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本資料はパートナーズ・グループが発⾏する2022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すべ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。

プライベート市場ナビゲーター
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プライベート市場の⾒通し

世界経済は、世界大恐慌以降で最も深刻な景気後退から回復しており、消費者と企業は経済のニューノー

マルに適応しつつあります。経済は⼒強く回復しましたが、依然として不透明感が残っており、特にインフレ圧⼒

の高まりや成⻑⾒通しの鈍化などが懸念材料となっています。こうした環境の中で、パートナーズ・グループは変

⾰的な投資アプローチを引き続き重視しています。

インフレを伴う成⻑︓

新たな経済局面の始まり

消費者と企業は、パンデミック後のニューノーマルに適応しつつありま

す。非常に⼒強い景気回復が続いていたものの、政府による景気刺

激策の効果が薄れる中で、回復の勢いが鈍化し始めています。抑制

されていた需要が解き放たれていますが、経済成⻑を妨げる要因も

存在しています。例えば、供給の制約が大きな問題となっており、当

初の想定よりも混乱が⻑引いています。また、労働⼒不⾜や物流遅

延などにより、一部の業種では生産活動に支障が出ています。また、

コモディティ価格が上昇しています。新型コロナウイルスのパンデミックと

その影響により、経済の先⾏き不透明感が高まっているため、正確な

予測や適切な政策判断を⾏うことが困難になっています。パートナー

ズ・グループの基本シナリオとしては、中期的に緩やかな成⻑、高いイ

ンフレ率、および⽐較的緩和的な政策環境などを想定しています。ま

た、名⽬⾦利が上昇する一方で、実質⾦利は低水準にとどまると⾒

ています。しかし、政策ミスのリスクが非常に高まっていると考えていま

す。

各国中央銀⾏は、緩やかなインフレと経済のソフトランディングを⽬指

していますが、特に米連邦準備制度理事会（FRB）などは厳しい

政策運営を迫られており、⽬標の達成が困難となっています。⾦融市

場では非常に堅調な展開がしばらく続いていたため、⾦融資産のバリ

ュエーションは記録的水準に高騰しています。その一方で、マクロ経済

環境が逼迫しています。今後はボラティリティの高い局⾯が続く恐れが

あるため、状況の変化に応じてリターンの期待値を修正していく必要

があります。

経済の先⾏き不透明感が高まっているものの、企業のファンダメンタル

ズは依然として良好です。今のところ、収益の伸びが加速しており、企

業は高い利益率を維持しています。また、M&Aやプライベート市場の

投資活動が活発化しています。2021年には多くのセクターでバリュエ

ーションがさらに上昇し、信⽤スプレッドが縮小しました。

パートナーズ・グループは、市場において優位な地位を築いている資

産や、持続可能な成⻑が⾒込まれる資産に注⽬しています。インフ

レ率の上昇や成⻑率の鈍化による影響を考慮し、投資リターンに

対するストレステストを⾏っています。パートナーズ・グループのポート

フォリオ資産が生み出す製品やサービスに対する需要動向、さらにはポー

トフォリオ資産が建設・賃貸する不動産に対する需要動向を詳細に分

析しています。価格決定⼒が最も重要な要因となります。さらに、パート

ナーズ・グループのテーマ型アプローチ全体にわたり、サブセクター・レベル

および資産レベルで成⻑⾒通しを策定し、これを踏まえた上で現在のバ

リュエーションが適正な水準であるかどうかを評価しています。

変⾰的なトレンドから恩恵を受けているセクターでは企業の

ファンダメンタルズが改善

ほとんどの先進国のプライベート企業はパンデミックの影響から回復し

ており、堅調な業績を上げています。観光、レジャー、およびホスピタリ

ティなどの業種を除けば、ほとんどの企業の業績はパンデミック前の水

準を上回っています。変⾰的なトレンドによって成⻑が加速している市

場では、こうした傾向が鮮明となっています。

S&P 500の各四半期の1株当たり利益（EPS、⽶ドル）
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実績 コンセンサス予想

出所︓Yardeni Research Inc.（2021年11月）

大局的な観点から⾒ると、構造的変化や⻑期的成⻑を促す3つのギ

ガ・テーマが存在すると考えられます。デジタル化・⾃動化、新しい生

活様式、および脱炭素化です。これらのギガ・テーマは、プライベート

市場の資産クラスにおいてパートナーズ・グループが優先的に考慮すべ

き投資機会を形成します。したがって、当社のテーマ型投資アプローチ

では、これらのギガ・テーマを重視しています。新型コロナウイルスの感

染拡大を受け、当社が注⽬する分野において多くのテーマが顕在化

しました。特に、成⻑の加速が期待できる、①より持続可能な世界へ

の移⾏を可能とする事業や不動産、そして②テクノロジー対応型の企

業、という2つのタイプがあると考えられます。

米国EPSはコロナ前の水準に回復
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Axia Women’s Health︓米国の⼥性向けヘルスケア・プロバイダー大手

パートナーズ・グループのポートフォリオ資産は、規律あるテーマ型アプ

ローチや価値創造アプローチの恩恵を受けています。当社のインフラ・

ポートフォリオでは、再生可能エネルギー、接続性、およびインフラ・サ

ービスなどのテーマに注⽬しており、パンデミックの間も堅調なパフォー

マンスとなりました。プライベート・エクイティの投資先企業のほとんどで

は、事業活動が⼒強く回復しました。2021年第2四半期には、4つの

プライベート・エクイティ・セクターのうちの3つにおいて、四半期の

EBITDAが前年⽐で2桁台後半の伸びを示しました。多くの地域で

は、経済活動の再開によってパフォーマンスが改善しましたが、パンデ

ミックの間に追加投資を⾏ったこともパフォーマンスを押し上げる要因と

なりました。プライベート・デット・ポートフォリオでは、損失率を非常に

低く抑えながら安定的にインカム収入を確保しています。また、プライ

ベート不動産では、投資先を厳選しており、特に居住⽤不動産や産

業⽤不動産の分野で安定した収益を確保しています。

マクロ経済の非効率性により売上高の伸びが鈍化し、企

業の競争⼒が損なわれる恐れ

パンデミックの発生により、一部のセクターではポジティブな変化が加

速しましたが、その他のセクターでは構造的問題が露呈し、問題が深

刻化したケースもありました。世界⾦融危機後の10年間は、「大いな

る安定（グレート・モデレーション）」と呼ばれる状況が続きましたが、

今後はマクロ経済の不安定性が高まると考えられます。売上高の伸

びが鈍化し、企業の利益率が圧迫され、結果としてバリュエーションが

割高になる可能性があると予想されます。

テーマ型アプローチでは

3つのギガ・テーマに注⽬

• デジタル化・⾃動化︓テクノロジーの進歩と⾰新により、

世界経済のほぼすべてのセクターでビジネスの変⾰が進

んでいます。デジタル化の進展を受け、人々の暮らしや

働き方、そして消費⾏動が大きく変化しています。また、

⾃動化の推進により、職場や⾃宅の効率性と信頼性が

高まっています。⾃動化によってコスト削減が進んでおり、

このことは温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた取り組

みにも貢献しています。

• 新しい⽣活様式︓消費者の好みや習慣が急速に変化

しています。健康や環境に対する意識が高まっており、モ

ノよりもサービスに対する需要が伸びています。こうした中

で、栄養、パーソナルケア、教育、および居住空間やオフ

ィス空間のデザインといった分野に影響が出ています。デ

ジタル化の進展により人々の時間の過ごし方が変化して

おり、求められるサービスや顧客体験も変化しています。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、⾃宅で過ご

す時間が増え、テクノロジーに触れる機会も増えました。

デジタル化の進展は、高齢世代と若年世代の両方に影

響を及ぼしています。

• 脱炭素化︓世界のエネルギー市場は大きく変化してお

り、過去最大規模のエネルギー・インフラ・プログラムやエ

ネルギー効率化プログラムが実施されています。こうした

取り組みは、世界のすべての地域ですべての経済セクタ

ーに影響を及ぼしています。各国政府は温室効果ガス

排出量削減に向けて意欲的な⽬標を掲げており、厳し

いESG開示基準を策定しています。こうした動きを背景

に、クリーン・エネルギーへの移⾏やスマート・エネルギーの

活⽤などが進んでおり、炭素排出量を相殺する活動も

活発化しています。

ほとんどの先進国のプライベート企業

はパンデミックの影響から回復してお

り、堅調な業績を上げています
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政府は引き続き大きな役割を担う

