴史的なオフィスビルを購入しました。ずさ
んな管理体制や低い入居率によりポートフォリオにおけ
る当初のインカム利回りは低水準にとどまっていました。
しかし、⽴地の観点からするとポートランドの雇用市場
は堅調であり人口も増加しているため、この投資は成
⻑の部分から平均以上のリターンを生み出すと考えら
れます。この資産については、娯楽設備の整った都会
のキャンパスとして位置づけ、既存のオフィスや倉庫をク
ラスAのクリエイティブなオフィス・スペースに改修すること
により価値を創造することに努めています。パートナー
ズ・グループの目標は入居率を購入時の50%からエグ
ジット時には90%以上に引き上げ純営業収益の伸び
を⾼めることです。バリュエーションの観点からは、引受
時のキャップレートの拡⼤を想定しても資産の改修によ
るキャップレートの改善により十分なプロテクションが得ら
れると考えられます。

プライベート・エクイティにおける

リターンの主な源泉は成⻑です。

現在、成⻑は主に変⾰的トレンド

または資産レベルの価値創造に

よって生み出されます。
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2020年の⾒通しのまとめ

低⾦利環境が続いている中で、成⻑期待が低いにも
かかわらずバリュエーションが割⾼となっているため、⾼い
投資収益を得ることが困難となっています。パートナー
ズ・グループの基本シナリオでは、緩やかながらもプラス
の経済成⻑と低い⾦利環境の中で、実体経済と資本
市場のデカップリングが続くと想定しています。ただし、こ
の基本シナリオが実現しなかった場合、バリュエーション
が⼤幅に低下し結果として数年分のインカムまたは成
⻑が帳消しになる恐れがあります。したがって、実際の
ディフェンシブ性と認知されるディフェンシブ性を⾒分ける
ことが重要となります。投資家はサブセクター・レベルで
⻑期的かつ⾰新的な成⻑を⾒極め、資産レベルの価
値創造を通じて持続可能な成⻑を生み出す戦略を
策定する必要があります。このことを踏まえ、パートナー
ズ・グループでは「攻撃は新たな防御」であると考えてい
ます。景気サイクルの影響を受けにくく、パートナーズ・グ
ループの所有の下で⼤きく成⻑できる資産をソーシング
することに引き続き努めていく方針です。

経済および市場のシナリオ︓
主なパラメータ

様々な経済環境および市場環境を想定し、それぞ
れのシナリオの下で、資産、セクター、または各資産
から成るポートフォリオの頑健性を評価するために、
パートナーズ・グループでは基本シナリオと3つのテス
ト・シナリオを定義しました。このアプローチの目的
は、パートナーズ・グループの投資戦略を導くために
基本シナリオを定義し、各資産を個別に評価する
ために様々なテスト・シナリオを設定することです。
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プライベート・エクイティ
頑強性を築く

プライベート・エクイティ市場における競争激化によりバリュエーションは過去最⾼水準で推移しています。こうした環
境に対処するため、パートナーズ・グループはテーマ型ソーシング・アプローチを使用することで魅⼒的なサブセクター
においてターゲット資産を⾒極め、次に実践的な価値創造を通じてバリュエーションの頑強性を確⽴することに重
点を置いています。

市場概況

プライベート・エクイティの投資環境は依然として競争が
激しくバリュエーションは過去の範囲の上限に近い水準
にあります。2018年末と2019年初め時点での上場市
場におけるボラティリティの上昇がプライベート・エクイティ
の取引⾼に対して連鎖反応を一時的にもたらしまし
た。このことが、より厳しいマクロ経済環境と相まって売
手の⾼いバリュエーション期待と買手の⽀払意欲との間
にギャップをもたらし、最終的に2019年上半期の取引
⾼が前年⽐で30%減少しました。1しかし、市場の低
迷は⻑続きせず、その後プライベート・エクイティの取引
⾼は回復し、⾼水準の待機資⾦や市場での非常に
激しい競争によりバリュエーションは⾼水準で推移して
います。

持続しているトレンドの1つはこの市場において⾒られる
より明⽩な二極化現象です。景気動向の影響を受け
にくい安定した資産は記録的なバリュエーション水準
（EV／EBITDA倍率）で取引されています。最近、
いくつかの企業が20倍を超える（場合によっては25倍
の）EV／EBITDA倍率で⾏われた取引がありまし
た。こうした価格を引き出せる企業は、⻑期的に継続
する需要や安定収益からの⾼い貢献度を背景に技術

1 Preqin, August 2019. Preqin、2019 年 8 ⽉

的に重要な要素になっている傾向にあります。これらの
要因によりダウンサイド・リスクが抑えられますが、成⻑の
前提などのファンダメンタルズの変化に対する企業固有
の感応度を勘案すると、これらの要因は非常に⾼いバ
リュエーションを部分的に正当化しているにすぎません。
これとはまさに正反対に、質の低い資産や景気循環リ
スク及び創造的破壊リスクへのエクスポージャーがあると
考えられる資産に関する入札が失敗に終わっているケ
ースが増えている状況が散⾒されます。昨年を通して
パートナーズ・グループの投資活動の範囲内だけでも
100を超える入札の失敗が⾒られました。この現象は
多数の⽐較的若いプライベート・エクイティ・ポートフォリ
オからの資産売却によっても引き起こされます。ポートフ
ォリオ調整への圧⼒が少ないことを踏まえると、GPは入
札価格が彼らの期待を下回った場合、売却プロセスを
柔軟に中⽌することができるのです。

「攻撃は新たな防御」というパートナーズ・グループの投
資哲学の一環として、これまで以上に⾼い売上⾼の伸
びや資産レベルでの価値創造機会を生み出すサブセ
クターのトレンドを⾒極めることが魅⼒的なリターンを達
成するために極めて重要であると考えられます。このア
プローチによりパートナーズ・グループはより頑強な企業
価値を築くことが可能となる一方、企業は景気変動の
影響を受けにくいようになることが可能になります。最後
に、パートナーズ・グループは潜在的な投資機会のバリ
ュエーションの下落を考慮することにより引受において慎
重な姿勢を維持しています。

パートナーズ・グループの足許の投資テーマ

マクロ・トレンドではなく⻑期的トレンドを活⽤する

パートナーズ・グループは、⾼水準かつ⼒強い成⻑に⽀
えられる市場セグメントにおける投資機会を⾒極めるこ
とに注⼒しています。多くの場合、これらのセグメントに
おける成⻑は企業や消費者の⾏動および消費習慣を
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形成している世界的な変⾰的トレンドや、業界動向お
よび市場の業界再編から生じます。パートナーズ・グル
ープの戦略は「消費者関連」や「ヘルスケア」などの広
範なセグメントにおいて市場に目を向けるのではなく、
平均を上回る成⻑を遂げているこれらのセグメントのサ
ブセクターを深く掘り下げることです。このテーマ型ソーシ
ング・アプローチにより、パートナーズ・グループは例えば
ヘルスケアなどのセグメント内のサブセクターを意思決定
者やプロセス、受渡要件ごとに分類することが可能にな
ります。

この分析の結果、1つのセクターに属していると受け⽌
められることの多い特定のセグメントが、別の特性を⽰
す可能性があるという結論に達しました。例えば、獣医
セグメントの特定のサブセクターに目を向けた場合、そ
の業界内の政府による規制は緩くなっています。ペット
の医療費は一般的に個人負担であり、増加傾向にあ
るペットの所有は人生の選択であり、ペットを家族の一
員のように扱うトレンドが世界的に強まっているため、ペ
ットの医療⽀出は景気変動の影響を受けにくくなってい
ます。獣医業界はヘルスケア・セグメントと⾒なされる場
合も多いですが、獣医業界の成⻑を⽀えている基本
的トレンドは、消費者関連セクターのテーマに近いと考
えられ、これにより、このセグメンにおける潜在的機会に
消費者関連の視点を適用することが可能になります。

以下のサブセクター・マトリックスは、現在パートナーズ・
グループのソーシングへの取り組みの指針となっている
投資テーマを⽰しています。これを基にターゲット資産を
⾒極め、それらの資産が投資可能になるよりもかなり
前にそれらに関する徹底的な投資ロジックを策定するこ
とを目指しています。これには、そのサブセクターやその
中に存在する創造的破壊リスクについて十分に理解す

ることが含まれます。価値を買うのではなく価値を創造
することへのパートナーズ・グループの強い信念を踏まえ
ると、この目標を達成するためには目に⾒える形で資
産レベルの価値創造計画を作り上げ、その機会が変
化するに従ってそれらの計画を微調整することも必要と
なります。最後に、このことは、ターゲット企業の経営陣
と協⼒して積極的にこれらの価値創造プロジェクトを主
導することのできる効果的な取締役会を組成すること
を意味します。これは、プライベート市場では取締役会
のトップダウンで進められる実践的な価値創造がリター
ンの重要な源泉であるというパートナーズ・グループの信
念から生じています。
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パートナーズ・グループのテーマ型ソーシング・
アプローチ

パートナーズ・グループのテーマ型ソーシング・アプローチに
より、パートナーズ・グループは一部のサブセクターに対す
る強い確信度を構築しソーシングへの取り組みにおいて
伝統的なトップダウン・アプローチと⽐較して慎重にかつ
規律ある姿勢を維持することが可能となります。⻑期的
な成⻑⾒通しや業界再編の可能性など、パートナー
ズ・グループは多角的な側⾯に照らして、サブセクターの
魅⼒度を検討します。

 ⻑期的な成⻑⾒通し

パートナーズ・グループでは、テクノロジーの変化、⾏動
の変化、または規制の変更といった変⾰的トレンドに
より⽀えられる5〜10年の⻑期的な成⻑に関する⾒
通しが良いサブセクター内や、また⻑期にわたり一貫
性があり、かつ繰り返し発生する成⻑の可能性が⾼
いサブセクター内でテーマを探しています。

 業界再編の可能性

パートナーズ・グループでは細分化の水準が⽐較的⾼
いサブセクターを選好します。企業は買収を通じて、ま
たは例えばリテールセクターにおける部門ベースの本格
展開や資本財セクターにおけるダウンストリームの統合
などによる本業の強化を通じて徐々に拡⼤する方法
で業界の業界再編から恩恵を受ける可能性がありま
す。

以下の散布図は、これらの2つの側⾯を踏まえ、パート
ナーズ・グループの現在のテーマ型ソーシングにおける注
目分野を⽰しています。⻘い分野のテーマは特に魅⼒
度の⾼い投資テーマを⽰しています。パートナーズ・グル
ープは選好するサブセクターに対するグローバルな視点を
持っていますが、市場動向や市場における業界再編は
国や地域によって異なる可能性があります。

実務面でのテーマ型ソーシング

これらサブセクター内におけるソーシングは、パートナー
ズ・グループのハンズオン・チーム内にある専任リサーチ・
チームと投資チームとの共同で⾏われます。リサーチ・チ
ームは魅⼒的なサブセクターやその中で最も有望な企
業を⾒出すことに責任を負う一方、投資プロフェッショナ
ルは投資実⾏可能な投資ターゲットを⾒極めることに重
要な役割を果たします。各々のプライベート・エクイティ
投資プロフェッショナルは、2つの短期的な投資ターゲッ
ト、3つの中期的な投資ターゲット、及び追加の⻑期的
な投資ターゲットに関するターゲットリストを管理しアップ
デートします。パートナーズ・グループはこれを「2／3／
+」アプローチと呼んでいます。これにより、有⼒な直接投
資機会の安定したかつ予測可能なパイプラインが生ま
れ、現在投資額換算で約1,750億ドルの水準に達して
います。

「2／3／+」アプローチの一環として、パートナーズ・グル
ープは経営陣との関係や業界アドバイザーのネットワー
ク、売手との関係といった側⾯全体にわたり進捗状況を
評価しています。このアプローチを通じてパートナーズ・グ
ループは通常市場で取引が始まる少なくとも1〜2年前
に投資プロセスを進めることができ、関連するすべての利
害関係者との関係を強化することができます。これにより
パートナーズ・グループは早い段階で投資機会や、デュ
ーデリジェンスや価値創造をサポート可能な業界アドバ
イザーを⾒極めることが可能となります。
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慢性疾患の増加は理学療法に対する需要を生み
出す

ヘルスケア業界を形成している変⾰的トレンドの1つ
は、人口の⾼齢化や健康及び福祉をめぐる意識の⾼
まりです。最近の推定によると、60歳以上の世界人口
は2050年までに2倍以上になり20億人に達すると予
測されています。1同時に、肥満率が上昇しており、慢
性疾患が一段と広まっています。新興市場では、パー
トナーズ・グループはヘルスケアのカバレッジ及び治療セ
ンターの本格展開に引き続き注目しています。先進国
市場の多くの地域では、ヘルスケア・サービスの⽀払人
と提供者の両方によるヘルスケア・コストを抑えるための
取り組みが魅⼒的な投資機会を生み出しています。こ
のような状況の中で、パートナーズ・グループは米国で
興味深いサブセクターとして理学療法を⾒出していま
す。理学療法セグメントは今後5%の年平均成⻑率
（CAGR）で成⻑すると予想されています。2市場動
向や市場の細分化を踏まえ、パートナーズ・グループで
はこのセグメントについては欧州よりも米国に魅⼒度を
⾒出しています。

パートナーズ・グループのテーマ別ソーシング・リサーチ
は、米国では理学療法による治療を求めている個人の
15%だけが現在これらのサービスを利用しているにすぎ
ないことに注目しています。このセグメントは慢性身体
疾患の進⾏を防ぐためコスト削減に役⽴つという潜在
⼒が今後の成⻑を⽀えます。これはより⾼価な治療の
必要性に取って代わります。健康状態により違いがあり
ますが、理学療法に依存することにより最⼤で外科手
術よりも97%安く、オピオイド（鎮痛薬）よりも85%安
く、また薬剤の注入よりも75%安くなる可能性がありま
す。3もう一つの魅⼒は、理学療法がより伝統的なヘル
スケア・サブセクターと⽐較して規制の創造的破壊リス
クが低いことです。理学療法による治療の特質を踏ま
えると、このセグメントは概してテクノロジーによる創造的
破壊リスクの影響を受けにくいと⾔えます。

パートナーズ・グループの分析では、米国の上位15の
理学療法チェーンが診療所全体の12%を占めるにす
ぎないことを⽰しており、業界再編を進める上で十分な
余地が残っています。こうした動向や米国の理学療法
ユニバースに関する包括的分析に基づき、パートナー
ズ・グループは米国の上位5つの独⽴系外来理学療
法プロバイダーの1つであるConfluent Health（以
下、「Confluent」）を買収することに強い確信度を抱
きました。同社は12の州で200を超える診療所におい
て外来理学療法などの多様な理学療法を提供してい
ることに加え、⼤学院の理学療法士に継続的な教育

1 世界保健機構、2018 年 2 ⽉
2 Marketdata LLC、2019 年 6 ⽉
3 ProRehab、2018 年 1 ⽉

サービスを提供しています。

Confluentは1桁台半ばから後半の同一拠点の成⻑
率や、魅⼒的なEBITDAマージン、及び堅調な統合
実績があります。パートナーズ・グループの価値創造プ
ロジェクトには、同一拠点店舗の成⻑や新しい診療所
の開設、新規及び既存の市場におけるM&A機会の
拡⼤、⼤学との追加パートナーシップ、拡張性をサポー
トするための戦略的投資及びテクノロジー投資などをさ
らに強化することが含まれる予定です。

ペットの人間化が獣医業界の成⻑を⽀える

盛況なペットケア・セグメントの成⻑は主にペットの所有
率の上昇によりけん引されており、特に結婚や家族計
画を遅らせているミレニアル世代の間でペットの所有率
が⾼くなっています。ペットはしばしばこのギャップを埋め
ており、その結果、ペットが「人間化」されて家族の一員
のように扱われている状況が⾒られます。ペットケアは特
に興味深い市場サブ・セグメントであると⾔えます。獣
医サービスに対する⽀出はここ数年にわたり5%の年平
均成⻑率で増加しており、その他のすべてのペットケア
⽀出カテゴリーの成⻑率を上回っています。4ペットの数
の増加に加えて、ペットの平均余命が⻑くなっていること
もこのトレンドに貢献しています。人間の⾼齢者ヘルス
ケア・セグメントと同様に、⾼齢のペットのヘルスケア・コ
ストはおとなの動物のへルスケア・コストよりも⾼くなって
います。

