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世界で得た学びを 

地域市場に活かす 

 

急速に変化する市場で価値を創造するためには、国境を越えてイノベーションと 

専門知識を共有することが重要です – ジェシカ・ウィヒサー パートナーズ・グループ 

グローバルなプライベート・マーケット投

資運用会社であるパートナーズ・グル

ープは、900以上の機関投資家に代わ

り、170億米ドルの不動産を含む、全世

界で 1,090億米ドルの資産を運用して

います。プライベート不動産、資産運用

管理のグローバル・ヘッドであるジェシ

カ・ウィヒサーが、PEREの記者、スチュ

ワート・ワトソンにパートナーズ・グルー

プがどのようにグローバルなプラットフォ

ームを活用し、パンデミックが提起した

課題に適応する機動力を維持しつつ、

付加価値や適時の投資リターンを実現

しようとしているのかを説明する。 

価値の創造をどのように定義し

ますか?  

価値創造とは、地域社会のニーズを満

たすために資産を変革するというビジョ 

スポンサー 

パートナーズ・グループ 

ンを持ち、それを実現するための作業

を行うことです。その変革は、建設や改

築のような物理的なものである場合もあ

れば、建物の効率や稼働率の向上のよ

うな運用的なものである場合もありま

す。また、パートナーズ・グループにとっ

てはグローバルに創意工夫を凝らして

実践することです。 

これは、資産の調達から売却までの投

資プロセスのあらゆる側面に関わるもの

であり、その過程のあらゆる段階で価値

創造を実施します。それは、私たちの

投資戦略の中核をなすものです。なぜ

ならば、私たちは、コントロールできな 

い賃料や稼働率、価格などの市場主導

型の上昇だけに頼りたくないからです。 

もちろん、市場の混乱を利用して適切

な価格で購入することも考えています

し、人口動態や経済のファンダメンタル

ズが良好で、かけがえのない資産をタ

ーゲットにしたいと考えています。 

バリューアドやオポチュニスティックなリ

ターンを狙うマネージャーとしては、各

資産のビジョンをスケジュールと予算内

で実行することが重要です。 

価値を最大化するために必要な
資産管理の現場主義とグローバ

ル企業であることをどのようにして結
びつけますか?
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資産のケーススタディ: River Park, Austin, US 