不平等の是正、気候変動対策の強化、安全保障の確保、および利

害関係者の権利保護などに向けて、政府による介入が増えると予想

されます。これにより、⾃由市場に歪みが生じ、効率的な資源分配が

妨げられる恐れがあります。過去の例を⾒ても明らかなように、⾃由市

場の機能が損なわれれば、成⻑が鈍化し、インフレ率が高騰すること

になります。米国では、政府が失業給付の上乗せを実施したことを受

け、企業は人材確保に向けて最低賃⾦を引き上げています。中国で

は、政府が格差是正に向けて「共同富裕」政策を掲げており、情報

技術（IT）、⾦融、および教育などの分野で、大手⺠間企業に対

する規制を強化しています。

米中の対⽴やIT覇権争いが激化しており、このことは多くのセクターの

企業に幅広い影響をもたらしています。その結果、企業の⻑期的な

⾒通しが複雑になっており、不透明感が高まっています。保護主義の

台頭やサプライチェーンの移転（ニアショアリング）により、企業の製造

コストが増加し、成⻑が阻害される恐れがあります。

新型コロナウイルスの世界的流⾏を受け、各国は前例のない大規模

な景気刺激策を講じましたが、これに伴って公的債務が急増しまし

た。特に米国やユーロ圏諸国の政府は、ヘルスケア、インフラ、および

社会保障などの分野で公共投資を拡大する方針を打ち出していま

す。したがって、資⾦調達ニーズが高まっており、今後もこうした状況が

続くと⾒込まれます。一方、中央銀⾏は国債の買い入れを段階的に

縮小する方針を発表しており、⾦利上昇が懸念される中で、投資家

は政府の財政運営を注視していく必要があります。

パートナーズ・グループは、クリーン・エネルギーへの移⾏とそれに伴う影

響を注視しています。環境負荷を極⼒抑えることが不可欠であり、脱

炭素化の推進が重要な政策⽬標であると考えています。欧州、中

国、および米国の一部の地域では、エネルギーの安定供給が困難と

なっており、エネルギー危機が生じていますが、それ以外では、クリーン・

エネルギーへの移⾏に伴う⻑期的なコストについても考慮する必要が

あります。クリーン・エネルギーへの移⾏により、様々な投資機会が生

まれていますが、このことはインフレ圧⼒の上昇にもつながっています。

環境に優しいエネルギーはコストが高く、炭素税の導入も企業のコスト

負担となるため、⻑期的には効率性の低下につながる恐れがありま

す。

経済の基本シナリオ︓

インフレ率の上昇と緩やかな経済成⻑

以上を踏まえ、中期的には緩やかな経済成⻑が続くものの、成⻑が

鈍化するリスクもあると考えられます。非効率的な資源分配により、経

済成⻑が阻害される恐れがある一方で、⾃動化、デジタル化、および

政府の財政出動などは経済成⻑を促す要因になると考えられます。

また、ここ20年ほどにわたり低インフレ環境が続いていましたが、こうした

状況に変化の兆しが出ています。

米国のインフレ率はFRBの⽬標値の2倍以上に達していますが、各国

中央銀⾏はこうしたインフレ率の上昇が一過性のものであるとの楽観

的な⾒方を示しています。確かに、サプライチェーンの混乱はやがて解

消に向かうと予想されますが、これには予想以上に時間がかかる可能

性があります。コモディティ価格はやがて安定すると⾒込まれます。ただ

し、今後数年にわたりインフレ率が高⽌まりするとの指摘もあり、これに

は確かな理由があります。例えば米国では、需給ギャプが急速に縮小

しています。

米国とユーロ圏諸国は大規模な財政支出を継続する可能性がありま

す。中央銀⾏は利上げのタイミングを慎重に探っており、当⾯の間は非

常に緩和的な⾦融環境が続くと⾒込まれます。米国とほとんどの欧州

諸国では実質⾦利がマイナス圏で推移しています。企業は積極的な設

備投資を⾏っており、住宅市場も活況を呈している中で、全体的にモノ

やサービスに対する需要が高まっています。その結果、供給制約が深刻

化しており、物価上昇圧⼒が高まっています。

パートナーズ・グループが想定する経済の基本シナリオによると、2022年

には⼒強い経済成⻑が続くものの、その後は緩やかな成⻑ペースに落ち

着くと⾒込まれます。賃⾦の上昇と緩和的な⾦融・財政政策を背景

に、インフレ率はパンデミック前の水準を上回って推移すると予想され、

特に米国ではこうした傾向が顕著になると⾒られます。米国の消費者

物価指数（CPI）は、今後5年間にわたり年間平均3〜4%で推移

し、特に今後6〜12ヵ月間は、一時的なサプライチェーンの混乱によって

製造コストが高⽌まりする可能性があるため、物価高が加速する恐れ

があります。ユーロ圏のインフレ率は米国の水準を下回って推移すると⾒

込まれます（需給ギャップが米国より大きく、財政支出が米国より少な

く、インフレ期待への影響も米国より小さい）。緩やかな利上げが予想

されますが、特にユーロ圏では、政策⾦利は過去の平均水準を下回っ

て推移する可能性があります。

この基本シナリオにおいて、実質⾦利は低水準にとどまる⾒通しですが、

ボラティリティは高まると⾒込まれます。経済成⻑が鈍化すれば、企業収

益の伸びに対する楽観的な⾒方が後退する可能性もあります。また、

市場はFRBの利上げサイクルを織り込んでいないように思われます。

2021年初めに⾒られたように、利上げ⾒通しが前倒しされれば、市場

は一時的に調整局⾯入りし、セクター・ローテーションが起こる可能性が

あります。良好な投資環境が続くと予想されるものの、バリュエーションは

記録的水準まで上昇しているため、状況を注視していく必要がありま

す。

その一方で、⾒通しとは異なる結果になる可能性も十分にあります。各

国は、世界大恐慌以降で最も深刻な景気縮小から回復しています

が、今後の経済状況を予想することは非常に困難となっています。大規

模な景気刺激策は徐々に縮小・解除されています。各国中央銀⾏は

難しい政策運営を迫られています。政策ミスのリスクが大幅に高まってお

り、複雑な状況下で適切な投資判断を⾏うことが求められています。

スタグフレーションのリスクが高まる

適切な投資判断を⾏う上では、スタグフレーションのシナリオについても

考慮する必要があります。各国経済は停滞期に入りつつある可能性が

あり、パンデミック、脱グローバル化、地政学的リスク、環境に優しい経済

への移⾏、および多額の債務などが成⻑の下押し要因となっています。

これらの要因により、経済成⻑が阻害される恐れがある一方で、インフレ

率は当社の基本シナリオで想定される水準を上回って推移する可能性

があります。中⻑期的なインフレ期待が高まり、賃⾦・物価のスパイラル

が発生すれば、積極的な利上げが必要になる可能性があります。実質

⾦利が上昇すれば、債務の持続可能性が低下し、需要が後退し、企

業収益が減少する恐れがあります。その場合、バリュエーションが低下

し、資本市場が大幅に調整する可能性があります。

こうしたシナリオは、ユーロ圏よりも米国（そして、おそらく英国）で実現

する可能性が高いと考えられます。一部の新興市場では、エネルギー価

格の高騰や、新型コロナウイルスによる⼯業製品および農産物の生産

性の低下により、経済成⻑が妨げられ、物価が上昇する恐れがありま

す。特に、トルコ、ブラジル、または南アフリカなどでは、こうしたリスクが高

いと考えられます。
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その他の資産テスト・シナリオ

循環的なディスインフレ圧⼒が継続するケースも想定されますが、その

可能性は低いと考えられます。仮にディスインフレ圧⼒が継続した場

合、低成⻑シナリオが起こる可能性があります。このシナリオでは、景

気刺激策が解除される中で、⺠需の減少やデフォルト率の上昇が顕

著となり、GDP成⻑率が減速する可能性があります。こうした状況は

すでに2021年後半に起きており、2022年も続く可能性があります。イ

ンフレ圧⼒や賃⾦の伸びが低下し、構造的問題の影響により、中期

的なGDP成⻑率が低く抑えられると⾒込まれます。また、⾦利は記

録的低水準で推移すると予想されます。

株式市場の上昇シナリオでは、2022年に入ってからインフレ圧⼒が後

退し、人々の職場復帰に伴って労働市場が正常化する可能性があ

ります。実質GDP成⻑率は、基本シナリオと同様のパターンをたどると

⾒込まれます。こうした状況下で、資本市場が安定的に推移すれ

ば、各国中央銀⾏は⻑期にわたり政策⾦利を歴史的低水準に据え

置くことができると予想されます。

パートナーズ・グループの基本シナリオと資産テスト・

シナリオ︓主なパラメーター

*  世界の総計は、米国、欧州、その他の先進国、および新興市場におけるパートナーズ・グループの資産

配分に基づいて純資産価値（NAV）で加重したものです。

**  市場のバリュエーションとは、上場株式ではPER、プライベート・エクイティではEBITDAに対する企業価

値、プライベート不動産ではキャップレート、プライベート・インフラでは内部収益率（IRR）を指します。

図表は説明⽬的のためだけに提示されています。

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月

変⾰的な投資︓

不安定な経済に対する最良の防御

経済成⻑に対するダウンサイド・リスクが高まっている中で、パートナー

ズ・グループはテーマ型ソーシングと実践的な価値創造アプローチを組

み合わせた変⾰的な投資戦略を追求しています。根強い需要が継

続し、少なくとも5〜10年間にわたり需要が平均以上のペースで伸び

ているセクターや経済分野に注⽬しています。プライベート・エクイティ、

プライベート・インフラ、およびプライベート・デット全体において、「混乱」

が一つのギガ・テーマとなっており、魅⼒的な市場セグメントにおいて、

キャッシュ創出につながるような「混乱」に資⾦を投じることを⽬指して

います。資産の選択については、事前に策定された実⾏可能な経営

計画に基づき、市場リーダーに成⻑する可能性が最も高いと考えられ

る企業に投資します。不動産については、テーマ型アプローチを採⽤

し、成⻑しているセクターや地域にある資産を取得・増強することを⽬

指し、環境要因や接続性要因にも注⽬します。

セクター別のトップダウン・アプローチと、創業者の⽴場に⽴ったマインドセ

ットを組み合わせて運⽤を⾏います。不安定な経済に対する最良の防

御とは、ボトムアップ分析に基づく価値創造戦略であると考えられます。

具体的には、プラットフォームの構築や事業運営の変⾰といった付加価

値戦略を通じて成⻑を実現することを⽬指します。コア資産の運営だけ

で魅⼒的なリターンが得られる時代は終わりました。

インフレが持続的に上昇する環境では、価格決定⼒が重要な要素とな

ります。プライベート・エクイティとプライベート・デットにおいてパートナーズ・

グループが投資している企業資産の中で、製造業セクターの多くの企業

は原材料価格の上昇による影響を受けています。一部のサービス・プロ

バイダーは、低所得セグメントにおいて賃⾦の上昇圧⼒が高まっていると

感じており、特に米国でこうした傾向が鮮明となっています。これまでのと

ころ、ほとんどの企業は営業コストの上昇分を消費者に価格転嫁する

か、またはコスト削減努⼒によって吸収することができています。

パートナーズ・グループのポートフォリオにおける実物資産の多くは、直接

的または間接的にインフレに連動しています。したがって、インフレに伴っ

て売上高も増加する傾向がありますが、完全に連動しているわけではあ

りません。パートナーズ・グループはコア資産を避けており、⻑年にわたりこ

の方針を維持しています。これらの資産は直接利回りが低いため、⾦利

上昇の影響を特に受けやすいと言えます。

今後は⾦利が上昇し始める可能性があります。こうした中で、変動⾦

利のプライベート・デットに投資することにより、リターンのアップサイドを享

受しつつ、ポートフォリオをデュレーション・リスクから守ることができます。経

済の不透明感が高いため、資本構成の中で弁済順位が高い資産は

魅⼒的なリスク・リターン特性を提供しています。

実質⾦利が歴史的低水準にあり、バリュエーションが高騰していることか

ら、ポートフォリオにおけるすべての投資先について、バリュエーション・マル

チプルの下落（または、キャップレートの拡大）の可能性を慎重に考慮

しています。

⾒通し

マクロ経済の不安定性が高まっており、新たな経済環境の中で成⻑の

前提や⾦利の⾒通しも変化しているため、今後はボラティリティが高まる

可能性があります。また、成⻑の前提が楽観的であり、⾦融緩和の縮

小が順調に進むとの⾒方もあるため、バリュエーションが高まっており、こ

のことにも注意する必要があります。パートナーズ・グループの基本的な

投資戦略に変更はありません。当社は変⾰的なトレンドから恩恵を受

ける経済セグメントに注⽬しており、強固な事業基盤を有する企業で、

なおかつ高い付加価値を生み出すことができる企業を重視しています。

こうしたアプローチの採⽤により、新型コロナウイルスのパンデミックの間も

安定した運⽤を⾏うことが可能となっています。

現在のような不透明な環境において、柔軟な投資方針とマルチアセッ

ト・アプローチを採⽤することにより、あらゆる⾯で投資先を分散すること

に努めています。これにより、魅⼒的なレラティブ・バリューを提供する分

野に資⾦を振り向けることが可能となります。

プライベート市場の⾒通し

GDP成⻑率* 

（今後5年間平均）

インフレ率* 

（今後5年間平均）

Fed⾦利の変化率

（今後5年）

市場のバリュエーション**

（今後5年）

+350〜

450bps 
(3.5〜

4.8%へ) 

+100〜

150bps 
変化なし

資産テスト・シナリオ

スタグフ
レーション 低成⻑

株式市場の

上昇

1-2% 1-2% 2-3%

4-5% 1-2% 2-2.5% 

15-25% 

低下

5-15% 

低下

0-10% 

上昇

基本シナリオ

インフレを伴う
成⻑

2〜3%

米国: 2〜3% 
欧州: 1.5〜2% 

2.5〜3.5% 

米国: 3〜4%  
欧州: 約2% 

+200 to  
+250bps 

(約2.0〜2.8%へ) 