経済的に困難な時期でさえも多くの人々は⾃分たちの
ペットが苦しむのを⾒ていられないため、その他の⽀出
を控える傾向があることから獣医業界は消費者セクタ
ーの中で⽐較的安定したサブセクターとなっています。
実際に、2008年と2009年の世界⾦融危機の間でも
このセクターでは継続的に売上⾼が伸びました。さら
に、このセクターは業界再編を通じて業績向上をもたら
します。ペットケア・セクターは、診療所の87%が独⽴し
た⽴地として運営しており、非常に細分化された市場
です。5さらに、米国の獣医業界ではヘルスケアに関連
する保険⾦払い戻しのリスクやヘルスケア関連の典型
的リスクとは無関係の現⾦ベースの経営モデルに従って
います。こうしたビジネス特性により、創造的破壊リスク
とも無関係です。

パートナーズ・グループは最近、Blue River PetCare
（以下、「Blue River」という）に投資しました。同社
は米国の有⼒な動物病院の運営会社であり、23の州
において90を超える一般診療病院を有し、300名の獣
医及び専門医を雇用しています。Blue Riverの病院
は、本質的に習慣化し反復する傾向のある基本的な
プライマリー・ケアを提供しており、各病院には3〜4名

4 米国ペット製品協会、2019 年
5 Stax Inc.、2019 年 5 ⽉
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の獣医が配属されています。同社は非常に細分化さ
れた市場においてM&A戦略を通じた追加的市場シェ
アを獲得する上で有利な⽴場にあります。パートナー
ズ・グループではBlue Riveの歴史的に成功裏に規律
を持って魅⼒的な価格水準で診療所を追加買収して
きた社歴をレバレッジし、価値創造を推進していく方針
です。これは主に独⾃のソーシングにより達成されま
す。この業界におけるより積極的な業界再編を進めて
いる他社とは対照的に、Blue Riverの買収に対するア
プローチは獣医に継続的な臨床治療の⾃主性を認め
るといったソフト・アプローチを採用しており、これにより同
社は最適なパートナーとなっており結果として潜在的買
収ターゲットとなる多くのパイプラインが生じています。本
業の成⻑を強化するためBlue Riverは現場におけるマ
ーケッティングとデジタル・マーケティングの両方の取り組
みやオンライン・スケジューリングに投資し、新規顧客や
リピート顧客の増加を通じて売上⾼を強化する方針で
す。

欧州の消費者セクターにおける魅⼒的なニッチに
注目する

パートナーズ・グループではソーシングへの取り組みのほ
とんどは変⾰的トレンドを軸に展開している一方で、「エ
バーグリーン」の需要から恩恵を受けるニッチ市場で堅
調かつ非常にディフェンシブなポジションを有する確信
度の⾼い資産もソーシングします。1つの例は欧州の玩
具業界であり、この分野では親たちは主に⾼い品質で
評判の⾼いブランドや⾃分たちの⼦供が遊ぶのに安全
であり⾰新的で共感できる製品を探し求めています。

6 Euromonitor、2019 年 6 ⽉

パートナーズ・グループは2019年の夏、ドイツ最⼤の玩
具製造業者の1つであるSchleich（シュライヒ）の過
半数持分を取得しました。Schleichの⾼い品質と耐
久性に対する優れた評判を通じて、同社は市場を上
回る成⻑を達成してきました。Schleichは伝統的な玩
具市場において強⼒なニッチを切り開き、フィギュアやプ
レイセットを専門に扱っています。同社の玩具は伝統
的な販売チャネル及びオンライン販売チャネルを通じて
50ヵ国以上で販売されており、ドイツ、オーストリア、ス
イスのドイツ語圏（DACH）においてフィギュアで
Schleichは市場トップのポジションにあり、業績への恩
恵を受けています。Schleichは実績のあるマルチ・レバ
ー成⻑戦略を推進しており、ドイツにおけるプレイセット
の展開や海外市場での成⻑によりけん引され、
Schleichの売上⾼は2014〜2018年にかけて16%の
堅調な年平均成⻑率を達成しています。これに対して
伝統的な玩具市場全体のこれまでの年平均成⻑率
は3%となっています。6同社は消費者小売セクターで
豊富な経験を有する有能で熱意溢れる経営陣によっ
て率いられており、この経営陣メンバーの多くは以前に
Legoやその他の主要玩具ブランドで一緒に働いていま
した。

Schleichに対するパートナーズ・グループの価値創造プ
ランは、同社の強固な基盤の上に築かれ経営陣と緊
密に協⼒して主要な小売顧客の棚スペースを拡張す
ることです。またパートナーズ・グループは的を絞ったデジ
タル化イニシアチブを通じてSchleichのオンライン・プレ
ゼンスをさらに⾼めることができる可能性が⾼いと⾒てお
り、このことが伝統的なフィギュアの売上⾼を補完すると
考えられます。これらには、主要なオンライン小売業者
との提携を通じたSchleichの電⼦商取引販売戦略の
さらなる促進やSchleichブランドの拡⼤を⽀援するた
めの専用アプリケーション及び短いビデオや映画など、そ
の他のデジタル・コンテンツの開発などが含まれます。同
時に、パートナーズ・グループは英国、フランス、米国、
及び中国など、新しい地域で市場占有率を⾼めること
にも注目する方針です。

ターゲット資産を⾒極め、それらの

資産が投資可能になるよりもかなり

前にそれらに関する徹底的な投資

ロジックを策定することを目指してい

ます。
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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︖

グローバル・プライベート・エクイティ市場では、パート
ナーズ・グループは以下の重要な投資戦略に重点
を置いています。

プラットフォーム企業

非常に細分化された市場において堅固な経営陣
及びインフラを有するプラットフォーム企業や資産を
買収し、次に企業を追加買収することでプラットフォ
ームをさらに拡⼤しシナジー効果からの恩恵を受け
ます。

ニッチセクターの勝者

特に強い製品またはサービスから恩恵を受け、しば
しば海外進出を通じて急成⻑する能⼒を⽰してい
る特定業種のサブ・セグメントの企業を買収しま
す。パートナーズ・グループはその企業を組織化し、
提供する製品／サービスを拡⼤します。

ディフェンシブな企業

スタンドアローンで企業や資産（通常は、価値創
造の可能性及び強固なディフェンシブ能⼒、⾼いキ
ャッシュフロー創出⼒、短期間で借入を返済する能
⼒などを有する単一資産）を買収します。パートナ
ーズ・グループはそれらの企業のネットワークの拡⼤
やポジショニングの強化を目指します。

一般的に、これらのタイプの企業の市場ポジション
はパートナーズ・グループの投資時点ではまだ⽀配
的ではありません。保有期間中に、変⾰的な起業
精神に基づくオーナーシップ（transformative 
entrepreneurial ownership、パートナーズ・グル
ープの付加価値創造手法）プログラムを通じてカテ
ゴリー・リーダー（市場で非常に⼤きなシェアを獲得
することができている企業）になる方向にその企業
を成⻑させます。
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プライベート・エクイティのセカンダリー市場の
概況

プライベート・エクイティのセカンダリー市場はここ数年間
にわたり競争が非常に激しく、パートナーズ・グループは
質の⾼いポートフォリオが景気サイクルのピークの期間に
おいてプレミアム付きで取引されるなど、プライシングが安
定して上昇していることを確認しています。したがって、パ
ートナーズ・グループではレラティブ・バリューに照らしてセ
カンダリーに対してアンダーウェイトとしてきました。これは、
パートナーズ・グループが依然として確信度の⾼いセカン
ダリーに多額の資⾦を振り向けているものの、直接投資
機会に⾼いウェイトを置いていたことを意味しています。
景気サイクルが変化するに従ってボラティリティが上昇す
るためバリュエーションが低下する可能性があり、これによ
りセカンダリー投資機会が全体としてより魅⼒的になりつ
つあります。

市場概況

堅調なディール・フローが2019年も継続しました。これは
主に限られたパートナーによる積極的なポートフォリオ管
理やGP主導の取引及び標準外の取引によりけん引さ
れました。これはパートナーズ・グループが予想しているト
レンドです。パートナーズ・グループでは市場に出回ってい
る若いポートフォリオのシェアが増⼤すると⾒ています。プ
ライシングは⾼い水準で安定しており、取引⾼が待機資
⾦の増加を吸収しています。

セカンダリーにおける投資機会

こうした環境の中で、パートナーズ・グループではインフレク
ション資産の取得に注目します。これには年数が経過し
ていないファンド持分から成る分散型ポートフォリオや、主
要なGPにより管理される先進国市場の質の⾼いバイア
ウト・ファンドなどが含まれます。インフレクション資産は通
常、経過年数が2〜5年であり、投資に対する⾼い可視
性に加え⾼い価値創造余地が⾒込まれJカーブ効果も
ありません。パートナーズ・グループは既存のプライベート・
エクイティ・ポートフォリオと⾼水準で重複するものを探して
います。これにより対象資産への洞察を深めることが可能
になります。

パートナーズ・グループでは、このセグメントの魅⼒度は以
下の要因により⽀えられると考えています。

 インフレクション資産は成熟した資産と⽐較して短期の
エグジットにそれほど左右されないため、エグジットのタイ
ミングの影響が抑えられることから⾼いリターンの安定性
を提供します。

 通常、ポートフォリオにおいて取得簿価のままの資産が
多く存在するため、かなりの価値創造の余地がありま
す。

 インフレクション資産（テールエンド資産と⽐べて）は
上場企業を多く保有していないため、ポートフォリオが
上場市場の不利な動向にそれほど巻き込まれることは
ありません。
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レラティブ・バリュー分析

P11の企業サブセクター・マトリックスはボトムアップ分析
に基づき現在の環境において特に魅⼒的であると考え
られる具体的な投資テーマをハイライトしていますが、パ
ートナーズ・グループのレラティブ・バリュー評価はトップダ
ウンの判断に基づく一般的なセクター・ダイナミクスを纏
めています。

プライベート・エクイティ市場全体は依然として競争が
非常に激しく、地域、セクター、及び投資タイプすべてに
わたりバリュエーション水準が⾼くなっています。やや低い
バリュエーションを背景に、パートナーズ・グループでは欧
州の中型セクターに対してより強気の⾒方になっていま
す。パートナーズ・グループは世界的にヘルスケア・セクタ
ー及びビジネスサービス・セクターに引き続き魅⼒的な
投資機会を⾒出しています。欧州及び米国では、パー
トナーズ・グループは全体として消費者セクターに対して
中⽴の姿勢を維持していますが、景気非循環の特定
のサブセクターにおいて⼤幅なオーバーウェイトを維持し
ています。

一方、景気サイクルの成熟を踏まえ、パートナーズ・グ
ループは景気循環セクターに対して慎重となっていま
す。新興市場では消費者テーマが引き続き値ごろ感や
中流階級の増加を軸に展開しています。アジアでは進
⾏中の米中間の貿易摩擦や国境を越えた需要をめぐ
る不透明感を背景に、IT及び資本財／サービス・セク
ターに対して慎重なアプローチを採用することが正当化
されます。パートナーズ・グループでは、その他のすべて
の地域にわたり景気サイクル後半に差し掛かっている資
本財／サービス・セクターの投資機会に対してもより慎
重になっています。新興市場については政治リスク、マ
クロ経済リスク、及び通貨リスク（または、それぞれのヘ
ッジ・コスト）に⾒合う期待リターンを必要とします。

セカンダリー・セグメントでは、欧州及び米国のインフレク
ション資産は短期のエグジットにそれほど左右されない
ためパートナーズ・グループでは魅⼒的な⾒通しを確認
しています。インフレクション資産は成熟した資産と⽐較
してエグジットのタイミングの影響が抑えられることから、
⾼いリターンの安定性を提供します。

図表の⾒⽅︓レラティブ・バリュー・マトリックスは、プライベート・エクイティ市場を、地域（北米、ヨーロッパ、アジア/新興市場）と取引タイプ

（直接、セカンダリー、プライマリー）によって定義される様々なプライベート・エクイティ・セグメントに分割しています。直接投資およびプライ

マリー投資については、規模別（小型2億5,000万ユーロ（欧州）または2億5,000万米ドル（米国）、中型2億5,000万ユーロ〜20億

ユーロ（欧州）または2億5,000万米ドル〜20億米ドル（米国）、⼤型20億ユーロ（欧州）または20億米ドル（米国）以上）に投

資を分類し、成⻑セグメント（正のキャッシュフローおよび卓越した成⻑性があり、さらなる拡⼤のために追加的な資本調達が必要な企業

の場合）も含めます。セカンダリー投資については、資⾦調達段階（買収、ベンチャー/成⻑）で分類し、資産/ポートフォリオの経過年数

に応じて、インフレクション資産（早期）と成熟資産を区別しています。緑と薄緑は、パートナーズ・グループの能⼒とディール・フローを考慮

して、相対的に魅⼒度の⾼いセグメントを強調しています。⽩はニュートラルセグメントを⽰しています。⻩色と淡⻩色は、パートナーズ・グル

ープがそのセグメントを重視していないことを意味し、投資するためにはボトムアップ分析の際にさらなる調査を必要とします。
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プライベート不動産
適切なバランスを追求

世界経済の成⻑が減速しているにもかかわらず、低⾦利環境に⽀えられ不動産市場のバリュエーションは⾼⽌ま
りしています。こうした背景を踏まえ、パートナーズ・グループは価値創造の可能性と既存のキャッシュフローを通じた
ダウンサイド・プロテクションとの適切なバランスが取れているオフマーケットの投資機会を追求しています。

市場概況

継続的な需要や低⾦利に⽀えられ、世界の不動産バ
リュエーションは⾼⽌まりしています。一方で、GDP成
⻑率が伸び悩んでいることから、賃貸料の伸びに関す
る⾒通しは暗くなっています。2018年には積極的な投
資が⾒られましたが、2019年上半期の世界の不動産
投資額は前年同期⽐で9%減となっています。1これ
は、経済成⻑への懸念と政治の不透明感の影響が重
なったことによるものであると考えられます。例えば、
2019年上半期の英国での投資額は前年同期⽐で
35%減少しました。2

コア資産をめぐる競争は依然として特に激しく、ベルリ
ン、フランクフルト、およびパリなどの欧州の主要な場所
の優良オフィスの利回りは現在3%を下回っています。3

こうした低利回りは、コア資産がインカム利回りの要素
により⽀えられるディフェンシブな性質を提供していると
の投資家のセンチメントを反映しています。ただし、中
央銀⾏が導入した緩和的な⾦融政策が変更された
場合や、バリュエーションが⻑期平均に戻った場合、現
在のバリュエーション水準を考えるとコア資産は特にリス
クにさらされます。

1 JLL、2019 年 8 ⽉
2 Real Capital Analytics、2019 年 8 ⽉

パートナーズ・グループの足許の投資テーマ

不動産需要を形成しているトレンドを⾒極める

市場における激しい競争や景気減速の脅威を踏まえ
ると、賢明な投資はオフェンシブな思考とディフェンシブ
な思考の両方を組み合わせる必要があると考えられま
す。つまり、パートナーズ・グループは価値創造の可能
性とダウンサイド・プロテクションの両方を提供する資産
を追求しています。これらの資産を創出するため、パー
トナーズ・グループは人口および雇用の伸びといったファ
ンダメンタルな需要促進要因や、低い空室率および限
定的な過剰供給の脅威といった良好な不動産ファンダ
メンタルズから恩恵を受ける堅固な⽴地に引き続き注
目しています。レラティブ・バリューの視点から、ファンダメ
ンタルズがプラス要因を提供すると考えられる限り、パー
トナーズ・グループは市場価格を⽀払う用意がありま
す。一方、一⾒すると魅⼒的に価格設定されているも
のの、マイナス要因に直⾯し景気サイクルに耐える上で
有利な⽴場にない⽴地またはセグメントにおける物件
に対しては慎重姿勢を取っています。

