
2021年の⾒通し

攻撃はやはり最良の防御
プライベート市場ナビゲーター



プライベート市場ナビゲーター︓2021年の⾒通し

2/54 

目次

プライベート市場の⾒通し ........................................................................................................................................... 5

プライベート・エクイティ ................................................................................................................................................ 12

業界展望 ..................................................................................................................................................................... 20

プライベート不動産..................................................................................................................................................... 23

プライベート・デット ...................................................................................................................................................... 30

プライベート・インフラストラクチャー............................................................................................................................ 36

流動性の高いプライベート市場 ............................................................................................................................... 42

ポートフォリオの全体像 .............................................................................................................................................. 44

Contacts ..................................................................................................................................................................... 54



プライベート市場ナビゲーター︓2021年の⾒通し

3/54 

免責条項

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。

本資料に明示的に記載されているか否かを問わず、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ではありません。⽶国を拠点とする投資家は、本資料で⾔及されている商

品またはファンドに投資することはできません。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。

© 2020 Partners Group, all rights reserved. 



プライベート市場ナビゲーター︓2021年の⾒通し

4/54 

本資料はパートナーズ・グループが発⾏する 2021 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

困難な局面において頑健性を生み出す

新型コロナウイルスのパンデミックという未曾有の危機に直⾯し、世界経済は 2020年に深刻な打撃

を受けました。2021年の経済⾒通しは不透明ですが、パートナーズ・グループは厳しい環境の中で

も投資機会を⾒出すことができると⾃負しており、プライベート市場の投資において「攻撃は最大の

防御」であるとの考え方を維持しています。

新型コロナウイルスのパンデミックが発⽣したことで、世界経済は

世界⼤恐慌以降で最も急激かつ⼤幅な落ち込みを経験しまし

た。10⽉半ば以降、新型コロナウイルスの新規感染者数が急

増しており、多くの先進国でロックダウン（都市封鎖）が再導⼊

されているため、依然として経済の混乱が続いています。その⼀

⽅で、ワクチンの供給が間もなく開始される⾒通しであり、このこ

とは好材料と⾔えます。今後は、セクターによって回復度合いに

⼤きな差が⽣じ、さらにサブセクターによっても違いが出てくると予

想されます。

経済は⼤幅に縮小しましたが、パートナーズ・グループの基本シ

ナリオでは、多くのセクターで回復が続くと想定しており、2022年

までには新型コロナウイルス発⽣前の活動水準が視野に⼊ると

⾒ています。ただし、このシナリオが実現しない可能性もあり、

様々な要因によって状況が変化すると考えられます。新型コロナ

ウイルスの脅威に対してそれぞれの経済主体がどのような対応を

図り、それによって消費、雇用、設備投資、および財政刺激策

などにどのような影響が及ぶのか、今後も注視していく必要があり

ます。また、ワクチンの供給状況やその有効性も、今後の経済

動向を左右する重要な要素となります。ダウンサイド・リスクが高

まっており、これについて以下に説明します。

厳しい環境下における投資機会

不透明感を背景に厳しい状況が続いている⼀⽅で、企業や投

資家にとっては投資機会も⽣じています。こうした環境の中で、

パートナーズ・グループは「攻撃は最⼤の防御」であるとの考え⽅

を維持しています。パートナーズ・グループのテーマ別投資戦略で

は、変革的トレンドを⾒極めることを目指しており、これに加えて

資産レベルの実践的な価値創造を追求することにも努めていま

す。パートナーズ・グループはこれらの⽅針に基づいて投資活動

を⾏っており、不透明な環境においても適切にポートフォリオを管

理することが可能です。実際に、パンデミックの発⽣によって多く

の変革的トレンドが加速しており、これらはパートナーズ・グループ

の投資戦略にとって極めて重要な動きであると⾔えます。例え

ば、ソーシャルディスタンスやリモートワークといった新しい⽣活様

式が浸透する中で、企業や産業のデジタル化が加速していま

す。また、グローバル・サプライチェーンの崩壊に伴い、近隣諸国

へのアウトソーシングが増加しています。不透明感が高まる中

で、プラットフォーム企業は魅⼒的なバリュエーションで企業を買

収し、プラットフォームを拡⼤することにより、⼤きなシナジー効果

を⽣み出しています。パートナーズ・グループのポートフォリオは

2020年上半期に多少のボラティリティを経験しましたが、投資戦

略を忠実に実⾏したため、安定性を維持し、すぐに成⻑軌道を

取り戻しました。新型コロナウイルス危機が発⽣したことにより、

中⻑期的にはさらなる成⻑を実現できる可能性があると考えて

います。

バリュエーションの回復

新型コロナウイルスのパンデミックの発⽣を受け、2020年3⽉に

は⾦融市場が急落しましたが、その後は市場のバリュエーション

が急速に回復しました。世界各国の中央銀⾏と政府は前例の

ない規模の⾦融・財政支援を実施し、このことが市場の回復に

寄与しました。また、こうした⾦融・財政両面からの支援により、

世界的な経済恐慌を回避できただけでなく、経済は予想を上

回る速さで回復しました。市場の上昇に伴い、多くの資産クラス

のバリュエーションはパンデミック発⽣前の高い水準に戻っていま

す。こうした動きの背景には、⻑期にわたり低⾦利が続く可能性

があると市場が認識していることが挙げられます。しかし、市場は

⼤幅に反発したため、パートナーズ・グループはバリュエーションに

対して慎重な⾒通しを維持しています。新型コロナウイルスの感

染拡⼤によって甚⼤な影響を受けたセクター（例えば、S&P 

500のレストラン・サブインデックスなど）も下落分を取り戻してお

り、バリュエーションが回復しています。したがって、バリュエーション

は今後、割引率や成⻑⾒通しの変化による影響を受けやすく

なると予想されます。
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パートナーズ・グループの基本シナリオ︓2022年までに

はパンデミック発生前の活動水準に戻る

パートナーズ・グループの引受に際して考慮される経済の前提

は、短期および中⻑期の動向に基づいています。

近い将来に極めて有効なワクチンが供給されたとしても、新型コ

ロナウイルス危機がすぐに収束するとは考えられません。本稿を

執筆している時点で、多くの国ではロックダウンが実施されていま

す。しかし、パートナーズ・グループは、ロックダウンが解除された後

には景気回復が進むとの楽観的な⾒⽅をしています。企業や個

人がウィズコロナの⽣活様式に順応する中で、2021年にはこれ

までに抑制されていた需要が解き放たれ、景気回復の追い風に

なると予想します。しかし、ワクチンの開発が決定的な解決策に

なる可能性は低いと⾔えます。ワクチンが広く⾏き渡るまでには

時間がかかり、その間にも感染拡⼤の波が繰り返し押し寄せる

恐れがあります。ただし、前例のない規模の⾦融・財政刺激策

や記録的な低⾦利を背景に状況が改善し、信頼感が回復して

いることも事実です。したがって、短期的には経済が⼒強く回復

し、多くの業種で2022年までにパンデミック発⽣前の活動水準

に戻ると予想されます。世界的に景気回復が⾒込まれますが、

国によって産業構造が異なるため、回復度合いに差が⽣じる可

能性があります。テクノロジー産業の⽐重が高い国（例えば、⽶

国やフランスなど）は、観光業への依存度が高い国（例えば、

イタリアやスペインなど）よりも早く回復する可能性があります。た

だし、景気停滞などによってボラティリティが高まる恐れもあるた

め、物事がすべて順調に進む可能性は低いように思われます。

中⻑期的な⾒通しがより明確になるのは2022年または2023年

になると考えられます。その頃には、新型コロナウイルス収束後の

経済構造がより明らかになり、⾦融政策措置の効果がはっきり

する可能性があります。現時点では不透明感が高いため、パー

トナーズ・グループでは中期的に慎重な⾒通しを維持していま

す。潜在成⻑率は低水準にとどまると⾒ています。

プラス面では、デジタル化や⾃動化の加速により、⼀部のセクタ

ーでは効率性が高まり、設備投資がやや増加すると予想されま

す。さらに、⽶国で新政権が発足し、強⼒な外交政策が推進さ

れれば、不透明感は後退すると⾒込まれます。マイナス面では、

サプライチェーンの崩壊に伴う近隣諸国へのアウトソーシング、グ

ローバリゼーションの停滞、および政府介⼊の拡⼤などにより、多

くの先進諸国において⽣産性や競争⼒が低下すると予想されま

す。

その他にも、中期的な成⻑を妨げる要因が存在しています。例

えば、感染拡⼤で甚⼤な被害を被ったセクターの企業について

は、政府の支援または低⾦利によって存続が維持されている状

態であるため、リターンのアップサイドが限定的となっています。ま

た、⽶中間の対⽴によって⽣産効率が低下するなどの悪影響が

出ているため、⼀部の業種では不透明感が高まっています。世

界のレバレッジ水準は新型コロナウイルス発⽣前にすでに高まっ

ていましたが、現在では公共セクターを中⼼にレバレッジがさらに

高まっています。また、⾦融政策と財政政策の境界線が曖昧に

なっており、⽶連邦準備制度理事会（FRB）は物価上昇率

が⼀時的に2%を超えることを容認する「柔軟な平均インフレ目
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標」1を導⼊すると発表していますが、これにより⻑期的にインフレ

圧⼒が高まる恐れがあるとの懸念の声が上がっています。

この基本シナリオでは、経済成⻑が限定的となり、バリュエーショ

ンに対して若⼲の低下圧⼒がかかる可能性があります。ただし、

割引率が低いため、それほど⼤きな低下圧⼒とはならない可能

性があり、結果としてバリュエーションは過去の平均水準を上回

って推移する可能性もあります。

保守的なケース︓回復局⾯が2023年までもつれ込む

最初の資産テスト・シナリオとして、ここでは保守的なケースにつ

いて説明します。これは最も可能性の高い代替シナリオですが、

基本シナリオよりも可能性は低いと考えられます。新型コロナウイ

ルスの感染拡⼤が続く中で、ロックダウンが⻑期化し、経済のファ

ンダメンタルズがさらに悪化する恐れがあります。この保守的なケ

ースの下では、景気回復がなかなか進まず、景気停滞局面や

低成⻑環境が中⻑期的に続く可能性があります。このシナリオ

では、新型コロナウイルス発⽣前の水準まで景気が回復するの

が2023年までもつれ込み、⼆次的な影響が⼤きくなる可能性

もあります。多くのセクター（例えば、⼀般消費財・サービス・セク

ター、または事務管理および専門サービス（コンサルティング業

務、リース業務）などの特定サービス）では、回復までにさらに

⻑い期間を要するかもしれません。成⻑を妨げる可能性のある

要因としては、企業のデフォルト率の上昇や、売上高の低迷に

よる採用活動の遅れなどが挙げられます。不良債権が増加すれ

ば、銀⾏のバランスシートが毀損し、結果として融資、設備投

資、および労働市場に悪影響が出る恐れがあります。さらに、い

くつかの国では歳出を抑制する必要があります。国際通貨基⾦

（IMF）の予測によると、例えば⽶国の2020年の財政⾚字は

対GDP⽐で14%を超え、さらに2021年も8%を上回る⾒通しと

なっています。イタリア、フランス、スペイン、および英国の2020年

の財政⾚字は10%台前半から半ばの水準となり、2021年には

6〜9%に低下する⾒通しです2。⻑期⾦利は低水準で推移し

ているため、当面の間は、財政⾚字の補填や累積債務の返済

が⼤きな問題となることはないと⾒られます。ただし、政府債務が

増加していることに対して不安が高まる恐れがあるため、ターゲッ

トを絞った限定的な財政支援が求められる可能性があります。

1 ⽶連邦準備制度理事会（FRB）、2020 年 9 ⽉

2 国際通貨基⾦（IMF）の世界経済⾒通し改訂版、2020 年 10 ⽉

このシナリオでは、バリエーションがより⼤幅に低下する可能性が

あります。

代替シナリオ

市場ではインフレ圧⼒が過小評価されていますが、今のところイ

ンフレ・リスクはそれほど⼤きいわけではありません。世界経済の

需給ギャップは依然としてマイナスですが、サプライチェーンの崩壊

に伴う近隣諸国へのアウトソーシングや、グローバリゼーションの

停滞、および⼀部の市場セグメントにおける⽣産能⼒の制限な

どにより、物価に上昇圧⼒がかかる可能性があります。さらに、

各国中央銀⾏は2020年初め以降、7兆ドル以上3の追加流

動性を供給しており、このことは⻑期的なインフレ期待の上昇に

つながる可能性があります。高水準の政府債務がさらに増加す

ると⾒込まれることや、FRBが物価の⼀時的な上振れを容認す

る新たな⽅針を発表したこともインフレ期待の上昇を招く恐れが

あります。実際に、債務デフレが「望ましい」結果になる可能性が

あります。パートナーズ・グループのスタグフレーション・ケースで

は、低成⻑環境が続く⼀⽅で、インフレ率が上昇し、中央銀⾏

の政策⾦利がやや上昇します。

アップサイド・ケースでは、現在⾏われている⼤規模な⾦融緩

和策によってセンチメントが改善し、予想を上回る速さで回復が

進み、企業業績も予想を上回ります（2021年には成⻑が加

速するが、2022年と2023年には成⻑がやや鈍化）。5年間の

年間平均経済成⻑率は基本シナリオとそれほど⼤きく変わりま

せんが、経済発展がより堅調となり、ダウンサイド・リスクの可能

性が低下します。こうした状況を背景にリスク選好が高まり、市

場の上昇基調が⻑く続く⼀⽅、⾦利は低水準で推移する可能

性があります。

3 USB、2020 年 9 ⽉
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新型コロナウイルスによって変⾰的トレンドが加速

パートナーズ・グループでは、変革的トレンドを2つのカテゴリーに

分けています。⼀つ目の産業カテゴリーは、企業が提供する商

品またはサービスのタイプに関係しており、ビジネスモデルの適応

やテクノロジーの発展などが強⼒な影響要因となります。もう⼀

つのカテゴリーは市場の構造変化に関係しており、例えば細分

化された業界の整理統合などがこれに該当します。

パートナーズ・グループはここ数年間で多くの変革的トレンドを⾒

極め、それらに資⾦を投じてきました。新型コロナウイルス危機を

受け、こうした変革的トレンドが加速していると考えています。産

業カテゴリーでは、デジタル化や⾃動化の流れが加速しており、

ビジネス・サービスが単純化されています。その⼀例としては、ロッ

クダウンやソーシャルディスタンスによって人と人との接触が減少す

る中で、オンラインでモノやサービスを購⼊する消費者が急増した

ことが挙げられます。仮に新型コロナウイルスが発⽣していなけれ

ば、オンラインで買い物をする機会が⼀度もなかった消費者もい

たかもしれません。今回を機にオンライン・ショッピングを始めた消

費者の⼀部は、今後もオンラインでの消費⾏動を続ける可能性

があります。

デジタル・サービス経済へのシフトを推進している企業は、こうした

デジタル化のトレンドから直接的な恩恵を受けています。パート

ナーズ・グループの投資先企業であるGlobalLogic Inc.もその

うちの1社です。GlobalLogicは、デジタル製品のエンジニアリン

グ・サービスに特化し、エンドツーエンドのソフトウェア開発サービス

を提供する有⼒企業です。同社は、企業がデジタル技術を使っ

て顧客に商品を届け、顧客と関わり、顧客のニーズに応えること

を支援しています。新型コロナウイルスのパンデミックが発⽣して

以降、同社のサービスに対する需要が高まっており、同社は既

存顧客だけでなく、新規顧客へもサービスを拡⼤しています。そ

の他の投資先企業であるCivicaは、業務上不可⽋なソフトウ

ェア・ソリューションを⼿掛ける英国の企業であり、主に公共セクタ

ーの顧客にサービスを提供しています。パンデミックが発⽣して以

降も、同社は顧客向けにデジタル・ソリューションを考案し、業務

の効率化を支援してきました。例えば、同社はインタラクティブな

感染症状の確認、チャットボット、および通知などが可能な新型

コロナウイルス情報アプリを開発しており、北アイルランド保健省

がこのアプリを⽴ち上げました。さらに、同社は医療従事者向け

のオンライン求人ソフトウェアを開発し、英国とウェールズにおける

国⺠保健サービス（NHS）の人材採用担当者に支援を提供

しています。

新型コロナウイルスのパンデミックを受け、構造的変化が加速し

ており、例えば業界再編が進んでいます。こうした動きの背景に

ある要因としては、債務負担の増加、困難な資⾦調達環境、

およびスケールメリットの追求などが挙げられます。企業の規模が

小さければ小さいほど、事業運営を継続することがより困難な環

境となっています。中小企業の事業主は、⼤きなサプライチェー

ンの⼀端を担うことで⼤きなメリットが得られると考えており、この

ことも業界再編を加速させる要因となっています。その例として

は、会計、マーケティング、および人材管理といった⼀元的な管

理業務が挙げられます。こうした⼀元的な管理を強化すれば、

企業は専門スタッフが提供する高付加価値・高利益率のサービ

スに多くの時間を費やすことが可能となります。パートナーズ・グル

ープでは、主にヘルスケア・サービス、メンテナンス・サービス、およ

び教育サービスなどの分野でこうしたトレンドが加速していることを

確認しています。

こうした動きがある⼀⽅で、新型コロナウイルスの感染拡⼤によっ

て打撃を受けた資産は、回復までに⻑い期間を要する可能性

があります。例えば、小売業、ホスピタリティ産業、および観光業

などは多くの顧客との直接対話が求められるため、当面、新型コ

ロナウイルス発⽣前の水準に戻ることはないかもしれません。同

様に、2008年の世界⾦融危機以降の低⾦利環境で辛うじて

⽣き残ってきた低利益率企業も厳しい状況に直面すると⾒込ま

れます（⼀般的には、こうした低利益率企業は上場している傾

向がある）。例えば、旅客航空会社やクルーズ船運営会社な

どは、中⻑期的に売上高の低迷が続くと予想されます。すべて

の資産クラスにおいて、パートナーズ・グループのプラットフォームで

はこれらのセクターおよび資産へのエクスポージャーを限定的にと

どめています。

プライベート市場に対するインプリケーション

プライベート市場の資産については、こうした厳しい環境の中

でも堅調なパフォーマンスを実現できる場合が多いと言えま

す。上場企業をアウトパフォームできる可能性があり、それには

様々な理由があります。例えば、プライベート市場の資産は環

境の変化に対して迅速かつ柔軟に対応することが可能であり、

上場企業よりも適切な対応ができるケースも多くあります。また、

プライベート市場は⻑期志向であるため、仮に短期的な利益を

犠牲にしたとしても、重⼤な修正を⾏うことによって中期的に持

続可能な高い収益性と安定した売上高を目指すことができま
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す。さらに、プライベート市場では、⼀般に支配権や強固なガバ

ナンス体制を構築する能⼒と引き換えに、ポートフォリオの投資

先企業において⻑期的な資⾦調達の安定性と柔軟性を確保

することができます。これらは、ボラティリティの高い局面では極め

て重要な要素であり、プライベート市場のアウトパフォーマンスに

⼤きく貢献するものであると考えられます。

パートナーズ・グループはテーマ型ソーシング・アプローチと変革的

な投資を重視しているため、危機に際してもポートフォリオを適

切に管理することができます。新型コロナウイルスの感染拡⼤で

最も甚⼤な打撃を受けた業種（小売、映画館、娯楽など）

は、eコマースやストリーミング配信サービスの急拡⼤を受け、構

造的課題に直面しています。パートナーズ・グループはテーマ型ソ

ーシング・アプローチに従い、すでにこれらのセクターをアンダーウェ

イトとしていました。

パンデミックの影響で3⽉には市場が急落しましたが、パートナー

ズ・グループのダイレクト・プライベート・エクイティの投資先企業の

⾦利・税⾦・償却前利益（EBITDA）は6⽉までにプラスの伸

びに戻りました（プライベート・エクイティのセクションを参照）。プ

ライベート・インフラでは、パートナーズ・グループはGDP成⻑率に

関連しない投資に注目しており、エネルギー・セクターやコモディテ

ィ価格へのエクスポージャーを意図的に回避してきたため、ダイレ

クト・インフラ資産については2020年全体を通じて堅調な収益

の伸びを達成することができました。不動産では、2020年9⽉時

点におけるポートフォリオの賃料徴収率は世界全体で93%とな

っており、底堅く推移しています。さらに、⽶国の不動産ポートフ

ォリオの賃料徴収率は4つのセクターすべてにおいて全⽶平均を

上回っています4。

新型コロナウイルス危機が続いているものの、パートナーズ・グル

ープの投資戦略はそれほど⼤きく変化していません。新型コロナ

ウイルスやマクロ情勢の影響で収益が悪化する恐れのある企業

に注意しており、これらを投資対象から除外しています。さらに、

パートナーズ・グループは資産テスト・シナリオを厳密に適用する

ことにより、成⻑およびバリエーションのリスクに適切に対処してい

ます。パートナーズ・グループの投資委員会はすべての投資機会

を⼊念に審査しており、上述したような「保守的な」ケースや「ス

タグフレーション」ケースなどを含むあらゆるシナリオを想定した上

4 全⽶平均は⽶国不動産投資受託者協会（NCREIF）の 2020 年 7 ⽉のデ

ータに基づく

で投資先を選別しています。さらに、パートナーズ・グループは保

有期間における資産の⼤部分について、バリュエーションの下

落を常に考慮しています。

パートナーズ・グループはすべてのプライベート市場戦略において

明確なアプローチを採用しており、これについて以下に説明しま

す（詳細については、各資産クラスのチャプターを参照）。

プライベート・エクイティ

プライベート・エクイティでは、構造的変化から恩恵を受けられる

セクターに属する頑健な企業を作り出すことに努めています。こ

の目標に向けて、パートナーズ・グループは変革的トレンドに注

目し、価値創造のための実践的なアプローチを採用することを目

指しています。例えば、パートナーズ・グループは、規模が小さくバ

リエーションが割安な企業を追加買収することにより、プラットフォ

ーム企業を成⻑させています。業界再編が進んでいない細分化

された市場に注目し、そうした市場における有⼒企業を買収対

象としています。例えば、パートナーズ・グループは⽶国のヘルス

ケア・サービス会社に注目しており、外来患者向けに理学療法

サービスを提供する独⽴系ヘルスケア会社であるConfluent 

Healthに投資しました。新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響

で小規模診療所が困難な状況に直面しており、こうした小規模

診療所はより⼤きなプラットフォームに加⼊することで得られるメリ

ットを認識しています。こうした中で、Confluent Healthはタック

イン買収プログラム（小規模な企業を買収して事業統合を進

める戦略）を推進することが可能となっています。
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すべての資産クラスにわたり、パートナーズ・グループはテーマ型注