5-15% 

低下
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プライベート・エクイティ

プライベート・エクイティで所有している企業は新型コロナウイルスのパンデミックの逆境の中でも堅調さを示し

ています。しかし、マクロ・リスクが高まっていることや、バリュエーションが記録的な水準に上昇していることを

踏まえ、パートナーズ・グループは持続可能な成⻑を生み出すテーマを⾒極めることに注⼒しています。

市場概況

プライベート・エクイティ市場は、パンデミックの影響により当初こそ大き

な打撃を受けましたが、それ以降は大幅に回復しています。ホスピタリ

ティやレジャーなどのセクター（パートナーズ・グループがエクスポージャ

ーを抑えていたセクター）を除いて、プライベート・エクイティで所有して

いる企業は頑健性を示しています。このことは、特に新型コロナウイル

スにより加速している変⾰的トレンド（デジタル化など）から恩恵を受

けているセクターや、平均を上回る経済成⻑を遂げているセクターに当

てはまります。すべてのセクターにおいて、⾃動化、デジタル化、および

環境に優しい世界への移⾏を受け入れているテクノロジー対応型企

業は、市場シェアを獲得する上で有利な⽴場にあり、特に注⽬されて

います。したがって、これらの魅⼒的な企業のバリュエーションはさらに

上昇しており、2021年には、これらの企業に対する売却プロセスが早

まり、デューデリジェンス期間が短縮しました。

2021年の年初来における投資活動およびエグジット活動は非常に活

発であり、両方の活動が2007年の記録的な水準を上回る勢いとなっ

ています。また、2021年における活発な資⾦調達にもかかわらず、プ

ライベート・エクイティのドライパウダーは14年ぶりの低水準まで落ち込

んでいます（何年分の投資資⾦を確保しているかといった観点から⽐

較した場合）。

こうした市場の活況には課題やリスクが伴います。多くの企業が新型コ

ロナウイルスのパンデミックに伴う混乱を上手く乗り切る術を学んだもの

の、⾜元では新たな問題が差し迫っています。サプライチェーンの混

乱、物流の遅延、インフレ圧⼒の高まり、および⾦利上昇観測などす

べてが成⻑の下押し要因になる可能性があります。極端に短い売却

プロセスや高いバリュエーションが標準となっていることを踏まえると、こう

した環境の中で慎重に投資を⾏うための唯一の方法は、的を絞ったソ

ーシング・アプローチを採⽤することであると考えられます。経済動向に関

係なく持続可能な成⻑を継続的に生み出すこれらの投資テーマの中

で、確かな投資先を⾒極めることが重要であると言えます。魅⼒的なセ

グメント内の企業が投資可能であると⾒極めるまでには通常、数年の

準備期間が必要となります。今のところ、この戦略を実⾏する上でリソー

スや、コミットメント、⻑期的なビューを有している企業はほんの数社に限

られています。

パートナーズ・グループでは、4つのプライベート・エクイティ・セクター（テク

ノロジー、グッズ&プロダクト、ヘルス&ライフ、サービス）において常時40

〜60の投資テーマを追求しています。パートナーズ・グループのポートフォ

リオでは、事業運営の方法を変えている多くの変⾰的トレンドが投資テ

ーマの中核となっており、今回のパンデミックの影響により、こうしたトレン

ドが加速しました。パンデミックの間には、こうしたテーマを慎重に選択す

るとともに、ポートフォリオ企業との実践的な協⼒を⾏うことなどを通じて

ポートフォリオを運⽤しました。その結果、2020年のEBITDAの成⻑は

10%を上回り、2021年6月までの12ヵ月間のEBITDAの成⻑も10%を

上回りました。

何年分の投資資⾦を確保しているかという観点からすると、活発な買収投資活動によりドライパウダーは2021年に減少

7.9 

1.7 1.9 2.3 2.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD
2021

注︓プライベート・エクイティが保有しているドライパウダー（何年分の投資資⾦）（平均エクイティ出資額で調整後）

出所︓パートナーズ・グループ、Preqin、2021年11月︓S&P LCD、2021年第3四半期

こうした環境の中で慎重に投資を⾏う

ための唯一の方法は、的を絞ったソー

シング・アプローチを採⽤することです
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テクノロジー

急速なペースで成⻑しているセクターにおいて投資機会を⾒極める

市場概況

技術⾰新により、ほぼすべての業種において顕著な変化が生じていま

す。Eコマースやリモート・コラボレーション・ツールの利⽤が急増してお

り、今回のパンデミックにより、このような変化が大幅に加速したと言えま

す。今後数年間において、テクノロジー導入の継続的な増加により、

新しい強⼒な投資テーマが生じ、市場の成⻑が促進されると考えられ

ます。特に、クラウド・ベースのソリューションや、ソフトウェア・アズ・ア・サ

ービス（SaaS）のソリューションにより、アクセスの向上や手頃な価格

が実現しつつある中で、ソフトウェア・イネーブルメントに対する需要は大

幅に拡大すると⾒込まれます。大手企業は、レガシー・システムを近代

的なフレームワークにアップグレードする予定です。また、中小市場の顧

客もデジタル化の水準を急速に高め、新規顧客全体のユニバースを

創出すると考えられます。

また、若い世代の間でユーザーエクスペリエンスに対する期待が変化

していることも、テクノロジーのアップグレードや新たな導入を促してい

ます。このことは、ソフトウェアの既存のプロバイダーが⾰新的な新規

参入者の出現に伴う混乱に対して脆弱であることを意味していま

す。一方、ユーザーエクスペリエンスの改善や生産性向上に対する

需要により、すべてのセクターのあらゆる企業がテクノロジー主導にな

らざるを得ない中で、これらのデジタル・ソリューションを開発する上で

テクノロジー分野においては世界的に人材が不⾜しています。優秀

な人材を確保する上で独⾃のルートを有しているアウトソーシング会

社には大きな競争優位性があります。これにより、ノーコードまたはロ

ーコードのソリューションに基づく⾃動化ツールを開発することで、人材

をテクノロジーで代替することを推進しているサービス・プロバイダーに

とって収益機会が生じています。

テクノロジー企業がそうしたメリットを享受し、利益が急増している中

で、投資家の観点からすると、市場ではますます競争が激化していま

す。それに伴ってバリュエーションも上昇しています。パンデミックの期間

を通して、このセクターが示した頑健性および成⻑⼒により、その魅⼒

度が高まっています。

2010年〜2019年において、上場ソフトウェア企業を対象とする

MSCIインデックスの平均EBITDA倍率は10.4倍上昇し、その他す

べてのセクター（ヘルスケアなど）の拡大幅を上回りました。また、

2019年〜2021年では、パンデミックに伴う追い⾵を背景に、ソフトウ

ェア企業の倍率はさらに9.3倍上昇し、その他すべての業種の拡大幅

を再び上回りました。

多くの場合、この倍率の再評価は、質の高い資産により正当化されま

す。質の高い資産は、本業の高い成⻑率や堅固な頑健性の両方を示

しています。しかし、これらの高い基準を満たしていない企業は将来的に

事業が縮小するリスクがあります。このことは、確信度の高い投資テーマ

を選択する上で複数年にわたる当社の取り組みや、さらなる成⻑を促

す手段として実践的な価値創造の重要性を強調しています。

現在の投資テーマ