2018年4月、パートナーズ・グループとPresidium Groupは、共同で投資を実施。

River Parkは、109エーカーの公共交通指向型開発であり、East Riversideのサブ

マーケットにあるOracleのオースティン・キャンパスに隣接し、最終的には1,000万

平方フィート以上の広さを提供する複合施設となる。このプロジェクトの魅力は、

規模、区分け、既存および将来の交通機関へのアクセス、オースティンの中心

街や空港への近接性などを併せ持つ点。 

「オースティンでは、確信度が高い市場内の開発区域を再開発し、大規模に価

値を創造できる」とジェシカ・ウィヒサーは述べる。 

この計画は 10年以上かけて 7段階に分けて開発される予定。開発内容には市

場価格帯の手頃な多世帯住宅を 5,000戸以上と 500万平方フィートの商業スペ

ースが含まれ、敷地を縦断する屋外公園が周辺地域への接続性を高め、アメニ

ティが提供される予定。 

成長の道を歩む 
米国と西欧州は私たちにとって大き

な市場です。APAC では、オーストラリ

ア、日本、中国、韓国を中心に活動して

います。私たちのビジネスは、グローバ

ルなレラティブバリューを重視していま

す。つまり、リサーチに基づいたテーマ

に沿って、世界中の市場であらゆる種

類の投資用不動産を対象に、最高のリ

スク調整後リターンを追求しています。

そのため、多くの地域のパートナーとと

もに、さまざまな価値創造プランに取り

組んできた幅広い経験を蓄積すること

ができ、その知識を活用してベストプラ

クティスをグローバルに適用することが

できます。 

例えば、アジアでは立体倉庫が定着

していますが、その傾向は米国や欧州

にも広がっています。一方で、欧州では

カーボンニュートラルが進んでいる傾向

があり、その教訓は米国でも生かすこと

ができます。また、米国では、多世帯賃

貸住宅やシニアリビングの分野は欧州

よりも成熟しています。現在、この地域

で勢いを増しています。 

グローバルに展開することで、資産

運用会社は地域間で融合することが出

来ます。また、グローバルに展開するこ

とで、テナント、投資家、レンダー、エー

ジェント、コンサルタントなど、価値創造

プランを実現するための複数のタッチポ

イントが生まれます。そのため、大きな

ネットワークを持ち、誰に連絡すればい

いのかを知っていることは、途中で困難

にぶつかった時に、特に役立ちます。 

また、グローバルチームの中に建築

やエンジニアリング、建設などの技術的

なバックグラウンドを持ったプロフェッシ

ョナルがいれば、地域を超えてアイデア

を共有し、つながりを持つことができま

す。オーナーシップの期間中は、必ず

外部のコンサルタントが関わることになり

ます。しかし、社内に技術者がいれば、

より早い段階で多様な価値創造の方法

を検討し、複雑な問題をより早く解決す

ることができます。 

Q 不動産セクター以外のノウハウ

も活用するのでしょうか? 

不動産がサービスやアメニティを重

視するようになると、テクノロジー、消費

財、レジャーなどのビジネス分野に対す

る深い洞察力を身につけることが不可

欠になります。 

パートナーズ・グループの強みは、単

なる不動産投資マネージャーではない

ということです。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・デット、インフラストラクチャーといった

大規模なプラットフォームに属している

ため、投資先やコンサルティング先を問

わず、これらの資産クラスの専門知識を

活用することができます。 

 

 

「グローバルに展開する

ことで、資産運用会社は

地域間で異なる手法やト

レンドを融合することが出

来ます」 

パンデミックの初期には、プライベー

ト・エクイティのメンバーが、小売店やオ

フィスのテナントが直面している問題

や、テナントの賃料支払い能力の可能

性、困難な時期にテナントを存続させる

ための最善のソリューションについての

洞察を提供してくれました。また、デー

タセンターや冷凍倉庫などの特殊な物

件への投資を検討する際には、インフ

ラのメンバーと協力しています。 

Q 価値創造計画におけるリスクと
リターンのバランスを取る最良の方法

はどのようなものですか?  

重要なのは、その資産に対するビジョ

ンと、それを実現するために何が必要

かを検討し、その作業に見合った対価

を得ているかどうかを問うことです。プレ

イスメイキングに取り組むことで、価値を

生み出す大きなチャンスがあります。例

えば、オースティン、シャーロット、ポート

ランドといった米国の市場では、成長の

道筋にあるマスタープラン開発に取り組

んでいます。そこでは、新しい建物を建

設するだけでなく、古い資産を再開発し

ながら、その歴史的特徴をあらかじめ保

存し、アメニティを追加しています。これ

らは、エグゼキューション時に最も高い

潜在的リスクを伴う価値創造計画です。 

もう一方で、小規模なリース、軽い改

装、オペレーションの改善を伴うビジネ

スプランを実行しています。 

今、投資家は、市場の混乱とパンデミッ

クが加速させたトレンドを利用したいと

考えています。しかし、それだけでなく、

将来性があり、ダウンサイドに強い資産

にも投資したいと考えています。例え

ば、産業用スペースを開発する場合、リ

スクを管理するために段階的に開発し

たり、オポチュニスティックな開発とビ

ル・トゥ・スーツを組み合わせて実行した

りしています。また、オフィスビルの開発

は、かなりのプレリースがある場合のみ

行っています。 

また、市場の陳腐化にも気を配ってい

ます。物流分野では、旧式の配送セン

ターがある場合、そのビルをアップグレ

ードして、Eコマースのテナントのニーズ

に対応できるようにできないかと考える

必要があります。また、オフィスやリテー

ルの分野では、古くなるリスクが高い資

産は、土地値で売却するか、再配置す

るための確固たる価値創造プランがな

い限り、購入しません。 

Q 価値創造のアプローチを策定
する上で、ESG要素を考慮することは

増えていますか?  