目分野に沿って投資機会をソーシングしています。13ページの

網掛け部分では、パートナーズ・グループがどのようにテーマを定

義し、買収候補企業を特定しているかを詳細に説明していま

す。常に40〜60の注目分野が設定されており、各分野によって

短期的な重要度が異なります。パートナーズ・グループが注目し

ている変革的トレンドの1つとして、「農業の進化」が挙げられま

す。人⼝増加に伴って⾷料需要が高まっており、所得水準が高

ければカロリー摂取量も多くなります。⼀⽅、耕作可能な土地に

は限りがあるため、収穫量を増やすには収穫効率を高める必要

があります。持続可能性に対する意識が高まっていることも、農

業の近代化を後押しする要因となっています。パートナーズ・グル

ープは2年近くにわたり農業セクターを監視し、このセクターのエコ

システムについて理解を深め、数多くの経営陣と面談を重ねてき

ました。その結果、2020年7⽉にRovensaを買収することに合

意しました。同社は、特殊農作物（果物と野菜）を中⼼とした

持続可能な幅広い商品ポートフォリオを持っており、環境と調和

した形で⾷料需要の増加に対応することができると考えられま

す。Rovensaは、バイオ栄養やバイオコントロール商品、および

「バイオソリューション」において世界で3位以内に⼊る企業です。

バイオソリューションとは、農作物に栄養を与え、農作物を保護

すると同時に、農業による環境への負荷を低減することを目指

すものです。Rovensaが提供する多くの商品は、⾃然または⽣

物由来の原料（例えば、植物エキスや微⽣物など）を使用し

ています。こうした持続可能な商品の使用は、今後20年間にわ

たって1桁台後半または2桁台前半の伸びを示すと予想されてい

ます。

パートナーズ・グループは、Rovensaへの投資を通じて高い価値

を創造することができると考えており、同社の有望かつ多様なポ

ートフォリオの開発を加速させ、海外進出を推し進めることを計

画しています。また、同社の研究開発を支援し、高成⻑のニッチ

市場を特に重視していく⽅針です。さらに、⽣物学の分野で買

収を⾏い、本業の成⻑を補完します。これらの取り組みを通じ

て、Rovensaを高成⻑かつ真に国際的なバイオソリューション・

プロバイダーに成⻑させることを目指します。

プライベート・デット

パートナーズ・グループは、同様のテーマ型ソーシング・アプローチ

をプライベート・デットにも適用しており、ダウンサイド・プロテクシ

ョンと元本確保を重視しています。現在のマクロ経済環境を踏

まえ、パートナーズ・グループはレラティブ・バリューの注目点を資

本構造のシニア部分にシフトしています。現在の環境において、

資本構造のシニア部分はより良好なリスク/リターン特性を提供

していると考えられます。

パートナーズ・グループはセクターに注目する考え⽅を採用してい

ます。例えば、パートナーズ・グループは⻑年にわたりヘルスケア・

サービス・セクターをモニタリングしており、ディフェンシブ・セグメント

において魅⼒的なビジネスモデルを有する数多くのサプライヤーと

プロバイダーを監視しています。パートナーズ・グループは最近、

消毒剤、殺菌剤、および化粧品保存料商品を開発、製造、お

よび供給する欧州の企業にシニア・デットを提供しました。このセ

クターは景気循環の影響を受けにくく、業界の成⻑率は約5%

であり、新型コロナウイルス収束後には成⻑率がさらに高まる可

能性があります。成⻑を促進する要因としては、人⼝高齢化、

医療機関における消毒剤の使用機会の増加、規制の厳格

化、およびオンライン販売経路の拡⼤などが挙げられます。魅⼒

的な業界で事業展開する企業へのエクスポージャーを得られる

だけでなく、新型コロナウイルス収束後の経済状態も魅⼒的で

あると⾔えます。新型コロナウイルス発⽣前は、同社は第⼀順

位および第⼆順位抵当権付きローンを借り⼊れ、負債

/EBITDA倍率の目標を約6.5倍に設定していました。新型コロ

ナウイルス発⽣後の資本構造は単⼀のユニトランシェ・ファシリテ

ィに簡略化されており、負債/EBITDA倍率は4.7倍に低下し、

スプレッドは拡⼤しています。

プライベート・インフラ

プライベート・インフラでは、パートナーズ・グループはテーマ型およ

び価値創造の注目分野を維持しており、特に直接ポートフォリ

オは新型コロナウイルス危機が続く中でも極めて良好なパフォー

マンスとなりました。インフラ投資の⽅針として、パートナーズ・グル

ープは伝統的なインフラ資産の開発とプライベート・エクイティのよ

うな企業の増強戦略を組み合わせ、より包括的なインフラ・ソリ

ューションを提供することにより、超過収益の実現を目指します。

例えば、パートナーズ・グループは、異なる再⽣可能エネルギー

源、貯蔵キャリア、および内部供給施設を組み合わせたエネル

ギー・プラットフォームを構築しています。投資先企業の1つである

オーストラリアのGrassroots Renewable Energy platform

でもこの戦略を採用しています。Grassrootsでは、風⼒、太陽

光、およびバッテリーなどのプロジェクトを組み合わせています。

セクター別では、「炭素排出量実質ゼロ経済」への移⾏を支援

する分野に成⻑機会があると考えており、再⽣可能エネルギー

や、安定的かつ柔軟な発電に貢献している企業に注目していま

す。また、パートナーズ・グループはデジタル・インフラの高密度化

をオーバーウェイトとしています。新型コロナウイルスの感染拡⼤

を背景に、デジタル化の流れが加速する中で、この分野に対す

る需要は明らかに高まっています。

輸送ビジネスモデルと新たなテクノロジーを組み合わせた「ニュー・

モビリティ」サービスは、景気循環の影響を受けにくいサービスであ

り、魅⼒的な成⻑が期待できる分野であると⾔えます。人やモノ
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の移動を支えるモビリティ・サービスは社会の基本的ニーズであ

り、テクノロジーに依存しないモビリティ・サービスは魅⼒的なリスク

/リターン特性を提供します。パートナーズ・グループでは、交通

量へのエクスポージャーが低く、顧客需要が安定した分野（例

えば、電⼦料⾦収受（ETC）システムなど）に注目していま

す。ここ数年と同様に、GDP成⻑率へのエクスポージャーを抑

え、コモディティ価格リスクを回避することに努めています。

プライベート不動産

プライベート不動産では、投資戦略はそれほど⼤きく変わってい

ません。パートナーズ・グループはシチュエーション（いかに割安

で買うか）を重視する投資家であり、オフマーケットの投資機

会を追求しています。現在のような厳しい市場環境下では、不

動産価値が安定するまでに時間がかかるため、こうした戦略が

特に上⼿く機能します。パートナーズ・グループは、ダウンサイド・

プロテクションを確保するために既存のキャッシュフローを⾮常に

重視しており、付加価値戦略を通じてリターンを高めることに努

めています。人⼝が集中する割高な地域にあるオフィスや居住

用物件への投資を控えています。⼀⽅、⽶国テキサス州のオー

スティンといった成⻑都市は、⽣活コストが⽐較的安く、税率も

低いため、今後も多くの企業や人々が集まると予想されます。パ

ートナーズ・グループは、こうした地域における居住用物件とオフィ

ス資産に注目しています。

欧州では、バックオフィスを分散する傾向があり、例えばポーラン

ドはオフィス物件が集まる魅⼒的な地域であると⾔えます。世界

中の企業は、人件費削減に取り組んでいる⼀⽅で、高学歴の

人材を採用することに努めています。ポーランドの都市であるクラ

クフとヴロツワフには、合わせて11万以上のバックオフィスと32の

⼤学があり、24万5千人の学⽣が⽣活しています。賃料は欧州

の平均を⼤きく下回っており、人件費も安価となっています。パー

トナーズ・グループは最近、これらの都市において11件のクラス

A・オフィス物件を取得しました。これらの物件では、有名な⼀流

企業がテナントとして⼊居するケースが多くなっています。パートナ

ーズ・グループはデューデリジェンスを⾏う際に、既存のテナントと

交渉し、テナントが⻑期にわたり⼊居することを確認しました。加

重平均リース期間はパートナーズ・グループの想定投資期間を

⼤きく上回っており、新規スペースのリースアップ計画は限定的で

あるため、新型コロナウイルスの影響を受けにくいと考えられま

す。この投資機会は、世代交代を受けて開発会社とその資産

の売却を模索していた売り⼿から提供されたものでした。さらに、

ストラクチャーが複雑であったため、新型コロナウイルス発⽣前に

もかかわらず、⾮常に厳選された投資家需要を呼び込みまし

た。パートナーズ・グループは不動産運営会社と協⼒し、包括的

なソリューションを提供することができました。

eコマースの拡⼤に伴い、倉庫スペースの需要が高まっているた

め、ポートフォリオでは物流資産も引き続きオーバーウェイトとして

います。その⼀⽅で、小売店舗資産を引き続きアンダーウェイト

としていますが、今後は娯楽セクターのディストレスト資産を購⼊

することを慎重に検討する可能性があります。中期的には、取

引量が回復した後に、セカンダリー市場における伝統的な投資

機会に資⾦を振り向けることを検討します。

総括

投資を成功に導くためには、積極的なソーシング活動、テーマ志

向のアプローチ、および変革的な価値創造戦略が重要なカギに

なると考えています。新型コロナウイルス危機が続いているもの

の、パートナーズ・グループの投資戦略はそれほど⼤きく変化して

いません。直接投資ポートフォリオは堅調なパフォーマンスを維持

しているため、どちらかといえば、新型コロナウイルス危機によって

パートナーズ・グループの投資確信度がより高まったと考えていま

す。
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プライベート・エクイティ

変革的な投資戦略

新型コロナウイルスの感染拡大により、パートナーズ・グループが注⽬しているトレンドの多くが加速し

ました。これは、パートナーズ・グループのテーマ型ソーシングと実践的な価値創造のアプローチを組み

合わせた変⾰的な投資戦略への確信度を⾼めました。

市場概況

昨年の「プライベート市場ナビゲーター」を執筆した際には、わずか

数週間後に新型コロナウイルスによる世界的な混乱が発⽣し、

パートナーズ・グループの投資テーマが試されることになるとは想像

もしていませんでした。パートナーズ・グループの⻑期戦略は、平

均を上回る変革的な成⻑トレンドを⾒極め、価値創造のための

実践的なアプローチを適用するという組み合わせです。お客さまに

代わり構築したプライベート・エクイティ・ポートフォリオの年初来の

パフォーマンスは、堅調に推移しています。新型コロナウイルスの

感染拡⼤により、パートナーズ・グループが感染拡⼤前に注目し

ていた変革的なトレンドの多くが加速し、投資先企業のプラットフ

ォーム構築戦略を加速させることが可能となっています。バリュエー

ションは、2019年末時点の水準またはそれを上回り、中期的に

は緩やかなGDP成⻑が⾒込まれる事から、パートナーズ・グルー

プではテーマ型で積極的な投資アプローチを強化しています。

新型コロナウイルスの感染拡⼤や、それに伴う経済活動の停⽌

により、プライベート・エクイティの活動は2020年2⽉末から5⽉に

かけて「リスクオフ」モードに⼊りました。パートナーズ・グループは、

この期間において従業員の健康と安全や、投資先企業を守るこ

とに重点を置きました。企業の売却プロセスは世界的に先送りさ

れたため、2020年第2四半期における買収件数は前年⽐40%

減となりました。ロックダウン期間中の、デューデリジェンスやクロー

ジングの際に直面するソーシャルディスタンスの課題に加え、買い

⼿が支払う意思があるバリュエーションと、売り⼿が期待するバリュ

エーションとの間に差が⽣じたことにより、買収活動が低迷しまし

た。

その後、デット市場は再開しており、資本市場は回復していま

す。ただし、投資の件数やバリュエーションの水準は依然としてセ

クター間で⼆極化しています。成⻑性が⾒通すことが出来、回復

⼒があり、かつ利益率の高い資産は需要が高く、プレミアムの付

いたバリュエーションで取引され、新型コロナウイルス発⽣前の水

準を上回ることも多くなっています。

このことは、特にデジタル化経済への移⾏を受け⼊れているか、ま

たは移⾏を促進している企業に⾒られます。ITソフトウエア・サー

ビスや必要不可⽋な医療サービス等のヘルスケア分野の特定の

セグメントが当てはまります。

⼀⽅、新型コロナウイルスの感染拡⼤により深刻な影響を受けた

業種への投資活動やマルチプルは依然として低迷しています。具

体的には、顧客と直に接する航空会社やホスピタリティ企業な

ど、顧客数に依存しているビジネスモデルの業種は深刻な打撃を

受けています。同様に、レバレッジが高く、景気動向の影響を受

けやすい企業は、不透明性の高まりを補うためにリターン・プレミア

ムを必要としています。こうしたセクター間のばらつきは継続すると

予想されます。

今回の新型コロナウイルスの感染拡⼤によって明らかになったよう

に、単⼀セクター内における動向はは、個別企業が提供する事

業が、リモート型か顧客対応型か、従来型かデジタル型か、既製

品か、オーダーメイド型かによって、⼤きく変化する可能性がありま

す。したがって、「ヘルスケア」または「消費財」といった⼤きな括りで

のセクター分類はやや関連性を失っています。
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テーマ別の注目分野

パートナーズ・グループのテーマ型ソーシング・アプローチは、技術の

進歩またはビジネスモデルの変化等、構造や業界動向の変化に

よって引き起こされる変革的なトレンドを中⼼に展開しています。

パートナーズ・グループでは、5年〜10年の期間にわたり平均を上

回る持続的な成⻑をもたらすテーマを模索しており、通常では⼀

度に40〜60のテーマ型アイデアを探しています。

変革的なトレンドを探る際には、トップレイヤー以外の部分にも目

を向け、トレンドから恩恵を受けているが、それほど目⽴たないサブ

セクターで事業を展開している企業を探します。このような⼆次的

な思考は、多くの場合、より低いリスク・プロファイルで同様の成⻑

エクスポージャーを提供してくれます。

このコンセプトは、産業用オートメーションに良く表れています。この

市場の規模は約2,500億ドルに上っており、1桁台後半で成⻑し

ており、景気動向の影響をそれほど受けなくなっています。

産業用オートメーションの現在の段階は、コラボレーションロボット

（以下「コボット」）の使用が増えていることにより支えられていま

す。ただし、コボット⽣産市場は既に混雑した市場であり、競争が

急速に激化しています。したがって、競争の激化に直面することな

く、こうしたトレンドを利用するために、パートナーズ・グループではこ

のセクター中で1つ深いレベルでの事業を展開している企業に目を

向けています。この例としては、コボットの最⼤の用途である「ピック

＆プレース」および組み⽴てが挙げられます。したがって、ロボットに

よるピッキング装置や3Dセンサーといった必要不可⽋な部品やサ

ブシステムを⽣産している企業を探しています。

パートナーズ・グループが投資対象とする企業は、そのセグメント内

の市場リーダーであり、通常は業界のエコシステムにおいて交渉⼒

が高く、改善されていることが特徴となっています。高い経常収益

と、総システムに占める割合が低いことによる回復⼒を有していま

す。投資対象となる企業は、すでに市場シェアを拡⼤しているか、

または拡⼤する余地を有しているかのいずれかです。パートナーズ・

グループは、規模の⼤きなプラットフォームを構築することができるセ

クターを探しています。特に統合により、明らかなシナジー効果が

得られ、システムの効率性を改善することができる分野を探してい

ます。最近の事例としては、⽶国のヘルスケア・サービス・プロバイダ

ー・チェーンであるEyecare PartnersおよびConfluent Healthへ

の投資が挙げられます。両社とも、⾮常に細分化された市場で事

業を展開しており、独⽴した店舗は⼤型のチェーンの⼀部であるこ

とのメリットを認識するようになっています。

将来の成⻑に向けた転換

投資における新たな注目分野を⾒極めることに加え、パートナー

ズ・グループのテーマ型調査では、エコシステムが将来どのようにな

るかについても予測します。こうした調査により、変革的なトレンド

から⽣じる可能性を積極的に実現しています。例えば、ビジネスに

必要不可⽋なソフトウェアや、デジタル・ソリューション、アウトソーシ

ング・サービスを提供するCivicaを、従来型のライセンス・ビジネス

モデルからソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）/クラウドへの転

換を図っています。これにより、オン・オフ⽅式の高いアップフロント・

フィーや定期的な低いライセンス料ではなく、目に⾒える⻑期的な

サブスクリプション・ベースの経常収益を得ることが可能となります。

⽶国のインフラの位置特定サービスを提供しているUSICは、物理

的な位置特定サービスを補完するために全国的なデータベースを

構築しています。このデータベースでは、建設会社を含む多くの利

害関係者にデジタル式のインフラ・マッピングや分析を提供し、デジ

タル会社への道を開くことになります。

注⽬分野の発展

パートナーズ・グループのテーマ型ソーシング・アプローチでは、市場

動向またはファンダメンタルズの変化により、投資対象となるテーマ

の魅⼒が薄れた場合には、トレンドの優先順位を下げることができ

ます。例えば、遠隔診療はその成⻑の⼤きさからしばらくの間は

我々も注目していたトレンドでしたが、参⼊障壁が限定的であるこ

とに加え、バリュエーションも割高であり、エコシステムのマッピングを

⾏ってもが明確な勝者が⾒つからなかったため、優先順位を下げ

ました。また、3Dプリンターについても優先順位を下げていますが、

これは当初の予想よりも安定したキャッシュフローを⽣み出すのに

時間がかかっています。

また、すでに投資を完了しているテーマについては、ポートフォリオの

構築や分散の観点から、徐々に撤退する場合もあります。そのよ

うなテーマの事例としては、マルチサイト・ヘルスケア事業や意欲的

な消費者ブランドなどが挙げられます。このように、総合的なフレー

ムワークに基づいて、柔軟に勝ち組を選ぶことが出来ます。
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変革的トレンドの拡⼤