テクノロジー・セクターにおいて⻑期的な投資テーマを⾒極めることは、本

質的に難しいことであると言えます。テクノロジーは将来を作り変えるもの

であるため、予め考えられた枠組みに頼ることはできません。したがって、

パートナーズ・グループでは多⾯的な視点からオポチュニティ・セットを捉え

るように努めています。最初に、エンド・ユーザー向けの生産性を高める

上で、どのソリューション・カテゴリーが強⼒な価値提案を生み出している

かを検討します。次に、ユーザーエクスペリエンスから基本的なハードウェ

アに至るまで、どのテクノロジーが採⽤曲線の適切な段階にあるかに着

⽬します。最後に、顧客ユニバースに注⽬し、どの顧客セットがテクノロジ

ー購入の転換点にあるかを検討します。

多⾯的な視点から市場を⾒ることにより、当社の「デジタル化・⾃動化」

および「新しい生活様式」のギガ・テーマにより裏付けされている⻑期的

なトレンドを⾒極めることができるため、幅広く採⽤され⻑期的に利⽤さ

れているテクノロジーにターゲットを絞ることができます。このアプローチによ

り、いくつかの潜在的な投資機会（中小企業（SMB）のデジタル化、

アウトソーシングの活⽤、およびロボットによるプロセスの⾃動化など）を

特定することが可能となります。これらの投資機会はデジタル化の中核

に位置しています。同様に、パートナーズ・グループは「デジタル化・⾃動

化」テーマと「新しい生活様式」テーマの間の交差に位置している魅⼒

的なセグメント（新たな決済方法、Eコマース、モノのインターネット

（IoT）、デジタル・エンジニアリング、およびデジタル・マーケティングな

ど）を特定しています。

多⾯的な視点から市場を⾒ることによ

り、幅広く採⽤され⻑期的に利⽤され

ているテクノロジーにターゲットを絞ること

ができます
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Eコマース 18%

35%の採用

状況の差

12%ビッグデータ

25%クラウド

32%CRM

平均

約20%

33%ERP

SMBテクの

採用

テクノロジー

テクノロジー・セクターのテーマ別マトリックス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野

セキュリティ DevOps（デブオプス） GRC ソフトウェア IoTの接続性 Eコマースのイネーブルメント 新たな銀⾏業務

IT環境はこれまで以上にサイバー
攻撃の脅威にさらされている

開発者がソフトウェアを構築する
方法は変化しており、これによりテ
ストの⾃動化といった新たなツール
が誕生

コンプライアンスやリスク管理のため
にデジタル・ワークストリームがマニ
ュアルのワークストリームを代替

接続性や統合ソリューションのプロ
バイダーにより中規模の会社が
IoTを導入することが可能に

消費者の生活習慣がデジタル化
する中でそれを支援するインフラ
備も進展

テクノロジー・ソリューションによりデ
ジタル銀⾏は顧客にスケールやサ
ービスを提供することが可能に

アプリケーション・モニタリング
アプリケーションのアップタイムを確
保することはネットワークのアップタ
イムを確保するのと同程度に重要

ローコード/ノーコード
新たなツールによりアプリケーション
のロジック開発がグラフィックデザイ
ンのようになり、どこでも簡単に展
開できるように変化

サプライチェーンソフトウェア
サプライチェーンは20年前にデジタ
ル化されておりEコマースの時代に
再構成

IoTセキュリティ
新たなソリューションにより何十億
ものIoTデバイスのセキュリティが可
能に

顧客への働きかけおよび
マーケティング
新しいデジタルチャネルでは顧客と
の交流をターゲット、分析、最適
化する新しいツールが必要

新たな決済⽅法
テクノロジーにより、消費者と企業
をめぐるお⾦の流れが変化

クラウド・マネジメント
クラウドの導入により企業における
システム管理アプローチが変化

ボットによる業務の⾃動化
機械が作成するコードによりソフト
ウェア業界の生産性が改善

教育ソフトウェア
統合ソフトウェアは先生や生徒の
支援材料となり、これにより学校
はオンライン授業を⾏うこと可能に

IoT分析
IoTで収集したデータを利⽤するこ
とにより、ビジネスにおいて適切な
意思決定を⾏うことが可能に

"JoMO"
技術的なテーマは、「⾒逃すこと
の喜び（JoMO）」のトレンドから
発生

インシュアテック
新たなテクノロジーにより、保険業
界のワークストリームが変化

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月、説明⽬的のためだけに提示されています。

パートナーズ・グループではこれらのセグメントすべてにわたり、当社の業

務運営に関する専門知識や起業家的なガバナンス・アプローチを活⽤

し、魅⼒的な企業を市場リーダーに変え、成⻑や頑健性をさらに高め

る支援ができる機会を模索しています。当社のお客様のために今年実

⾏した大きな取引としては、IT専門家向けにソフトウェア・ソリューション

を提供している世界有数のプロバイダーであるIderaの買収や、高速

光ファイバー・ブロードバンドにおけるインド最大のプロバイダーの１つで

あるAtria Convergence Technologiesの買収などが挙げられます。

投資テーマのディープダイブ

SMBのデジタル化およびCFO業務のテクノロジー化

SMBのデジタル化は非常に規模が大きく、かつ十分なサービスを受け

ていない新たに出現した顧客セットに基づいた投資テーマです。米国

の企業の99%がSMBのカテゴリーに属しています。このカテゴリーは全

体として大企業と同等の購買⼒を有していますが、一部のカテゴリー

では大企業と⽐較して市場浸透率が35%低くなっています。

クラウドへの移⾏やSaaSソリューションによりコストが抑えられ、生産

性を高めるソフトウェアを導入・運⽤する上で必要なテクノロジー・イ

ンフラ要件が少なくなります。したがって、かつてSMBに存在していた

テクノロジーを採⽤する上での障壁はなくなっています。同時に、企

業テクノロジーのコンシューマライゼーションにより、ユーザーエクスペリエ

ンスが改善しつつあり、洗練されていないユーザーが企業のヘルプデ

スクの手を借りずにテクノロジー・ソリューションを採⽤することが可能

になっています。

したがってSMBの市場浸透率は急上昇すると考えられます。このこ

とはSMBセグメントを積極的にターゲットとしている上場企業

（Intuit、HubSpot、およびAdobeなど）の売上高や時価総額の

急増により裏付けられます。中小企業が抱えている問題に適切に

対応しているこれらの企業にとって大きな追い⾵が存在していると考

えられます。

SMBのデジタル化は遅れている

2019年における企業によるデジタル・テクノロジーの採⽤

（企業全体に占める割合）

ERP 78%

平均約55%

CRM 62%

企業による

テクノロジー クラウド 56%

の採用

ビッグデータ 33%

Eコマース 39%

出所︓VodafoneによるSMBサーベイ、2020年9月。

SMB =中小企業

ERP = エンタープライズ・リソース・プランニング

CRM = 顧客関係管理

スタックを通じた
パフォーマンス

ソフトウェアの
産業化

最高品質の
ソフトウェア

IoT 
消費者の

⽣活習慣の変化
フィンテック

デジタル化 新しい⽣活様式
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これらの問題の中でも特に重要なことは、財務機能をより効果的かつ