新型コロナウイルス以降、ESGの重要

性はさらに高まっています。新型コロナ

ウイルス感染以前は、ほとんどの投資家

がサステナビリティを課題としていまし

た。しかし今では、持続可能性を追求

することは正しいことであるという確信に

より、持続可能性の証明が、より高い賃 

料や販売価格を達成するという経済的

な付加価値をもたらすかどうかという問

題は、脇に追いやられています。持続

可能性を追求しなければ、買い手やテ

ナントがその資産をリストから削除してし

まうというゲーティング問題が発生する

危険性があります。また、以前は投資家

が環境面での持続性やエネルギー効

率に特に注目していましたが、現在で

はウェルネスやダイバーシティ、インク

ルージョンなど、持続性の他の側面にも

注目が集まっています。 

ESGは、建物の物理的特性の改善、

運用効率の向上、入居者や投資家に

対する市場性の向上など、他の多くの

作業の流れを支えるものであるため、価

値創造計画の重要な側面である必要が

あります。サステナビリティは、予算が設

定されたクロージング後に行うのではな

く、アンダーライティング時に統合するこ

とが重要です。デューデリジェンス時に

ESG要素を考慮することで、ESG基準を

満たしていない、あるいは財務的に実

現可能な方法で基準を満たすように改

善できない資産への投資を避けること

ができます。 

Q コロナ後の不動産市場で、資
産運用管理会社が価値を引き出す

際に、どのような課題に直面するでし

ょうか? 

資産を購入する際には、市場の状況

にかかわらず、ビジネスプランを立てて 

それを実行するだけでなく、常に市場

の状況や新たなトレンドを評価し、それ

に資産を適合させる方法を模索するこ

とが重要です。常に市場の状況や新た

なトレンドを評価し、資産の価値を最適

化するためにそれらに適応する方法を

模索する必要があります。大規模なリー

ス契約を締結することで、予定よりも早く

資産を売却して利益を得る機会が得ら

れるかもしれません。しかし、時には、主

要テナントからの予期せぬリース契約解

除や、極端な例では新型コロナウイルス

のような出来事など、予期せぬマイナス

の出来事に直面することもあり、価値を

維持するために計画を変更しなければ

なりません。 

私たちのポートフォリオは、この 1 年

間よく持ちこたえました。最も被害の大

きかったリテールやホスピタリティなどの

セクターへのエクスポージャーは限られ

ています。しかし、オフィスのリース活動

が事前に想定していたよりも遅れてお

り、一部のテナントが短期のリース延長

しか検討していないという課題に直面し

ています。これに対応するため、一部の

市場で、一部のオフィス資産をライフサ

イエンス分野のビルに転換することを検

討しています。また、一部の複合施設の

店舗部分を縮小し、工業用や住宅用に

切り替えることも検討しています。 

また、プロフィットシェアリングやパー

センテージリースなど、テナントのアップ

サイドとダウンサイドの両方をシェアでき

るような契約を増やしています。また、

店舗やコワーキングスペースについて

も、独立した収益センターとしてではな

く、ビルの居住者やオフィスワーカーの

ためのアメニティとして考えるように、考

え方を少し変えています。アメニティー

として確保したスペースの裏で、経済活

動をビル内の他の場所で行うこともでき

ます。 

住民は、地元のコーヒーショップや人

気のある食料品店の近くに住みたいと

思っています。また、オフィスのテナント

の中には、自分のオフィスを縮小する際

に、柔軟に対応できるコワーキングスペ

ースがあるビルを希望する人もいます。 

32 PERE・2021 年 5 月  2021 年 5 月・価値創造 33 