新型コロナウイルスの感染拡⼤により、パートナーズ・グル

ープが以前から注目していた変革的なトレンド多くが加速

しました。トレンドには、デジタル化、オートメーション、およ

び近隣諸国へのアウトソーシング等があります。

リモートワークへの取り組み、ロックダウン、およびソーシャル

ディスタンスなどの措置が実施されたことを受け、顧客や企

業はデジタル導⼊のペースを⼤幅に加速させています。こ

のことは、商取引や、顧客とのやりとり、ビジネス・プロセス

に影響を与えます。デジタル化の加速により、ソフトウェア・

エンジニアリングのアウトソーシング・サービスを提供する

GlobalLogicが提供するサービスに対する需要が高まって

おり、既存および新規顧客の成⻑が報告されています。

新型コロナウイルスの感染や、サプライチェーンの再編をめ

ぐる懸念により、⾃動化のトレンドが加速しており、これに

より、産業用ベルト・ソリューションに対する需要が増加し

ています。投資先であるAmmegaは、ミッションクリティカル

なベルト・ソリューションにおけるグローバル・リーダーであり、

新型コロナウイルス感染拡⼤の期間全体を通じて、⾷

品、医薬品、および物流/ eコマースなどの最終市場が堅

調に推移したことからも恩恵を受けています。

新型コロナウイルスの感染拡⼤により、多くの企業がグロー

バルなサプライチェーンに依存していたことが明らかになって

おり、そこに混乱を引き起こすリスクが内在していたことが

浮き彫りになりました。企業は通常、コスト削減のために

外注するのが⼀般的ですが、現在ではサプライチェーンを

主要業務の近くに置き、混乱のリスクを最小限に抑えるこ

とが重要となっています。パートナーズ・グループの投資先

企業であるPCI PharmaおよびHearthside Food 

Solutionsは、こうした近隣諸国への外注トレンドから直

接的な恩恵を受けています。PCIとHearthsideは、それぞ

れヘルスケア業界と⾷品業界において不可⽋なアウトソー

シング・サービスに特化したプロバイダーであり、製品開発、

⽣産・製造、パッケージング、商品化などのサービスを提供

しています。パートナーズ・グループの投資期間中におい

て、PCIは地理的なプレゼンスを拡⼤するために追加買収

を完了しました。これは顧客の外注要件を満たす⼀⽅

で、サプライチェーンを主要業務に近い場所に確保するた

めです。。⼀⽅、Hearthsideは⽶国全土で35の施設を

運営しており、顧客のために同様の業務を⾏う上で幅広

いプレゼンスを提供しています。

現在の投資戦略

⻑期的かつ実証された戦略

パートナーズ・グループのテーマ型投資アプローチと価値創造を組

み合わせることにより、世界的な新型コロナウイルス危機を通じて

投資先企業の舵取りを上⼿く⾏うことが可能となっています。例

えば、ロックダウンの影響により、ドイツの玩具メーカーである

Schleichや、⽶国の育児サービスのプロバイダーである

KinderCareの売上高は⼀時的に圧迫され、投資先企業の⼀

部はボラティリティにさらされました。。しかし、全体的にポートフォリ

オは予想通りのパフォーマンスを示しています。パートナーズ・グル

ープのプライベート・エクイティ・ダイレクト・リード投資における

EBITDAは、2020年6⽉時点で前年同期⽐で2桁のプラス成

⻑に回帰しました。

こうした好調な実績は、様々な差別化された成⻑ドライバーによ

るものであり、その⼀部を以下に説明します。

注意深く選択された成⻑テーマ

パートナーズ・グループは景気動向に敏感なセクターを避ける⼀

⽅、景気動向に左右されず、安定した需要のあるセクターに注

目しています。ペットが人間として扱われる傾向は依然として衰え

ておらず、世界的なロックダウンを経て、仲間を求めてペットを飼う

人が増えていると⾔われています。ペットとペットケアへの支出は、

2008年および2009年の景気後退期にも関わらず、⼀定の伸び

を示しています。これにより、投資先企業である動物病院を運営

するBlueRiver PetCare LLCは恩恵を受けています。最近投資

を⾏った⾮景気循環セクター例は農業です。農業セクターは、人

⼝増加や持続可能性をめぐる懸念に伴う⾷糧需要の増加を背

景に、急速に変化しています。⾷糧に対する安定した需要を踏

まえると、このセクターには高い回復⼒があります。パートナーズ・

グループは直近、Rovensaに投資しました。同社は、持続可能

な作物のライフサイクル管理ソリューションの開発・製造・供給を

⼿掛ける企業です。同社の詳細は、16ページに記載していま

す。
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プラットフォーム構築戦略

パートナーズ・グループのプラットフォーム戦略では、魅⼒的なバリ

ュエーションで追加投資が含まれています。例えば、新型コロナウ

イルスのパンデミックにより、EyeCare Partnersはより速いペース

で、かつより魅⼒的なバリュエーションで追加投資を⾏う機会が訪

れています。サブスケールの独⽴系プロバイダーの多くは、現在、

⼤規模なプラットフォームに参加することのメリットを認識していま

す。⼤規模なプラットフォームでは、新型コロナウイルスの感染拡

⼤に伴うロックダウン期間中でも、診療所の営業時間を延⻑した

り、従業員のために追加の福利厚⽣や困窮基⾦へのアクセスを

提供したり、多くの中小企業ができなかった対策を実施できた可

能性があります。2020年5⽉から7⽉の間に、EyeCareは9件の

追加投資を完了しました。同様に、フランスに拠点を置く投資先

企業であるFonciaは、1⽉から8⽉の間に50以上の追加投資を

完了しました。また、多くのパイプライン案件も保有しています。

資産トランスフォーメーション

パートナーズ・グループにおける「資産トランスフォーメーション」と

は、ビジネスモデルの強化、営業実績の向上、およびオーガニック

な成⻑達成に加え、キャッシュフローと営業利益率の確保および

伸びを指します。例えば、投資先であるGlobalLogicは、地理的

拡⼤や、よりターゲットを絞った販売アプローチ、価格規律の改善

などを組み⼊れた価値創造戦略により、パートナーズ・グループが

2018年8⽉に買収して以降、EBITDAを2倍に増やしています。

GlobalLogicは現在、新型コロナウイルスの感染拡⼤を踏まえて

顧客のビジネスのデジタル化を支援するために新しいアプリケーシ

ョンを開発の機会を実現していることに加え、同社の新たな成⻑

チャネルとして成功しているデジタル・トランスフォーメーション・イニ

シアチブをプライベート・エクイティ・スポンサーのポートフォリオに提

供しています。またパートナーズ・グループは、Fonciaを不動産管

理サービスにおけるテクノロジー対応型の欧州リーダーにするため

の取り組みも⾏っています。現在進⾏中のプロジェクトは、新たに

⽴ち上げたMyFonciaアプリなど、同社の将来の成⻑に⼤きな役

割を果たすビジネス部門のデジタル化を中⼼に展開しています。

新型コロナウイルスを踏まえ、パートナーズ・グループはSchleichの

Ｅコマース・チャネルの構築も加速させています。ドイツに本店を

構える玩具メーカーをパートナーズ・グループが所有する前には、

このＥコマース・チャネルは投資不足であったことから、⼤きな付加

価値が得られる可能性のある分野であると考えられます。

⾒通し

新型コロナウイルス収束後の環境において、パートナーズ・グルー

プが追求している投資機会の性質に変化はないものの、より研ぎ

澄まされています。パートナーズ・グループは、平均を上回る利益

率や成⻑の可能性を持つ、回復⼒があり、高いキャッシュフローを

⽣み出す資産を探し続けています。また、オーガニックな成⻑⾒

通し、統合の可能性、ダウンサイド・プロテクションにも注目してい

ます。こうした中で、将来の成⻑の持続について強⼒な確信度を

持っている場合は、高い価格を受け⼊れる場合があります。
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新型コロナ危機の中で、価値を守る

すべてのポートフォリオ資産が新型コロナウイルス危機の影響

を完全に免れたわけではありません。⼀部の外⾷チェーンは

業績が低迷しており（このサブセクターへのエクスポージャー

は、主にプライベート・デット・ポートフォリオを経由していま

す）、幼児教育も悪影響を受けています。政府が義務づけ

た事業の停⽌や、全国的な従業員の⼀時解雇により保育

需要が減少しています。その要因としては、雇用不安が高ま

っていることや、⼀時解雇された親およびリモートで仕事をして

いる親が家で⼦供の面倒を⾒ることを選好していることなどが

挙げられます。保育はほとんどの地域において「必要不可⽋

なサービス」と⾒なされていましたが、新型コロナウイルス感染

拡⼤の最初の波の期間において、ほとんどの保育サービス会

社は、⼊所者数の⼤幅な減少や教師の健康と安全のため

に施設を閉鎖しました。投資先である⽶国の幼児教育会社

のKinderCare Educationは、救急隊員やその他の必要不

可⽋な労働者の⼦供たちをサポートするために、約1,500の

施設の内、400〜500の施設を開所していましたが、総稼働

率、教師と⽣徒の⽐率の上昇、より厳格な安全衛⽣⼿順

などの制限強化の下で運営する必要がありました。その結

果、KinderCareは3⽉と4⽉に重⼤な財務上の逼迫に直

面し、収⼊は依然として2019年の水準を下回っています。

コロナ危機の期間中において、パートナーズ・グループは

KinderCareの経営陣と協⼒し、短期的な影響を乗り切る

ために現⾦の確保と経費削減に。約1,500の施設から成る

ネットワーク全体にわたり、何百もの家主との間で、家賃の支

払いを減額、延期、または軽減する契約を締結しました。多

くの投資パートナーとともに、パートナーズ・グループは追加資

本を注⼊し、同社が短期的な流動性ニーズを満たし、事業

のデジタル化、カリキュラムや従業員のエンゲージメントの取り

組みなど、⻑期的な成⻑に不可⽋な分野への投資を継続

することを可能にしました。

⽶国の景気回復が遅れ、不安定な状況の中で、パートナー

ズ・グループは中⻑期的な視点で同社を支援することに重点

を置きました。そのためには、Ｅラーニングなどの分野で豊富な

経験を有し、英国に本社を構えるグローバルな私⽴学校プラ

ットフォームであるInternational School Partnershipsの知

⾒を活用しました。さらに、小規模で資本⼒の乏しい企業の

戦略的買収を評価し、パートナーズ・グループのその他の投資

先を紹介することで、⼊学者数の増加を促し、KinderCare 

At Work事業のために新たな法人顧客を獲得しました。

変革的な投資戦略︓ケーススタディ

医薬品業界におけるアウトソーシング

2016年、パートナーズ・グループは製薬業界向けの受託包装に

特化した事業を展開するPCI Pharma Servicesに投資しまし

た。⼤⼿製薬会社がコストをコントロールし、製造・包装の費用

を最適化する⼀⽅で、緊密な連携と機敏性を維持することが求

められているため、多様な医薬品サービスを近隣諸国に外注す

るという業界のトレンドをテーマ型ソーシング・アプローチを通じて

把握していました。

パートナーズ・グループは実践的な価値創造アプローチを通じて、

PCIを多面的にサポートし、オペレーショナル・エクセレンスを促し、

戦略的に同社の再配置を⾏いました。パートナーズ・グループの

投資期間中、PCIは臨床試験サービスや複雑な商業包装機能

などの高成⻑・高付加価値の機能やサービス・カテゴリーで事業

を拡⼤しました。また、付加価値の高い医薬品に焦点を置くマイ

ンドセットを有する経営幹部を加え、強⼒な第2層のリーダーシッ

プを構築することにより、経営陣を強化しました。

パートナーズ・グループがPCIに投資を⾏っていた期間において、

利益率の低い汎用包装事業から、⽣物学的製剤のような成⻑

分野での付加価値の高い医薬品の初めての販売に向けて、事

業の焦点をシフトしました。パートナーズ・グループがPCIに投資し

た時には、付加価値の高い臨床試験はPCIの業務全体の中で

は限定的なものでしたが、パートナーズ・グループの投資期間中4

年以内に、PCIはこの部門の収益を4倍以上に増加させることが

出来ました。⼤⼿臨床試験会社から適切な注目を受けておら

ず、⼗分なサービスを受けていない中小規模のバイオテクノロジー

企業の顧客に焦点を当てることにより、売上高の伸びがさらに促

進しました。

パートナーズ・グループのヘルスケア業界の専門家は、PCIの営業

戦略を刷新し、⼯場の切り替え時間、スケジューリング、および稼

働率を⾒直すことで、利益率を⼤幅に改善しました。エネルギー

消費量を削減し、コストと環境への影響を減らし、同社の安全

衛⽣パフォーマンスを向上させました。また、パートナーズ・グループ

は追加投資を通じてグローバルに事業を拡⼤し、アイルランド、オ

ーストラリア、ドイツ、およびカナダにおけるPCIのプレゼンスを高め

ました。

PCIは、その戦略的な市場での地位や、営業ノウハウ、および強

⼒なサービス志向により、付加価値の高い統合ソリューションを提

供する近隣外注プロバイダーに変貌を遂げました。PCIの提案商

品は、医薬品の開発・製造・臨床試験の初期段階から、包装

および商業販売に至るまで、医薬品およびバイオ医薬品のサプラ

イチェーンを端から端までカバーしています。
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パートナーズ・グループの投資期間中でこの戦略的転換を進めた

ことにより、EBITDAの年平均成⻑率（CAGR）は25％に達

し、PCIは今後の継続的な成⻑に向けた地位を確⽴し、同社の

事業はより回復⼒のあるものとなりました。

また、新型コロナウイルスが PCI の事業に与える影響は最小限で

した。新型コロナウイルス感染拡⼤により、パートナーズ・グループ

がテーマ型調査で特定したトレンドが加速したことで、PCI の商業

および臨床ビジネスのパイプラインが⼤幅に増加し、新規事業の

獲得と記録的な成⻑を達成しました、。PCI は、医薬品およびバ

イオ医薬品のサプライチェーンにおける不可⽋なパートナーとして

の地位を確⽴しており、緊急な顧客ニーズや急速に変化するプ

ロジェクトにも高い柔軟性を持って対応することが出来ます。

2020年8⽉、パートナーズ・グループは、顧客に代わってPCIの過

半数株式を売却することで合意しました。売却先は、プライベー

ト・エクイティ会社であるKohlberg & Companyと、アブダビを本

拠地とするソブリン投資家であるムMubadala Investment 

Companyです。ただし、パートナーズ・グループは顧客に代わっ

て、PCIの成⻑路線をさらに支援するために、有意義な少数株

主持分を保有しています。

医療視⼒サービスに対する需要の増加

⽶国の医療視⼒サービス市場は、⻑期的な追い風に支えられた

魅⼒的でかつ頑健性のある、景気循環の影響を受けにくい520

億ドルの産業です。このセクターの成⻑は、⽶国の人⼝高齢化

や、プレミアム商品に対する需要の増加、視⼒サービスに対する

マネージドケアの拡⼤により支えられています。⽶国では、45歳

以上の成人の86%が視⼒矯正を必要としています。重要なこと

として、⽶国の視⼒サービス・セクターは⾮常に細分化されてお

り、統合の初期段階にあります。

こうしたトレンドに沿って、パートナーズ・グループは2019年12⽉、

⽶国の15の州で520以上の拠点で事業を展開する⽶国最⼤

の垂直統合型医療視⼒サービスのプロバイダーであるEyeCare 

Partnersを買収しました。EyeCareは、市場シェアは約1%で、

⽶国で2番目に⼤きい競合会社の5倍以上の規模があります。

⽶国には約1万の眼科診療所と2万の検眼施設があり、同社は

こうした広⼤なユニバースの中で事業を展開しています。こうした

高レベルの細分化は、他の業界では⽐較的珍しいことです。例

5 バンク・オブ・アメリカ、2020 年 2 ⽉。2018 年のデータを反映しています。

えば、アマゾンは⽶国の電⼦商取引の分野において約45％の市

場シェアを有しており5、⽶国最⼤の保険ブローカーは50％の市

場シェアを有しています6。このように、この業界における整理統合

の可能性は⾮常に⼤きいと⾔えます。

EyeCareの隅々に亘るサービスは、屈折矯正、白内障⼿術、お

よび⻩斑変性症などの眼科医療サービス全般から構成されてい

ます。また、同社は年に⼀度の眼科検診、⼿術前・⼿術後のケ

ア、および近視などの様々な疾患の治療といった検眼サービスに

加え、レンズ、フレーム、コンタクトなどの製品販売も⾏っていま

す。EyeCareのビジネスモデルを通じて、検眼士から眼科医への

紹介パイプラインが形成され、同社は患者のライフサイクル全体を

通して患者に対応できるようになっています。こうした包括的な治

療機能を通じて、医師は治療能⼒を最⼤化し、より利益率の

高い治療に集中できるようになるため、顧客体験を向上させ、顧

客維持に貢献し、オーガニックな成⻑を支援します。

こうした⾮常に細分化された業界における統合は、パートナーズ・

グループの投資テーマの中核をなしています。検眼士や眼科医の

平均年齢が高く、彼らが築き上げた診療所に対するエグジット戦

略が存在していないことが背景にあります。新型コロナウイルスの

感染拡⼤により、小規模な独⽴開業医が、より⼤規模で制度

化された将来志向のプラットフォームの⼀部になることのメリットを

認識したため、買収活動が加速しました。さらに、学⽣ローンの

返済が必要な若い医師の多くは、独⽴して活動するよりも、安

全性や雇用されることの容易さを選好しています。医師主導のリ

ーダーシップを有するEyeCareは、中小企業や新しい人材を呼び

込む上で理想的な地位を築いています。

さらに、パートナーズ・グループは、EyeCareの社内紹介ネットワー

クを最適化することや、検眼士がその免許の最上位の仕事場で

業務を⾏えるようにすること、眼科医がより高度な視⼒サービスに

注⼒できるようにすることなど、その他の価値創造の機会を特定

しました。新型コロナウイルスの感染拡⼤の期間には、多くの患

者と医師が、初めて対面での予約に代わるものとして、テレヘルス

を通じて予約を⾏いました。今回の新型コロナウイルスの感染拡

⼤により、テレヘルス・サービスのさらなる採用が促進される可能

性があり、パートナーズ・グループはこのような⽅法で農村部での

市場シェアを拡⼤するEyeCareの能⼒を評価します。業務面で

は、サプライチェーン全体にわたる相乗効果を実現するために調

6 CSI マーケット、2020年第2四半期
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達とスケジューリングのプロセスを最適化し、規模の効率性を獲

得し、事業のレバレッジを⽣み出すためにバックオフィス機能を統

合することを計画しています。

政府の避難ガイドラインにより、パートナーズ・グループは、2020

年3⽉および4⽉にEyeCareの診療所を⼀時的に閉鎖しました。

しかし、5⽉末までに、健康と安全のための⼿順が強化され、

EyeCareは事実上フル稼働状態に戻り、検眼診療所の96％と

眼科診療所の100％を開院しました。EyeCareのサービスの多く

が重要かつ緊急性の高いものであったため、7⽉中旬までに患者

数は新型コロナウイルス発⽣前の水準までほぼ回復していまし

た。

農業の需要および持続可能性

⾷料需要の増加や、持続可能性への考慮を背景に、現在では

農業投資家にチャンスと課題が⽣じています。人⼝増加や、⼀

人当たり所得の増加に伴う平均カロリー摂取量の増加にけん引

されて、世界の⾷料⽣産量は2050年までに50%以上増加する

と予想されています7。しかし、耕作地の利用可能性には制約が

存在しており、土地利用の増加は、⾷料需要の増加のほんの⼀

部を満たすことしかできません。このギャップを埋めるために、収穫

量を継続的かつ⼤幅に増加させる必要があります。収穫量を増

加させる必要性に加え、規制当局と消費者は、持続可能な農

業実践をますます求めています。

これらのトレンドにより、⽣物学的な作物栄養剤や作物保護商

品への移⾏が加速しており、従来の化学薬品を使用した栄養

剤や保護商品の3倍の速度で成⻑すると予想されています。作

物の栄養摂取を積極的に管理することにより、農家は作物の⽣

産量を増やし、⽣産物の持続可能性を向上させると同時に、害

虫、雑草、および菌類から作物を保護することができます。

パートナーズ・グループは2020年7⽉、顧客に代わってRovensa

の過半数株式を取得することで合意しました。Rovensaは、特

殊作物栄養剤市場や、現地の⽣物学的および伝統的な作物

保護市場で事業を展開する世界的なリーダーです。Rovensaの

ポジショニングは、年間1,500件以上の現場試験に裏付けられた

⼤規模な製品の研究開発と、専門家である農学者の現場部

隊を中⼼とした市場開拓戦略の組み合わせによって支えられて

います。これらの農学者は時間の経過とともに⽣産者の信頼でき

るアドバイザーとなっているため、90％以上のリピート販売につな

がっています。

農業投⼊物市場は、世界⾦融危機などいくつかの景気後退を

通じて、回復⼒の高さを実証してきました。実際に、Rovensaは

世界⾦融危機を通じて、さらに最近では、新型コロナウイルス感

染拡⼤クによる世界経済への影響にもかかわらず、2020年上

半期を通じて売上高やEBITDAを伸ばしました。⻑期的には、

⾷⽣活や健康志向のトレンドが植物性⾷品の消費拡⼤に貢献

すると予想されます。また⻘果物の⽣産者はこうしたトレンドの主

な受益者になると⾒込まれます。Rovensaが⻘果物関連商品に

注⼒していることを踏まえると、同社は価格の上昇および数量の

伸びや、平均以上の利益率を達成できる可能性があります。こ

のことはポジティブな成⻑ストーリーを成し遂げることを示唆してい

ます。

Rovensaに対するパートナーズ・グループの価値創造戦略は、オ

ーガニックな要因とそうでない要因の組み合わせに基づいていま

す。パートナーズ・グループは、研究開発や、商品構成の積極的

な管理と改善を通じて、Rovensaの商品のリーダーシップを継続

的に拡⼤することを目指しています。また、パートナーズ・グループ

は、ラテンアメリカ、⽶国、およびアジア太平洋地域における付加

価値の高い、かつ高成⻑市場への展開を目指し、同社の国際

化を加速させたいと考えています。最後に、パートナーズ・グループ

はRovensa’の持続可能なバイオソリューションから成る主⼒ポー

トフォリオに貢献するバイオ栄養剤とバイオコントロールに焦点を当

て、相乗効果のある追加投資と統合を継続する⽅針です。

パートナーズ・グループの投資期間中、Rovensaは持続可能な

⾷料⽣産と回復⼒の高いのある農業慣⾏を確保することで、国

連の持続可能な開発目標2.4に向けて貢献を続ける⽅針です。

7 世界資源研究所（WRI）、2019 年 7 ⽉
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パートナーズ・グループのポートフォリオにお