効率的にすることです。ミドル市場の最高財務責任者（CFO）は、

社内圧⼒（ダイナミックな経営報告など）と社外のトレンド（規制強

化など）に対してますます神経を張り詰めています。したがって、SMB

の意思決定担当者は反復的なワークフローを⾃動化することにより、

貴重な時間を確保することに⽬を向けています。

このような”CFO業務のテクノロジー化”は、売掛⾦管理、資⾦管理、

財務計画・分析、決算、および税務などの⾃動化に及びます。また、

大企業はエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）のプロバイダ

ーが提供するモジュールを使⽤する一方で、これらのERPプロバイダー

は中小企業にサービスを提供する上でスケールダウンすることができな

いことが知られています。これにより、CFO業務のテクノロジー化のポイ

ント・ソリューションを提供するプロバイダーが急増しています。細分化さ

れた市場を再編する機会を踏まえると、これらのポイント・ソリューション

はプラットフォーム投資に対する魅⼒的な提案を示しています。

実際、ワンストップショップに対する中小企業の選好は、業界再編に

向けた引き⾦となると⾒込まれます。一方、業界固有のクロスセル・ロ

ジックも存在しており、これが業界の成⻑を促すと考えられます。CFO

業務のテクノロジー化セクターは現在、150以上の小規模なソリューシ

ョンから成る細分化された市場で構成されており、このことがM&A活

動の活発化につながっています。

パートナーズ・グループのテーマ型リサーチでは、資⾦管理、財務計

画・分析、決算の各分野で、当社の投資基準に適ういくつかの資産

を特定しました。今後は、規模を拡大して業界の再編を主導していく

可能性が高いと思われる企業を支援していく機会を模索していきま

す。

デジタル・エンジニアリングのアウトソーシング・サービス

パートナーズ・グループのもう一つの重要なテクノロジー投資テーマに

は、企業におけるデジタル・トランスフォーメーションの加速があります。

オンラインやオムニチャネルによるシームレスな商取引を顧客が期待す

るようになった現在、すべての企業はテクノロジー企業である必要があ

ります。実際、企業はテクノロジーを競争上の重要な差別化要因と考

えており、また、効率性や意思決定を向上させる手段とも考えていま

す。

しかし、需要が拡大する一方で、デジタル人材が深刻に不⾜している

ため、デジタル分野における⽬標を実現することが困難になっていま

す。2018年以降、公開されているデジタル関連の求人ポジション数は

46%増加しており、2020年のGartnerの調査によると、デジタル・トラ

ンスフォーメーション・プロジェクトを推進する企業の約98%が、社内の

人材不⾜をデジタル関連のアウトソーシング・サービスで補完していま

す。

デジタル・エンジニアリングのアウトソーシング・サービスでは、バックオフィ

スの統合に重点を置く傾向のある一般サービス・プロバイダーではなく、

企業のミッション・クリティカルな製品の開発を支援する付加価値プロ

バイダーに焦点を当てています。また、顧客の戦略的パートナーとして

⾃社を位置付け、プロジェクト・ベースの収益モデルから、経常的な収

益モデルへ移⾏することが可能な企業もターゲットとしています。

これを実現するサービス・プロバイダーのモデルは2つあります。1つ⽬

は、無線通信事業者の通信インフラ向けコードのように、ミッション・ク

リティカルなテクノロジーや、テクノロジー対応型製品を開発するエンジ

ニアリング企業です。2つ⽬は、製品とデジタル・マーケティングの統合

を重視し、顧客に良好な経験を提供する企業です。

これらの条件を満たす企業は、市場に数多く存在しています。しか

し、それだけでは十分ではありません。パートナーズ・グループが魅⼒

的な投資機会と考えるデジタル・エンジニアリングのアウトソーシング・

サービス企業は、事業規模の拡張性があり、プラットフォーム投資を

実施する機会を提供してくれる企業です。

テーマ型投資の実例︓GlobalLogic

パートナーズ・グループの投資基準を明確に満たしていた企業

の1つがGlobalLogicでした。パートナーズ・グループは2018年8

月、エクイティ・パートナーであるカナダ年⾦制度投資委員会

（Canada Pension Plan Investment）とともに20億米ドル

の企業価値で同社を買収しました。投資するまでの2年間

GlobalLogicを調査し続けた結果、デジタル・エンジニアリングの

アウトソーシング・サービス分野で⾒込まれる⻑期的な追い⾵、

優秀な経営陣との⻑年の関係、過去および今後予想される

⼒強い年間収益の成⻑、および高い顧客維持率を基に、同

社に対する強い確信度を得ることができました。

投資期間中、私たちは起業家的ガバナンス・アプローチを⽤い

ることで、GlobalLogicで大幅な価値創造を推進することがで

きました。同社と協⼒して顧客基盤の多様化と拡大を図ること

で、GlobalLogicは顧客にとってミッション・クリティカルな戦略パ

ートナーとしての地位を確⽴しました。さらなる価値創造のため

の取り組みとして、事業の拡大、重要な経営人材の採⽤、4

件の追加買収の完了に注⼒しました。そのうち3件は欧州にお

ける買収で、GlobalLogicの営業拠点を拡大し顧客基盤と地

理的多様性を向上させました。さらに、同社のESGに対する取

り組みへの注⼒度を強化させ、ESG戦略の改善と実施に特化

したESG専門部署をGlobalLogicが設⽴することを支援しまし

た。

GlobalLogicが次の成⻑段階に入るための強固な基盤を構

築させた後、2021年3月に共同主要株主としての持分を⽇本

のコングロマリットである⽇⽴製作所に売却することで合意しま

した。この取引では、GlobalLogicの企業価値は95億米ドルと

評価されました。
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グッズ&プロダクト

サプライチェーン⾰命を支える投資

市場概況

スーパーマーケットの棚からは生活必需品が消え、半導体チップは国

際的に不⾜し、医療スタッフは個人⽤防護⽤品を入手できないまま

患者対応に追われています。⻑年にわたるグローバル化の進展に伴

い、⻑々と複雑に続くサプライチェーンが構築されましたが、新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受け、こうしたサプライチェーンの根本的な脆弱

性が露呈しました。2021年が終わろうとしている現在、サプライチェーン

による制約や物流の遅延は依然として成⻑を妨げており、緩和される

兆しはほとんど⾒られません。

そのため、特定のプロセスや部品に高度に特化してきた国々は、こうし

た⻑いサプライチェーン、および互いへの依存に直⾯せざるを得なくなっ

ています。そのため現在、防衛、半導体、食品といった重要度の高い

産業において、国内生産能⼒を高めるための協調的な努⼒が⾏われ

ています。

それと同時に、サプライチェーンを短縮化する必要性が叫ばれる背景

には、消費者や政府のレベルで気候変動への関⼼がかつてないほど

高まっていることで、企業にESGの導入を強く求めるようになったという

機運があります。特に電化製品セクターでは、部品を他国に輸出して

組み⽴てを⾏い、その後再び輸入して販売するなど、国境を複数回

⾏き来することがあります。最近では、海外の原材料や部品への依存

度を減らしたり、サプライチェーンを単一の原産国から複数の供給国に

分散させたりする取り組みが増えています。実際に、フィギュアやプレイ

セットに特化したドイツの大手玩具ブランドであるSchleichに、2019

年に初めて投資した際の戦略的取り組みの一つは、供給網と販売体

制の改善でした。

現在、消費者は迅速な配送を当たり前のように期待しています。した

がって、急速に変化する消費者の要求に応えられる機敏さを獲得する

ための次の段階では、製造戦略の進化が求められ、特に生産設備を

最終購入者の近くに配備する必要が出てくるでしょう。パンデミック後

の世界におけるサプライチェーンの回復を再考したCapgeminiのレポー

トによると、1,000社を対象とした調査で少なくとも72%の企業が現

在、エンド・ツー・エンドのサプライチェーンの監視において大きな課題に

直⾯しています。その結果、ニアショアリングが急増し、様々な投資機

会が生まれています。

現在の投資テーマ

グッズ&プロダクト・セクターでは、サプライチェーン管理から製造の⾃動

化、変化し続ける消費者の嗜好や習慣まで、様々な投資テーマや投

資機会を⾒ています。特に注⽬すべき分野をいくつか挙げましたが、こ

れらはパートナーズ・グループが注⽬するギガ・テーマのうちの2つが底

流にあります。すなわち、「脱炭素化」では、サプライチェーンの短縮化

による排出量削減に対する注⽬度が高まっており、「新しい生活様

式」では生産拠点を最終顧客の近くに持っていき、より持続可能な方

法で生産することで変化する消費者の需要に応えようとするというもの

です。

例えば、米国における特殊化学品や医薬品の生産が復活したこと

で、投資の機会が広がっています。近年、医薬品の原材料は中国か

ら調達され、インドで製造された後、最終消費国へ輸送されて販売さ

れていました。米国における生産能⼒はここ何年も停滞していました

が、米国政府や企業は最早、輸入に頼り切ったままでいることに耐え

切れず、その結果サプライチェーンの圧縮に取り組もうとしています。

また、消費者のニーズがより健康的かつ持続可能な製品へと変化し

ている結果、急速に進化しつつある食品バリューチェーンにも投資機

会があると考えています。これにより、食品バリューチェーン上の、従来

の消費財コングロマリットやサービス・プロバイダーを崩壊させる高成⻑

企業が何社か生まれています。

一方、美容、セルフケア、フルフィルメント・セクターでは、特にアジアの人

口動態に基づく強⼒なマクロ⾯の追い⾵が吹いています。これにより、

新たなニッチ分野で急速に規模を拡大している、収益性が高く、資本

利益率の高い企業が出現しています。

これらのカテゴリーの中では、各分野で市場リーダーに成⻑する可能

性が最も高い企業を支援していきます。最近の事例では、世界的に

展開する医療⽤アパレルブランドのCareismatic Brandsや、特殊な

作物向けの栄養・保護・バイオコントロール製品の大手企業である

Rovensaなどがあります。

消費者のニーズがより持続可能な製品

へと変化している結果、急速に進化しつ

つある食品バリューチェーンに投資機会

があると考えています
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Idera︓ITプロフェッショナル向けのソフトウェア・ソリューション・プロバイダーのグローバル大手

グッズ&プロダクト・セクターのテーマ別マトリックス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野

デジタル化・⾃動化 新しい⽣活様式 脱炭素化および持続可能性

産業界の⾃動化 重要な産業用消耗品
配達に破壊的な影響を

与える新たな⽅式
セルフケアおよび満足感 将来の建物 ⾷品バリューチェーン

ダークファクトリー 特殊化学品 消費者直接取引（D2C） 美容・パーソナルケア 建設用化学品 農業用バイオソリューション
産業⽤IoTと5Gを通じたマシンビ
ジョンとリアルタイム・データにより、
完全な⾃動化が可能に