オフィス資産および居住用資産に関しては、増加するミ
レニアル世代の労働⼒にアピールする豊富な娯楽設備
や公共交通機関への優れた接続性を有しており、生
活・仕事・遊びの環境を提供する、価格が上昇傾向
にある郊外物件に注目しています。また、これらの⽴地
はラストワンマイル物流資産に対する興味深い投資機
会も提供します。ラストワンマイル物流資産はエンドユ
ーザーに物流ハブからの迅速な商品の配達を容易にす
るとともに、eコマースの普及率の上昇にも応えます。

以下のマトリックスは不動産投資ユニバースを⽰してい
ます。パートナーズ・グループは現在、主にオフィス、産
業、および住宅などのセクターに注目している一方で、
リテールセクターについては非常に慎重です。

3 JLL, Prime Yields, Q2 2019. JLL、プライム・イールド、2019 年第 2
四半期
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オフィス市場は引き続き堅実で魅⼒的な投資機会
をもたらす

世界の⼤半の都市においてオフィス市場は依然として
強固であり、賃貸料収入は底堅い伸びを⽰し市場の
空室率は低くなっています。実際に、2019年第2四半
期において、優良オフィスの賃貸料は2011年以降で
最も急速なペースで上昇しました。景気サイクルが進ん
だ段階にあることや、米国および欧州の一部において
雇用の伸びが鈍化する兆候を⽰していること、新規オ
フィス供給が市場に出回っていることなどを踏まえると、
賃貸料の伸びが鈍化すると想定することが賢明である
と⾔えます。パートナーズ・グループは雇用や人口の成
⻑性、企業寄りの環境（例えば、低い法人税率や魅
⼒的な労働市場など）から恩恵を受けている都市に
引き続き注目しています。特に、企業の移転から恩恵
を受けているテクノロジー志向の都市や⽴地においてこ
れらの特性を⾒出します。パートナーズ・グループは、生
活・仕事・遊びのライフスタイルをアピールしていたり、テ
ナント経験の改善および入居率の向上のための明確
な再配置機会がある成⻑⽴地を選好します。

これらの基準に適合する⽴地の1つは米国のオレゴン
州ポートランドです。米国において、ポートランドはテクノ
ロジー企業のプレゼンスや繁栄しているスポーツ・アパレ
ル業界、人気娯楽設備、アウトドアへの近接近などに
より⽀えられている強⼒な市場ファンダメンタルズを有す
る成⻑都市です。テクノロジー志向の企業も非テクノロ
ジー志向の企業もサンフランシスコやシアトルといった都
市での賃貸料や人件費の上昇に対する代替手段を
探し求めているため、ポートランドは引き続き人気が⾼
まると予想されます。

パートナーズ・グループは直近、ポートランド中心部のパ
ール・ディストリクトにある歴史的なオフィスビルを取得
しました。パール・ディストリクトは以前は工業地帯でし
たが、ポートランドで最も望ましい近隣地域の1つに変
わり現代的なアパートや店先を⾒せています。本投資
は不十分な管理下で放置されている入居率50%の
188,000平方フィートの物件から成り、一般的にクリエ
イティブな業種のテナントにより望まれる特⻑である広
いフロアプレートと⾼い天井を有しています。パートナー
ズ・グループの価値創造計画では、この資産をクラスA
のオフィス・スペースに再配置することを想定していま
す。第一歩として、アンカーテナント（米国最⼤の小売
業者の1つ）の占有スペースを3フロアから1階の小さな
ユニットに再構成しました。2階と3階の空きスペースは
独創的なオフィス・スペースに用途変更することで魅⼒
的な賃貸料で賃貸されると予想されます。床⾯積の
16%分の追加スペースは、ガラスをはめた屋根を広げ
ることにより施工される予定です。この物件の改修はロ
ビー、エレベーター、および共用部分の改修により完成
します。したがって、パートナーズ・グループの目標は投
資期間にわたり入居率を購入時の50%から90%以上
に引き上げることです。
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パートナーズ・グループによる入居率改善の確信度は、
極小の⽴地の需給動向やその物件の歴史的ファサー
ドと広いフロアプレートという人気の⾼い組み合わせによ
り⽀えられています。パートナーズ・グループは現地オペ
レーターとの関係を通じてこの投資機会を発掘し、売
手の要求に合わせたソリューションを提供することで魅
⼒的な購入価格で交渉することができました。既存テ
ナントからの所定のキャッシュフローおよび既存の⻑期リ
ースにより、ダウンサイド・プロテクションの⾯でも安心感
が得られました。

欧州ではGDP成⻑率が減速しており、ドイツは堅調な
ベースからスタートしているにもかかわらずドイツなど多く
の国で雇用統計が軟調になり始めています。入居者の
センチメントおよび空室率は依然として堅調な水準に
あり、賃貸料の伸びも堅調に推移しています。このよう
な環境の中で、パートナーズ・グループはより繊細な地
域アプローチを追求しています。昨年における成⻑やオ
フィス用および居住用の不動産開発の観点での明るい
材料の1つはスペインです。スペインは2020年に欧州
諸国の中で最もアウトパフォームを続けると予想されて
います。1また、利回りの点で、スペインの主要都市はそ
の他の欧州の主要都市と⽐較して魅⼒的なレラティ
ブ・バリューを提供しています。

これを踏まえて、パートナーズ・グループは最近、主にオ
フィスおよび病院資産から成る分散されたスペインの不
動産資産ポートフォリオを購入しました。このポートフォ
リオにおける二⼤資産が全体の約60%を占めており、
それらの資産はバルセロナに⽴地しています。バルセロ
ナでは2011年〜2017年までの期間に桁外れの雇用
の伸びが⾒られ、年平均成⻑率（CAGR）は1.5%
であり、2これに対してスペインの平均は0.8%に留まって
います。3この成⻑率はサービス・セクターおよびテクノロ
ジー志向のセクターにおける雇用創出によりけん引され
ており、特にITセクターおよび通信セクターのCAGRは
5.2%に上っています。4このポートフォリオの最⼤の資産
は、完全に賃貸されているオフィスビルであり人気の⾼

1 国際通貨基⾦（IMF）世界経済⾒通し、2018 年 11 ⽉
2 Barcelona Activa、バルセロナ市議会、2018 年
3 Instituto Nacional de Estadistica、2018 年

い22@オフィス・ディストリクトの近くに⽴地しています。
22@ディストリクトはかつて工業地帯でしたが、新興の
テクノロジー・ハブに変貌しており、多数の外国籍企業
の本拠地になっています。2番目に⼤きな資産は2018
年11⽉に開業した四つ星のホテルであり、人気の⾼い
観光地であるサグラダ・ファミリア教会に近接していま
す。

価値創造計画は主に入居率の向上と賃貸収入の引
き上げから成ります。オフィスビルについては、設備投資
改修プロジェクトおよび賃貸更新により賃貸料の引き
上げを⾏い、加重平均賃貸期間を延ばすことを想定
しています。ホテルについては、稼働率が安定するととも
に日々の客室料⾦が市場水準で安定すると考えられ
ます。このセクターの循環性を踏まえパートナーズ・グル
ープは概してホスピタリティー・セクターに対して慎重です
が、バルセロナでの新たなホスピタリティーの供給に対す
るライセンスの禁⽌令により稼働率およびバリュエーショ
ンの頑強性が期待されるとして、この物件に対してパー
トナーズ・グループはポジティブに⾒ています。

この投資はFoFs投資を通じた売手との既存の関係に
より競争プロセスを回避してソーシングされました。
FoFs投資を通じてこのポートフォリオを熟知していること
から、パートナーズ・グループは敏速な引受や執⾏を提
供する上で有利な⽴場にあり、⽴地、賃貸期間、およ
び流動性に対して懸念していた脆弱なリテール資産を
排除しました。購入時点におけるポートフォリオの入居
率の相対的な⾼さや既存のキャッシュフローにより魅⼒
的なダウンサイド・プロテクションが提供されます。

物流セクターは底堅い需要を⽰している

物流資産に対する需要は依然として強く、eコマースの
急成⻑が物流スペースの必要性の⾼まりを促している
ため空室率は過去最低水準に近づいています。一般
的に⾔えば、オンラインリテール業者は、「伝統的な」実
店舗のリテール業者の約3倍の倉庫スペースを必要とし
ます。5eコマースの増⼤が引き続き入居率や賃貸料の
伸びを⽀えると考えられるため、レラティブ・バリューの観
点からすると物流はすべての地域にわたり依然として魅
⼒的です。バリュエーション水準が⾼いためパートナー
ズ・グループはある程度の慎重姿勢を維持しております
が、オートメーションが入居者の需要に与える可能性の
ある影響を認識しています。オートメーションが進化し、
人の関与が減少するに従って（倉庫の労働者および
輸送）、物流は都市地域からさらに遠くに移動する可
能性があります。

4 Barcelona Activa、バルセロナ市議会、2018 年
5 CBRE、2017 年

世界の⼤半の都市においてオフィス

市場は依然として強固であり、

賃貸料収入は底堅い伸びを⽰し

市場の空室率は低くなっています。
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米国のテネシー州ナッシュビルおよびバージニア州のノー
フォークの2か所も物流に対する強い需要から恩恵を
受けています。ナッシュビルの経済は歴史的にヘルスケ
アに重点を置いてきましたが、近年ではテクノロジーやビ
ジネス・サービスへ移⾏しています。ナッシュビルは都合
の良いことにメキシコ湾からシカゴへ向けて⾛る880マイ
ルの南北ハイウェイ、I-65に沿って位置しています。その
一方で、ノーフォークはバージニア港に近いことから恩恵
を受けています。バージニア港は北米で5番目に⼤きな
港であり、半径750マイル（1日のドライブ距離）の範
囲内に米国人口の3分の2が暮らしています。

パートナーズ・グループは直近、ナッシュビルおよびノーフ
ォークの9つの既存資産並びにノーフォークのサイトに隣
接した開発地から成る産業ポートフォリオを取得しまし
た。この既存資産は完全にリースされており、投資初日
から魅⼒的な営業キャッシュフローをもたらしています。
価値創造計画は主に⾃由になる⼟地の約40%の開
発から成り、追加開発の可能性も有しています。パー
トナーズ・グループはビルド・トゥ・スーツ型の約200万平
方フィートのクラスA産業用不動産開発を計画していま
す。ビルド・トゥ・スーツはテナントが契約を締結した時
点で建設を開始することを意味します。この物件はテナ
ントのニーズに合わせて特別に開発される予定です。こ
の物件は7.9%の利回りを生み出すことが⾒込まれ、
引受時点の想定エグジット・キャップレートの6.0%を
190bp上回っています。6この取引はパートナーズ・グル
ープと良好な関係にあるGPを通じてオフマーケットでソ
ーシングされ、ファンドの満期と売却プロセスの中断が重
なったことがきっかけとなりました。

住宅セクターは値ごろ感への懸案がありつつも競
争は激しい

世界中の多くの都市で住宅セクターの慢性的な供給
不⾜が⾒られるため、住宅用不動産に関するパートナ
ーズ・グループの投資テーマは値ごろ感のある住宅の供
給に重点を置いています。一方で、これは値ごろ感の
ある住宅在庫の実際の供給不⾜によって左右され、
世界の多くの地域、特に欧州での開発用の⼟地の不
⾜がたびたび原因になっています。他方、世界的に過
去数年にわたって多くの地域で価格や賃貸料の伸び
が所得の伸びを上回っており、以前に値ごろ感のあった
住宅スペースは多くの人々にとって手が届かなくなってい
ます。

このセグメントに対するパートナーズ・グループの強気の
レラティブ・バリュー評価にもかかわらず、開発リスクを抑
えたいというパートナーズ・グループの思惑や特に過去5

6 例⽰目的のためだけに提⽰。目標リターンが達成される保証はありま
せん。

年の賃貸料の伸びが値ごろ感にストレスを及ぼしてい
るという賃貸料の伸びに対する慎重な⾒通しもあり、パ
ートナーズ・グループは居住用資産に対して極めて選
別的に投資しています。通常これらの案件は割⾼な購
入価格、限定的な賃貸料の成⻑⾒通し、そして保有
期間にわたる予想キャップレートの拡⼤⾒通しによりパ
ートナーズ・グループのリスク／リターン水準を満たさない
ものです。例えば、パートナーズ・グループは最近ニュー
ジャージー州およびペンシルベニア州に⽴地する820ユ
ニットから成るポートフォリオへの投資を辞退しました。こ
れには、家具なしの部屋と家具付きの部屋の両方が
含まれていました。値ごろ感に対する懸念のため、パー
トナーズ・グループはユニットの改修による⼤幅な賃貸
料の伸びを想定することに不安を感じたことから、売手
の価格期待に合わせようとしませんでした。

リテールセクターは依然として厳しい

パートナーズ・グループはリテール物件に対して依然とし
て非常に慎重です。パートナーズ・グループのリテール物
件への資産配分割合は一桁台であるものの、ファッショ
ン主体の物件から得られた洞察や⼤量のディール・フロ
ー、オペレーターやGPのネットワークから得られる情報を
合わせて考えることにより、パートナーズ・グループはeコ
マースの影響やリテールセクター内におけるその他の混
乱要因に対する理解を深めています。

eコマースが伝統的なリテール業者に取って代わるスピ
ードは、わずか数年前に想定されたよりもはるかに速い
ペースとなっています。賃貸期間の満了または倒産によ
りテナントの退去がますます広がっており、結果として空
室率が上昇しています。これは客⾜が落ちるといった悪
循環につながる恐れがあり、売上⾼や値ごろ感にさらに
圧⼒がかかっています。同時に、過去の設備投資プロ
ジェクトが失敗に終わったため家主は設備投資を制限
しています。多くの家主にとってリテールスペースを別の
用途に転換することも選択肢の1つですが、平方フィー
ト当たりのコストが⾼いことにより用途転換の実⾏可能
性が抑えられています。これらの問題を踏まえ、パートナ
ーズ・グループは概してリテールセクターに重点を置かな
い姿勢を維持しています。パートナーズ・グループは極
めて選択的にリテールセクターを検討することにとどめて
おり、引き続き堅調なパフォーマンスを上げると予想さ
れるファクトリー・アウトレットなどのサブセクターに注目し
ています。実際のところ、最も興味深い投資機会はリテ
ールオーナーが債務不履⾏に対処する上で必要な現
⾦を生み出すために非リテール資産を売却する必要性
から生じることもあります。
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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⾒出すか︖

世界の不動産市場においてパートナーズ・グループは以
下の投資戦略を選好します。

成⻑都市

パートナーズ・グループではテクノロジー・セクターおよび教
育セクターにおける雇用の伸びにより⽀えられる都市に
⽴地する資産をターゲットにします。

オフマーケットでのソーシング

パートナーズ・グループでは広範な業界ネットワークを通
じてオフマーケットで資産をソーシングし、競争の激しい
入札プロセスを回避します。

価値創造を推進

パートナーズ・グループでは資産レベルの価値創造を通
じて営業純利益（NOI）の伸びを積極的に推進する
投資機会を提供する資産を探し求めます。

すべての投資機会にわたり、パートナーズ・グループでは
既存のキャッシュフローによるリターン創出（以下、「ディ
フェンス」という）と価値創造によるリターン創出（以
下、「オフェンス」という）の間で適切なバランスを模索
し、プライシングの⾼いコア資産およびリスクの⾼い開発
資産を回避しています。これには、ここ数年にわたり資本
不⾜に陥っている資産や、構造的問題に直⾯すること
なくスピーディーに改善プロジェクトに注⼒できるような資
産などが含まれます。パートナーズ・グループで取り扱う開
発案件は、開発許可を取得済みであり固定価格の契
約および相当程度のプレリースが既についているもののみ
に限定しています。

2018年7⽉からのパートナーズ・グループの直接投資案
件においては、リターンの約60％が積極的な価値創造
から生じると予想しています。2019年に入ってからこれま
で7つの資産の売却を⾏っており、これらの価値創造の
推進により資産価値を70%上昇させ、そのうちの約
60%は営業純利益（NOI）の向上によるものです。