けるESGアプローチ

2020年、パートナーズ・グループは責任投資に対する厳格なアプ

ローチを強化し続けました。新型コロナウイルスの感染拡⼤により、

環境・社会・ガバナンス（ESG）に対する投資家の注目がさらに

高まっています。

2008年、パートナーズ・グループは国連の責任投資原則（UN 

PRI）イニシアチブに参加した最初のPEマネージャーの⼀社であ

り、ESG事項に対するプライベート・マーケットのエンゲージメント活

動を率先しています。2020年には、6年連続で国連PRIから「責

任投資戦略とガバナンス」に関してA+の評価を受けました。このこ

とは、パートナーズ・グループの投資プロセス全体において責任投

資の考え⽅が浸透していることを示しています。

パートナーズ・グループのすべての投資機会は、パートナーズ・グル

ープのESGデューデリジェンス評価に照らして精査され、その結果は

投資委員会に直接報告されます。パートナーズ・グループのESG

関連のエンゲージメント活動や投資先企業や資産に対する価値

創造イニシアチブなど、より詳細なESG作業は、投資チームと共に

専任のESGおよびサステナビリティ・チーム主導しています。

投資先企業の中では、エネルギー管理などの環境テーマから、責

任あるサプライチェーン管理や安全衛⽣などの社会テーマ、さらに

贈収賄防⽌や汚職防⽌政策の改善などのガバナンス・テーマに至

るまで、ESGプロジェクトを実施しています。これらの取り組みは、

投資先企業、従業員、および利害関係者に具体的な影響を与

えるように設計されています。

例えば、ミッションクリティカルなベルト・ソリューションのグローバル⼤

⼿であるAmmegaでは、ESGの優先事項として安全衛⽣に重点

を置いています。こうした取り組みを実施した結果、同社の休業損

害発⽣頻度率（労働時間20万時間当たりの少なくとも1⽇の休

業損害の発⽣件数）は、2018年後半にパートナーズ・グループ

が投資して以降60％以上減少しました。

また、⽶国で地下施設の位置特定サービスを提供しているUSIC

では、安全衛⽣も優先的なESGのテーマとなりました。USICは、

9,000人の現場技術者を雇用しており、彼らは厳しい納期の中で

毎⽇路上で公共施設の位置特定サービスを実施しています。彼

らは主に⼀人で仕事をしており、時にはリスクの高い環境で仕事を

しています。USICのすべての業務に対してゼロトレランス⽅式の

安全プログラムを採用することで、⾃動⾞事故を3分の1以上削

減し、100万マイルあたりの衝突事故を2017年の9.0件から2020

年には5.3件に減少させました。また、現場での負傷者の発⽣率

を50%近く下げ、同期間の事故発⽣率を0.81から0.43に低下さ

せました。最終的には、同社のトラックの燃料使用量を削減するこ

とで、USICの業務が環境に与える影響を低減させました。

これを達成するために、パートナーズ・グループは、デジタル・ビジネ

ス・テクノロジーを開発する上で、同社の重要なイノベーション⼿段

の1つを利用しました。パートナーズ・グループとUSICは独⾃のソフ

トウェア・システムであるTicketProに新機能を導⼊しました。この

システムはUSICの従業員に毎⽇の勤務地のリストを提供します。

このシステム内で、USICのITチームは、主要なESGインパクト（従

業員の維持、ドライバーの安全性、⼆酸化炭素排出量など）を

管理するための機能をカスタマイズするとともに、現場のオペレーシ

ョンを最適化しました。また、このツールには従業員の満足度追跡

機能も組み込まれており、従業員はボタンをクリックするだけで上

司に⾃分の満足度を伝えることができます。

使い捨てのプラスチックや容器の影響に対する消費者の意識が高

まる中で、パッケージの削減問題も重要性を増しています。小規

模企業の⾷堂や、⽼人ホーム、病院、学校などの社会団体にカ

スタマイズした調理・冷凍製品を提供するドイツのプロバイダー⼤

⼿であるHofmann Menüü Manufakturでは、⾷品業界の高い

基準を満たす堆肥化可能なパッケージを開発するために、サプライ

ヤーとの⻑年の研究と協⼒を経て、アルミトレーから⽣分解性パッ

ケージへの移⾏を開始しました。2019年にはアルミの消費量を

30％削減し、2020年末までにすべての包装ラインを⼊れ替えるこ

とを目指しています。

パートナーズ・グループのポートフォリオ・レベルでのESGへの取り組み

に関する詳細については、2019年版コーポレート・サステナビリティ・

レポートをご覧ください。
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業界展望

業界専門家との Q&A 

起業家で投資家でもある Luisa Delgado ⼥史は、パートナーズ・グループの投資先企業であるドイ

ツ最大級の玩具メーカーの Schleich の会⻑です。ここでは、彼⼥のキャリアの過程で消費者の嗜好

がどのように変化してきたか、Schleich がデジタル化への移⾏を利用するために何をしているか、そし

てなぜ彼⼥がプライベート・エクイティと働くことに躊躇したのかを説明します。

Luisa Delgado氏は、ドイツ最⼤級の玩具メーカーのSchleichの

取締役会⻑を務めています。

彼⼥は、Procter & Gambleからキャリアを開始させし、そこで22

年間を過ごしました。最初は人事部に所属していた彼⼥は、欧州

の副社⻑に就任し、最終的には北欧地域の最高経営責任者に

なりました。

Procter＆Gamble退社後、Delgado⼥史は、1年間SAPの取

締役会のメンバーおよび最高人事責任者を務めました。その後、

世界的な高級眼鏡企業であるSafiloの最高経営責任者に就任

しました。

現在、Delgado⼥史は投資家であり、かつ共同起業家でもありま

す。また、INGKA / IKEAやAO Worldなどの欧州各地の上場企

業、⾮上場企業、同族企業の会⻑や⾮常勤取締役も務めてい

ます。

あなたは消費者向け業界を中心にキャリアを積んでき

ました。あなたが最初にビジネスの世界に⼊って以降、

消費者の需要や優先順位はどのように変化しました

か︖

消費者の購⼊理由は、何を買うということから、なぜ買うのかとい

うことに変化しています。現在では、健康と環境に注目する消費

者が増えており、健康や環境に良い商品、または健康や環境に

明らかに悪くない商品に対する需要が高まっています。30年前

にはなかったことですが、その商品がどこで⽣産されるのかが今⽇

では⾮常に重要となっています。差別化を求める消費者にとって

は、カスタマイズ、または⾃分の好みに合った商品であることも重

要になっています。

私たちが商品をの購⼊する⽅法は劇的に変化しました。消費

者はどこでも商品を購⼊出来るようになり、好きなように配達し

てもらい、受取も⾃在にできるようになりました。消費者として、

私は今では、⾃分が購⼊したものとのエンゲージメントを持ち、ソ

ーシャル・メディアを⾒て、誰が、どこで、どのように使ったのか、製

品の背後にあるストーリーを知ろうとしています。

あなたは昨年、パートナーズ・グループがSchleichに投

資を⾏った際に、Schleichの取締役に加わりました。こ

の企業に惹かれた理由は何ですか︖

まずブランドに対して惹かれました。私はブランドが好きです。ブラ

ンドは、その個性、特色、価値観など人間に似ていると思ってい

ます。ブランドの開発に参加し、それを世界に広げていくことがで

きるのはとても魅⼒的であると考えています。

世の中には多くのブランドがありますが、人の気持ちに触れたり、

⼼を動かせるブランドはほとんどありません。Schleichは、そのよう

なブランドだと思います。Schleichは「愛すべきブランド」であり、

愛すべきブランドとはノーベル賞級のブランドであると⾔えます。

Schleichのフィギュアを⾒れば、それがSchleichの商品であること
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がすぐに分かります。Schleichの商品は独特で本格的です。そ

れが⼦供たちの想像⼒を最⼤限に引き出し、また⼤人に対して

感動を与えているかが良く分かります。

私のドイツ人の友人は皆、当然Schleichを知っていますが、グロ

ーバルではあまり知られていないことに気づきました。そのため、こ

の本格的な愛すべきブランドの優れた点を維持し、発展させ、

国際的に展開し、同社が経営的にそれを確実に進めていく⽅

法を⾒つけ出すことに興味を持ちました。

オンライン化が進む中で、Schleichは非常に伝統的で

古風な玩具メーカーです。デジタル化への移⾏について

どのように考えていますか︖

Schleichでは、デジタル化を通じた交流がうまくいくか、また最終

的には人間同士の交流に取って代わることができるのか、または

代わるべきかどうかについて、⾮常に慎重に検討しています。

Schleichは確かに玩具を製作していますが、その玩具は主に⼦

供たちの教育に役⽴ちます。そしてそのフィギュアが、⼦供たちを

惹きつけ、それで遊ぶことを通して物語を想像し、伝える能⼒を

発達させます。ご存知のように、これは人間の発達、成⻑、およ

びリーダーシップの鍵を握っています。

私たちのビジョンは、デジタル・メディアを通してSchleichの特徴で

ある「触れることの喜び」や「人間同士の交流」を増幅させること

です。フィギュアは触れる喜びの側面を示しており、触れる喜びは

ブランドのコアとなる要素です。私たちはこのことを誇りを持って進

めていきたいと思っています。⼀⽅で、触れる喜びの教育的利点

も強調したいと思います。なぜなら、触ること（フィギュアを体感し

動かす能⼒）はすべて、経験を通じて想像⼒を育むことにつな

がるからです。

次に、デジタル化の面について⾒てみます。⼦供はライオンのフィ

ギュアを⾒て、「そのライオンは何歳なのか︖どれくらい餌を⾷べる

のか︖どこに住んでいるのか︖」と考えます。デジタルは、簡単で

楽しい⽅法で学習ができ、好奇⼼を育みます。⼦供がライオン

の⽣活を描いたSchleichの動画を⾒ることが出来たらと想像し

てみてください。

ESG⾯でのSchleichの主な注⽬分野は何ですか︖

ESGは、私たちの価値創造の推進⼒であり、全体的な戦略にと

って⾮常に重要な要素であると考えています。持続可能性は

Schleichの目標とDNAに組み込まれています。

環境面ではプラスチックの使用に関して意図的に注意を払って

います。ゆりかごから墓場までの応用を研究しており、究極の循

環アプローチを提供できると考えています。プラスチックの廃棄を

なくし、再利用する仕組みを研究しています。私たちは製造プロ

セスのすべての段階およびすべての資材を調べ、それらが環境目

標に適合していることを確認しています。

包装⽅法が重要な鍵となっており、それに対して迅速に対応す

る必要があります。これは動きの速い⽇用消費財企業にとって

従来から⼤きな問題であり、包装はより簡易的にすることが可

能であり、簡易的にしなければなりません。したがって、Schleich

では商品の構想から⽣産、販売までの⼀連のプロセスを⾒直し

ています。戦略的変革プロジェクトチームを中⼼に、この計画を

順調に進めています。このチームは、その他の6つの戦略的プロジ

ェクトチームと同様、進捗状況について⽉次で戦略委員会に報

告しています。

社会面では、Schleichの従業員はインクルージョン、ダイバーシ

ティ、健康と安全、従業員とコミュニティの支援に重点を置いてい

ます。Schleichの教育目的は、社会貢献と育児および教育の

専門家との連携です。これは個人的にも⾮常に興味のある分

野です。ダイバーシティとは、性別や人種の多様性を意味するの

はもちろん、Schleichは国際的な企業を目指しているため、国

際的な才能を持った人材を惹きつけることも意味します。

Schleichでは、世界中の消費者動向に対する理解を深め、サ

ービスを提供するために、異なる⽂化的背景を持つ人材を意図

的に採用し、育成を図っています。

ガバナンス面では、パートナーズ・グループの起業家的なガバナン

ス・アプローチがSchleichの価値創造の主要な推進⼒となってい

ると考えています。経営幹部、取締役会、および投資家の相互

依存的な役割の明確化、およびその構成における機敏性は、

進展の速さと持続可能性を推進する上で重要です。

Schleichは、あなたにとってプライベート・エクイティが

投資する企業での初の取締役就任ですた。当初、この

業界に対していくつか躊躇する点があったと言っても差

し支えないでしょうか︖

私はプライベート・エクイティ業界に対して4つ躊躇する事がありま

した。1つ目は、この業界が社会全体に必ずしもよく理解されて

いるとは⾔えず、多くの場合、疑いの目を持たれているということ

でした。2つ目は、ビジネスモデルでした。プライベート・エクイティ

は、経営に対して実際に何らかの付加価値をもたらし、それによ

って持続可能な変革をもたらすのかどうか、それとも単なる⾦融

⼯学なのか、私には分かりませんでした。

3つ目は、過去20〜30年間の間に⾒てきたこの業界のエリート

主義に関することでした。私には、それが人々の分断を深め、時

には高慢でさえあると嫌悪感を抱きました。また、投資先企業の

従業員が主要な価値創造事業や報酬にどの程度関わっている

のかについても懸念していました。最後に、プライベート・エクイティ

が実際にESGの資格をどの程度持っているのか分かりませんでし
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た。これらが私の4つの懸念事項であり、すべて重要な側面で、

私にとって重要な個人的および専門的な価値観でした。

それらの懸念はどのように解決されましたか︖

ビジネスモデルに関しては、パートナーズ・グループがそうであるよう

に、優れたプライベート・エクイティが⼗分に経営上の変革をもた

らすことができることを学びました。プライベート・エクイティは、魔

法のような⾦融⼯学に依存する必要はなく、また単なる財務上

の監視役でもありません。

私たちは、経営の変革を構想し、促進し、推進し、指示し、投

資するセクターに属しています。私たちは、⾦融資本と知的資本

で付加価値をもたらします。私たちは、経営幹部をコーチング

し、支援し、優れたパフォーマンスを発揮出来るように努⼒してい

ます。パートナーズ・グループのネットワークは強⼒です。ちょうど先

⽇、パートナーズ・グループのオペレーティング・ディレクターと電話

で意⾒交換をしました。これは⾮常に貴重なことで、経営陣がビ

ジネスを進めるのに役⽴つ⾮常に多くの推進⼒をもたらしていま

す。

エリート主義という点では、私はすぐにパートナーズ・グループの強

みの1つが地に足がついた堅実なアプローチの採用であることが

分かりました。彼らは山が好きで、私は山の出身です。登山では

エリートによる支配は存在しません。ESGに関しては、しっかりと

定義されたパラメーターに沿ってESGパフォーマンスに投資するこ

とで資産に価値が⽣まれ、その結果、将来の持続可能性が高

まることを証明していきたいという信念を感じました。私はその⽅

法論的なアプローチが好きで、その努⼒に貢献できることを嬉しく

思います。

プライベート・エクイティに対する世間の評判はどうです

か︖

私はこの業界に対する評価を引き続き懸念しています。私はプ

ライベート・エクイティの評価を高め、その評価に対する信頼感を

高めるための真の機会があるとの結論に達し、そのために貢献し

たいと考えています。プライベート・エクイティ・マネージャーが世界

中で多くの資本に投資する中で、その信頼を構築することは⾮

常に重要です。

私の⾒解では、⽋けているのは、プライベート・エクイティ社会全

体のために何を目的としているのかというシンプルで説得⼒のある

説明と、その説明に対する信頼を築くための具体的な⾏動で

す。多くの人々は、オーナーが数年間で⼊れ替わるような企業で

働いています。事業の⽅向性が変化し、状況は少し進んでは停

⽌し、その結果、プレッシャーと不確実性が高まります。すべての

オーナーが価値創造について語りますが、多くの従業員にとって

は「では、誰のために価値が創造されるのか」という疑問が残りま

す。それが評判や信頼の根底にある本質的な問いだと思いま

す。

私はこの数ヵ⽉間、パートナーズ・グループによる⾮常に思慮深

い取り組みを⾒てきました。ここでは、利害関係者とのエンゲージ

メントとケアが優先事項であることを明確に示しています。これら

の取り組は、ESGの優先事項である従業員のインクルージョンと

広範な利害関係者への配慮に関連しています。

まだ初期の段階ですが、Schleichの従業員と利害関係者にプラ

スの効果を与える事が分かります。顧客やサプライヤーにとって、

プライベート・エクイティ投資家を知り、信頼することは、持続的

で優れた価値創造の基盤となります。それは、投資家の価値観

や経営理念を理解し、共に⼤きな目標を達成するための戦略

の策定に関わることから始まります。共に分かち合い、共有した

パフォーマンス目標に向けて取り組む中で、信頼が構築されま

す。例えば、新型コロナウイルスの感染拡⼤により、責任ある企

業への支援が必要である⼀⽅で、通常の期待を上回る従業員

のパフォーマンスが必要であることも明確になりました。変革に

は、すべての従業員に対してトレーニング、投資、および学習と

能⼒開発の機会を提供する必要があります。優れた事業を展

開するために、こうした目標の実現に向けて取り組むことが重要

です。私の⾒解では、これが最良の好循環であると考えていま

す。
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プライベート不動産

逆境における投資機会

新型コロナウイルスの感染拡大が世界の不動産市場に与える影響は、時間の経過とともに分かって

くると⾒られますが、物件のタイプや⽴地によって影響の度合いが大きく異なることはすでに明らかで

す。状況変化に適応した投資家は、今後の市場の混乱を利用する上で有利な⽴場にあると思われ

ます。

市場概況

新型コロナウイルスの感染拡⼤を受け、世界の商業用不動産

セクターでは取引活動が急激に減少しました。2020年第2四半

期の取引量は、前年同期⽐で55％減少しました8。取引量が

減少した背景には、ロックダウンの実施期間にデューデリジェンス

ができなかったことや、売り⼿が資産をより⻑期で保有したため、

ビッドとアスクのスプレッドが拡⼤したことなどがあります。

年末のバリュエーションの下⽅修正が消化され、売り⼿が予想

価格を調整するに従い、2021年には取引活動が増加すると⾒

込まれます。ただし、場合によっては、特に小売業やホスピタリテ

ィ産業、および財政難のオフィス資産へのエクスポージャーがある

GPおよびLPは、バリュエーションの低下と資本の制約によって深

刻な困窮に陥っており、販売活動の落ち込みにつながると予想

されます。

セクター毎の不動産

様々な不動産セグメント間でパフォーマンスに明らかな違いが⾒

られます。物流セクターは相対的な勝者です。eコマースの⼤幅

な伸びにより、ラストワンマイル物流の需要が高まり、賃料の水

準が支えられています。オフィス・セクターは新型コロナウイルス

危機により⼊居率が⼤幅に低下したため、厳しい状況となりまし

た。⼀⽅、住居用物件セクターでは、人々はより広いスペースが

確保でき、なおかつ価格が⽐較的安価な郊外に移住していま

す。小売セクターもまた、ロックダウン期間中に店舗の賃貸収⼊

が⼤幅に減少し、セクターの落ち込みがさらに悪化したため、⼤

8 JLL Global Real Estate Perspective、2020 年 8 ⽉ 7 ⽇

きな打撃を受けています。同様に、ホスピタリティ・セクターも、ロッ

クダウンによりホテルの収益が⼤きく落ち込みました。

特定のサブセクターでは、⻑期的な影響は時間の経過とともに

明らかになると⾒られます。特にオフィス・セクターではそうした傾

向が強いと考えられます。パートナーズ・グループでは、テナント企

業が直面している決断に注意を払い、その決定が今後のオフィ

ス需要を形成すると考えています（28ページを参照）。
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新型コロナウイルス感染拡⼤期におけ

る頑健性

パートナーズ・グループの不動産ポートフォリオは2020年に頑

健性を示しました。苦戦している小売およびホスピタリティ・セ

クターについては、ここ数年の投資戦略においてアンダーウェイ

トとしており、現在、パートナーズ・グループが運用する投資不

動産ポートフォリオ全体のNAVの15％未満にとどめています。

パートナーズ・グループでは、公共交通機関に依存する人が

密集する高コストのゲートウェイ都市よりも、成⻑都市のオフ

ィス用ビルを選好しているため、ポートフォリオはロックダウンの

影響をほとんど受けず、堅調に推移しています。

2020年9⽉の全地域およびセクターの賃料回収率は全体で

93.3％でした。最良のパフォーマンスとなった住居用不動産

は、賃料の97％が回収され、次にオフィス（回収率

97%）、物流（回収率93%）が続きました。小売セクター

は依然として厳しい状況にあり、賃料回収率は73％となりま

したが、ポートフォリオ全体に占める小売の割合は低く抑えら

れています。

NAVで⾒ると、⽶国はパートナーズ・グループが運用する投

資エクスポージャーの約3分の2を占めています。以下の図表

で示すように、パートナーズ・グループのポートフォリオはすべて

のセクターで⽶国の国内平均を上回るパフォーマンスを上げて

います。

さらに、2019年と2020年に完了した最近の直接投資案件

は、新型コロナウイルスの期間を通じて良好に推移しました。

⼊居率は70％を超えており、資本構造は安定しており、今

後18ヵ⽉以内に満期となる債務はありません。

現在の投資テーマ

今⽇の市場環境を踏まえ、パートナーズ・グループは短〜中期的

な賃料の伸びについて⾮常に慎重な⾒通しを持っており、厳格

な基準を満たさない投資機会を避けながら、保守的な引受の前

提条件を維持しています。バリュエーションが調整され、ビッドとア

スクのスプレッドが縮小すれば、2021年には投資機会が⼤幅に

増えると予想しています。

オフィス資産および住居用不動産に関して、リモートワークやフレ

キシブルな働き⽅が、ニューヨーク・シティ、サンフランシスコ、ロンド

ンなどの⼤都市圏の⻑期的な需要にどのような影響を及ぼすか

について評価するのは時期尚早です。それにもかかわらず、平均

を上回る人⼝と雇用の伸びを特徴とする成⻑都市は、高コスト

のゲートウェイ都市に⽐べて低コストの基盤と有利な税制により、

今後も企業と人々を惹きつけると考えています。したがって、パー

トナーズ・グループではこれらの地域の住居用資産および近代的

なオフィス資産を引き続きオーバーウェイトとします。

物流セクターは、今後も新型コロナウイルス感染拡⼤によって加

速したeコマースの伸びによって恩恵を受けると⾒ています。小売

およびホスピタリティ・セクターについてはアンダーウェイトを維持しま

す。従来型の実店舗のみでの小売からeコマースへの移⾏が進ん

でいる中で、小売セクターは引き続き厳しい状況に直面していま

す。賃料が⼿頃な水準に落ち着き、より多くの賃貸物件が売上

高ベースの構造に変わるまで、こうした厳しい状況は続くと考えて

います。また、高い割引率によって正当化されない限り、これらの

セクターにおける用途変更の機会を追求することにも慎重な姿勢

を維持します。現時点で、高い割引率は市場で確認できませ

ん。

物流セクターを選好

eコマースにおける構造的な追い風は依然として強く、物流不動

産の需要を後押ししています。パートナーズ・グループは、特にラス

トワンマイルの配送拠点、小規模な都市の物流倉庫、および冷

蔵倉庫に対して強気な⾒⽅をしています。消費者は少量で細か

い注⽂をオンラインで⾏い、商品の迅速な配送を求めているた

め、これらの各物流セグメントに対する需要は高まると⾒ていま

す。サプライチェーンの上位では、これらの小規模な拠点にサービ

スを提供する⼤規模な配送センター、とりわけビジネスに適した管

轄区域（港、鉄道、高速道路へのアクセスが良好であり、⽐較

的割安な労働⼒が多く得られる場所）の⼤規模な配送センタ

ーも選好します。

もちろん、⼯程の⾃動化（オートメーション）は将来の物流の⽴

地や設計に⼤きな影響を及ぼします。倉庫業務と輸送業務の

⾃動化が進むにつれて、これらの⼤規模な配送センターの需要

は、主要な人⼝の中⼼地からさらに遠く離れた場所へ移る可能
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性があります。したがって、eコマースに関連する物流資産について