洗練されたフォーミュレーションや
持続可能な代替品に対する需要
が増加

ソーシャルメディアの普及により、各
ブランドは伝統的な流通モデルを
使わずに商品を販売することが可
能に

健康で生きがいのある生活を送る
方向に世界の文化は変化

⼆酸化炭素を排出しない環境に
優しい建築物への指向

世界の人口が増加している中で
食料生産は持続可能なものにな
る必要

⾃動化された原料の処理作業 テスト用装置 デジタル・イネーブラー ⾒逃すことの喜び（JoMO） エネルギー効率のパーツ 持続可能な原料
倉庫の⾃動化により低単価なコ
ストで配送時間を短縮することが
可能に

テストは重要なプロセスであり、規
制を受けている業界（例えば、医
薬品業界）では特に重要

小規模なブランドはスケールを調
整することによりオンラン販売で収
益を上げることが可能に

エンターテイメントやレジャーは、主
流になりつつある座りがちなライフス
タイルに適合

現代のデザインにおいては新しいデ
ザインがエネルギー効率にとって不
可欠

食品に含まれる原料は消費者や
規制当局が注視している関⼼事
項

アディティブマニュファクチャリング 半導体 ラストマイル スポーツ スマートホーム 植物性⾷品
アディティブマニュファクチャリングの
経済規模が大きくなると、世界の
サプライチェーンに大改⾰をもたら
す可能性