リターン要因の残り40%は、取得ディスカウントや賃貸料
キャッシュフローから生じると予想しており、ダウンサイド・プ
ロテクションと共に固定または物価連動型の収益が提供
されます。このリターンの構成要素は購入時のやや低めの
平均入居率により⽀えられており、2018年7⽉以降に完
了した投資案件にでは平均入居率は約70%であり、か
なりの収益向上余地があります。

十分なダウンサイド・プロテクションを確保したいというパー
トナーズ・グループの願望は、ポートフォリオ全体にわたる
負債の活用方法によっても⽀えられます。パートナーズ・
グループは平均60%のLTV水準（業界平均の65%を
下回る）でシニア・デットを用いており、柔軟性を保つた
めにコベナンツの余裕を最⼤化することを目指していま
す。

パートナーズ・グループは投資の⼤部分をオフマーケットで
ソーシングする戦略を取っており、オーナーまたは売手にお
けるスペシャル・シチュエーションに着目し、柔軟かつテーラ
ーメイドのソリューションを提供することで競合他社との差
別化を図っています。スペシャル・シチュエーションは通常
トリガー・イベントによって発生します。例えば、償還期限
を迎えるファンドや投資家の疲労、物件あるいは複数物
件ポートフォリオを適切に再構成する手段を有してない
投資家、などがあります。
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レラティブ・バリュー分析

特に経済的な逆⾵が強まり資産レベルでの価値創造
がよりいっそう重要になっている時期に、引き続き価値
創造余地のある投資機会に注目します。パートナー
ズ・グループは何年間にもわたりコア不動産を⼤幅にア
ンダーウェイトとしてきました。依然としてこのセグメントに
対して慎重ですが、⾦利上昇リスクの後退を反映して
アンダーウェイト幅を小幅に修正しています。

パートナーズ・グループではすべての地域（アジア太平
洋を除く）のオフィス物件、物流／産業物件、および
居住用物件を引き続きオーバーウェイトとしています。オ
フィス物件に関して、堅調な人口動態や雇用の伸びか
ら恩恵を受ける都市における既存の賃貸料キャッシュフ
ローの安定した基盤からも恩恵を受ける再配置資産に
注目しています。開発許可を取得済みであり固定価
格の契約および相当程度のプレリースが既についてい
るもののみ、選択的に開発案件にも着手します。パー
トナーズ・グループはすべての地域にわたり潤沢な入居
者需要を確認しているため、物流／産業セクターをオ
ーバーウェイトとしています。また、米国および欧州の居
住用物件をオーバーウェイトとし、供給不⾜や堅調な

人口増加のある都市において値ごろ感のある投資機
会を追求します。リテールセクターにおける問題の深刻
さを理由に、パートナーズ・グループではこのセクターに
対する懸念を強めており⼤幅にアンダーウェイトとしてい
ます。

パートナーズ・グループでは次の地域に対して一段と慎
重な⾒方を有しています。具体的には、米国の中部お
よび南部と⽐較して企業寄りの環境ではないことを反
映して、米国の北東部および⻄部、経済的・政治的
な懸念を踏まえて英国および欧州の一部、および現在
の社会不安を踏まえて香港（経済活動が香港からシ
ンガポールに引き寄せられる可能性があるというパート
ナーズ・グループの⾒方を踏まえ、シンガポールについて
はより強気の⾒通しを持っています）です。

パートナーズ・グループは伝統的な不動産セカンダリー
資産を引き続き中⽴またはややアンダーウェイトとしてい
ますが、すべての地域（特に米国）にわたり、非伝統
的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。これはパートナーズ・グループが競争プロセスを回
避して資産を取得できるオフマーケットでのソーシング機
会に注目しているためです。

図表の⾒⽅︓レラティブ・バリューの表において、プライベート不動産市場はさまざまな地域（北米、欧州およびアジア太平洋）、投資タイ

プ（直接、セカンダリー、プライマリー）、デットおよびセクターに分類。セカンダリー投資は伝統的セカンダリーと非伝統的セカンダリーに分

類。緑と薄緑は、パートナーズ・グループの固有の能⼒およびディール・フローに基づき相対的魅⼒度が⾼い分野。⽩は、中⽴的な分野。

⻩色と薄⻩は、パートナーズ・グループがアンダーウェイトと判断した分野であり、投資に⾄るまでにはボトムアップ分析における更なる確信が

必要。
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プライベート・デット
規律あるアプローチを維持

景気サイクル後半の環境や、コベナンツ条項による保護が脆弱な借手寄りのプライベート・デット市場において、パ
ートナーズ・グループはディフェンシブなクレジットへの積極的なソーシングを⾏うことや、引受に際して厳格な規律を
適用することにさらに重点を置いています。

パートナーズ・グループによるデット市場の
分類⽅法

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・ローンは、通常⽐較的リターンが
低いものの流動性が⾼くかつデュレーションが短い
ことから、債券投資家によりキャッシュ運用のツー
ルとして活用されることがあります。ローン担保証
券（CLO）ビジネスの一環として、また、パート
ナーズ・グループのプログラム内の流動性運用ツ
ールとして、パートナーズ・グループでは流動性の
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、単一の貸手や機関投資家の少数
グループによりプライベートに組成されるため、概し
て流動性は低くなります。このセグメントでは、
EBITDAが20百万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、持株会社トランシェなどが含
まれます。これらの投資では通常、流動性が非
常に制限されていますが、最も⾼いリターン が⾒
込まれます。劣後ローン取引では、パートナーズ・
グループはプラットフォームと規模を活用することで
スポンサーに対して劣後ローンのソリューションを提
供しており、投資額が100百万米ドルを超えるこ
ともあります。

1 ブルームバーグ、S&P LCD、2019 年第 3 四半期

市場概況

世界経済の成⻑鈍化や資本市場におけるボラティリテ
ィ上昇などの兆候が⾒られるにもかかわらず、プライベー
ト・デットに対する需要は引き続き堅調であり、運用資
産残⾼合計は過去最⾼を記録しています。シニア・ロ
ーンの発⾏は2019年に鈍化しましたが、プライベート・
デット市場は借手寄りの状況が続いています。市場の
⼤部分でローン・ドキュメンテーションは脆弱な内容とな
っており、シンジケーション分野ではコベナンツ・ライト構
造の割合が⾼くなっています。こうした環境の中では、
引受に際しての規律ある姿勢や魅⼒的な取引へのア
クセスが依然として重要となります。このことは、取引を
ソーシングする上で役⽴つスポンサーとの強固な関係を
築き、適切なリスク調整後のプライシングで包括的かつ
テーラーメイドの資⾦提供ソリューションを提供する能
⼒を有することが重要であることを意味します。

米国市場の概況

第一順位抵当権付きレバレッジドローンの発⾏は
2017年と2018年に記録的な水準となりましたが、世
界的に買収が減少したことやハイ・イールド債市場が活
況となったことにより、2019年上半期には第一順位抵
当権付きレバレッジドローンの発⾏が減少しました。利
下げ観測を背景に個人投資家の資⾦は変動⾦利ロ
ーンから固定⾦利ハイ・イールド債に向かいました。ロー
ン担保証券（CLO）および事業開発向けローン
（BDC）からの需要は引き続き堅調であり、スプレッ
ドが昨年の年初の3.3%から3.9%に拡⼤したことから
恩恵を受けました。1
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クレジット指標の観点からすると、市場はほぼ規律ある
状態を維持しています。米国の買収取引におけるレバ
レッジ水準は6倍弱、エクイティ・クッションは46%であ
り、どちらも投資家にとって世界⾦融危機以前のそれぞ
れ6.2倍および33%よりも⼤幅に良好な水準となってい
ます。2⼤型セクターでは、米国の銀⾏は2013年に米
国規制当局により採用された以前のレバレッジ・レンデ
ィング・ガイドラインである6倍のレバレッジ上限をはるか
に超えているシンジケート・デット市場において、⼤多数
の資⾦調達パッケージを継続して引き受けています。
市場が調整局⾯に入るまで銀⾏はこの方針を継続す
る可能性が⾼いと考えられます。

パートナーズ・グループでは約850bpのキャッシュ・スプレ
ッド、限定的な取引執⾏リスク、およびフレックス⾔語
（シンジケートローンを成功させるため必要に応じて資
⾦提供の諸条件を修正する条項）のない、⼤型およ
びアッパーミッドキャップの企業向けの第二順位抵当権
付きローンにレラティブ・バリューを⾒出しています。パー
トナーズ・グループは選択的にエクイティ・キッカー（新
株予約権）を通じたアップサイドの追求も目指します。
また、中型セクターにおいて、パートナーズ・グループはシ
ニア・ユニトランシェによる資⾦提供にも魅⼒的な投資
機会を⾒出しており、これらの案件ではパートナーズ・グ
ループは企業の資本構造全体に対する唯一のデット・
トランシェ提供者として積極的にドキュメンテーションを
管理することができ、予期しない事態が発生した場
合、ダウンサイドリスクが軽減されます。

欧州市場の概況

米国と同様に欧州のシニア・ローンの年初来発⾏額は
2018年通年の発⾏額の約40%に留まっており、ここ2
年間に⾒られた堅調なペースに⽐べて著しく減少して
います。一方、CLOの発⾏は堅調に推移しており、
2018年の発⾏額を上回る勢いとなっています。CLOの
発⾏は、シンジケートローン市場全体の40%を占めて
おり、⻑期的な資⾦調達手段として市場の安定性を
向上させています。

2 S&P グローバルのレバレッジド・レンディング・レビュー、2019 年第 3 四
半期

クレジットのファンダメンタルズに概ね変化は⾒られない
ものの、世界⾦融危機以前の数年に⾒られた状況よ
りもさらに規律あるものになっています。欧州のレバレッ
ジ水準は5.8倍で安定して推移しており、エクイティ・ク
ッションは47%で推移していますが、それでも2007年の
約35%を⼤幅に上回っています。第一順位抵当権付
きローンのスプレッドは、昨年初の3.7%から4.0%にや
や拡⼤しています。

シニア・ローンおよび劣後ローンの期限前弁済は、欧州
と米国の両方で市場の標準的水準で推移しており、
今後は案件のソーシングと資⾦の再投資をさらに重視
する必要があります。パートナーズ・グループが基本シナ
リオ（通常は借換につながる）において底堅い成⻑を
想定している劣後ローンのセグメントでの確信度の⾼い
クレジットは、期限前弁済に対する多額の違約⾦やエ
クイティ・キッカーにより返済期限前弁済に対する対価
が得られリターンが向上します。

パートナーズ・グループでは、中型ダイレクト・ローン（特
に「単独レンダー」や「クラブスタイル」での執⾏）にレラ
ティブ・バリューを⾒出しています。この分野では、デット
・トランシェにおいて限定された数の貸手が⼤きな交渉
⼒を有しているため、リターン・プレミアムやより堅固なド
キュメンテーションにつながります。また、パートナーズ・グ
ループはより魅⼒的なリスク／リターン特性や中型企業
向けのストレッチ・シニア・デットおよびユニトランシェによ
る資⾦提供の堅調な取引⾼を予想しています。複数
の欧州通貨を提供し、カスタマイズされた期限前弁済
プロファイルを実⾏する柔軟性を確保することにより、プ
ライベート・デットの提供者は優位性を得られる可能性
があります。

パートナーズ・グループの足許の投資テーマ

積極的なソーシングとプライベート・エクイティ・スタ
イルでの引受が重要なカギとなる

競争の激しい借手寄りの市場環境や成熟した景気サ
イクルの中で、パートナーズ・グループはディフェンシブな
クレジットに対して積極的なソーシングを⾏うことや、「プ
ライベート・エクイティ・スタイル」のデューデリジェンスを採
用することにさらに重点を置いています。デットの提供者
として、パートナーズ・グループは資産レベルでの価値創
造や投資先のコーポレート・ガバナンスを推進する能⼒
に限界があります。ただし、プライベート・デット・サイドで
の資産のデューデリジェンスに際してパートナーズ・グル
ープはオーナーの⽴場に⽴って考えており、引受に対す
るビジネスモデルを全体的に理解することに注⼒してい
ます。このアプローチが業界を主導する元本確保能⼒
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につながっていると考えており、パートナーズ・グループで
は設定来で第一順位抵当権付きダイレクト・ローンの
グローバルでの年間元本毀損率は0.19%、第二順位
抵当権付きダイレクト・ローンでは0.28%の低水準に留
まっています。これに対して2006年以降の投資非適格
デット全体の市場平均元本毀損率は2.09%となって
います。3

実際に、ダイレクト・レンディングはシンジケート市場で
実⾏可能なものを上回るダウンサイド・プロテクションを
達成する機会を提供します。コベナンツ条項は第一順
位抵当権付きセグメントにおいて重要なプロテクションと
なっています。パートナーズ・グループの第一順位抵当
権付きローン・ポートフォリオでは、2019年上半期のコ
ベナンツ・ライト取引の割合が20%と非常に低水準に
留まっており、これに対してシンジケート市場全体のコベ
ナンツ・ライト取引の割合は83%となっています。4一
方、第二順位抵当権付きローンにおいては、パートナ
ーズ・グループはコベナンツ・ライトの第一順位抵当権
付きローンを設定したストラクチャーを選好しており、こ
のストラクチャーでは資本構造上でパートナーズ・グルー
プよりもシニアの貸手が有する執⾏余地は極めて僅か
です。第二順位抵当権付きポートフォリオ全体で投資
先の約75%が第一順位抵当権付きローンにてコベナ
ンツ・ライトのストラクチャーとなっています。

その他、プロテクションの強化を可能にする引受基準と
して、リストラクチャリング・シナリオにおいてパートナーズ・
グループがシニア債権者に対して不利にならないよう劣
後債務に対して法的に強固なドキュメンテーションを作
成したり、「クラブスタイル」のダイレクト・レンディングにお
いてバリュー・リーケージ（限定された資⾦提供グルー
プのみへの返済原資）に対して強⼒な交渉⼒を付与
する払出制限（スポンサーによる⾃身への配当⾦⽀
払または株式を消却する権限を制約）付きの保守的
なバスケット・サイズの設定、融資枠契約条件の不履
⾏が発生した場合に議決権を⾏使したりプライベート・

3 パートナーズ・グループの元本毀損率は所与の四半期の期初及び期
末時点における合計残⾼の移動平均に占めるデフォルトしたローンの
残存額⾯の割合として計算されます。市場レートはムーディーズのア
ニュアル・デフォルト・スタディ（コーポレート・デフォルト及び回収率、
1920 年〜2018 年）からの投資非適格債務に対する平均損失
率を利用します。

エクイティ・スポンサーとより効果的な対話を⾏うために
相当程度のポジションの保有などがあります。さらに、パ
ートナーズ・グループはエクイティ・スポンサー、クレジッ
ト、地域、および業界全体にわたりポートフォリオの適
切な分散を実⾏します。

変⾰的なトレンドはパートナーズ・グループのソーシ
ングの取り組みに影響を及ぼす

パートナーズ・グループのソーシングの取り組みでは、変
⾰的トレンドと⻑期的変化から恩恵を受けるサブセクタ
ーで事業を展開している企業に注目しています。デット
の分野では堅固な成⻑⾒通しがバリエーションの頑強
性と元本確保に寄与するため、このアプローチによりダウ
ンサイド・リスクを抑えることが可能となります。40名を超
える社内の業界エキスパートや36,000社を超える非
上場企業情報を蓄積した独⾃のデータベースといった
パートナーズ・グループの統合プラットフォームを通じて、
これらの魅⼒的なサブセクターで事業を展開する企業
を早期に⾒極めフォローすることができます。デットによる
資⾦調達の機会が生じた場合、これによりパートナー
ズ・グループは公正なリスク調整後プライシングでこれら
の企業に対してテーラーメイドの資⾦提供ソリューション
を提供するための準備を整えておくことが可能となりま
す。