は、ゲートウェイ都市の近くと流通市場の両⽅で、短期的に賃料

は堅調に推移し、キャップレートは縮小すると考えています。それと

は逆に、製造業に関連する従来の倉庫は、低調な経済⾒通し

により逆風に⾒舞われると予想するため、引き続きやや慎重に⾒

ています。

このような傾向を踏まえると、消費（特にオンライン消費）の⼒

強い伸びの恩恵を受ける⼀等地の倉庫資産は、堅調なテナント

需要があると考えられます。⽶国では、新型コロナウイルス感染

拡⼤によって加速したeコマースの売上高の伸びにより、2020年

第2四半期の小売売上高全体に占めるオンライン売上高の割

合は20.8％に増加しました9。パートナーズ・グループでは、交通

機関のアクセスが良好で、⼤都市に近接し、土地の供給が限ら

れている再開発地域に注目しています。

このアプローチの実例として、パートナーズ・グループでは最近、米

国の産業資産のポートフォリオを取得しました。ポートフォリオ

は、ローリー・ダーラム、オースティン、デンバーなど、パートナーズ・

グループが強気で⾒ている⽶国のターゲット市場と、主要な東海

岸の人⼝密集地に近接する再開発地域に集中しています。ポ

ートフォリオの1つの物件の例は、ニュージャージー州カーニーにある

Aクラスの産業用倉庫です。この物件は、ニューヨーク・シティから

⾞で45分の場所にあるため、ラストワンマイルの配送施設として

機能する好⽴地にあります。さらに、ニューアーク国際空港、ニュ

ーアーク港、エリザベス港が隣接し、ボストン、フィラデルフィア、ワ

シントンD.C.などの⼤都市圏へは⾞で半⽇以内の距離にありま

す。さらに、77,000平⽅フィートの敷地には、28フィートのクリアハ

イト（天井高）を確保した9つの積載ドックや、100台を超えるト

ラックの保管スペースがあります。

したがって、この資産は、⼤量かつ迅速な商品の配送に頼るeコ

マースの企業にとって望ましいものです。このオフマーケットで調達

した案件は、ポートフォリオを管理するオペレーター（アセットマネ

ジメント会社）との既存の関係からソーシングされたものです。こ

の取引は、ポートフォリオの唯⼀のLPによって提供されました。こ

のLPは、マネージャー集中に関する懸念から、流動化を探してい

ました。価値創造計画では、既存の空室と近い将来に予定され

た空室のリースアップを⾏い、市場価格を下回る賃料を市場並

みの賃料に引き上げ、ビルド・トゥ・スーツ型で新しいAクラスの産

業用不動産開発を⾏うことにより、純営業収益（NOI）の伸び

を促進することを目指します。オペレーターは、ポートフォリオ全体

に総合的なソリューションを提供できる投資家と協働することを求

めていたため、パートナーズ・グループは最適なパートナーとして選

ばれました。

住宅用不動産︓郊外の復興

フレキシブルな働き⽅の形態により、人々は都⼼にあるオフィスか

ら遠く離れた場所に移住することが可能になったため、パートナー

ズ・グループは色々な交通⼿段によって都⼼との接続が良好な

郊外住宅地区にある住宅用不動産を選好します。これまでは人

⼝の密集した地域で狭くて高価な部屋を借りていた居住者が、

現在、これらの都市周辺にある人気の高い郊外地域のマンショ

ンや⼀⼾建て住宅の需要を押し上げています。例として、マンハッ

タンのミッドタウンにあるAクラスのワンベッドルーム・マンションの平

均市場賃料は、1平⽅フィートあたり⽉額5.47ドルであるのに対

し、ウェストチェスター郡（ニューヨーク都市部から北へ⾞で30分

の郊外地区）の同様のマンションは1平⽅フィートあたり⽉額

2.99ドルです10。

新型コロナウイルス危機を受け、人⼝の密集した都市から郊外

へ移住する傾向が加速しており、庭付きの⼤きな住宅が購⼊で

きる低コストの地域に対する需要が高まっています。パートナー

ズ・グループは⻑年にわたり、人⼝増加が新築住宅の供給を上

回り、雇用の増加が全国平均を上回っている都市の集合住宅

に注目してきました。この状況において、⼊居者の需要を押し上

げている⼤きな要因は、依然として購⼊可能な⼿頃な価格で

す。同様に、屋外スペースやその他の快適な環境を⼿に⼊れるこ

とができる物件は、引き続き高い需要が⾒込まれます。しかし、

失業率は依然として高く、最終的には多くの先進国の国や政府

による所得助成⾦が減少すると⾒込まれるため、特に中短期的

には、賃料の伸びに対するマイナス要因を慎重に考慮する必要

があると考えています。

9 ⽶商務省、デジタル・コマース 360 分析、2020 年 8 ⽉ 18 ⽇ 10 CoStar、市場並みの賃料、クラス A、ワンベッドルーム、2020 年第 2 四半期
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オフィス用︓低コストのロケーション、良好なビジネス環

境

2020年上半期に外出禁⽌令が出された結果、世界中のオフィ

スビルの物理的な⼊居率は急落し、エッセンシャル・ワーカーを除

くすべての労働者が在宅勤務に移⾏しました。⼀部の社員はオ

フィス勤務に戻っているものの、雇用主が賃貸契約の決定を保

留にしているため、オフィス・セクターの逆風は⻑引くと予想されま

す。当然のことながら、新規の賃貸契約や⻑期の契約更新がさ

らに減少すれば、賃料や⼊居率はさらに低下することになります。

ニューヨークやロンドンなど、⼤量輸送交通機関に依存した人⼝

が密集するゲートウェイ都市は、最も深刻な直接的および⻑期

的な影響を受けています。これらのゲートウェイ都市では、最適な

オフィスの規模と⽴地に関する検討が続き、⽐較的高い⼊居コス

トや健康リスクに関する検討も⾏われると⾒ています。

⼀⽅、⽶国のオースティン、ナッシュビル、ポートランドなどの小規

模な成⻑都市では、賃料は低く、したがって、在宅勤務による潜

在的なコスト削減はそれほど⼤きな問題ではありません。公共交

通機関への依存度が低く、人⼝密度が低いため、通勤に⼤きな

影響を及ぼさずにソーシャル・ディスタンスを徹底することができま

す。高い⼊居コストを受け、企業はパンデミック以前からすでに低

コストの⽴地への移転を進めていました。パートナーズ・グループで

は、こうした傾向を踏まえた上で投資戦略を実⾏していました。パ

ートナーズ・グループでは、教育水準の高い人材を確保できる地

域で、なおかつ全般的な給与水準が低いビジネス向けの都市に

注目しており、こうした都市を中⼼にオフィス資産へのエクスポージ

ャーを増やしています。

持続可能性と健康促進の基準が高い近代的なAクラスのオフィ

スビルは、今後テナントを惹きつける絶好の機会が訪れると考え

ています。さらに、グループ作業、ミーティング、会議用の柔軟なス

ペースなど、共同作業を促進するオフィス・スペースや快適な環境

を求める人が増えると考えています。パートナーズ・グループは、取

得時に堅調で安定した純営業収益（NOI）を保持した資産を

選好し、賃貸の回転率が低く、⼊居率が低く、今後数年間で賃

料がマイナスから横ばいの伸びになるような物件を引き受けていま

す。

この分野で最近契約が成⽴した投資の⼀例は、ポーランドの近

代的なAクラスのオフィスビルのポートフォリオへの直接投資で

す。この投資機会は世代交代がきっかけとなり、ファミリーオフィス

が保有する開発会社とその不動産資産の両⽅が売りに出されま

した。新型コロナウイルス感染拡⼤以前の売却プロセスから始ま

り、パートナーズ・グループはこの夏に買収に意欲のあるオペレータ

ーとタッグを組みました。

この⼿法により、パートナーズ・グループはオペレーターと共にこの

資産に投資することができ、包括的なソリューションを売り⼿に提

供することができました。ポートフォリオは、欧州の主要なバックオフ

ィスおよびシェアード・サービス拠点の2つであるクラクフとヴロツワフ

にある11のAクラスのオフィス物件で構成されています。2018年か
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ら2020年の間に建てられた、BREEAM認定11の建物はすべて、

優れた持続可能性の評価を備えています。その他の欧州オフィス

市場に⽐べて賃料が低く、⽐較的安価で教育水準の高い労働

⼒が多く獲得できるため、投資適格の多国籍企業などがテナント

として⼊居しています。賃貸契約は、在宅勤務開始の影響を受

けていないことが確認されています。⻑期の加重平均賃貸レート

により、安定したキャッシュフローを確保することができます。堅固

なキャッシュフローの恩恵を受けることに加えて、既存資産の空室

スペースをリースアップすると同時に、2つの新規資産の開発とリー

スアップを完了することにより、価値創造を推進する予定です。こ

れらの新規資産は、ポートフォリオが保有する満室のビルに隣接

した⽴地にあるため、オフィス拡⼤を求めているこれらのビルのテナ

ントからの需要も期待できると考えられます。

パートナーズ・グループはこれまで、人⼝の密集したゲートウェイ都

市のオフィス物件を避けてきましたが、都市の中核オフィス・スペー

スは⼀部の主要な雇用主にとって引き続き魅⼒的であると考え

ています。実際に、ロックダウン期間中であっても、⼤⼿テクノロジ

ー企業はこうしたオフィス物件を選択しています。そのため、⼀部

の企業がオフィスを空けることで賃料が下がるリスクを考慮しなが

らも、価格や構造が魅⼒的な優良資産を購⼊することを検討し

ていく⽅針です。これらの投資機会は、2021年初めにさらに⼤幅

に増加すると⾒ています。

11 建築物の環境性能評価
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将来のオフィスを⽅向付けるトレンド

新型コロナウイルスの感染拡⼤を受けオフィス・スペースの使い⽅が

⼤きく変わりました。企業が在宅勤務に移⾏したため、⽶国の⼊

居率は4⽉までに多くの商業区域で⼀時的に10％未満まで低下

しました。テナントの賃貸契約が満了となり、更新や延⻑の決定を

保留したため、それほど劇的ではないものの、経済的な⼊居率も

低下しました。Colliers Internationalによると、空室率は2019年

末から2020年半ばにかけて0.5%上昇し11.9％になりました。

しかし、あまり確信が持てないのは、新型コロナウイルスが⻑期的

なオフィス・スペースの需要に及ぼす影響です。パートナーズ・グル

ープは、未知のものを予測しようとするのではなく、在宅勤務への

移⾏について経営の観点から理解することに努めています。この考

え⽅に⽅向性を持たせるために、マズローの⾃⼰実現理論の階層

に似たフレームワークを使用します。これは、人間の欲求が階層に

よって分かれているという理論です。この理論によると、人間は低

次の欲求が満たされた場合にのみ、高次の欲求を求めるようにな

ります。

このフレームワークを用いて、組織や経営者がどのように新型コロナ

ウイルス感染拡⼤に対応しているかを考察します。実例として、階

層の最初の次元は、在宅勤務を可能にする機能的なIT環境を

整える必要性です。全般的に、この在宅勤務への⽅向転換は⽐

較的迅速かつスムーズに⾏われました。第2の次元では、在宅で

働きながらチームが互いにどのように共同作業を⾏うかを理解する

必要性が出てきました。多くの企業はまだこの次元を査定している

ところです。これを⾏うには、まず実務のプロセスとチームの構成を

理解する必要があります。この側面を完全に理解して初めて、組

織はこれらのプロセスと構成の最適化に着⼿できます。これにより、

最終的に、どの従業員がオフィスに物理的にいる必要があり、その

頻度はどの程度かが決定されます。第2および第3の次元で、実

務に必要なオフィス・スペースの規模、望ましいオフィスの⽴地を把

握し、どの程度オフィス・スペースを柔軟にする必要があるかを決定

します。

多くの企業の経営陣はまだこのフレームワークに取り組んでいる最

中であるため、将来のオフィス・スペースの需要を定量化することは

困難であると⾔えます。しかし、すでにいくつかのトレンドが出始めて

おり、パートナーズ・グループではこうしたトレンドを踏まえた上で資

産を管理し、需要に対応していく⽅針です。

初期の在宅勤務の経験により、企業は、職務や⼀般的なビジネ

スモデルに応じて、⾃宅、郊外のサテライト・オフィスやコワーキング・

スペース、都会の本社など、どこで仕事ができるかについてより柔軟

に対応して従業員に提供していくと考えています。

規模を適切にし、ピーク時の需要を管理するために、企業は通

常、グループ作業が可能な柔軟で魅⼒的なオフィス・スペースを備

えた建物を選好します。在宅勤務には利点がある⼀⽅で、パート

ナーズ・グループのポートフォリオ企業を⾒渡すと、⽣産性やイノベ

ーションを維持するためには対面での共同作業が不可⽋であると

多くの個人が感じています。パートナーズ・グループは、特に空気清

浄に関して、ウイルスの拡散を抑制する清潔で安全に働ける環境

とテクノロジーをテナントに提供していく⽅針です。

要約すると、社員がチームで作業し、アイデアを共有するためのスペ

ースを確保するというトレンドは以前からありましたが、新型コロナウ

イルスの発⽣を受け、こうしたトレンドが加速しています。最終的に

は、今後成功するオフィス・スペースは、通勤の労⼒と不便さよりも

その場所に⾏くことの利点が⼤きいことを社員が納得するようなスペ

ースになると⾒ています。パートナーズ・グループのような投資マネー

ジャーにとって、主要な利害関係者のニーズを理解するために彼らと

協⼒し、そのニーズを素早く⼗分に満たす能⼒は、オフィス用不動

産投資で成功するために不可⽋であると考えます。
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投資⽅法

パートナーズ・グループの投資哲学に変わりはありません。パートナー

ズ・グループは状況変化に適応した投資家であり、オフマーケット機

会のソーシングに焦点を当てています。これにより、競争の激しい市

場環境においても有利なエントリー・ポイントを判断し、デューデリジ

ェンスを適切に⾏うことが可能となります。パートナーズ・グループで

は、付加価値のある資本の成⻑と、ダウンサイド・プロテクションを提

供する既存のキャッシュフローの両面からバランスの取れたリターンを

提供する投資を目指しています。購⼊時点で⼊居率が65％を超

える物件を選好しており、収益の伸びやキャピタルゲインの増⼤が

期待できる投資先を重視します。また、コベナンツ条項に対して⼗

分な余裕のある安全な資本構造を確保することにより、市場の下

落に備えます。

成⻑都市の選択

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

ーなどが⽣み出す雇用により、人⼝と雇用の伸びが平均を上回っ

ている地域に注目しています。特に、オーナーやテナントの⽣活費を

安く抑えられ、税制上の優遇措置などによってビジネスに好都合な

環境を重視しています。⽶国では、オースティン、ダラス、デンバー、

ナッシュビル、ポートランドがこのような都市に含まれます。欧州で

は、コペンハーゲン、ベルリン、ストックホルム、ミュンヘンが含まれま

す。アジア太平洋地域では、北京とメルボルンが含まれます。

オフマーケットのソーシング

パートナーズ・グループでは、100社以上のオペレーターおよびGPと

の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ています。

これにより、競争の激しい⼊札プロセスを回避することができます。

通常、パートナーズ・グループの投資の70％以上はオフマーケットで

ソーシングされています。このような機会は、オーナーまたは売り⼿の

⽴場から⾒て多くの場合、複雑なスペシャル・シチュエーションから発

⽣します。典型的なトリガー・イベントは次のとおりです。

 資⾦不足︓投資家は負債の償還に直面する可能性があり

ます。また、流動性不足によって追加資本の投⼊が困難とな

り、結果として再配置または再開発を完了できない場合があ

ります。

 時間の制約︓このような制約は、世代交代またはポートフォ

リオのリバランスの実施から⽣じる可能性があります。

 投資家の疲労または意⾒の不⼀致︓これは、⾮伝統的な

売却プロセスにつながるか、現在のオーナーの⼀部が投資を

継続したまま資本を再構成する機会を提供する可能性があ

ります。

 ファンドの満期︓期間満了に達しているファンドは、残りの資

産に対して流動性イベントが必要になる場合があります。

価値創造

パートナーズ・グループでは、営業純利益（NOI）の伸びが期待で

きる投資機会に注目しており、こうした資産に対する経営支配権を

求めています。営業純利益（NOI）の伸びをもたらす要素として、

以下の3つを重視しています︓

 ⼊居率の伸び

 貸料の伸び

 運用効率の向上

これらの目標を達成するための⼿段として、1）より多くの賃貸可

能なスペースの創造、2）改修およびビル・システムの改良によるス

ペースの質の向上、3）快適環境の提供による資産の用途変更、

などが挙げられます。
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プライベート・デット

オーナーシップの精神で投資を実⾏

プライベート・エクイティ投資の取引⾼が回復し、プライベート市場のユニバースが拡大していることか

ら、パートナーズ・グループではプライベート・デットに対する堅調な需要が継続すると確信していま

す。

市場概況

投資家に対する価値提供に注⼒するプライベート・デット投資

家として、パートナーズ・グループは⻑期にわたり、予想されるダ

ウンサイド・リスクやマクロ経済のボラティリティを踏まえて、デットに

よる資⾦提供を⾏ってきました。しかし、前例のない世界的なパ

ンデミックにより、当社のモデルは2020年3⽉および4⽉に真価

が問われました。パートナーズ・グループでは、足元の経済情勢

に目を向けており、景気動向の影響を受けにくい業種や持続

可能な資本構成および強固なキャッシュフロー・ビジネスモデル

に注目する投資アプローチは、有効に機能しています。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う市場の急

落により、歴史上で最も⼤幅な調整局面を迎え、その影響は

株式市場と同程度にデット市場にも及びました。パンデミックが

世界中に広まった際に格付会社の役割がデット資⾦のフローに

影響しました。格付会社は世界⾦融危機の際市場の変化へ

の対応が遅く過小評価されていましたが、今回ははるかに迅速

に対応しました。格下げ件数は過去12ヵ⽉間に2倍以上とな

り、レバレッジド・ローンにおけるB格のユニバースの拡⼤をもたら

しています。従来新規発⾏市場での資⾦調達を目指していた

⼤企業向けのローンは、シンジケートに苦戦し、スピードや確実

性を理由に取引高は減少しているものの、プライベート・デット

市場でソリューションを⾒いだすケースもありました。

パートナーズ・グループは、格付けをめぐるニュアンスや、堅調な

企業に⾮公開のファイナンス・ソリューションを提供し得られるレラ

ティブ・バリューを⼗分に理解していることから、このトレンドは当

社に好機をもたらしました。ウィズコロナの環境下で、⾦融市場

を取り巻く資⾦フローは引き続き不安定なものになると考えられ

ますが、プライベート・エクイティ投資の取引高回復により、プライ

ベート・デットに対する需要が継続すると確信を強めています。

プライベート・ダイレクト・デット市場は8,480億ドル規模12に拡

⼤しており、その他の資⾦調達源が撤退、償還および不良債

権数の増加の可能性を理由に減少する中、中規模および中

規模上位の企業に対する不可⽋な資⾦調達源になると⾒込

まれます。

12 Preqin（2020 年 3 ⽉現在）
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パフォーマンス

パートナーズ・グループのダイレクト・デット・ポートフォリオのパフォーマ

ンスは新型コロナウイルスの期間でも安定して推移しました。景気

循環業種（エネルギー、小売、⾦属・鉱業、ゲーム・娯楽、航空

宇宙）への直接エクスポージャーは、ポートフォリオの純資産価額

（NAV)の5%未満に抑えられています。これに対してパブリック・ロ

ーン・インデックスは約15%となっています。

当社ポートフォリオにおいては、⼤幅な事業再編を必要とするクレ

ジットの件数は限定的となっており、プライベート・デットの220億ド

ルの運用資産残高（AUM）に対して減損総額は適度な水準

にとどまっています。第⼀順位抵当権付きローンおよび第⼆順位

抵当権付きローンにおけるパートナーズ・グループのグローバルの平

均損失率は2020年第1四半期を通してわずか0.2%で推移しま

した。13

現在の投資テーマ

足元の市場に目を向けると、パートナーズ・グループでは⼤型お

よび中型の担保付きダイレクト・シニア・ローン、特に「クラブスタイ

ル」（デット・トランシェにおいて貸し⼿の数が限られていることに

より、交渉⼒が高まる）の資⾦提供に相対的魅⼒度を⾒いだ

しています。パートナーズ・グループでは、安定したキャッシュフロー

および魅⼒的な収益性を有し、景気動向の影響を受けにくく新

型コロナウイルスに対しても頑健性のある確⽴された事業におけ

るカテゴリー・リーダーに注目し、新規あるいは追加の資⾦提供

を⾏っています。

⾦融市場に⼤規模な財政支援が注⼊されたこと受けクレジット

指標が回復している中で、パートナーズ・グループでは依然とし

て、新型コロナウイルス発⽣前よりも融資条件の良い、レバレッ

13 各戦略の開始年は第1順位抵当権付きダイレクト・デットが2012年、第2順位抵当権付きダイレクト・デットが2006年であるため、損失率およびデフォルト率は年率の単純平