現在のサプライチェーンの混乱は、
半導体業界の成⻑に大きな悪影
響を及ぼしている

クラウドソーシングなどのイノベーショ
ンにより、モノの移動にかかる従来
のコストに大きな影響が及ぼしてい
る

世界的な健康志向の高まりや、ス
マートウォッチを通じたスポーツのゲ
ーム化

データに基づく⾃動化を通じて住
宅の冷房／暖房のエネルギー使
⽤量を抑制

⾰新的な商品により肉の消費量
に連動する⼆酸化炭素の排出
量が抑制

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月、説明⽬的のためだけに提示されています。

投資テーマの深堀り

⾷品に関する考察

食品バリューチェーンもまた消費者の需要が変⾰を促しつつある産業

です。バリューチェーンは原材料の投入から生産、加⼯、小売、配送

にまで及びます。そのため、世界の医薬品に匹敵する市場規模を持

ち、重要な投資機会を提供しています。パートナーズ・グループでは、

数年前からこの業界が戦略的に重要な分野であると考えてきました

が、これは新型コロナウイルスのパンデミックによってさらに重要な分野と

なりました。この業界は現在、⻑期的に持続可能な成⻑を遂げる準

備が整っていると考えられます。

これを支えているのは、3つの⻑期的な傾向です。第一に、農業が気

候変動に与える影響を最小限に抑え、有機農業の割合を増やし、

食品廃棄物を減らすことに重点を置くことにより、責任ある持続可能

な食品生産へとシフトしつつあります。例えばUnileverは、同社の持

続可能な生活⽤品ブランドが、他の事業を69%上回る速さで成⻑し

ていることを明らかにしました。

第⼆に、世界中の人々のために食料安全保障を確保することが重

要な優先事項となっており、エンド・ツー・エンドの透明性とトレーサ

ビリティーが標準となることが期待されています。最後に、現代の消

費者は健康的な消費活動にシフトしており、持続可能で責任ある

方法で調達されたものであれば、割高な代⾦を喜んで支払いま

す。

その中でも、特に大きな機会があると考えられるのが、急成⻑している

オルタナティブ・プロテインの生産です。CargilやTyson Foodsなどの食

肉業界の大手企業は、既に植物由来の代替品や細胞培養製品に

事業や投資をシフトしています。健康、動物福祉、環境への配慮か

ら、植物性食品は圧倒的なトレンドに発展しています。パートナーズ・

グループは、作物の生産量を増やすための農業の育成、また、今後の

開発余地が大きい調味料や食材のサプライヤーなどへの投資機会も

投資対象にしています。
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グッズ&プロダクト

⾷品バリューチェーンの概要

プロテイン市場のシェア（タイプ別、%） 欧州連合の有機農業（農地全体に占める割合、%） 食品からの温室効果ガス（GHG）排出量（全体に占める割合、%）

2020 2035

オルタナティブ 伝統的

出所︓食料農業機関（FAO）、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）、

ブルー・ホライゾン、欧州連合の「農場から食卓までの戦略」、2020年

GHG = 温室効果ガス

2020 2030 2020 2050

テーマ型投資の実例︓Rovensa

パートナーズ・グループが食品バリューチェーンで既に支援している

企業の一つが、2019年に投資したRovensaです。Rovensaは、

特殊な作物の栄養、保護、バイオコントロール製品で、世界でも

大手の企業です。パートナーズ・グループでは投資する2年前から

同社の調査を開始し、Rovensaが高成⻑のニッチ分野における

真のカテゴリー・リーダーであり、バリューチェーンの最初の段階であ

る農業⽤資材の分野で、業界が直⾯している多くの問題の解決

に貢献していることを確認しました。

農業セクターは、成⻑性と回復⼒に優れたセクターであり、数々

の景気後退局⾯においても良好な実績を残してきました。成⻑

の原動⼒は、食糧生産量の大幅な増加に対する⻑期的なニー

ズです。人口増加と食習慣の変化により、食糧生産量に対する

ニーズは2050年までに50%以上増加すると予測されています。

世界的に耕作可能な土地⾯積が限られていることを考えると、こ

の増加分の8割は作物収量の向上により賄う必要がります。

Rovensaの製品はこのニーズに直接対応し、作物収量を向上さ

せ、食料安全保障の改善に貢献します。

さらに、Rovensaの製品は、高まりつつある持続可能性に関

する懸念にも対応しています。Rovensaの使命は、作物の

品質と収量を向上させると同時に、食品サプライチェーンで使

⽤される化学物質の量を減らすなど、農業の環境維持に貢

献することです。

投資契約から1年、この投資テーマは既に有望な結果をもたらし

ています。RovensaのEBITDAは前年同期⽐30%増となりまし

た。これは、強⼒な内部成⻑とバイオ企業の戦略的買収の組み

合わせによって達成されました。

投資の1年⽬に、グリーン戦略の推進、事業上および業務上の

優位性構築イニシアチブなど、事業の価値創造計画を策定しま

した。また、Rovensaが継続的に開拓し確保している買収機会

の潤沢なパイプラインにより、新たな地域や製品グループにおける

「バイ・アンド・ビルド」戦略を通して成⻑が加速する機会は引き

続きあると考えています。起業家的ガバナンスを⽤いてこれらのイ

ニシアチブの舵を取るため、パートナーズ・グループは経験豊富で

優秀な取締役会の構築にも⼒を入れています。

78%

22%

98%

2%

2.5x

25%

10%

-48%

23%

12%
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ヘルス&ライフ

次世代の治療薬を支える

市場概況

ヘルス&ライフ・セクターは、過去20年間に3つの異なるトレンドによっ

て大きく変⾰してきました。まず、次世代の治療法の急激な増加によ

り、サプライヤー業界の情勢が一変し、最先端の専門家によるエコシ

ステムが構築されました。第⼆に、デジタル化がこの分野のあらゆる側

⾯に変⾰をもたらし始めており、情報システムの導入にとどまらず、定

型的な診断の⾃動化実現も間近になっています。最後に、バリュー・

ベース・ケアの追求により、新しい低コストのデリバリー・モデルの普及

に拍⾞がかかり、その結果、医療ケアへのアクセスが向上しました。

このような変⾰を背景に、ヘルスケア・セクターにおいてプライベート・エ

クイティでは活発に活動しています。パンデミックの影響で多くの活動

が停⽌を余儀なくされたものの、投資活動は⼒強く回復しています。

特に、2021年上半期は、ライフサイエンス・サプライヤー、医療技術、

スペシャリティ・ケア、およびヘルスケア・テクノロジーに対する投資が活

発となり、全世界で2,695社のヘルスケア、ライフサイエンス、製薬企

業に2,930億米ドルが投資されました。

ヘルスケア・セクターにおける投資は活発

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021

投資価値 – ヘルスケア・サービスおよびライフサイエンス

合計投資件数 – ヘルスケア・サービス・医薬品およびライフサイエンス

注︓戦略的M&Aおよびスポンサーの支援によるM&Aを含みます。

出所︓PwC、2021年7月、RefinitivおよびDealogicのデータに基づいています。

実際に、ヘルスケア業界は新型コロナウイルスからの回復⼒が高いと

言われており、パンデミックの際にもヘルスケア・セクターのバリュエーショ

ンは高水準を維持していました。また、同業界へ投資する投資会社