魅⼒的なサブセクターにおける最近の取引事例の1つ
は、エクイティ・キッカーによるNestlé Skin Healthへの
第二順位抵当権付き投資です。Nestlé Skin 
Healthはカーブアウトを通じてEQTにより買収されまし
た。Nestlé Skin Healthは、3つの部門（美容、コン
シューマー、処方）においてグローバルに⽪膚科製品を
開発・製造・販売しています。この投資テーマでは、コア
セグメント全体にわたる同社の有⼒な市場ポジションに
着目しています。これらのセグメントはすべて人口の⾼
齢化や健康と福祉をめぐる意識の⾼まり、化粧品への
関心が⾼まっている新興国の中間層の増加などの⻑
期的な成⻑要因により⽀えられています。Nestlé 
Skin Healthのコアセグメント全体の年間市場成⻑率
は、世界全体で6%〜10%となっています。同社に対
する価値創造プロジェクトでは、米国および欧州におけ
る同社のコア市場や南米およびアジアの新興市場での
追加買収、専門的な⽪膚科製品の研究開発費およ
びソーシャルメディアとブランド・アンバサダーにフォーカス
したマーケティング戦略に着目します。第二順位抵当
権付き資⾦は約50%のエクイティ・クッションから恩恵を
受け、7.50%のキャッシュ・スプレッドがあります。5

4 S&P LCD、及びパートナーズ・グループ、2019 年第 2 四半期
5 例⽰のみを目的として作成。目標リターンが達成される保証はありませ

ん。

デューデリジェンスに際してパートナ

ーズ・グループはオーナーの⽴場に

⽴って考えており、引受に対する

ビジネスモデルを全体的に理解する

ことに注⼒しています。
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パートナーズ・グループは、クレジット統計値やヘッドライ
ン分類のみに依存してポートフォリオの保全を図ること
はありません。例えば、パートナーズ・グループは最近、
様々なリテール最終市場においてインク乾燥およびコー
ティング用の化学物質／原材料（光開始剤）の中
堅メーカーである IGM Resins の第二順位抵当権付
きローン・エクスポージャーを売却しました。一⾒するとこ
の業界（化学物質は通常⾼い設備投資と環境への
配慮を伴う）、規模（一般的に中型の企業は⼤型
の企業よりも頑強性が低い）、および最終市場（景
気動向に敏感）の観点から、化学業界へのデット投
資は難しい側⾯があるように思われます。ただし、IGM 
Resins は魅⼒的なニッチ市場で事業を展開すると考
えられます。インク乾燥の伝統的な手法（溶剤または
熱硬化を使用）と⽐較して UV 光開始剤を使用する
同社の技術は、環境に優しくエネルギー消費量が少な
く、インクをより速く乾燥させます。当初の投資以降、同
社は市場シェアを獲得し基本シナリオを⼤幅に上回る
業績を創出しました。これにより、スポンサーは第二順
位抵当権付きローン（L+775bp）から第一順位抵
当権付きローン（L+400bp）に借り換えることが可能
となりました。借換に際して、パートナーズ・グループは
期限前弁済の手数料を受領し、エクイティ・キッカーを
通じてアップサイドを追求することを継続しています。

クレジット指標の観点では、パートナーズ・グループが
IGM Resins に対する第二順位抵当権付きローンを
全額を引受した時、総レバレッジは EBITDA の 6 倍
でした。ただし、同社のビジネスモデルに⾼い確信度を
持っていたため、レバレッジ水準は⾼いものの、このこと
が投資を回避する要因にはなりませんでした。実際に、
12 ヶ⽉間にわたりビジネスが非常に好調であったことか
らレバレッジは 4 倍に低下しました。同様に、良好なク
レジット統計値が必ずしもダウンサイド・プロテクションの
強化につながるとは限りません。リテール美容会社であ
る Anastasia Beverly Hills は、レバレッジド・ローン市
場にアクセスし、2018 年半ばに 3.6 倍の EBITDA で
タームローンをシンジケートしました。しかし、売上⾼の
減少や低調な業界⾒通しにより、格付会社は今後 2
年間にわたり同社のレバレッジが 5 倍以上で推移する
と予想しています。6パートナーズ・グループはシンジケー
ションに参加しませんでしたが、この事例は、デューデリ
ジェンスを実施する際にサブセクターの動向や創造的
破壊リスクを理解することの重要性を⽰しています。

テーラーメイドのストラクチャーを提供する

パートナーズ・グループは、多くの資本市場では提供で
きないテーラーメイドの資⾦提供ストラクチャーを提供す
ることで魅⼒的なサブセクターにおける案件ソーシングに
対するアプローチを補完することにより、競合他社との

6 フィッチ・レーティングス、2019 年 7 ⽉

差別化を図っています。

例えば、パートナーズ・グループは最近、オルタナティブ
資産運用業界向けのミドルオフィスおよび法定レポート
のソリューション・プロバイダーである米国のApex 
Group（Apex）に追加資⾦を提供し、欧州・英国
に本拠地を置くファンドの事務管理会社であるLink 
Asset Services（Link）の買収を⽀援しました。
Linkの収益プロファイルにマッチするためにスポンサーは
既存の貸手に対して英ポンド建てのユニトランシェによ
る追加資⾦の提供を依頼しました。クラブメンバーの一
部がこれに対応できなかったため、パートナーズ・グルー
プは通貨スワップを構築し、これにより既存の貸手は米
ドルで資⾦提供を⾏うことが可能となった一方で、パー
トナーズ・グループは英ポンドのエクスポージャーを受け
取りました。このストラクチャーの取り組みに関してパート
ナーズ・グループは市場を上回るLiborフロアとマージンと
いう恩恵を得ました。

また、パートナーズ・グループのプライベート・デット・チー
ムのグローバルなプレゼンスを活用して、国境を越えた
資⾦提供案件を引き続きソーシングし実⾏していま
す。この分野では、パートナーズ・グループのディール・フ
ローはアジアのスポンサーによる米国および欧州におけ
る⼤量の買収から恩恵を受けています。一例として、パ
ートナーズ・グループは最近Baring Private Equity 
Asiaによる米国のヘルスケア顧客向けの臨床ドキュメン
テーションおよび収益サイクル管理のテクノロジー対応プ
ロバイダーであるAGS Healthの買収を⽀援するため
に、ユニトランシェの単独資⾦提供者となりました。この
取引はパートナーズ・グループのグローバルなプラットフォ
ームのサポートを受けてシンガポールのデット・チームが
主導しました。AGS Healthは⻑期的な成⻑要因
（ヘルスケア・プロバイダーの事業運営のデジタル化）
やアウトソーシングへのトレンドから恩恵を受けている業
界で事業を展開しています。AGS Healthは不可欠で
はあるものの彼らの顧客基盤の中核事業には属さない
サービスを提供しています。このことは顧客にとって同社
に対して外部委託する強いインセンティブがあることを
意味します。米国では全体として臨床ドキュメンテーシ
ョンおよび収益サイクル管理のアウトソーシング市場は、
規制の複雑化やアウトソーシングによる費用効率化、
被保険者による⾃己負担を求める多くのヘルスケア計
画（これにより収益の回収が困難となる）などにより、
今後5年間で毎年12%の成⻑が⾒込まれています。
AGS Healthは堅実な実績や最⾼の評価により、これ
らのトレンドから利益を得る上で理想的な⽴場にいま
す。
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ダイレクト・ローンおよび劣後ローン市場で
どのようにレラティブ・バリューの可能性を
⾒出すか︖

テーラーメイドのストラクチャーを提供

パートナーズ・グループは柔軟性の⾼いテーラーメイド
の資⾦ストラクチャーを提供します。このストラクチャ
ーは企業の特定のキャッシュフロー・プロファイルと運
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ターゲット

パートナーズ・グループは平均以上のセクター頑強性
があり、基盤となる成⻑ファンダメンタルズに豊富な
経験や⾼い信頼性がある業界内のサブセクターをタ
ーゲットにします。

国境を越えた資⾦調達をサポート

国境を越えた投資機会を実⾏し、地域全体にわた
り現地サポートを提供することにおいて成果を収めて
いるスポンサーを⽀援します。

流動性の⾼いローン︓分散投資が重要なカギと
なる

流動性の⾼い第一順位抵当権付きローン市場では、
2018年よりも発⾏額は少ないものの好調なローンの新
規発⾏に加えて、継続的なCLOの新規発⾏やその他
の機関投資家によるこの市場への資⾦流入により極め
て流動性の⾼い状態が続いています。中央銀⾏の緩
和的な⾦融政策により世界中で利回りが低下してい
る中で、流動性が⾼く、デュレーション・リスクが低いロー
ンはキャッシュ運用を強化する手法としてますます注目
されています。さらに、ローンは同等の利回りで価格の
ボラティリティが低いことを踏まえると、流動性の⾼いロー
ンは伝統的なハイ・イールド債への資⾦配分の代替手
段と⾒なされています。流動性の⾼いローンは最⾼位
の有価証券としての評価も受けており、ハイ・イールド
債よりも低いデフォルト率と⾼い回収率を一貫して実
証しています。

一般的な「リスクオフ」ムードと個人投資家向けファンド
がローンから資⾦移動を⾏ったことを背景に、2018年
の第4四半期にはセカンダリー・ローン市場では価格が
下落しましたが、セカンダリー・ローン市場の平均価格
水準は2019年第1四半期に極めて急速に回復しまし
た。一般的に、流動性の⾼いローン市場への投資は、
パートナーズ・グループのダイレクト・ローン・ビジネスによ
る関係を活用することができ、いくつかのケースではシン
ジケートローン・トランシェで優先配分を獲得することが
できるプライマリー市場に注目しています。セカンダリー
市場ではパートナーズ・グループは対象クレジットに対し
て強気の⾒方をしているローンを魅⼒的な価格で購入
するように努めています。

ローン・トランシェの少額の持分だけを保有しローン条
件をそのまま受け入れる流動性の⾼いローンでは、⾼
度に分散化されたポートフォリオにより補完される厳格
なボトムアップのクレジット分析や、トップダウンのマクロ
⾒通しに基づくセクター配分によって主に資産の保全が
⾏われます。流動性の⾼いローン市場は1,500社を超
える企業で構成されていますが、パートナーズ・グループ
ポートフォリオは現在、世界中の約350社の企業で構
成されています。パートナーズ・グループの最⼤のセクタ
ー・エクスポージャー（ヘルスケア、ビジネス・サービス、
およびテクノロジー）は、プライベート・デット市場におけ
る全般的なセクター⾒通しと一致しています。さらに、パ
ートナーズ・グループはローン・ポジションを綿密にモニタ
リングするとともに、必要に応じてセカンダリー市場の流
動性にアクセスすることにより、ポートフォリオを積極的に
管理しています。
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レバレッジドローン市場の現況

2018年末にかけて、複数の機関投資家がレバレッジド
ローン市場について懸念を表明しました。特に、市場の
⾼成⻑、システミック・リスクの可能性、緩い引受基準
が批判の的になりました。これらの懸念に応えて、パート
ナーズ・グループはレバレッジドローン市場の成⻑を分析
し、その成⻑を他のクレジット市場の成⻑と⽐較するホ
ワイトペーパーを発⾏しました。また、ここ数年間のレバ
レッジドローン市場においてクレジット状況がどのように変
化しているかについても考察し、市場全体を前回の世
界⾦融危機以前に⾒られたサブプライム市場と⽐較し
ました。レバレッジドローン市場の成⻑は急速であり、特
定のクレジットの指標は脆弱化しているものの、パート
ナーズ・グループは、下記の理由により、2018年末時
点の市場が2008年のサブプライム市場と非常によく似
ているとは考えていないとの結論に⾄りました。

市場成⻑︓過去10年間でレバレッジドローン市場の
規模は2倍となりましたが、米国の社債市場は1995年
〜2005年までに3倍、サブプライム住宅ローン市場は
1999年〜2007年までに10倍に拡⼤しました。

システミックリスク︓サブプライム住宅ローン市場は極
めて集中しており（米国住宅のみ）、エクイティ部分の
出資がほとんどなく、資産のデューデリジェンスがなく、多
層構造による証券化でした。一方、レバレッジドローン
市場は20を超える業種にわたり分散されており、平均
して40%以上のエクイティ・クッションがあり、資産レベル
での詳細なデューデリジェンスが⾏われ、単一層だけの
証券化となっています。

引受基準︓⾜許のローンのファンダメンタルズ（エクイテ
ィ・クッション、インタレスト・カバレッジなど）は世界⾦融
危機以前の期間よりも⼤幅に堅調となっていますが、
諸条件は悪化しており新たな市場標準であるコベナン
ツ・ライトや巧妙なドキュメンテーションにより借手は資産
を担保パッケージから外すことが可能になっています。

詳細については、以下リンク先をご参照ください。
www.partnersgroup.com／research
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レラティブ・バリュー分析
ダイレクト・デットではパートナーズ・グループは米国、欧
州、およびアジアの中型市場における第一順位抵当
権付き投資を⼤幅にオーバーウェイトしています。また、
米国および欧州における⼤型およびアッパーミッドキャッ
プ市場の第二順位抵当権付き投資もオーバーウェイト
しています。これらの市場セグメントの両方において、パ
ートナーズ・グループが主幹事となるか、あるいは単独
引受が可能な機会にレラティブ・バリューを⾒出していま
す。こうした機会では、ドキュメンテーション作成を主導
しリターン・プレミアムを交渉できる一方で、強固な担保
パッケージや魅⼒的な担保権設定から恩恵を受ける
可能性があります、その他では、パートナーズ・グループ
はローワーミッドキャップおよび小型市場における劣後お
よび無担保の投資機会をアンダーウェイトしています。
その理由としては、これらの企業は景気低迷に影響を
受けやすいことが挙げられます。

流動性の⾼いデット商品についてはパートナーズ・グル
ープは欧州のプライマリー市場において⾼い相対的投
資妙味を⾒出しています。米国では新規発⾏市場に
次いでセカンダリー市場においてもレラティブ・バリューを
⾒出しており、そうした機会は個人投資家向けファンド
の資⾦流出によるボラティリティ上昇から生じています。

パートナーズ・グループはソーシング、デューデリジェンス、
およびドキュメンテーションに関して非常に熱心に取り組
んでいる一方で、社内の業種エキスパートが特定した
セクター内で3つの明確なディフェンシブ特性（景気後
退に対する頑強性、安定した経常的キャッシュフロー、
および⾼いキャッシュ創出⼒）を有する企業に引き続
き注目しています。これらについては下表において緑色
でハイライトされています。

図表の⾒⽅︓レラティブ・バリューの表において、プライベート・デット市場を地域（北米、欧州、アジア／新興市場）、戦略（ペイ・イン・カ

インド（PIK）／優先株式ダイレクト、メザニン・ダイレクト、第二順位抵当権付きダイレクト、第一順位抵当権付きダイレクト、流動性の

⾼い第一順位抵当権付きローン、および流動性の⾼いセカンダリー・ローン）、およびセクターにて分類。各セグメントでは、規模（中型／

小型および⼤型）ごとに投資先を分類しています。中型／小型は、EBITDAが50百万万米ドル未満の企業とします。⼤型はEBITDAが

50百万米ドルを超える企業とします。緑と薄緑は、パートナーズ・グループの固有の能⼒およびディール・フローに基づき相対的魅⼒度が⾼

い分野。⽩は、中⽴的な分野。⻩色と薄⻩は、パートナーズ・グループがアンダーウェイトと判断した分野であり、投資に⾄るまでにはボトム

アップ分析における更なる確信が必要。
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プライベート・インフラストラクチャー
積極的に価値を構築する

コア・インフラ資産のバリュエーションがファンダメンタルズからますます乖離している中で、パートナーズ・グループはコ
ア・インフラ資産を購入する代わりに価値を創造することに引き続き注⼒しています。この戦略を補完するためトレ
ンド・ベースの成⻑から恩恵を受けているサブセクター市場で事業を展開しているインフラ資産または企業を探し求
めます。