均に基づき算出されています。

14  S&P LCD、2020年第3四半期

ジ水準の低い投資機会を確認しています。⽶国のバイアウト取

引のレバレッジ水準は5.4倍となり、前年の5.8〜6.0倍から低下

した⼀⽅で、⽶国および欧州のエクイティ・クッションはおよそ50%

に上昇しています。14

新型コロナウイルス収束後に有利な条件を確保

パートナーズ・グループは2020年7⽉、欧州の衛⽣・消毒薬製

品の開発・製造業者に対するユニトランシェによる投資を⾏いま

した。Project Tangerineはヘルスケア企業であり、衛⽣製品

を必要とする追い風から恩恵を受ける有利なポジションにありま

す。当初検討された新型コロナウイルス発⽣前、同案件は2層

の資本構成、約6.5倍を目標とするネット・トータル・レバレッジ、

および1桁台半ばの混合目標リターンで提示された条件は、厳

格な期限前弁済プロテクション条項がなく、コベナンツ・ライトでし

た。ところが、わずか約4ヵ⽉後の7⽉のクロージング時点で債務



プライベート市場ナビゲーター︓2021年の⾒通し

32/54 

構成は変化し、ユニトランシェのみの構成で、レバレッジは4.7倍

まで低下し、シニア・ローンのスプレッドは前述の混合リターンをは

るかに上回る結果となりました。また、この有利な条件にはレバレ

ッジ・コベナンツおよび期限前弁済プロテクションが盛り込まれてい

ます。スポンサーは、将来の成⻑に向けて頑健性のある企業を

支援するための追加資⾦提供に関して、パートナーズ・グループ

が信頼できるパートナーであることを理解しており、当社が貸し⼿

グループに参加したことを高く評価しました。

プライベート・エクイティ・スタイルの投資プロセス

元本確保はプライベート・デット投資の核⼼部分であると⾔えま

す。プライベート・デット投資家の誤解として、必要とされるデュー

デリジェンスが、どういうわけか株式投資に求められる水準よりも

低いと思い込んでいるケースがあります。しかし、あるプライベー

ト・エクイティ投資での損失は別のプライベート・エクイティ投資で

のキャピタルゲインによって相殺される可能性がありますが、プライ

ベート・デットではこの点において埋め合わせが限定的で、すべて

の投資が成功する必要があります。このような観点から、パート

ナーズ・グループでは「プライベート・エクイティ・スタイル」の極めて

厳格なデュー・ディリジェンス・アプローチを採用し、これにはリソー

スが必要であるものの、今⽇優れた実績や低い損失率につなが

っています。

繊細なアプローチによるテーマ型投資

プライベート・エクイティと同様に、パートナーズ・グループでは革新

的な変化から恩恵を受けるセクターや企業の中から積極的に投

資機会を発掘しています。また、プライベート・エクイティと揃え

て、業種レベルでテーマ型投資分野を特定しています。持続的

に平均以上の成⻑を達成することで、元本確保の可能性を高

めます。プライベート・デットにも、パートナーズ・グループのテーマ

型ソーシングの指針となる類似点が多くあり、成⻑の質および頑

健性が成⻑の量よりも重要であると考えています。パートナーズ・

グループでは特に固有のリスクを中⼼に考慮することで、ディスラ

プション・リスクを回避しています。

パートナーズ・グループの繊細なプライベート・デット・アプローチの

事例としては、Project Pythonへの投資が挙げられます。

Project Pythonはクラウドベースのソフトウェア・アズ・ア・サービス

（SaaS）の有⼒企業です。ITソフトウェアおよびSaaSに渡る

魅⼒的な収益モデルは、パートナーズ・グループのプライベート・エ

クイティ・ビジネスの注目分野でもあります。しかし、Project 

Pythonには、パートナーズ・グループがプライベート・エクイティ投

資で期待する上昇をもたらすような特性がありません。プライベー

ト・エクイティ投資では、製品ラインの拡⼤やセクターの整理統合

といった付加価値戦略を主導することを期待するからです。

Project Pythonは中小企業（SME）に対してオンライン通

信・コラボレーション、リモートワークおよびリモート・ヘルプデスク支

援を提供しています。SME市場は巨⼤であり、市場普及率が

低いことで⼗分なサービスが提供されておらず、クラウドへの移⾏

やオンライン通信・コラボレーションの導⼊拡⼤を⼗分に支援す

るためのIT専門家が概して不足しています。そのような中、同投

資先はシンプルで先端的なプログラムを提供し、これまで別々に

購⼊されていたクラウド電話、ビデオ会議、およびコラボレーション

ツールを統合したプラットフォームを提供することによって差別化を

図っています。同社の様々な製品の個々の最終市場は新型コ

ロナウイルスの感染拡⼤によって促進されており、2023年まで7

〜9%の年平均成⻑率（CAGR）で拡⼤することが⾒込まれ

ています。これらの市場動向や同社の有利なポジショニングが持

続可能な成⻑余地をもたらしています。ただし、顧客基盤の規

模を踏まえると、整理統合の可能性は限られており、株式投資

には適さないと考えられます。ビジネスモデルの観点からすると、

パートナーズ・グループは同社の高水準の経常収益や、内部留

保率、EBITDAマージンを選好しており、スポンサーとの緊密な

関係を通じてコンソーシアムに加わることになりました。

その他直近の投資はパートナーズ・グループのテーマ型の投資選

好に基づくものであり、実際にパンデミックから恩恵を受けていま

す。具体的には、⾷品配達サービス、ペットサービス、および梱

包会社などが挙げられます。パートナーズ・グループは、第2四半

期の景気後退を通じ、投資先企業の業績を直接評価すること

が可能な増額型タームローンに取り組みました。

将来の成⻑に向けて企業を支援

パートナーズ・グループでは、業界のテーマ別重点分野の企業と

提携するだけではなく、企業が変革的トレンドに資本を投⼊でき

るよう支援するための資⾦も提供します。これには追加買収、ま

たは将来の成⻑を推進する取組みについての資⾦提供などが

含まれます。

この⼀例としては、パートナーズ・グループとDiligentとの⻑期に

わたる関係が挙げられます。Diligentは⽶国を本拠地とするワ

ークフロー・ソフトウェアの有⼒ロバイダーであり、⽶国のフォーチュ

ン1000社の半数近くや全世界の多くの⼤企業にサービスを提

供しています。Diligentの製品により、取締役会メンバー、経営

者、および管理者が取締役会の資料を作成・配布・検閲・採

決することが可能となります。この投資テーマは、同社の市場をリ

ードする地位や強固なキャッシュフローを中⼼に展開しています。

同社はオンラインおよびデジタル・プラットフォームへの継続的な移

⾏など、市場の追い風によって支えられています。コンプライアン

スやコーポレート・ガバナンスに対して世界的に意識が高まる中、

この市場セグメントは今後も好調な業績を維持すると予想され

ています。新型コロナウイルスのパンデミックによる追い風が同社

の業績を支え、Diligentは2020年第2四半期に、EBITDAおよ

び売上成⻑を引き続き報告しました。パートナーズ・グループは
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2020年8⽉、改定及び延⻑された同社のユニトランシェ・ローン

に約1億7,800万⽶ドル相当の投資を⾏いました。パートナー

ズ・グループの⻑期にわたる関係が⽶国内だけでなく、国際的に

も同社の買収戦略を支援してきました。パートナーズ・グループ

はGBP（ポンド）で資⾦を迅速に提供できる数少ない投資家

の1つであり、⽶国以外での買収を⾏うことに目を向けている企

業に対して貴重なソリューションを提供しています。

新たな投資機会に適応する

パートナーズ・グループのコア戦略は堅調な企業に新規ローンを

提供することです。投資機会は様々な形で⽣じるため、しばしば

ニュアンスが異なることがあります。例えば、シンジケート市場は

新型コロナウイルス収束後では依然として⾮常に厳選されるた

め、パートナーズ・グループでは新しい投資機会に目を向けてい

ます。これには、既存のシンジケートによる資⾦提供と並⾏して

実⾏可能な、⼆者間でアレンジされる増額型ローンなどが含ま

れます。これらの投資は通常、第⼀順位抵当権付きローンであ

り、⼤規模で業績の良い企業を対象としています。しかし、執⾏

のスピードや確実性から、これらの企業のオーナーは、同様の資

⾦調達に関してダイレクト・レンディング市場の⽅へ軸を置いてき

ました。パートナーズ・グループは、競争が限られていることで有利

な条件を交渉できるグローバル・スポンサー・ネットワークを通じ

て、これらの投資を直接ソーシングします。

パートナーズ・グループは最近、追加買収に融資することを目的

に、有⼒なペットフード・メーカーであるPartner in Pet Foodへ

の投資を完了しました。パートナーズ・グループはスポンサーから

直接アプローチを受け、8%の目標IRR、魅⼒的なディスカウント

で、唯⼀の貸し⼿として交渉することができました。⽶国でも同

様の投資機会が⽣じ、ここでもスポンサーからアプローチを受け、

第⼀順位抵当権付き増額型ローンにおける唯⼀の貸し⼿とな

った事例があります

ボラティリティと共存する

不透明な経済環境では、セカンダリー市場が魅⼒的な投資機

会を提供する場合があります。流動性ニーズによる強制売却な

どが⽣じる市場ボラティリティが高い期間には、セカンダリー市場

に目を向ける⽅針です。パートナーズ・グループは独⾃のネットワ

ークを通じてこれらの投資機会をソーシングし、既存のポートフォ

リオに関する知⾒を活用しています。これらの投資機会はディス

カウントで取引されることも多く、有利な経済性をもたらします。

パートナーズ・グループのポートフォリオにおける直近の例として

は、⽶国を本拠地とする特殊プラスチック包装の設計・製造業

者であるPretiumが挙げられます。最初の取引は2020年1⽉

に⾏われ、パートナーズ・グループはスポンサーに魅⼒的な資本

構成を提案する上で重要な役割を果たしました。このストラクチ

ャーは伝統的な第⼀順位/第⼆順位抵当権付きローンからユニ

トランシェ・ソリューションに移⾏しました。同社が2020年第1四

半期に堅調な業績を示したため、パートナーズ・グループは2020

年6⽉に96.5の割引発⾏（OID）で既存の貸し⼿から2,500

万⽶ドルのタームローンを購⼊しました。

ディストレスト・デット

パートナーズ・グループでは、特殊でかつタイムリーな資⾦ソリ

ューションを必要とし、事業が損なわれていない企業に選択

的に資⾦を投⼊します︓

 財務⾯で問題のある企業︓パートナーズ・グループで

は流動性問題や契約上の制限に直面している企業に

資⾦を提供することが可能です。肥⼤した資本構成や

財務面で問題のある資本構成がこれらの企業の広範

な市場への参⼊を妨げています。これらの企業は堅実

なビジネスモデルや⻑期的な収益性を特徴としていま

す。例︓パートナーズ・グループは新型コロナウイルスに

よる悪影響を受けた欧州のホスピタリティ企業に新たな

資⾦を提供しました。これにより、同社はより効率的に

事業を拡⼤し、悪戦している競合他社から市場シェア

を獲得することが可能になります。

 財務⾯で問題のある貸し手︓パートナーズ・グループで

は既存のクレジット/ハイブリッド証券を取得することによ

り、ストラクチャーやポートフォリオの変更を検討している

貸し⼿に流動性を提供する機会を模索しています。パ

ートナーズ・グループは、クレジット証券またはポートフォリ

オの特異⼜はニッチな状況を素早く理解し、評価する

能⼒を有しています。例︓当社は、売却ファンドの流動

化を促進するために、継続価値に対して⼤幅なディスカ

ウントで取得できた複数のリストラクチャリングされたロー

ンとエクイティのポジションを保有するテールエンド・ファンド

を組成しました。この戦略により、パートナーズ・グループ

は⾃身のグローバル・プラットフォームを活用し、世界トッ

プクラスのオペレーターにアクセスすることで価値を創造す

ることが可能となり、複雑な問題に対する的確なソリュ

ーションを提供し、目先の問題を解決するとともに、価

値創造の取り組みを支援しています。

パートナーズ・グループは有⼒な運用会社、投資顧問、およ

び法律事務所など多様な経歴を有する専任のディストレス

ト・チームを有しています。
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流動性の高いローン

新型コロナウイルスのパンデミックにより2020年3⽉に市場が急

落した時には、市場で資産の価格設定が不能となったため、ロ

ーン担保証券（CLO）およびローンの新規発⾏はほとんど停

⽌しました。新型コロナウイルス発⽣以前から格下げ傾向があ

り、ローン市場はB格およびB-格の企業で占められるようになって

いましたが、格付会社が世界⾦融危機の間に受けた「対応の

遅さ」に対する批判を避けようとしたため、積極的な格下げに⾒

舞われました。

⼤量のB格や、CCC格のユニバースの増⼤はしばらくの間持続

する可能性があり、既存のローン担保証券（CLO）に圧⼒が

かかる可能性が高く、CLOはB格以下の格付けリスクの拒絶を

余儀なくされ、銀⾏はそうしたリスクの引受けに消極的になると

⾒込まれます。上述したとおり、パートナーズ・グループでは、この

市場ギャップはプライベート・デット・プロバイダーによって次第に埋

められると予想しています。プライベート・デット・プロバイダーは、

より優れた経済性およびストラクチャーの⾒返りに確実な執⾏を

⾏うことができます。

ファンダメンタルなビジネスの観点からすると、新型コロナウイルス

の感染拡⼤により特定のセクターや企業が他よりも⼤きな影響

を受けており、そのばらつきはデット市場においても⾒られ、物理

的/社会的要素、移動、または⾮常に任意性の高い需要に関

与している企業はいずれもアンダーパフォームしました。

新型コロナウイルスによりヘルスケアに対する需要は⼤幅に増加

しましたが、選択的な医療処置は停⽌されたため、特定のカテ

ゴリーのヘルスケアはマイナスの影響を被りました。LLI/ELLI15に

15 クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス／欧州レバレッジド・ローン・イン

デックス、2020年3⽉

おいて航空宇宙、ゲーム/娯楽、⾦属/鉱業、小売およびエネル

ギーなどのセクターが最⼤の損失を被り、これらのインデックスの

2020年3⽉のトータル・リターンは2桁台後半のマイナスとなりま

した。同インデックスで利益を上げたのは、IT・ソフトウェア・ビジネ

ス、⾦融サービス、およびメディア/電気通信などであり、経常収

益を維持していたセクターでした。インデックスのリターンは予測可

能な結果ですが、過去に景気循環の影響を受けているセクター

を単に避けるだけでは不⼗分であったことを業種別のデフォルト

率が示しました。メディア/電気通信業界には2020年第1四半

期に記録された最⼤のデフォルトとなったローンの内の2件である

FrontierとIntelsatが含まれていました。新型コロナウイルス危機

により、完全に頑健性を示すセクターが存在しなかったことが実

証されました。その代わりに、企業が市場低迷期にどのような業

績を示すかを理解するためには、セクターを問わず、事業のファン

ダメンタルズを厳密に評価、再査定することが不可⽋であると⾔

えます。

市場機会が⽣じた場合、パートナーズ・グループはクレジットに高

い確信度が⾒られるケースでは、そうした機会を活用していきま

す。新型コロナウイルス収束後にはシンジケート市場とプラベート

市場の間の境界が不明瞭になるため、この2つの市場全体にわ

たりクレジットを評価し、1つのチームとして仕事をすることができる

独⾃の能⼒がパートナーズ・グループの強みになる考えていま

す。さらに、パートナーズ・グループは今後数ヵ⽉にわたりクレジッ

トの選択および積極的なポートフォリオ管理にフォーカスします。

新型コロナウイルス収束後に焦点を絞り、厳格なボトムアップ・ア

プローチに基づくクレジット分析を適用し、トップダウン・アプローチ

に基づくマクロ視点で導かれるセクターに資⾦配分を⾏う⽅針で

す。
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新型コロナウイルス発⽣前および新型コロナウイルス収束後も、

ポートフォリオではディフェンシブ・セクターに重点を置き、テクノロ

ジー、ソフトウェア、およびヘルスケアをオーバーウェイトとします。

石油・ガス、航空、ホテルおよびレストランなど、新型コロナウイル

スの悪影響を最も受けたセクターへのエクスポージャーは⽐較的

抑えています。ポートフォリオは依然として⾮常に分散されてお

り、450を超える企業で構成されています。

ダウンサイド・プロテクションをどのように

強化するか︖

元本確保はプライベート・デット投資において重要なカギとな

ります。パートナーズ・グループは3つの戦略を採用していま

す︓

 変革的トレンドが加速する中で、平均以上の頑健性を

有するセクター内で企業を発掘するため、弊社ではテー

マ型アプローチを採用しています。

 パートナーズ・グループは、厳格なローン・ドキュメンテー

ションおよび有利な経済性を交渉できる⽴場にあるト

ランシェに投資します。特に、レバレッジ水準が持続可

能であり、スプレッドが魅⼒的なトランシェに注目します。

 パートナーズ・グループは、オーナーシップの精神を持

ち、安⼼して事業を引き継ぎ、いかなる⼀時的な困難

も乗り切ることができるという確信度を持って投資を⾏い

ます。パートナーズ・グループのオーナーシップの精神と

は、保有期間全体を通じて、当社のセクター専門家が

取締役会レベルとの交流を⾏い、成⻑戦略を支援する

ことを意味します。さらに、スポンサーと緊密に連携して

流動性を確保し、マクロ経済情勢の厳しい時期も含め

て、成⻑戦略を成功させ、積極的なハンズオン・アプロ

ーチの実績のあるスポンサーとともに選択的に投資を⾏

います。

 必要に応じて、リストラクチャリングの専門家から成る専

任チームを動員し、ポートフォリオにおける問題に対処し

ます。
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プライベート・インフラストラクチャー

プラットフォーム構築の機会

インフラはその本質的な性質により、プライベート市場の中で新型コロナウイルスの影響に対して最も

頑健性を示した資産クラスになっています。パートナーズ・グループでは、プラットフォームを構築するこ

とができ、資産クラス・レベルで業務改善を実⾏できる⾼成⻑のセクターに注⽬しています。

市場概況

インフラ資産は新型コロナウイルスのパンデミックによる最も深刻

な影響に対して耐性を示しており、パートナーズ・グループの投資

ユニバースのインフラ資産のファンダメンタルズにほぼ変化はありま

せん。成⻑を支えるためには、今後15年間にわたり70兆⽶ドル

近いインフラ投資が必要とされています。16 さらに、インフラ投資

はコロナ禍からの回復に不可⽋であると⾔えます。

今後数ヵ⽉間にわたり、世界における政策対応は短期の支援

策から、⻑期的に⽣産性を高めるインフラ投資へ移⾏する可能

性があります。新型コロナウイルスのパンデミックによって公共交

通機関の優先度が下がり、デジタル・インフラの高密度化が重

要視されるなど、インフラ政策が変わる可能性がありますが、全

体として、インフラ支出は国際的な復興計画に不可⽋であるこ

とが判明すると⾒込まれます。また、持続可能性も⼀段と主要

なテーマになる可能性があります

プライベート・インフラに対するパートナーズ・グループの投資アプロ

ーチでは、高成⻑セクターの選択を起業家的なプラットフォーム

の構築や、資産レベルでの事業改善と組み合わせています。パ

ートナーズ・グループではマクロ・リスク、市場リスク、およびエネル

ギー価格リスクへのエクスポージャーを抑える⼀⽅で、構造的変

化を背景にした変革的な投資に重点を置いています。新型コロ

ナウイルス危機の期間全体におけるパートナーズ・グループのダイ

レクト・インフラ・ポートフォリオの堅調なパフォーマンスにより、この

アプローチの能⼒が実証されており、このレポート全体を通して説

明するように、パートナーズ・グループの戦略は将来に向けて適

切に運用されています。

16 マッキンゼー、2017 年

実証済みのアプローチ

当然のことながら、パンデミックの結果としてすべての主要な地域

で取引が著しく鈍化しました。Preqinによると、2020年第2四半

期の取引高は前年⽐で58%減少しました。しかし、この資産ク

ラスの本質的な性質を踏まえると、この減少は単に延期された

部分を反映しているにすぎず、広範な規模での混乱は⾒られま

せんでした。ロックダウンの期間に、様々なセクターでいくつかの取

引がクローズされました。これには欧州の有⼒なデベロッパーで、

再⽣可能エネルギー資産のオーナーおよび運営会社である

VSB Renewablesや、オーストラリアの風⼒発電プラットフォー

ムであるMurra Warra IIなどに対するパートナーズ・グループに

よる買収が含まれています。実際に、プライベート・インフラはおそ

らくプライベート市場の中で新型コロナウイルスによる影響を最も

受けなかった資産クラスでした。

とは⾔うものの、多くの業種でバリュエーションは新型コロナウイル

ス発⽣前のピークから低下しています。特に、キャッシュフローが

GDP成⻑率に関連している資産（例えば、空港）や、コモディ

ティ価格の影響を受けやすい資産（例えば、石油価格の影響

を受けるミッドストリーム資産）、および「インフラ・ライト」資産

（例えば、サービス資産）は⼤きな打撃を受けています。その

⼀⽅でセクター全体にわたって、過度なレバレッジまたは⾮常に

キャッシュ・タイトで、資本構成が脆弱な資産もバリュエーションが

低下しました（例えば、石油・ガスのアップストリーム資産）。こ

うした悪影響は、低⾦利が⻑引くことへの期待により部分的に

相殺されたに過ぎませんでした。明らかな例外はデジタル・インフ

ラであり、このセクターの頑健性やデジタルの普及における強い追

い風によりバリュエーションは引き続き上昇しました。
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⼀部の資産やセクター（特にマクロ要因や市場要因の影響を

受けやすい資産およびセクター）についてはリスクが高⽌まりして

います。⻑期的には、このことが特定の資産のバリュエーションに

影響を及ぼす可能性があります。パートナーズ・グループでは構

造的な⻑期的トレンドへの投資を選好する⼀⽅で、ここ数年間

にわたりこれらのセクターを意識的に回避してきました。このことが

新型コロナウイルスの期間にパートナーズ・グループのポートフォリ

オの頑健性に⼤きく寄与しています（下記ご参照）。

新型コロナウイルスの期間におけるパートナ

ーズ・グループのポートフォリオの頑健性

新型コロナウイルスや、それに伴う景気低迷にもかかわらず、パート

ナーズ・グループのダイレクト・インフラ・ポートフォリオは引き続き⾮

常に安定して推移しています。これは主に、コモディティ価格や

GDP、輸送量などへのエクスポージャーを最小限に留めていたこと

を反映しています。ポートフォリオはサブセクター全体にわたり広く分

散されており、再⽣可能エネルギーによる発電、天然ガス輸送、デ

ータ伝送といった必要不可⽋なサービスに重点を置いています。す

べての投資が特定のセクターに対して持続可能な平均以上の成

⻑率をもたらす変革トレンドから恩恵を受けています。

重要なこととして、このポートフォリオは保守的な資本構成を特徴

としており、信用⼒のあるカウンターパーティーとの⻑期のテイク・オ

ア・ペイまたはアベイラビリティ・ベースの取り決めのある案件を⼤幅

にオーバーウェイトとしています。例えば、Fermacaや

CapeOmegaなどのパートナーズ・グループのミッドストリーム資産

は⻑期テイク・オア・ペイ契約による収益から恩恵を受けているた

め、2020年の⼤部分を特徴づけたボラティリティによる影響を受け

ませんでした。収益に対する頑健性やデットの持続可能性により、

パートナーズ・グループは⼤規模な混乱または計画外の資本注⼊

なしに価値創造計画を実⾏し続けることが可能だったのです。

最初のダイレクト・インフラ・ファンドを設定した2011年以降、パート

ナーズ・グループのインフラ・ポートフォリオは13.0%のネット・リターン

を上げており、上場インフラ株のベンチマーク（同期間におけるリタ

ーンは年率2.9%17）を⼤幅にアウトパフォームしています。

現在の投資テーマ

新型コロナウイルスによって弊社の引受アプローチの有効性が⽴

証され、強化されました。このアプローチでは、基本契約からマク

ロ経済情勢や市場動向に左右されない有形の価値創造、管

理可能な水準にあるデット、引受時に盛り込まれるエグジット時

17 S&P グローバル・インフストラクチャー・トータル・リターン指数によって測定

点の「正常化後」バリュエーション水準に至るまで元本確保に重

点を置いています。

セクターに関しては、クリーンエネルギーやデジタル化など変革的

トレンドから恩恵を受ける平均以上の成⻑セグメントへの注目を

維持しています。これらのセグメントの中では、真のインフラ特性

を有する資産、すなわち⻑期契約に基づくキャッシュフローおよび

高い参⼊障壁を有する実物資産や堅調なビジネスを追求して
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います。これらの質の高い資産に対するバリュエーションが上昇し

続ける可能性が高いと予想しているため、新型コロナウイルス収

束後においても、「安物買い」をしないように努めています。

脱炭素実質ゼロ社会への移⾏

パートナーズ・グループが投資を進めている主な変革的トレンドの

1つは脱炭素化とエネルギー移⾏です。気候変動は、政策当局

や投資家の間でも注目を集めており、こうした認識の高まりによ

り、政府、企業、および様々な機関が世界的に炭素排出量を

実質ゼロとする目標にコミットしています。新型コロナウイルス発

⽣の結果として、これらの課題が後退する可能性は低いと思わ

れるため、パートナーズ・グループでは引き続きこのトレンドから恩

恵を受ける資産や企業に注目します。炭素排出量実質ゼロ目

標は、発電から電⼒の信頼性、⼆酸化炭素の回収・貯留、モ

ビリティに至るまで、多くのセクターや市場セグメントに影響を与

え、それらに変革をもたらしています。

パートナーズ・グループは世界中で7.7GWを超える再⽣可能発

電容量のポートフォリオを有しており、⻑期にわたりクリーンな発

電に投資してきました。パートナーズ・グループはつい最近の

2020年7⽉、最新プロジェクトであるオーストラリアの209MWの

Murra Warra II風⼒発電所を買収しました。このプロジェクト

は、パートナーズ・グループが運営段階まで⾸尾よく業務を遂⾏

した2016年のMurra Warra Iへの投資の第2段階です。この2

つの風⼒発電所を合わせると、オーストラリアの35万世帯に電

⼒を供給するのに⼗分なクリーンエネルギーを⽣み出し、毎年

130万トン超の⼆酸化炭素排出量を相殺することが可能となり

ます。

再⽣可能発電の構築は、電⼒の信頼性と適応性への投資に

焦点を当てたパートナーズ・グループの取り組みを補完するもの

です。このテーマは様々なインフラ・サブセクターに及んでおり、こ

れには柔軟性のある発電や、送電のバランシング、分散型エネ

ルギー、エネルギー貯蔵などのソリューションが含まれています。ま

た、天然ガスは送電の安定性と柔軟性のために再⽣可能エネ

ルギーを補完する上で必要な低炭素化の要素であるとパートナ

ーズ・グループでは考えています。カリフォルニアのクイックスタート

発電所であるSentinel Energy Center、英国とアイルランド

の間の海底相互接続であるGreenlink、および欧州の天然ガ

ス・ニーズの約25%を供給するノルウェーのガス配給プラットフォー

ムであるCapeOmegaなど、パートナーズ・グループはお客様の

ためにこの分野で複数の投資を⾏ってきました。

パートナーズ・グループでは引き続きこのテーマに沿って投資して

いるため、主に投資適格のカウンターパーティーとの⻑期契約に

より収益が裏付けられている資産や、供給過剰や契約価格の

圧迫を回避するために高い参⼊障壁が築かれているセグメント

を探しています。天然ガスの分野では、送電、輸⼊、ダウンストリ

ーム、および排出量の削減を可能にする、コモディティ価格への

エクスポージャーが限定されている資産に注目しています。また、

環境や地域社会にプラスの影響を与える資産にも投資します。

例えば、Sentinelは石炭⽕⼒発電に取って代り、断続的な再

⽣可能エネルギーをバックアップする⼀⽅で、CapeOmegaは欧

州の世帯に不可⽋な安価なガスを供給しています。

パートナーズ・グループでは二酸化炭素の回収・貯留への投資

機会にもますます目を向けています。再⽣可能エネルギーを通じ

た発電による⼆酸化炭素の置換だけでは、2015年12⽉のパリ

協定に沿って地球の平均気温の上昇を産業革命以前の水準

から2℃未満に保つのには不⼗分です。産業ベースの⼆酸化炭

素排出量も⼤幅に削減する必要があり、回収・貯留の必要性

が求められています。政策支援によって技術の成熟化が推進さ

れており、(特に⽶国で) 既存の資産や専門技術が⼤規模な炭

素の回収・貯留に向けて転用されているため、このセクターにも

投資機会が訪れつつあるとパートナーズ・グループは⾒ています。

これには⼤規模な拡張やインフラ投資を必要とします。パートナ

ーズ・グループでは現在、隔離「ハブ」および⼆酸化炭素パイプラ

インに注目しており、この成⻑セクターにおいて早期参⼊者として

の地位を築くように主要な産業パートナーとの関係を構築してい

ます。

パートナーズ・グループは現在、世界最⼤級の⼆酸化炭素イン

フラ所有者の1つとジョイントベンチャーを設⽴し、⼆酸化炭素の

輸送、貯留および隔離インフラを建築・取得・所有・運営するこ

とになるプラットフォームを開発する機会を米国において独占的

に得ています。このプロジェクトは優良な投資適格のカウンターパ

ーティーによって支えられており、強固なキャッシュフローの⾒通し

をもたらす定額報酬のテイク・オア・ペイ契約を締結する予定で

す。パートナーズ・グループの価値創造戦略ではこのプラットフォ

ームの実現、拡⼤、および商業化に重点を置く予定です。この

投資機会は、現在評価されつつある新しいテクノロジー

（Direct Air Capture（⼤気中の⼆酸化炭素を吸収する技

術）のような）にパートナーズ・グループが投資するための扉を

開く可能性もあります。これにより、今後5年以内にインフラ・キャ

ッシュフローがもたらされる可能性があります。
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ニュー・モビリティ

パートナーズ・グループの投資戦略に不可⽋なもう1つの変革的

テーマは、運輸セクターの中でGDPへのエクスポージャーのないセ

グメント、とりわけ旅客輸送および貨物輸送の両⽅を対象とする

テクノロジー対応のモビリティ・ソリューションです。このセクターは急

速に発展しており、テクノロジー主導の4つの創造的破壊トレン

ド、すなわち⾞両の電化、共有モビリティ・プラットフォームの出

現、⾃動⾞間の接続性の拡⼤、および⾃動運転の導⼊の並

⾏した動きにより促進されています。これらのトレンドが変化を促

し、業界の競争⼒学を再構築しています。この変革がいわゆる

「ニュー・モビリティ」市場を⽣み出しています。

このセクターにおける投資ユニバースは規模が⼤きく、それぞれ成

熟段階が異なり、異なるリスク特性を有する様々なソリューション

やテクノロジーが含まれます。したがって、インフラ投資家に適した

リスク／リターン特性を提供することができる投資機会を通じてこ

のセクターにアプローチすることが重要です。パートナーズ・グルー

プにとって、このことはニュー・モビリティ・サービスを可能にするため

に必要な物的インフラまたはデジタル・インフラの提供に重点を置

いている企業や、経常収益や限定的なGDPとの相関関係に基

づくビジネスモデルを有する企業を意味します。

1つの例としては、パートナーズ・グループが最近買収した

Telepassが挙げられます。Telepassは欧州における有⼒企

業であり、イタリアの電⼦料⾦徴収市場で100%のシェアを持

ち、欧州全体でも30%のシェアを有しています。Telepassのビジ

ネスの中核は、その支配的市場地位および高い参⼊障壁によ

る安定したキャッシュフローや、毎⽉の収益の85%超を⽣み出す

サブスクリプション・ベースの収益モデルから恩恵を受けています。

電⼦料⾦徴収ビジネスに加えて、同社は700万の強固な顧客

基盤に対して決済サービスおよび保険サービスを提供していま

す。

パートナーズ・グループはTelepassに魅⼒を感じています。その

理由として、Telepassは世界⾦融危機や足元の新型コロナウ

イルス危機を通じて⽴証されているように⾮常に潤沢なキャッシ

ュフローを⽣み出しているとともに、実践的な価値創造⼿段を通

じて同社を拡⼤する機会が存在していることが挙げられます、汎

欧州ベースで漸増する顧客を獲得し、プロダクトやチャネルのセ

グメンテーションを通じて取り組み可能な市場全体を拡⼤するこ

とにより、パートナーズ・グループは引き続き中核となる電⼦料⾦

徴収ビジネスの拡⼤に取り組む⽅針です。また、プラットフォーム

拡⼤戦略に続いて、レバレッジの低い同社のバランスシートを用

いて資産ベースの拡⼤や隣接する地域へのネットワークの拡⼤

にも努めます。

デジタル・インフラの⾼密度化

この市場に対するパートナーズ・グループのアプローチを支える最

後の⻑期的な構造トレンドは、進⾏中のデジタル・インフラの高

密度化です。新型コロナウイルスの感染拡⼤により、デジタル・イ

ンフラの公益事業のような特性に注目が高まりましたが、ネットワ

ークの高密度化および品質向上は、世界的に急増しているデー

タ消費量を満たす上で重要なカギとなります。パートナーズ・グル

ープではサービスエリアの拡⼤・高速化、およびデータの管理・保
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存に向けたインフラに目を向けています。前者にはマクロタワー、

分散型アンテナシステム（DAS）、スモールセル、伝送／バック

ホール・ファイバー容量などの資産が含まれます。後者については

データセンターに注目します。

このセクターは新型コロナウイルス危機を通して取引が好調でし

た。成熟したデータセンター・プラットフォームは最近の取引におけ

る平均EV/EBITDA倍率が約20倍となりました。これは顧客の

粘着性および信用リスクの低さや、組み込まれている開発選択

性を反映しています。稼働中のインフラ資産に対するバリュエー

ションの上昇を踏まえ、パートナーズ・グループでは主にアジア太

平洋地域でのデータセンター建設段階への投資機会に目を向

けます。この地域では成熟市場よりもこうしたプロジェクトの可用

性が高くなっています。

サービスエリアの分野では、パートナーズ・グループは開発の制約

や市場シェアを有する資産を選好しています。これらの資産は通

常、稼働率が高く、価格決定⼒を持っているからです。⽶国で

は分配型アンテナシステムやスモールセルといったテクノロジーに

基づく資産が最良のリスク／リターンを提供する⼀⽅、欧州で

は、パートナーズ・グループは⼤型の「ビルド・トゥ・スーツ」型の要

素を有する資産にレラティブ・バリューを⾒いだしており、ファイバー

についてはバリュエーションが高いため引き続き慎重な姿勢を維

持しています。

パートナーズ・グループのポートフォリオにおける既存資産には、フ

ランスで農村部および半農村部のファイバー・ネットワークを構

築・商業化する権利を獲得しているファイバー・プラットフォームで

あるAxia Covageが含まれます。パートナーズ・グループが同社

を買収した際には、ガバナンスの強化に重点を置き、幅広いネッ

トワークを有する最高経営責任者（CEO）を中⼼に新しい経

営陣を組織し、⾮常に経験豊富なコマーシャル・オペレーティン

グ・ディレクターも採用しました。パートナーズ・グループの保有期

間中において、パートナーズ・グループは権利の獲得や買収を通

じてファイバーの周辺業務を拡張し、250万世帯を取り込むこと

ができました。また、既存の5つの権利を延⻑し、追加の補助⾦

も引き出しました。フランスでのファイバー・トゥ・ザ・ホーム（光ファ

イバーケーブルを⼀般個人の家に直接引き込むネットワーク回

線構成）の市場シェアが8%に達しており、現在エグジットの過

程です（規制当局の認可に左右される）。

パートナーズ・グループはポートフォリオの成⻑を目指しており、そ

の⼀⽅で、フィリピンの通信塔プラットフォームに対して独占権を

有しています。通信塔セクターは⻑期契約の下で⼤⼿の電気

通信顧客企業に必要不可⽋なインフラを提供するため、その頑

健性によりパートナーズ・グループは通信塔セクターを選好してい

ます。フィリピンはこの地域でデータ需要の水準が最も高い国の1

つです。それと同時に、この国は2つの既存企業により提供され

る質の劣るサービス水準に悩まされています。その結果、政府は

最近、この国に新しい電気通信プロバイダーを導⼊し、今後7年

間にわたり50,000の新しい通信塔を建設する目標を定めまし

た。パートナーズ・グループはこの成⻑のかなりの部分の獲得に

向けて現地の⼤⼿グループと提携しTowerCoの開発を進めて

います。価値創造戦略ではこのプラットフォームの完成、拡⼤、

および商業化に重点を置く予定です。

価値創造

パートナーズ・グループでは、これらの基本的かつ変革的な⻑期

トレンドに基づいて投資を⾏うため、3つの戦略（プラットフォーム

の拡⼤、建設段階への投資、よび事業改善）全体にわたる価

値創造に引き続き注目します。

プラットフォームの拡⼤がとりわけ重要なカギとなり、単に⻑期に

わたり単⼀資産の所有や維持に従事していた過去のインフラ戦

略とは異なります。これには買収やビジネス開発といったこれまで

インフラと関連性のなかったスキルに重点を置くことが求められま

す。

パートナーズ・グループはプライベート市場の資産クラス全体にわ

たり豊富な経験を有する投資家として、起業家的なガバナンス

に重点を置き、社内でこうしたスキルを有しており、そのスキルを

インフラ・ポートフォリオに活用しています。例えば、多くの地域に

おける再⽣可能エネルギー管理体制が固定価格買取制度から

競争⼊札と商業契約の併用に移⾏している中で、パートナー

ズ・グループは再⽣可能エネルギー・プラットフォームのプロジェクト

開発チームをエネルギー・マーケティングの専門家で補完し、対

象資産の商業化を支援しています。

パートナーズ・グループが2018年5⽉に最初に投資したオースト

ラリアのGrassroots Renewablesプラットフォームの構築がそ

の⼀例です。信用⼒の高いカウンターパーティーに対して⻑期オ

フテイク契約を通じて電⼒を供給する能⼒は、Grassrootsプラ

ットフォームを構築する上で不可⽋でした。パートナーズ・グルー

プはこれまで、政府機関および有⼒な法人顧客と平均17年間

にわたり、総容量の64%を契約しています。
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資産レベルでどのように価値を創造す

るか︖

グローバルのプライベート・インフラ市場では、以下のような投

資戦略に特に注目します︓

プラットフォームの拡大

パートナーズ・グループでは、例えば、業界再編やプラットフォ

ーム構築の可能性がある細分化された市場に投資すること

により、規模拡⼤の機会を提供する投資対象を探します。

建設段階への投資

パートナーズ・グループでは、例えば、インフラ・ニーズの進化ま

たは市場ファンダメンタルズの変化により、特定の市場におけ

る健全な⻑期的ファンダメンタルズが、特定タイプのインフラ資

産の建設に対する需要を支えるような投資機会を追求しま

す。

事業改善

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提供する投資機会に注目し

ます。
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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:規制下ユティリティ・セクターはパンデミックの影響を

受けず、通信インフラは今年、デジタルの普及が加速したことに

よる恩恵を受けています。輸送セクターを除いて、ほとんどのイン

フラ・サブセクターのファンダメンタルズは堅調に推移しており、魅

⼒的なバリュエーションで、低⾦利によってさらに支えられていま

す。パートナーズ・グループ上場インフラSICAV（Partners 

Group Listed Infrastructure SICAV） 18は、2020年11⽉

10⽇までの年初来で5%以上ベンチマークを上回っており、絶対

リターンでは10%のマイナス・リターンとなっています。2019年の好

調なパフォーマンスを受けて2020年初めに採用したよりディフェン

シブなポジショニングが、主にパフォーマンスにプラス寄与した形で

す。パートナーズ・グループは、規制下ユティリティ・セクターや通

信インフラといったGDP感応度の低いセクターへの配分を増やす

⼀⽅で、輸送(特に空港)やエネルギー・ミッドストリームへの配分

を減らしました。

上場プライベート・エクイティ:プライベート・エクイティでは、パー

トナーズ・グループ上場プライベート・エクイティイSICAV 

（Partners Group Listed Private Equity SICAV）19がベン

チマークを5%アウトパフォームし、2020年11⽉10⽇までの年初

来では4%のマイナス・リターンとなっています。相対的に堅調なパ

フォーマンスの要因としては、テクノロジーおよびヘルスケアといった

セクターへのエクスポージャーを有していたプライベート市場のマネ

ージャーへのオーバーウェイトや、高レバレッジまたは小型企業へ

のエクスポージャーを有するマネージャーへのアンダーウェイトが挙

げられます。このセクターの⻑期的な成⻑要因は変わっておら

ず、マネージャーが概ね堅調なパフォーマンスや、ポートフォリオの

NAVの急速な回復を継続的に報告したため、⼀部の投資家に

よる当初の懸念はすぐに払拭されました。その結果、セクター全

体の再評価が速やかに⾏われ、NAVに対するディスカウントは

⻑期平均の16%に戻りました。

18 パートナーズ・グループ上場投資 SICAV  - 上場インフラ I-T ユーロ建てにより測

定されています。

現在の投資テーマ

上場インフラ:パートナーズ・グループのインフラ・ユニバース全体を

⾒ると、5Gへの移⾏が加速し、データ需要の伸びが高まって整

理統合の機会が増え、世界的にデジタル普及率が高まる中

で、通信インフラ・セクターには⻑期的な成⻑要因が存在するた

め、同セクターに対し強気の姿勢を維持しています。現在は5G

投資サイクルの初期段階にあり、10年間にわたり収益の伸びが

⾒込まれることを示唆しています。また、規制下ユティリティ・セク

ターにもより多くの投資機会が⾒られ、株価パフォーマンスは横ば

いであるものの、収益は安定した伸びを維持しているため、同セ

クターのバリュエーションは割安となっています。同ユティリティ事業

会社はいずれも中期の投資計画を修正しておらず、また彼らに

とって不利な規制変更は⾏われていないため、同セクターの収

益の伸びを示唆する有望な指標と考えられます。最後に、輸送

セクターはパンデミックの影響を最も受けましたが、同セクター内

の多くの企業は流動性ポジションを堅固にするための措置を講じ

ています。

上場プライベート・エクイティ:パートナーズ・グループは2つの構

造的要因により、プライベート市場の資産運用会社に対してポ

ジティブな姿勢を維持しています。1つ目として、従来の資産クラ

スの利回りが過去最低水準で推移する中、機関投資家はプラ

イベート市場への配分を増やしており、このことが強⼒な資⾦調

達や、報酬関連の収益の伸びにつながると⾒ています。2つ目と

して、プライベート市場のマネージャーは、短期的な成果よりも⻑

期的な価値創造に注目することができるように、多くの企業がプ

ライベート市場にとどまることを選好しているため、投資ユニバース

の拡⼤から恩恵を受けています。最後に、同セクターは、中期的

に⼤きなキャリーの可能性を有する成熟したポートフォリオから恩

恵を受けています。パートナーズ・グループは直接投資企業に対

しても強気の姿勢を維持している⼀⽅で、慎重なアプローチを

重視しています。パートナーズ・グループは投資先企業を開発

し、NAVの上昇やディスカウント幅の変化からも恩恵を受けるこ

とができるプラットフォーム戦略および強⼒な投資チームを有する

マネージャーを選好しています

19 パートナーズ・グループ上場投資 SICAV  - 上場プライベート・エクイティ I-T ユー

ロ建てにより測定されています。
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ポートフォリオの全体像
資本市場の前提:業種全体に対する⻑期リターン予想