市場概況

低⾦利環境の中で、安定したリターンや経常的な利
回りの追求により、投資家がここ10年間にわたりインフ
ラ資産クラスへの資⾦配分を着実に増やすことを促し
ており、プライベート・インフラ市場の⼤幅な拡⼤に貢献
しています。2018年末時点で非上場のインフラ・ファン
ドは10年前の約4倍にあたる4,600億米ドルの記録的
な運用資産残⾼を保有しています。1

市場の拡⼤によりインフラ資産のバリュエーションはこれ
までのレンジの上限まで上昇しました。一方、これにより
魅⼒的なエグジット環境が生み出されたことから、パー
トナーズ・グループはこの機会を積極的に活用していま
す。ここ2年間において、パートナーズ・グループは6つの
成熟した資産をコア市場に上手く売却し、投下資本に
対して平均2.3倍のグロス投資倍率を実現し、お客様
に914百万米ドルの資⾦を分配しました。2これらの資
産に対しては売却するまでの保有期間を通じて価値
創造を推進してきましたが、うち3つの資産については
建設段階から投資をしたことから有益な建設プレミアム
を獲得することができました。

一方で、より⾼いバリュエーションはある程度まで低⾦
利環境により正当化されますが、パートナーズ・グルー
プはファンダメンタルズに基づくバリュエーションとは⼤きな
乖離があることを確認しています。また、このことは将来
のリターンに対する低下圧⼒となっています。こうした乖
離の拡⼤はセクターや地域全体にわたり記録的な⾦
額で取引されているブラウンフィールドのコア・インフラ資
産にとって特に問題です。これら資産は一般的には安
全かつディフェンシブと受け⽌められていますがが、現在
の環境ではこれら資産の一部にはリスクがあると思われ
ます。これには2つの主な理由があります。1つ目は、バ
リュエーション水準が過去の⻑期平均に向けて正常化
すると、リターンの⼤幅な低下につながる恐れがありま

1 Preqin; 2019 年 10 ⽉

す。2つ目は、これらの資産は真の運営戦略が欠如し
ていることから創造的破壊リスクの影響をしばしば受け
易いことです。生活の多くの側⾯におけるデジタル化や
電化などの破壊的なトレンドは伝統的なインフラ手法
を即座に蝕み、一部のレガシー・コアシステムを緊張下
に置いています。良い例としては、分散型のエネルギー
発電の出現が挙げられます。例えば、住宅用太陽光
発電設備を活用した消費者による⾃家発電がこれに
該当し、これにより、従来の発電所などのコア・インフラ
資産のビジネスモデルが悪影響を受けています。

パートナーズ・グループの足許の投資テーマ

パートナーズ・グループは、価値創造余地のあるインフラ
資産や企業に引き続き着目しています。具体的には、
⻑期的な変⾰トレンドにより⽀えられるセクターおよび
サブセクターで事業を展開している企業や、破壊される
可能性が低い、または創造的破壊から恩恵を受ける
可能性のあるビジネスモデルを有している企業に注目し
ます。パートナーズ・グループは現在進⾏中であるエネ
ルギー移⾏から生じる投資テーマの中に最も魅⼒的な
投資機会を⾒出します。これらには、ミッドストリームの
エネルギー・インフラ、クリーン・エネルギー・インフラ、およ
びエネルギーの安定供給ソリューションなどが含まれま
す。また、パートナーズ・グループはエネルギー・セクター
（例えばエネルギー管理会社など）やその他のセクタ
ー（例えば輸送物流やサービスとしてのモビリティ事業
など）の両方において、サービスに特化したインフラ事
業に特定の価値を引き続き⾒出しています。

クリーンで、効率的かつ信頼性のあるエネルギーに
対する継続的な需要

再生可能エネルギーは世界的な規模で急速な成⻑
軌道にあり、これは競争⼒を増したコストやほとんどの
先進国における石炭発電の段階的廃⽌、電化への

2 例⽰目的のためだけに提⽰。過去のパフォーマンスは将来の結果を保
証するものではありません。
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一般的なトレンドによって⽀えられています。 最近の予
測によると、需要を満たすために毎年5兆6,000億米ド
ルの再生可能エネルギーシステムへの投資が必要にな
り、再生可能エネルギー発電施設の世界シェアは現在
の27%から2050年には64%に増加すると推定されて
います。3

ただし、より多くの再生可能エネルギー発電がシステム
に浸透すると間欠性という課題が発生します。例えば、
2019年8⽉の英国での停電でも証明されたように、エ
ネルギー送電はより不安定となり重⼤な経済的および
社会的影響のリスクが増加します。したがって、パートナ
ーズ・グループではグローバル規模で再生可能発電施
設を構築することに引き続き着目することに加えて、エ
ネルギーの確保をより確実にするインフラ投資にも注目
しています。蓄電、追加の尖頭負荷ガス⽕⼒発電、ス
マートメーター、および相互接続の増強など、間欠性の
課題に取り組むためには様々な戦略と技術が必要で
あると考えらます。パートナーズ・グループは最近、このテ
ーマに関連して2つの投資を⾏いました。

一つ目は、Greenlink Interconnector
（Greenlink）です。これはアイルランドと英国を結ぶ
500MWの海底インターコネクターを建設するプロジェク
トであり、パートナーズ・グループは2019年3⽉に投資し
ました。Greenlinkは海底の⾼電圧直流（HVDC）
ケーブルシステムを使用し、アイルランドと英国の電⼒
市場を接続します。これにより、両国間での送電が可
能となり、電⼒供給の安全性を改善する一方で、消
費者の平均電⼒コストを削減することも可能となりま
す。このプロジェクトは欧州では極めて重要性が⾼いと
⾒なされており、欧州委員会より「共通利益プロジェク

3 ブルームバーグ・ニュー・エネルギー・ファイナンス、2019 年 10 ⽉

ト」のステータスで表彰されました。Greenlinkの収益は
主に電⼒市場参入者への送電容量の販売から生じて
おり、収益フロアを有する規制を受けている安定した収
益の下で生み出されることから、パートナーズ・グループ
の投資の全額元本確保が保証されています。このコア
資産は2023年までに完成する予定です。

ラテンアメリカの⼤⻄洋全体において、EnfraGenはこ
の分野における最近では2番目の投資です。
EnfraGenはコロンビア、チリ、およびパナマなどの投資
適格国における発電資産の⼤手のディベロッパー、所
有者、およびオペレーターです。EnfraGenは⽕⼒、太
陽光、および水⼒発電資産から成るポートフォリオを通
じて送電の安定性とベースロード再生可能エネルギー
発電のバックアップ電⼒を提供することに特化していま
す。EnfraGenはプラットフォーム全体で1.4GWの発電
能⼒を有しており、さらに実⾏可能な成⻑パイプライン
を保有しています。EnfraGenへの投資は構造的な市
場のプラス要因（ラテンアメリカ全体にわたる再生可能
発電施設の持続的な増強需要や、複数の規制上お
よび契約上の米ドル連動キャッシュフローから生じる⻑
期的な安定収益の恩恵）により⽀えられています。パ
ートナーズ・グループが相対取引を通じてこの資産を取
得した理由の1つは、パートナーズ・グループが特に再生
可能発電資産を中心とする世界中の発電資産の建
設と運営において実績があることです。今後もパートナ
ーズ・グループはこの経験を活用し、既存のEnfraGen
プラットフォーム全体を改善し、世界中で再生可能エネ
ルギー分野への投資を継続する中で新たなプロジェクト
の開発と建設を推進します。
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ミッドストリームのインフラの必要性が投資機会を

生み出す

米国のエネルギー・ランドスケープにおける創造的破壊
やその結果による炭化水素4の供給増加により、米国
内およびその他の世界各国で資源フローに変化が起こ
りバリューチェーンにおいて多数の投資機会が生まれま
した。パートナーズ・グループでは、ミッドストリームのエネ
ルギー・インフラ、すなわち炭化水素の輸送、処理、製
造、貯蔵、および売買を⾏うこれらの資産において最
⾼のレラティブ・バリューがあると引き続き⾒ています。こ
れらの投資機会内において、パートナーズ・グループは
「供給プッシュ型」の資産（供給源から炭化水素を送
り出す資産）と、「需要プル型」の資産（製品のエンド
ユーザーにサービスを提供する資産）とを区分します。
現在、「需要プル型」のインフラにおいて良好なレラティ
ブ・バリューが⾒られます。川上に近い契約構造と⽐較
してこのセグメントは契約が保証する割合が⼤きくなる
傾向がある中で、川上からさらに離れエンドユーザーに
近づくことにより、概してキャッシュフローの可視性が⾼ま
ります。

欧州では、再生可能エネルギー・ミックスへのシフト（お
よび石炭⽕⼒および原⼦⼒の廃⽌）により、補完的
なエネルギー資源である天然ガスに対する強い需要が
⾒られます。ノルウェー⼤陸棚は北海最⼤の天然ガス
埋蔵量を保有していますが、生産は同資源の3分の1
にとどまっており、今後40年間にわたり安定した生産余
⼒が確保されています。ノルウェー⼤陸棚への電⼒供
給およびそれに伴う二酸化炭素排出量の削減を目指
すノルウェー政府による脱炭素化イニシアティブを⽀援
するために、ノルウェー⼤陸棚への天然ガス・インフラへ
の更なる投資が必要とされています。

パートナーズ・グループは最近、ノルウェーの⼤手オフショ
ア・インフラ・プラットフォームであるCapeOmegaの取
得を通じて、このテーマに完全に適合する新規投資を
完了しました。同社は国内の複数の主要ミッドストリー
ム・インフラに⼤きな持分を保有しています。その中に
は、世界最⼤のオフショア・ガス輸送システムである
Gassled、ノルウェーの三⼤ガス処理プラントの1つであ
るNyhamna、およびAasta HansteenからNyhamna
を結ぶ全⻑480kmのパイプラインであるPolarastが含
まれます。これらの資産は現在、ノルウェー⼤陸棚で生
産された天然ガス輸送に極めて重要なインフラを提供
しています。ノルウェー⼤陸棚は欧州のガス需要の約
27%を供給しています。5天然ガスは再生可能エネル
ギーの補完的な燃料資源としてますます採用されてお
り、CapeOmegaはこの需要の追い⾵から恩恵を享受

4 .一般的に石油、天然ガス、及び天然ガス液（NGL）
5 マッキンゼー・エネルギー・インサイト、2018 年 2 ⽉

することが可能です。さらに、同社のほぼすべての収入
が固定かつ規制を受けたインフレ連動の料⾦体系であ
り、この内の70%が2028年まで「シップ・オア・ペイ」ベー
スで予約されているため、CapeOmegaへの投資は安
定かつ予測可能なキャッシュフローから恩恵を受けま
す。この資産はプラットフォーム拡⼤戦略にふさわしいも
のであり、パートナーズ・グループは追加的な開発やブラ
ウンフィールドの取得を通じてポートフォリオを拡張するこ
とで価値創造を企図します。

インフラ・サービス分野での魅⼒的な投資機会

サービスに重点を置いたインフラ事業に引き続き相対
的投資妙味を⾒出しています。このセグメント内では事
業がアセット・ヘビーまたはアセット・ライトであるかどうか
にかかわらず、主要なインフラ投資基準（⻑期キャッシ
ュフローの可視性、強固な参入障壁のある⽀配的な
市場ポジション、および⾼い設備投資要件など）に対
してあらゆる投資機会を検証します。このような投資機
会は全てのセクターに存在しており、例えば、パートナー
ズ・グループはエネルギー管理分野のグローバルリーダー
であるTechemに2018年に投資し、また地下公益イ
ンフラ位置特定サービスの⼤手プロバイダーである
United States Infrastructure Corporationに
2017年に投資しています。

また、パートナーズ・グループは輸送セクターにおける非
景気循環セグメントにおけるインフラ・サービスへの投資
機会に注目しており、例えば、「サービスとしてのモビリテ
ィ（MaaS）」分野なども投資対象として検討していま
す。このセグメントにおいても、複数の世界的な変⾰的
トレンドを背景に投資機会が生じており、例えば⾞両
や輸送インフラの電動化などの技術的⾰新や、カーシェ
ア・プラットフォームなどの新しい所有モデルなどに注目し
ています。パートナーズ・グループはモビリティ・ペイメント・
サービス・プロバイダーなどの厳選された資産およびサー
ビス事業への投資機会を積極的にスクリーニングしてお
り、今後の同セクターへの魅⼒的な投資の可能性を⾒
込んでいます。

同様に、都市化の流れや環境意識の⾼まりを背景に
費用対効果がありかつ環境に優しい製品と旅客輸送
サービス・ソリューションへの需要が増加しています。一
部の地域では規制強化の影響で同セクターは更に魅
⼒的な投資対象となっています。例えば、EUは2050
年までに輸送関連の温室効果ガス排出量を60％削
減するという⻑期目標を掲げています。6したがって、輸
送形態がトラックから鉄道にシフトする中で地域の鉄道
貨物事業者は⾼い成⻑を実現出来る可能性がありま
す。列⾞利用による有意義な環境保護および渋滞回

6 European Environment Agency, November 2018. 6欧州環境機
関、2018 年 11 ⽉
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避の利点を考慮すると、一部の鉄道貨物輸送業者や
⾼速鉄道関連企業に投資機会があると考えられま
す。

プライベート・インフラストラクチャー市場でどの
ようにレラティブ・バリューの可能性を⾒出す
か︖

グローバルのプライベート・インフラストラクチャー市場にお
いてパートナーズ・グループは以下の主な投資戦略に着
目します。

プラットフォーム拡張の機会から収益を得る

パートナーズ・グループでは規模拡⼤の余地がある投資
機会に注目しており、例えば細分化された市場において
業界再編やプラットフォーム構築の可能性がある投資対
象を重視しています。

積極的にコア資産を建設する

パートナーズ・グループでは特定の市場における健全な
⻑期的ファンダメンタルズがインフラ構築の需要を⽀えて
いるような投資機会を追求しており、例えばインフラ需要
の進展または市場ファンダメンタルズの変化に注目してい
ます。

事業改善に着目する

パートナーズ・グループでは成⻑および効率性の向上を
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として
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が挙げられます。

投資戦略にかかわらず、全ての潜在的な投資機会にお
いて価値創造の余地を追求します。投資に際しての「デ
ィフェンシブな」アプローチ、つまり単に⻑期的に安定した
収益源を取得するだけでは⾜許の環境下では価値を持
続し成⻑させるのに十分ではありません。パートナーズ・グ
ループは3つの重要な価値創造戦略を通じて積極的に
キャッシュフローを生み出すことに注⼒しています。過去
数年間にわたり、パートナーズ・グループはこれらの価値
創造戦略を実⾏できるポートフォリオを構築しており、そ
れと同時にインフラ資産クラスの特徴であるディフェンシブ
な特性をお客様に提供してきました。
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レラティブ・バリュー分析

2020年に向けたパートナーズ・グループの⾒通しでは、
電⼒およびエネルギー・インフラ・セクターに対して強気
の⾒方を維持しています。電⼒セクターでは特に太陽
光発電や陸上および洋上⾵⼒発電において再生可
能エネルギー発電施設をグローバルに構築することに注
目しています。⼤規模な単一資産の再生可能エネル
ギーに投資する機会がますます不⾜し、またこうした投
資機会は幅広い関心を集めていることから、パートナー
ズ・グループではプラットフォームの構築に着目していま
す。この分野では、既存のプラットフォームを取得するこ
とと開発企業を統合プラットフォームに転換することの両
方に価値があると考えています。再生可能エネルギー
の他にも、蓄電、相互接続の増強、スマートメーター、
およびネットワークなどの間欠性管理ソリューション、並
びにガス⽕⼒発電所などの需要ピーク時に対応する資
産も検討します。特に、先進国市場におけるベースロ
ード・ガス⽕⼒発電所は送電時間をめぐって再生可能
エネルギーと競合する場合があるため将来的な不確実
性がありますが、その一方で送電サポートを提供する柔
軟で⾼速な発電所の需要は存在すると考えています。

さらに、パートナーズ・グループは通信セクターと輸送セ
クターの投資機会に一層着目しています。輸送セクタ

ーでは交通量とGDPの変動による影響を受けにくく、
顧客が⽀払う固定利用料⾦によって安定的な収益を
得ている事業や、参入障壁が⾼くかつ多様化した顧
客ベースを有する資産に注目しています。通信セクター
では多様化したビジネスモデルと強⼒な経営陣を持つ
データセンターへの投資機会を引き続き注視していま
す。

インフラのセカンダリー市場についてはより強気の⾒方を
しています。市場が成熟した結果であり過去4〜5年
間の記録的なプライマリー市場での資⾦調達を背景に
セカンダリー市場での取引額は増加すると予想していま
す。成熟した資産は現在の割⾼なバリエーション環境
を反映しており、セカンダリー市場の投資機会ではイン
フレクション資産を選好しています。

いずれのセクターおよび地域においても、パートナーズ・
グループは契約および投資構造によって提供される主
要なプロテクションに常に注意を払っています。また、資
産の取得から売却までに発生し得るバリュエーションの
下落を引き続き想定しており、ベースケースで予想され
るよりも厳しい出口環境を含めて、より厳格なシナリオ
下での投資機会の可能性を検討しています。

図表の⾒⽅: レラティブ・バリュー・マトリックスは、プライベートインフラ市場をさまざまな地域（北米、欧州、アジア/新興市場）とセグメント

に分けた上で、セクター（運輸/物流、電⼒、エネルギーインフラ、通信、社会インフラ/PPP）、戦略、投資の種類（直接またはセカンダ

リ）別に分割しています。直接については、株式と債券を区別しています。セカンダリー投資については、資産/ポートフォリオの経過年数に

応じて、インフレクション資産（早期）と成熟資産を区別しています。緑と薄緑は、パートナーズ・グループの固有の能⼒とディール・フローを

考慮して、相対的に魅⼒度の⾼いセグメントを強調しています。⽩はニュートラルセグメントを⽰しています。⻩色と淡⻩色は、パートナーズ・

グループがそのセグメントを重視していないことを意味し、投資するためにはボトムアップ分析の際にさらに調査が必要になります。
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業界展望
業界専門家との Q&A 

Tore Holm氏は取締役としての幅広い経験を有する、エネルギー業界での経験が豊富な経営者であり、パートナーズ・
グループの投資先企業であるノルウェーの⼤手ミッドストリーム・インフラ企業であるCapeOmegaの会⻑を務めていま
す。ここでは、彼のキャリアの中でエネルギー業界がどのように進化してきたかについて、また、エネルギーの移⾏が進む中
で、CapeOmegaのような企業がどのような役割を果たすかについて意⾒を述べています。

欧州のエネルギー・セクターは貴⽅のキャリアの中
でどのように進化してきましたか︖

1980年代初めのエネルギー・セクターと現在の状況を
照らし合わせることは困難です。過去40年にわたる変
化は根本的なものであると⾔えます。強調したい要素
がいくつかあります。1つ目は、業界の⾃由化による構
造的変化です。石油・ガス市場は、かつて国営の石
油・ガス会社や、エクソン、シェル、シェブロン、BPといっ
た最⼤手に⽀配され、電⼒事業は国営の独占企業
に⽀配されていました。今日では、エネルギー・バリュー
チェーンの様々な部分に特化したあらゆる種類や規模
の専門的な企業が現れています。ミッドストリーム・セク
ターだけでなく、より幅広いエネルギー・セクターおける膨
⼤な技術開発はこれらの構造的変化の結果であり、
その実現手段でもありました。

こうした構造変化とともに、エネルギー・バリューチェーン
全体にわたる⼤幅なコスト削減が、まずアップストリー
ム・セクターで、次にダウンストリーム・セクターで、そして

最後には消費者層で⾒られました。

最後に、主に過去10年間において再生可能エネルギ
ーが急速に普及し、これにより世界のエネルギー業界は
徐々に⼤きな変⾰を遂げています。

技術の進歩は現在、産業界全体を変え、再形成し
ています。これはエネルギー・セクターでも起きていま
すか︖

はい、１つの例として思い浮かぶのは、欧州及び世界
のその他の地域における石炭産業の衰退です。これ
は、一部にはコストと政策の変化によるものですが、テク
ノロジーに起因する破壊作用によるものでもあります。

たとえ石炭産業が堅固な技術開発を⾏ったとしても、
石炭産業にはエネルギー産業のその他のセグメントで
⾒られた劇的な進展は⾒られなかったと考えられます。
さらに、コスト⾯を⾒ると、石炭産業は最初に天然ガス
業界に抜かれ、直近では⾵⼒発電業界や太陽光発

Tore Holm氏︓CapeOmegaの取締役会会⻑

Holm氏は石油・ガスの探査・生産（E＆P）事業にお
ける経験が豊富な経営者であり、取締役としての幅広
い経験も有しています。E＆P事業において30年の経験
があり、Shell NorwayにおいてE&Pのディレクター、国際
マーケティング部門のバイス・プレジデント、Ormen 
Lange（ガス田）のプロジェクト・マネージャーなど、
Shell International及びShell Norwayにおいて数多く
の役職を歴任しています。Holm氏は、複数のE＆P事
業企業のディレクター及びアドバイザーを務めており、環
境コンサルタント会社であるCarbon Limitsのシニア・アド
バイザーでもあります。

Tore Holm氏は、ノルウェーの石油エネルギー省が所有
する公共企業であるENOVAの取締役会議⻑など、数
社の取締役会メンバーになっています。
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電業界にも抜かれています。今日では、欧州の石炭
⽕⼒発電は⾵⼒発電と競合することができません。一
方、再生可能エネルギー・セクターを⾒ると、新たな技
術開発により、欧州、中国、及び米国を⽪切りに、再
生可能エネルギーが発電の主流になると⾒込まれる水
準まで、前年⽐でのコスト削減が可能となっています。

要するに、コストと技術開発が業界全体の再形成にお
いて密接に関連しています。同時に、政治がエネルギ
ー事業に重要な役割を果たしています。エネルギー事
業において、政治は常に同産業の変化と密接に絡み
合っていると⾔えます。

エネルギー業界の将来についてどのような予測を⽴て
ていますか︖

この業界の将来を形作る上で、私は世間一般の認識
が重要な役割を果たすと考えています。気候変動に関
する議論において、我々は明らかに変⾰の最中にあり
ます。エネルギーの移⾏は混乱を起こし、成果が得られ
ない多くの⾒当違いの試みが⾏われる可能性がありま
すが、これは間違いなく⼤きな改⾰であり、最終的には
目的を達成すると考えられます。

次に、特に投資家の観点からすると、エネルギーの移
⾏は財政上の⽰唆を含みます。資⾦を投資している
投資家は、カーボン・バブルと⾵評リスクを避けることに
より堅実になります。⾔い換えれば、正しい「グリーン
（環境に優しい）」レーンを外れている企業は、資⾦
調達が⾏うことが難しくなります。

また、天然ガスは、構築段階にある再生可能エネルギ
ーへの移⾏を⽀援するだけでなく、柔軟性に優れた発
電能⼒を確保すべく、この業界において引き続き重要
かつニッチな役割を果たすと考えられます。⾵や太陽が
ない場合には、電⼒を生み出す手段として天然ガスが
依然として必要となります。

貴⽅は2015年、パートナーズ・グループの最近の投
資先であるミッドストリーム・インフラ企業である
CapeOmegaの取締役会会⻑に任命されました。こ
の役職の魅⼒は何ですか︖

2つあります。1つ目は、私は石油・ガス事業で30年以
上のキャリアを有していますが、経験したことのない分野
が1つあり、それはプライベート・エクイティでした。この業
界の内部を知りたいと思いました。

CapeOmegaに惹かれた2つ目の理由は同社のチーム
でした。私の人生の中で、これほど熱心かつ創造的で、
思いやりのあるチームに出会ったことはありませんでし
た。入社した時に、すでに天然ガス事業についてすべて
を知っていると思っていましたが、短期間で多くのことを
学びました。今でも、彼らと一緒に働くことから学ぶこと

が非常に多くあります。

パートナーズ・グループの投資を受け、私は以前よりも
環境問題や気候変動の視点を強く意識しており、成
⻑の次の段階に向けて会社に留まり、成⻑の過程を
⾒届けたいと思っています。

CapeOmegaにとっての市場機会とは何ですか︖

まず、市場機会はどのインフラも同じです。北海におい
て最⼤の天然ガス埋蔵量と資源を有するノルウェーの
⼤陸棚（NCS）の周辺にはオフショア・インフラと関連
資産をさらに拡⼤させる上で多くの未開発の地域があ
ります。

2つ目として、NCSの電⼒供給は⼤きな収益機会を
⽰しています。温暖化や政治的な視点から、これは必
要不可欠であり、ノルウェーの天然ガス業界の電⼒供
給において、CapeOmegaは設計や施工の両⾯で重
要な役割を担うポジションにあると考えられます。

最後に、その他のインフラにも注目する方針です。チー
ムには新しいアイデアを生み出す素晴らしい能⼒があ
り、私は、将来どのような発展を遂げるかを⾒届けるの
を楽しみにしています。

エネルギーの遷移において、CapeOmegaのような
企業はどのような役割を果たしますか︖

今後、CapeOmegaは以下の２つの方法でエネルギ
ー業界の遷移を⽀援するでしょう。一つは、エネルギー
移送システムを簡素化し、より効率的にする方法を検
討しています。これにより、当社は欧州により多くの発
電を目的とした天然ガスを移送することが可能となり、
市場では十分なキャパシティが確保されます。また我々
は、例えば、様々な天然ガス移送システム間や、電⼒
と天然ガスの間など、⾰新的なクロスオーバーの輸送及
び移送ソリューションを提供できると考えています。

他方では、将来的に⾃社で発電を⾏うことも検討して
います。この場合には、例えば水⼒や⾵⼒といった再生

エネルギーの移⾏は混乱を起こし、

成果が得られない多くの⾒当違い

の試みが⾏われる可能性がありま

すが、これは間違いなく⼤きな改⾰

であり、最終的には目的を達成す

ると考えられます。
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可能エネルギーによる発電に注目しています。仮に
我々が電⼒と天然ガスの両方の輸送を⽀援できた場
合、こうした複合的な観点からエネルギー遷移を⽀援
するアイデアを考案する上で有利な⽴場にある企業は
ほとんど存在していないことから、我々は特別な企業に
なると考えています。

会⻑として貴⽅が重点を置いている分野は何です
か︖

私が最初に注目している主な分野は、その他の取締
役やパートナーズ・グループと協⼒して、当社の方向性
や戦略を策定することです。私が最初にCapeOmega
に着任した時には、確固とした方針がありませんでし
た。いくつかの構想を練り、それに焦点を絞るのに１年
かかり、その後、ようやく成果が出ました。これは今後も
私の重要な役割の1つになります。

2つ目は企業のコントロールに責任を持つことであり、こ
れはどの企業の会⻑にとっても常に重要な役割であると
⾔えます。ただし、過度に厳しい官僚的な制限を⾏う
と、簡単に創造性が失われます。パートナーズ・グルー
プと協⼒する中で、我々はアーティストに徹し、我々が
⾏うコントロールが効果を発揮する一方で、チームの創
造性を抑制しないようにする必要があります。

最後に、私には社員の士気を⾼める役割もあります。
過去4年間にわたり、チームに権限を与え、士気を⾼め
ると、誰も⽌められないほどの能⼒を発揮する姿を⾒て
きました。

CapeOmegaでの役職に加え、貴⽅はその他のいく
つかの会社の取締役も務めています。会社の成⻑を
⽀援する上で取締役会の役割は何であると考えます
か︖

それは方向性を定めることです。具体的には、成⻑を
促し事業に向き合うことや、オーナーと経営陣を調整す
ること、効果的であるが重荷にならない程度のコントロ
ールを提供すること、チャレンジすることです。

これが取締役会の一般的な役割です。基本的に事業
開発会社であるCapeOmegaでは、スピーディな企業
活動を続けることができるように、事業開発の効果的
なプロセスを持つことも重要です。我々が過去に多くの
案件を獲得できたのは、非常に迅速に⾏動できたため
であり、このことを維持することが重要であると⾔えま
す。

CapeOmegaの成⻑に向けて、パートナーズ・グルー
プが「選ばれる投資家」となる理由は何ですか︖

パートナーズ・グループは、CapeOmegaの事業開発
能⼒の強みを⾒極めました。また、パートナーズ・グルー
プは、当社のどこを強化する必要があるかについても把
握しています。私は、当社の堅固な地位や既存の人
材をさらに強化することができると考えていますが、特に
発電や輸送部門においてさらに新しい専門知識と能
⼒をもたらすことができるとも考えています。

これまでの経験もあり、私は非常に楽観視しています。
パートナーズ・グループのコアとなる部分に真摯さと決断
⼒があることを評価しているからです。ノルウェーでは、こ
れを「ハード・ウッド」と呼びます。つまり、堅固で、頼りが
いがあり、信頼できることの喩えです。パートナーズ・グル
ープのチームとの⾯談を通じて、私は常に笑顔でユーモ
アのセンスのある、知的で勤勉な人々に出会いました。
彼らは間違いなくCapeOmegaのチームとうまくやってい
くでしょう。私は、我々がともに成功すると確信していま
す。

私には社員の士気を⾼める役割も

あります。過去 4 年間にわたり、チ

ームに権限を与え、士気を⾼める

と、誰も⽌められないほどの能⼒を

発揮する姿を⾒てきました。
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上場プライベート市場

市場概況

世界経済が減速しているにもかかわらず、上場インフラは

年初来で約27%上昇しており、1主要なグローバル株価

指数をアウトパフォームしています。この上昇は、ポートフォ

リオ企業の安定的なファンダメンタルズや、良好な⾦利動

向に⽀えられており、その結果、バリュエーションは⾼水準

となっています。バリュエーションが⽐較的⾼い状態で景気

が減速しているため、パートナーズ・グループでは現在、上

場インフラ全体に対してより慎重姿勢になっています。欧

州では、規制に対する懸念や英国の欧州連合（EU）

離脱（ブレグジット）をめぐる不透明感の⾼まりにより、

年間を通じて特定のセクターの価格が下落したことを受け

バリュエーションはそれほど上昇していないように思われるた

め、パートナーズ・グループでは欧州に対して強気の⾒方

を維持しています。

また、上場プライベート・エクイティも年初来で堅調なパ

フォーマンスを⽰しており、トータル・リターンは約39%とな

り、22018年第4四半期には下落しましたが、その後はよ

り広範な株式市場を⼤幅にアウトパフォームしています。

すべての地域がこうした上昇に⼤きく貢献しており、中でも

北米が最も⾼いパフォーマンスを上げました。特に資産運

用会社や程度は少ないものの事業開発向けレンダー

（BDC）が北米のパフォーマンスに⼤きく貢献しました。

米国の資産運用会社は、堅調な資⾦調達環境やCコー

ポレーション（通常の株式会社）への転換から引き続き

恩恵を受けており、これにより、多くの運用会社がインデッ

クスに組み入れられると予想されます。BDCはここ数年間

にわたりポートフォリオを変動⾦利投資に再配分しており、

その結果、⾦利の上昇や規制の変更による恩恵を受け

ています。米国の新たな規制により、BDCは負債⽐率を

1︓1から2︓1に引き上げることが可能となり、その結果、

ポートフォリオが拡⼤し、資産運用益が増加しました。これ

らの非常に堅調な結果を受けながらも、パートナーズ・グ

ループでは上場プライベート・エクイティ市場全体に対して

より慎重な姿勢を維持しています。

パートナーズ・グループの足許の投資テーマ

上場インフラの年初来の好調なパフォーマンスや景気減

速にもかかわらず、パートナーズ・グループでは欧州の有料

道路や空港といった特定の輸送サブセクターに対して楽

観的な⾒方を維持しています。欧州の道路旅客数は伸

び率が低下しているものの引き続き増加しています。一

1 Partners Group Listed Investments SICAV – Listed 
Infrastructure I-T EUR にて計測、2019 年 11 ⽉ 14 日

方、ブラジルでは有料道路のバリュエーションはこれから先

の入札に対する期待によって下⽀えされています。世界

的に⾒ると空港は最近規制上の不透明感や収益に対

する圧⼒により悪影響を受けました。しかし、現在ではバリ

ュエーションがより魅⼒的になっています。また、世界のデー

タ通信量は引き続き⼤幅に伸びており、小規模な携帯

電話の基地局（ネットワークの⾼密度化に使用される）

の設置が北米全体にわたり増加しているため、パートナー

ズ・グループでは米国の通信等セクターに対しても強気の

⾒方を維持しています。最後に、公益事業セクターは特

に北米地域を中心に割⾼となっています（現在、公益事

業セクターの多くの企業が規制資産ベース（RAB）に対

して約90％のプレミアムで取引されている）が、最も規制

が安定しており、すべてのサブセクターの中で収益の伸び

が最も明確に⾒込まれます。

上場プライベート・エクイティ市場では、Cコーポレーショ

ンへの完全な転換を受け、バリュエーションが再評価され

たことから、パートナーズ・グループでは米国の資産運用会

社に対する⾒方をニュートラルに変更しました。ただし、依

然としてやや上昇余地があると⾒ています。インデックスの

リバランスにより、当セクターは引き続き良好なモメンタムか

ら恩恵を受けています。さらに、多くの運用会社がここ数

年間にわたり、商品プラットフォームを拡⼤しており、新た

なファンドの⽴ち上げに成功しています。これにより、運用

報酬が拡⼤し、将来的なキャリー収入の可能性が生じる

と考えられます。また、欧州のファンド・オブ・ファンズに対し

てもより強気の⾒方をしています。このセクターは2018年

第4四半期を通じて非常に安定して推移し、良好な

NAVの伸びや、堅調な株価パフォーマンスにもかかわら

ず、ディスカウント幅が拡⼤しています。

2 Partners Group Listed Investments SICAV – Listed 
Infrastructure I-T EUR にて計測、2019 年 11 ⽉ 14 日
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図表の⾒⽅︓レラティブ・バリューの表において、上場インフラと上場プライベート・エクイティ市場を地域（北米、欧州、アジア／新興市場）及び投資タイプ