新型コロナウイルスの感染拡⼤により、⼀部のセクターの経済フ

ァンダメンタルズは厳しい況が続いていますが、多くの上場市場お

よびプライベート市場の資産クラスのバリュエーションは、2019年

末の水準まで完全に、またはほぼ完全に回復しています。これは

明らかに期待リターンに影響を与えており、期待リターンは過去と

⽐較して低調な水準で推移しています。ただし、プライベート市

場は引き続き上場市場をアウトパフォームしており、その割合は

過去の平均アウトパフォーマンス率を上回っています。

20 過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありません。数値は

2020 年 6 ⽉ 30 ⽇現在のものです。数値は、パートナーズ・グループが顧客

に代わって⾏った、i)PE ダイレクト投資（アーリーステージのベンチャーを除く）、

ii)PE ダイレクト投資（アーリーステージのベンチャーを除く）、RE ダイレクト、RE

ダイレクト・セカンダリー投資（コアを除く）、IN ダイレクト（PG インフラ商品へ

の⽐例配分に基づいて、インフラ・トラックレコードに部分的に含まれるクロスオー

バー案件）の設定以来のパフォーマンスを表しています。すべてのキャッシュフロ

ーおよび評価は、トラックレコードの報告⽇現在の固定為替レートを使用して⽶

ドルに換算されています。グロスの数値は、対象となるすべてのファンドの⼿数料

とキャリー（もしあれば）を控除したものですが、パートナーズ・グループへの⼿

プライベート市場の期待リターンの相対的な強さは、期待リター

ン・フレームワーク（各サブ資産クラスのリターンを「インカム収

⼊」、「成⻑」、および「バリュエーションの変化」の3つの要素に分

割する）によって実証されています（41ページの詳細ボックスを

参照）。このフレームワークに基づくと、プライベート・エクイティの

期待リターンは昨年と⽐べて若⼲増加しており、⾦利の低下を

受け、プライベート・デットの期待リターンはやや減少しています。

プライベート・インフラのリターンは低い実質⾦利に支えられて増

加している⼀⽅、プライベート不動産のリターンは賃貸料の伸び

の低下が重しとなり、横ばいとなっています。

また、このチャートにはパートナーズ・グループの投資の目標ネッ

ト・リターンの範囲も示されており、これはより広範な市場の想定

よりも高くなっています。これは、各資産クラスの章で詳述されて

いるように、パートナーズ・グループが厳選した変革的な成⻑テー

マに注目し、厳格な資産選択プロセスを採用し、実践的な価

値創造アプローチを適用しているからです。歴史的に⾒ると、パ

ートナーズ・グループは、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おいて、年率ベースで業種全体を約

6%20アウトパフォームしています。

数料を差し引いたものです。モデル・ネット・リターンは、パートナーズ・グループの

標準的な運用報酬と成功報酬を前提としています︓運用報酬は 1.50％、成

功報酬は 8％の優先リターンを超えた部分の 20％としています。モデル純利益

の数値には、投資家が負担する税⾦、投資プログラムの開始時に⼀般的に発

⽣する組織費、検索料、事務管理⼿数料、継続的な運営コスト、投資プログ

ラムによって発⽣する費用（監査、ヘッジなど）、またはキャッシュ・ドラッグなど、

その他の可能性のある要因の影響は含まれていません。表示されているパフォ

ーマンスは、モデルのパフォーマンスを反映したものであり、投資家が実際に達成

したパフォーマンスを示すものではありません。パートナーズグループの投資は、

MSCI ワールド TR ローカル（ブルームバーグ・ティッカー︓NDDLWI 指数）お
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新型コロナウイルス収束後の世界における投資

新型コロナウイルスの感染拡⼤の結果として、パートナーズ・グル

ープの投資に対するアプローチが⼤きく変化するとは予想してい

ません。次のページのチャートが示すように、2020年の投資リタ

ーンはほぼ例年通りとなっています。これは、新型コロナウイルス

による影響にもかかわらず、ファンダメンタルズに変化がなく、回復

⼒が高く、利益率の高い資産にパートナーズ・グループが引き続

き注目していることを反映しています。これらは、成⻑⾒通しが

高く、バリュエーションがほぼ変化していない適切な資本構造を

有する資産です。特に実物資産の場合、投資活動が低いとデ

ータセットが制限されることに留意する必要があります。

よび MSCI ワールド TR ⽶ドル（ブルームバーグ・ティッカー︓NDDUWI 指

数）と⽐較されています。ベンチマーク・リターンは、公開市場等価メソドロジー

に基づいています。
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プライベート市場の統合ポートフォリオの

構築⽅法

パートナーズ・グループは、以下の3つの要素を使用してトップダウン

戦略を適用します。これにより、ボトムアップ・アプローチに基づく投

資先の選択を補完します。

 資本市場の前提条件は、パートナーズ・グループの戦略的

資産配分に指針となります。これらは、レラティブ・バリューの

⾒⽅を形成し、トップダウン・アプローチに基づく資産配分決

定を促すことが可能となります。

 レラティブ・バリューは、セグメント全体にわたり資本をどのよう

に投⼊するのかを決定します。考慮すべき点としては、プライ

ベート市場内の資産クラス、直接投資を⾏うのかあるいはセ

カンダリー市場を通じて投資を⾏うかの判断、資本構造にお

けるポジションなどが含まれます。

 テーマ型ソーシングでは、持続可能で平均を上回る成⻑に

つながる変革的なトレンドから恩恵を受ける投資機会を特

定します。これは、資産クラス内で資⾦を配分する⽅法の重

要な部分です 。

パートナーズ・グループの統合アプローチでは、プライベート市場の

資産クラス、地域、セクター全体にわたる直接投資、セカンダリー

投資、プライマリー投資を組み合わせます。プライベート市場プラッ

トフォーム全体に投資出来る柔軟性により、パートナーズ・グループ

は、投資機会の⼤きなプールへのアクセスが可能になるとともに、

顧客のプライベート市場へのエクスポージャー・ニーズを満たす多様

なポートフォリオを構築することができます。

直接投資、セカンダリー投資、プライマリー投資はそれぞれ異なる

役割を果たし、統合ポートフォリオ全体にわたり多くの分散投資の

メリットを提供します。

直接投資は、⽐較的迅速な資本展開や、ビンテージの分散、資

産の過半数を保有することで、資産レベルでの実践的な価値創

造を通じてリターンを高める余地が提供されます。足元の不安定

な市場環境では、パートナーズ・グループは直接投資を選好して

います。その理由としては、変革的なトレンドから恩恵を受ける上

で有利な⽴場にある企業を積極的に所有するアプローチを取るこ

とができるとともに、適切なダウンサイド・プロテクションも提供できる

からです。

セカンダリー投資は、分散効果の向上や早期の分配を提供する

ことから、Jカーブ効果が緩和されます。これらの特性はともに、ポー

トフォリオ構築の初期段階において極めて重要です。セカンダリー

投資の魅⼒は、その他の戦略と⽐較して市場のバリュエーションに

左右されることです。例えば、市場が不安定な時には、売り⼿は

期待する価格を調整するため、ディスカウント幅が拡⼤します。

プライマリー投資は、分散の可能性を提供し、通常ではニッチな

戦略や地域へのアクセスを提供するために使用されます。したがっ

て、プライマリー投資は直接投資戦略を補完するのに適していま

す。

直接投資、セカンダリー投資、プライマリー投資を組み合わせること

により、分散、回復⼒、および成⻑の可能性を備えたオーダーメイ

ドのポートフォリオを構築し、投資家の皆さまにプライベート市場で

ワンストップ・ソリューションを提供することができます。
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2021年のプライベート市場の

ベンチマーク・ポートフォリオ

パートナーズ・グループがレラティブ・バリューの⾒解をどのように実

施しているかを説明するために、リターン重視のプライベート市場

ポートフォリオと、利回り重視のプライベート市場ポートフォリオの

両⽅を使用します。両⽅のポートフォリオとも、全体的に分散さ

れた投資アプローチを維持し、ディール・フロー、資産クラスの幅、

リスク/リターンの増加要因といったテクニカルな要因を考慮に⼊

れます。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、インカム重視

の投資機会に注目します。モデル・ポートフォリオの期待リターン

の計算には、期待リターン・フレームワークから導かれる資本市場

における5年間の業種全体のリターン前提を使用して、次に「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。

リターン重視のポートフォリオ

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

ーウェイトとしており、直接投資を重点的に配分し、セカンダリー

投資およびプライマリー投資へのエクスポージャーによって補完し

ます。

プライベート・エクイティ戦略により、変革的なトレンドに基づいた

ポートフォリオを構築し、足元の環境下で価値や回復⼒を創造

することが可能となります。セカンダリー投資では、価値を創造す

るまでの時間軸が⻑いことを踏まえ、インフレクション資産をオー

バーウェイトとしています。

また、インフラは不可⽋なサービスであり、回復⼒が高いことが実

証済みであることから、インフラ投資もオーバーウェイトとしていま

す。資産クラス全体において、⻑期にわたり強⼒な追い風（例

えば、再⽣可能エネルギー）が⾒られることから、コモディティ価

格への直接のエクスポージャーは積極的に避けています。

新型コロナウイルスの感染拡⼤が市場に与える影響が⻑期にわ

たり続くと予想されるため、不動産に対してはより慎重な姿勢を

維持しています。不動産の中では、成⻑都市における物流や住

宅資産に引き続き重点を置いています。⼀⽅、オフィスに対する

投資戦略はニュアンスの強い投資戦略を取っています。⼤都市

を避ける⼀⽅で、⽣活費が安く、ビジネスに適した都市に注目し

ています。最終的にボリュームがが回復し始めれば、オフィス分野

におけるセカンダリー投資の機会が魅⼒的になる可能性がありま

す。

最後に、リターンに重点を置いたポートフォリオでは、プライベート・

デットをアンダーウェイトとしています。新型コロナウイルス収束後

は、株式投資の⽅が第⼆順位抵当権付ローンよりもアップサイ

ドを提供する可能性があり、より高いリスク調整後リターンの投

資機会が⾒られます。ただし、パートナーズ・グループは、将来の

ディストレスト状況から⽣じる可能性のあるセカンダリー・セグメン

トの投資機会にアクセスする柔軟性を維持しています。

利回り重視のポートフォリオ

利回り重視のポートフォリオでは、キャッシュフローが安定し、高い

利益率が確⽴されたビジネスに注目し、第⼀順位抵当権付き

のデットを推奨します。これらの企業は、新型コロナウイルスの感

染が拡⼤した時期でも高い回復⼒を維持しており、パートナー

ズ・グループのテーマ型確信度に基づくと、そうした回復⼒を維持

できると予想されます。パートナーズ・グループでは通常、第⼆順

位抵当権付きローンやメザニンの追加リスクおよび高い損失率

は、高いスプレッドによって⼗分に補われるとは考えていません。

ただし、メザニンについては慎重に検討し、⼤幅な価格調整があ

った時には最も回復⼒のあるビジネスのジュニア・デットを購⼊す

る場合があります。
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インフラ・エクイティでは契約済のキャッシュフローと、経常的な利

回りを確保できることから、パートナーズ・グループはこの資産クラ

スをオーバーウェイトとします。GDP成⻑率に連動するエクスポー

ジャーが⼤きく、キャッシュフローのボラティリティが高い資産は避け

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

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、5

年間のインカム収⼊、成⻑、およびバリュエーションの変化に

基づいて、プライベート市場および上場市場における資産クラ

ス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します。歴史的に

⾒ると、パートナーズ・グループの投資および実現リターンは、

これらのリターンよりも数パーセント高くなっています。

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

ローです。

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

値が増加する⽐率です。債券商品に関して、成⻑によるリタ

ーンは通常ゼロです。株式に関しては、収益成⻑率次第で

す。プライベート市場は、上場市場でも⾒られるようなベータ

関連の収益成⻑から恩恵を受けますが、成⻑によるリターン

は、セクターの選択（テーマ型ソーシング）や、価値創造戦

略（プラットフォームの成⻑または業務の改善など）を通じて

強化されます。

バリュエーションの変化︓インカム収⼊および成⻑の両⽅か

ら成るキャッシュフローの流れに対して市場が支払う価格の変

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、EBITDAに対す

る企業価値（EV）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、それぞれ、投資の内部

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です。バリュ

エーションが⻑期間にわたり⻑期平均に完全に回帰するとい

うことを基本的な前提としています。
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資産クラス別レラティブ・バリュー

コーポレート資産

プライベート・エクイティ

2021年については、中堅セクターに対して引き続き強気の⾒⽅

を維持しており、変革的な追い風の恩恵を受けるターゲット市場

セグメントにおいて、成⻑と回復⼒を構築できる直接投資を重

視します。13ページの企業サブセクター・マトリックスでは、ボトム

アップ分析に基づいて、現在の環境下で特に魅⼒的であると考

えられる特定のテーマを取り上げています。純粋なトップダウンの

観点から⾒たセクターについては、ヘルスケア・セクターとビジネス

サービス・セクターの世界的なオーバーウェイトを継続しています。

欧州の情報技術セクターをオーバーウェイトに変更しました。継

続的なデジタル化と技術の有効化が強⼒な投資テーマとなって

いるためで、これは⽶国の情報技術におけるオーバーウェイトと⼀

致しています。対照的に、⽶国の製造業セクターは景気動向に

左右されるため、慎重な⾒⽅を維持しています。⼀⽅で、欧州

およびアジアの製造業セクターについては⼀部に投資機会が⾒

られることから、中⽴的な⾒⽅としています。ただ、GDP成⻑率

へのエクスポージャーが限られている企業への注目に限定されま

す。

プライベート・エクイティのセカンダリー投資については、ディストレス

トの期間は短く終わりました。2020年第2四半期には、市場の

混乱や当初の不透明感を背景に、ビッド・アスク・スプレッドが拡

⼤しました。調整のされていない純資産価額（NAV）のままポ

ートフォリオを引き受けることが困難であったことから、多くの取引

が保留されました。それ以降、高品質のポートフォリオの価格は

新型コロナウイルス発⽣前の水準まで回復しています。その結

果、世界⾦融危機の期間とは異なり、市場の売り⼿は資⾦的

な制約を迫られておらず、資本市場はすぐに回復したため、強

制的な売却はほぼ⾒られませんでした。経済や資本市場の混

乱が⻑引く場合、ディスカウント幅が拡⼤する可能性がありま

す。

⼀⽅、高品質のポートフォリオのセカンダリー市場での取引価格

は新型コロナウイルス発⽣前の水準に回復しています。パートナ

ーズ・グループでは価格規律を維持し、価値創造の可能性が損

なわれていないインフレクション資産に注⼒しています。具体的に

は、ポートフォリオに関する既存の知識、または投資先マネージャ

ーへの独⾃のアクセスなど、状況に対して特別な⾓度からの機

会を追求します。成熟した、またはテール・エンドのセカンダリー投

資は短期的なエグジットに依存しており、上場市場へのエクスポ

ージャーが高く、短期的な不確実性が高いため、パートナーズ・

グループではアンダーウェイトとします。プライマリー投資では、⽶

国および欧州の中型企業のバイアウト・マネージャーを好み、グロ

ースおよびベンチャーキャピタルのマネージャーに対して慎重な姿

勢を維持します。 これは、新型コロナウイルスの感染拡⼤によ

り、アーリーステージの企業が⼤きな影響を受けているためです。

パートナーズ・グループは、グロース投資の機会に対して慎重な

姿勢を維持しています。パンデミックによって引き起こされた変革

的なトレンドの加速から構造的に恩恵を受けているセクターの多

くは、特にグロースの分野で⾒られます。⼀⽅、バリュエーションが

割高であるため、投資機会を検討する際には、これら2つのトレ

ンドについて慎重にバランスを図ります。
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プライベート・デット

コーポレート・デットでは、第⼀順位抵当権やユニトランシェといっ

た資本構造のシニアエンドに注目しており、劣後資本に対しては

⾮常に慎重に投資を⾏っています。パートナーズ・グループは、ト

ランシェの⼤部分を所有し、投資条件をコントロールできるような

状況下において、中型企業(および小型企業)に資⾦提供する

ことを目指しています。また、⼀時的なキャッシュフロー不足に陥

っている堅固なビジネスモデルを持つ企業にも投資機会が訪れ

ると考えています。

魅⼒的な条件でディストレストな状況に投資する機会はほとんど

なく、パートナーズ・グループは主にセカンダリー・ローン市場でこれ

を実⾏しました。

セクター別では、新型コロナウイルスのパンデミックに伴って市場が

下落する中で、パートナーズ・グループは好調なパフォーマンスを

維持したセクターを引き続きオーバーウェイトとし、不安定な展開

となったセクターを引き続きアンダーウェイトとする⽅針です。した

がって、情報技術セクターやビジネスサービス・セクターをオーバー

ウェイトとし、消費者セクターや資本財・サービス・セクターをアンダ

ーウェイトとします。パートナーズ・グループの戦略ではヘルスケア・

セクターおよびメディア/通信セクターについては以前にはオーバー

ウェイトとしていましたが、中⽴を維持します。
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実物資産

プライベート不動産

新型コロナウイルス収束後の環境下では、不動産市場の特定

のセグメントが不確実性を帯びていることを踏まえ、パートナーズ

・グループは高い確信を有しているセグメントを選択して注⼒して

います。物流資産については、eコマースの成⻑加速から引き続

き恩恵を受けるため、引き続き不動産ダイレクト投資の焦点とな

っています。付加価値の高い住宅用不動産をオーバーウェイトと

しており、人⼝増加に支えられや低コストでビジネスに適した環

境に⽴地する厳選されたオフィス資産には強気の⾒⽅を維持し

ています。新型コロナウイルス収束後の環境下では、需要が依

然として不透明であるため、先進国の密集したゲートウェイ都市

のオフィス資産に対してはより慎重になっています。小売セクター

が直面している⻑期的な課題を理由に、引き続き⼤幅なアンダ

ーウェイトとしています。小売りセクターが抱える課題は危機によ

って悪化しました。

パートナーズ・グループは伝統的なセカンダリー投資を引き続き

魅⼒的なものと⾒ており、新型コロナウイルスの⻑期的な影響が

明らかになるに従って、投資機会が浮上すると予想しています。

パートナーズ・グループは、今回の危機から⽣じる魅⼒的な機会

を活用するために、まだドライパウダーを保有しているインフレクシ

ョン資産や成熟したセカンダリー投資に⼤きな可能性があると⾒

ています。プライマリー投資については、市場における混乱の増

⼤や低⾦利の環境を上⼿く活用するオポチュニスティック戦略に

注目しています。

パートナーズ・グループは、特にオフィス・セクターやホスピタリティ・

セクターでは、売り⼿の困難な状況により、⼗分なディスカウント

幅でコア資産を購⼊して、付加価値リターンを⽣み出すことが可

能な場合や、既存の所有者に強⼒なダウンサイド・プロテクション

のある高利回りの優先株式を提供することが出来る場合に、資

本的制約のある所有構造を有する資産をオポチュニスティックに

追求します。パートナーズ・グループのオポチュニスティック戦略で

は、⼯業用資産および住宅用資産を厳選して開発することに

重点を置いており、オフィス開発は通常、かなりのプレリースが設

定されている資産に限定しています。
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プライベート・インフラストラクチャー

新型コロナウイルスの感染拡⼤期間を通じて、パートナーズ・グ

ループのインフラ資産の回復⼒の高さは、レラティブ・バリューの⾒

⽅を証明するものであり、パートナーズ・グループはそうしたセクタ

ーの⼤部分を2021年も維持し、いくつかの改良を⾏う予定で

す。パートナーズ・グループの直接投資における焦点は、平均以

上の成⻑トレンドに加え、プラットフォームの拡⼤、コア資産の構

築、および業務の改善を通じて価値を創造することにあります。

新型コロナウイルスの感染拡⼤により、デジタル化の採用がさら

に加速したため、アメリカおよびアジアの通信セクターのオーバーウ

ェイトを維持しています。また、欧州のエネルギー・インフラは、グリ

ーン・エネルギー目標や炭素排出量実質ゼロ社会への取り組み

により支えられているため、⾮常に魅⼒的であると捉えています。

輸送セクターの中では、フリート・マネジメントや電⼦料⾦収受シ

ステムといった「ニュー・モビリティ」など、⾮景気循環セグメントに

注目しています。⽶国では、社会インフラに対するセクター判断

を中⽴に引き上げました。新型コロナウイルスの感染拡⼤を受

け、官⺠パートナーシップを通じて限られた資源の増強に向けた

政府の刺激策が増えることにより、投資機会が浮上する可能性

があり、これは脱炭素化インフラに対する需要の高まりにより、さ

らに後押しされると予想されます。

足元の環境において、投資家はインフラ投資を保有し続けてい

る背景は、インフラ投資がディフェンシブな特性を有しているため

です。そのため、伝統的なセカンダリー投資が希少であり、競争

⼒のある価格設定となっています。したがって、パートナーズ・グル

ープは、市場外でソーシングできる複雑な状況（流動性ソリュ

ーションやステープル・セカンダリーなど）や、独⾃の視点からソー

シングができる状況に注⼒しています。プライマリー投資では、セ

クターに関する知識、地域でのプレゼンス、ソーシング・ネットワー

クを通じて、パートナーズ・グループのダイレクト資産ポートフォリオ

の投資テーマを補完する強⼒な価値創造能⼒を有するマネー

ジャーを選好しています。
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T +63 2804 7100  

Shanghai 
Unit 1904-1906A, Level 19 
Tower I, Jing An Kerry Center 
No. 1515 West Nanjing Road 

Jing An District, Shanghai 200040 
China 
T +8621 2221 8666 

Seoul 
25th Fl. (Gangnam Finance Center,  
Yeoksam-Dong) 152 Teheranro 

Gangnam-Gu, Seoul 135-984 
South Korea  
T +82 2 6190 7000 

Tokyo 
Marunouchi Park Bldg. 6F 
2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-6906 
Japan 
T +81 3 5219 3700 

Sydney 
Level 32, Deutsche Bank Place 
126 Phillip Street 

Sydney NSW 2000 
Australia 
T +61 2 8216 1900 