に分類。緑と薄緑は、パートナーズ・グループの固有の能⼒およびディール・フローに基づき相対的魅⼒度が⾼い分野。⽩は、中⽴的な分野。⻩色と薄⻩

は、パートナーズ・グループがアンダーウェイトと判断した分野であり、投資に⾄るまでにはボトムアップ分析における更なる確信が必要。
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ポートフォリオの全体像

パートナーズ・グループの期待リターン・
フレームワーク

パートナーズ・グループの期待リターン・フレームワークで

は、ファンダメンタルズ要因（インカム、成⻑、及びバリ

ュエーションの変化）に基づき、プライベート市場及び

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では、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します。

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

成⻑によるリターン︓ファンダメンタルズ要因により投

資の価値が増加する率。債券に関して、成⻑によるリ

ターンは通常ゼロです。株式に関しては、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、テーマ型ソ

ーシングによるセクターの選択による収益の拡⼤や価

値創造戦略（プラットフォームの拡⼤または業務の改

善など）を通じての成⻑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︓インカム及び成⻑の両方か

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

価の変化。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、

EBITDAの変化に対する企業価値を指します。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、固定⾦利の上場

市場の債券はデュレーションによる影響を受けます。バ

リュエーションが⻑期間にわたり⻑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。

マクロ経済環境に対する逆⾵が強まっているにもかかわら

ず、利回りを求める動きが続いているため、上場市場とプ

ライベート市場のバリュエーションは非常に割⾼な水準で

推移しており、マルチプル要因のさらなる上昇余地は限定

的です。その結果、資産クラス全体の期待リターンは抑え

られており、過去のレンジの下限にとどまっています。これ

は、受益者に対して契約上の義務を負っている年⾦基

⾦やその他の機関投資家にとって特に懸念材料となって

います。低水準のリターンの環境下では、⻑期負債に⾒

合ったリターン要件を達成することが難しくなっています。こ

れらの投資家は、より⾼いリターン⾒通しを求めてプライベ

ート市場にますます目を向けています。パートナーズ・グル

ープの期待リターン・フレームワーク（ERF）では資産クラ

スごとに業種全体の今後5年間のリターンを予測してお

り、この開発にさらに⼒を入れています。以下の図表は、

プライベート市場及び上場市場の資産クラスの期待リター

ンのレンジを表しており、プライベート市場への投資により

達成される可能性のあるプレミアムを反映しています。
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⾼成⻑の市場セグメントと資産レベルでの価値創造に焦

点を当てるアプローチの観点から、パートナーズ・グループ

では、⽐較対象としてグローバル投資委員会により検討さ

れた投資機会全体の期待ネット・リターンも⽰しています。

これは、パートナーズ・グループがより広範な市場をどのよう

にアウトパフォームするかを表しています。これらの期待リタ

ーンは、パートナーズ・グループ固有の前提（マクロ経済

状況やバリュエーションの下落など）も考慮に入れていま

す。

プライベート市場には期待リターン・プレミアムを獲得する

方法が多くあります。以下のセクションで説明している通

り、年⾦基⾦にとって適切なソリューションの1つは、⻑期

価値資産（LTVA）に投資することです。

⻑期的価値資産とは何か︖

⻑期的価値資産（LTVA）とは、⻑期保有期間
（多くの場合10年超）にわたり魅⼒的な複利リタ
ーンを提供可能なプライベート市場の資産です。こ
れらの年数の経過した資産は、より安定したリスク／
リターン・プロファイルを提供する水準まで成熟してい
ます。

LTVAは通常、市場で⼤きなシェアを占め、以下の
カテゴリーの1つに分類できるカテゴリー・リーダーから
構成されています。

 プラットフォーム・リーダー︓細分化された市場に
おいて統合の進んだ段階での追加買収を通じて
優位性を上手く確⽴しているプラットフォーム企業

 マーケット・リーダー︓市場の優位性を獲得し、
そのリーダーシップを数少ない他社と共有するため
に、特定のニッチな専門性の上に成り⽴っている
企業

 フランチャイズ・リーダー︓ネットワークの恩恵を受
けているセグメントにサービスを提供している企業。
契約上または企業が属するセクターの性質により
独⾃のフランチャイズを保有し、規模を拡⼤できる
能⼒から⼤きな恩恵を受けている企業

LTVAは、⻑期的な展望や成⻑の可能性があるセクタ

ーの中に⾒られます。LTVAは、市場におけるリーダーシ

ップを維持する能⼒を通じてLTVA⾃体をその他資産

と差別化し、市場の低迷時に強靭性を発揮します。

リスク/リターン・プロファイルの観点から、LTVAはプライ

ベート市場において、プライベート・インフラとプライベー

ト・エクイティの間に位置しています。以下の図表で⽰さ

れるように、LTVAの期待ネット・リターンは2桁台前半

に位置しており、伝統的なプライベート・エクイティのリタ

ーン・レンジの下限に位置しています。
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年⾦基⾦のグライド・パス戦略におけるLTVAの役
割

確定給付（DB）年⾦基⾦の状況は変化しています。

基⾦加入者のプロファイルが成熟し、マイナスのキャッシュ

フローがより主流となるに従って、年⾦制度は世界的に、

そのスキームにおいて次第にリスクを減らすことを目指して

います。その目的は、資⾦調達ギャップを縮小し、年⾦⽀

給時期が到来したときに年⾦債務を埋めるチャンスを増

やすことです。

これらの年⾦債務に対応するために、グライド・パス戦略

内で利用可能な資産の種類は変化しており、インカム収

入を提供し、超過リターンを生み出すことのできるプライベ

ート市場などの非伝統的な資産クラスを検討するスキー

ムが増えています。これに関連して、LTVAは、リターン向

上の可能性、分散投資、及び強靭性など、年⾦基⾦の

グライド・パスに必要な多くの重要な特性を有します。

DB年⾦制度は⻑期にわたるものであり、年⾦債務は40

年以上にわたる場合もあります。ただし、ほとんどの投資

機会は期間が短いため、資産の保有期間と債務期間に

ミスマッチが生じます。例えば、伝統的なプライベート・エク

イティ・ファンドの期間は通常10年から12年であり、資産

の保有期間は4年から6年となっています。エクスポージャ

ーを維持するためには、定期的な再投資が必要となりま

す。これにより、年⾦制度の事務管理費と取引コストが

増加します。

そのため、LTVAは⻑期債務を伴う年⾦制度に特に適し

ています。LTVAは通常、インフラまたは⻑期リース不動産

といったその他の⻑期保有資産と並ぶものであり、⻑期の

負債キャッシュフローをターゲットとし利用される場合があり

ます。

上記の図表は、典型的な年⾦基⾦の負債プロファイル、

すなわち現在（短期的な年⾦の⽀払いまたは「負債」）

及び将来の年⾦受給者（⻑期債務）に関する年⾦の

⽀払いを⽰しており、年⾦基⾦がこれらの負債または年

⾦⽀払いに対応するために投資することができる資産の

種類を⽰しています。

実際に、LTVAに関連する⻑期保有期間は、⻑期債務

に対応する上でより経済的な方法になる可能性がありま

す。LTVAへの投資は継続的な保有から恩恵を受けるた

め、機関投資家は資⾦をフル・インベストの状態で維持す

ることが可能となります。これにより、投資家は効率的なガ

バナンスによる恩恵を受け、取引コスト（取引価値の最

⼤2~5%）を最小限に抑えることができ、最終的には⻑

期にわたり魅⼒的な複利リターンを獲得することができま

す。再投資のタイムラグ（企業の売却による代⾦を受け

取り、再投資する別の企業を⾒つけるまでの期間）と取

引コストに関して、どのような前提を使用するかにより異な

りますが、パートナーズ・グループでは、⻑期保有する

LTVA戦略は、伝統的な（短期保有）プライベート・エ

クイティ戦略を、15年間にわたり投資した資⾦の最⼤2倍

までアウトパフォームすると推定しています。

本資料の「プライベート市場の⾒通し」のセクションで説明

している通り、インフラ・デット、国債、⻑期リース不動産な

ど、その他のディフェンシブな⻑期資産も多くの投資家から

強靭性があると考えられています。しかし今日では、これら

の資産は⾼値で推移しているため、現在の環境下では

低いリターン/利回りしか提供できません。LTVAは、これら

の資産の魅⼒的な代替投資になり得る、または回復⼒
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や⾼いリターン⾒込みの両方を提供することでこれらを補

完する対象になり得ます。

LTVAへの投資家は通常、2桁台前半のネット・リターン

を期待します。成熟した企業でよく⾒られるように、一部の

戦略では、⾼いキャッシュ・コンバージョンや安定した配当

から生み出される利回り要素を提供します。その他の⻑

期資産と⽐較して、これはリターンで1桁台後半ほどアウト

パフォームすることを⽰しています。

パートナーズ・グループでは、LTVAの魅⼒的な⻑期リタ

ーンと成⻑の可能性の主要な部分は、多くのプライベート

企業が採用している優れたガバナンス・フレームワークに起

因していると確信しています。実際に、LTVAはプライベー

ト市場における企業家的な経営権の発揮に恩恵を受け

ており、ここでは上場市場の包括的なコーポレート・ガバナ

ンス・コードの遵守よりも積極的な価値創造が優先されま

す。価値創造を可能にするように設計されたガバナンス構

造は、経営陣が⻑期的な成⻑に重点を置く上で優れた

基盤です。これは、過去10年間にわたりプライベート・エク

イティがアウトパフォームした要因の1つであると考えられま

す。

LTVAは成⻑の可能性を有するだけでなく、伝統的な年

⾦基⾦のグライド・パス戦略に対して分散効果やダウンサ

イド・リスクの削減効果も発揮しています。LTVAのカテゴ

リーをリードする企業は多くの場合、参入障壁が⾼く、成

⻑の停滞に耐え得るポジションを確保しています。成⻑と

インフレが逆方向に転じた場合、市場におけるリーダーシッ

プにより、LTVAはキャッシュフローの強靭性を発揮し、⾼

い価格決定⼒を通じてインフレの影響を抑えることが可能

です。したがって、年⾦制度にとって、LTVAに配分するこ

とはポートフォリオにより安定性をもたらします。その他の条

35 資産クラスの期待リターンは、期待リターン・フレームワークによって予想
される広範な業界のリターンに基づいています。規律ある投資アプロー

件が同じ場合、これにより、年⾦制度は年⾦数理上の前

提においてより慎重な低いマージンを採用することになり、

負債割引率が⾼くなると同時に年⾦基⾦の負債が低く

なります。

2020年のプライベート市場のベンチマーク・ポート
フォリオ

過去に発⾏したプライベート市場ナビゲーターでも説明し

たように、パートナーズ・グループは、リターン重視のポートフ

ォリオと利回り重視のポートフォリオにより、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説いて

います。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、資産クラスの幅、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、利回り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。期待リターン・フレー

ムワークから導かれた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、次に8

ページの「プライベート市場の⾒通し」セクションで定義され

ている資産テスト・シナリオを適用します。35

リターン重視のポートフォリオでは、景気サイクルの後半の

環境において、成⻑を創出し、変⾰的なトレンドを捉える

余地が拡⼤していることを踏まえ、実物資産に対してプラ

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ま

す。パートナーズ・グループは、⾼い価格決定⼒を有し、マ

ージンの安定性を備えた企業への直接投資に重点を置

いています。これらの企業は、経営権の発揮に向けた起

業家的アプローチや⻑期的視点により成し遂げられる価

値創造の可能性を有しています。変⾰的なトレンドに恩

恵を受ける付加価値及び市場セグメントに注目すること

チと、価値創造の前提により、パートナーズ・グループの目標リターンは
広範な市場の期待リターンを上回っています。 
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で、バリュエーションの下落のマイナスの影響がほぼ相殺さ

れると⾒込まれます。パートナーズ・グループでは現在、⾦

利上昇に対する⾒方を緩和したことで、リスク/リターン・プ

ロファイルの魅⼒度が薄れたため、劣後債をアンダーウェイ

トとしています。トータル・リターンが低下し、コベナンツ条項

が緩和されていることから、この市場セグメントは厳選した

投資が求められます。資産クラスにおける株式投資につい

ては、⾜元の割⾼なバリュエーション環境を踏まえ、⻑期

保有とバリュエーションの下落を考慮しています。

これらのウェイトを適用し、期待リターン・フレームワークにお

ける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%になり、3660/40の上場市場ポートフォリオ（株式

に60%、国債に20%、投資適格債に20%）に対して

4.9%ポイントの⼤幅なアウトパフォーマンスを生み出しま

す。これは、パートナーズ・グループの2019年の⾒通しを

40bp上回っています。以下の図表は、同様の資産配分

⽐率を使用して、様々なシナリオの下での期待リターンを

⽰したものです。

利回り重視のポートフォリオでは、変動利付債が依然とし

て主要な構成要素となっています。パートナーズ・グループ

では「新しい防御の中での攻撃」という⾒解に沿って、「認

識される」追加リスクに対する対価以上の利回り格差か

ら、資産担保債券よりも社債を選好します。実物資産デ

ットは、引き続きアンダーウェイトとします。また、景気サイク

ルの現段階での良好なダウンサイド・プロテクションに鑑

み、⻑期的な資産配分と⽐較してシニア・デットをオーバ

ーウェイトとします。第二順位抵当権付きローンでは、適

切なダウンサイド・プロテクションを提供する上で十分なコ

ベナンツ及び（または）⼤きなエクイティ・クッションのある

厳選したクレジットにフォーカスします。

リターン重視のポートフォリオと同様に、以下のチャートで

は、異なるシナリオ下での利回り重視のポートフォリオの期

待リターンを⽰し、これらのリターンを20/80の上場市場ポ

ートフォリオ（株式に20%、国債に40%、投資適格債に

30%、ハイ・イールド債に10%）の期待リターンと⽐較し

ています。

36 広範な業界の期待リターンを⽰しており、パートナーズ・グループの目
標リターンではありません。研究目的のためだけに提⽰されています。ポ

ートフォリオは実際のパートナーズ・グループの投資先を⽰すものではあ
りません。
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