間の競合の高まりにより、データルームへのアクセス後の2次デューデリ

ジェンスには24〜48時間程度の時間しかかけられなくなっています。

ヘルスケア・セクターに関する深い専門知識を有し、独⾃の情報源や

起業家的なアプローチを持つ投資会社は高いリターンを獲得すること

が可能となっています。ヘルスケア・セクターはプライベート・エクイティ業

界にとって引き続き重要なセクターであると考えられます。しかし、投資

先の選別が極めて重要になります。

この市場では、システム・コストを削減し、バリュー・ベース・ケアをサポー

トし、そして医療の持続可能性の向上を実現するヘルスケア企業がア

ウトパフォームすると考えられます。また、医療データのデジタル化に貢

献し、病気や薬の効果に関する人々の理解を促進させるなど、⻑年

にわたる悩みを解決できる⾰新的なヘルスケア企業が市場の勝者に

なると考えられます。

現在の投資テーマ

パートナーズ・グループの「新しい生活様式」というギガ・テーマは、

消費者の⾏動や意識が変化していることを表しています。人口動

態や社会的価値観の変化、そして新型コロナウイルスの影響は、

ヘルスケアのビジネスモデルに地殻変動をもたらし、今後数十年に

わたってニッチな分野の成⻑を支えていくことになると考えられます。

特に、「新しい生活様式」のギガ・テーマはヘルスケアの消費化という顕

著なトレンドをサポートしており、とりわけ天然成分に注⽬しています。

このトレンドは消費者の健康、OTC医薬品、および栄養補助食品セ

クターを後押ししています。

デジタル化の流れも、投資機会を生み出す重要な役割を果たしてい

ます。ヘルスケア企業は、障壁を取り除き、医療アクセスを向上させ、

そしてその結果、より高い価値を得るためにデジタル技術を活⽤してい

ます。実際、ヘルスケア情報技術はヘルスケアのエコシステムの中で必

要不可欠な部分になっており、診断や意思決定を補助するために機

械学習を利⽤するなど、既存のテクノロジーを利⽤して問題を解決す

るケースが増えています。一方、パンデミックの影響で遠隔医療の普及

が進んでおり、今後もヘルスケアの提供方法として定着していくことにな

ると⾒込まれます。

ヘルスケア・セクターに関する深い専門

知識を有する投資会社は高いリターン

を獲得することが可能であり、このセク

ターはプライベート・エクイティ業界にと

って引き続き重要なセクターであると考

えられます
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ヘルスケア・セクターの重要な推進⼒になると考えられる3つ⽬のギガ・

テーマは、ヘルスケアの持続可能性です。持続可能であるためには、

技術⾰新を続けて深刻な病気に対処していくだけでなく、斬新な治

療法やシステム・コストを削減するための手法を模索していかなければ

なりません。

パートナーズ・グループでは、ヘルスケアの持続可能性に向けた動きを

背景に、2つの重要な投資機会の分野があると考えています。1つ⽬

は、製造や臨床試験などの高度なサービスを提供する変⾰型の専門

企業です。これらの企業は一般的に効率性が高く、顧客が⾃社で⾏

うより安く、かつ高品質の製品・サービスを提供することができます。こ

の分野の魅⼒的な企業の一例として、Cerba HealthCareが挙げら

れます。同社は、新化合物やワクチンの検証における医療診断および

臨床試験の大手で、パートナーズ・グループでは2017年に買収後、

2021年に売却しました。

持続可能な医療の第⼆の柱は、患者がヘルスケア製品・サービス

を購入して消費する方法を変⾰しつつある、バリュー・ベースの代

替モデルです。これらのモデルと、その統合された配送ネットワーク

は、支払者、提供者、患者のニーズとインセンティブの調整を可能

にし、システム・コストの削減に貢献します。このトレンドの最先端

にいる企業の一例として、米国の⼥性向けヘルスケア企業の大手

であるAxia Women's Healthが挙げられ、パートナーズ・グループ

は2021年に同社に投資しました。Axiaは、医師の臨床上の⾃主

性とケアへの専念をサポートしながら、人生の様々な段階にある

患者に対応した真の統合モデルによるサービスを提供しています。

ヘルス&ライフ・セクターのテーマ別マトリックス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月、説明⽬的のためだけに提示されています。

投資テーマの深堀り

次世代の臨床試験と商業的デジタル化

可能性が特に感じられる分野の一つは、次世代の臨床試験と商業

的なデジタル化です。難病に対処する効果的な次世代治療法の出

現により、これらの課題に取り組むことができる専門家に対する大きな

ニーズを生み出しています。

研究開発費は、特に中小企業の間で増加しています。一方、臨床

試験の現場においては患者中⼼主義が最重要課題となっており、

製薬会社は、患者の臨床試験体験の向上と、所要時間およびコス

トの削減を両⽴させるために、デジタル化による解決策の導入を推

進しています。

また、これらの次世代の治療法は免疫原性が高く、強⼒でしばしば予

測不可能な免疫反応を引き起こすため、より詳細な分子プロファイリ

ングが必要となります。

新しい⽣活様式 デジタル化 ヘルスケアの持続可能性

高齢化および
⽣活の質

健康な⽣活および
新たな交流

データを通じた
価値創造

介護の
デジタル化

効率的および
変⾰的なスペシャリスト

バリュー・ベースの
代替モデル

⼥性の健康

満たされていない多くのニーズに
対処するために、より専門的なパ
ーソナルケアにシフト

エステティック・プロバイダー

年齢、性別、地域全体にわたる
美意識に対する関⼼の高まり

一般用医薬品

科学が可能にする消費者主義
や流通チャネルにより、店頭薬局
の成⻑や整理統合が可能となる

ニュートラシューティカルズ

ニュートラシューティカルズの台頭
により、全身の健康と腸内細菌
の健康が育まれる

オーミクス・データ

健康のための強⼒なツールとし
て、ゲノミクス、トランスクリプトミク
ス、およびプロテオミクスを組み合
わせ

機械学習

機械学習が、診断、治療法の
選択、および結果の予測に使⽤

リモートによる患者モニタリング

便利なセッティングで質の高いケ
アを支援

救急医療後の健康IT 

救急医療後のテーラーメイドの
HCITを作成するためのカスタマイ
ズに対する高いニーズと相まって
成⻑

テクノロジーに対応可能な最高
顧客責任者（CCO）

細分化された状況では、商業化
とデジタル化の融合が可能

専門商品の配達

新しい地域、または細分化された
地域における貴重かつセンシティ
ブな品物の物流

統合プライマリー・ケア

費⽤効果の高い方法で疾病の
早期診断と早期治療の統合に
シフト

専門ケア

患者の結果を高めることができる
専門家やテーラーメイドのケア・デ
リバリーにシフト

特殊医薬品およびジェネリック

高精度医療、より的を絞った治
療法、およびジェネリック／バイオ
シミラーの利⽤増加

動物診断法

ペットの人間化の高まりや獣医学
の科学的進歩

価値に基づいた分析

健康データの充実や、フィー・フォ
ア・サービスから品質の高い結果
へのシフト

バーチャルケア・モデル

デジタル・ケア・デリバリーを導入す
ることで、より速い、よりアクセスし
やすい、より便利なケア・デリバリ
ーを利⽤することが可能に

高度な医薬品製造受託機関
（CDMO）

複雑な治療薬の高度な製造

患者エンゲージメント

テクノロジーにより、患者が⾃らの
治療計画にどのように影響を与え
るか、また結果をどのように報告す
るかが変化
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そのため、今後10年間で、治療法の開発や試験の方法は大きく変

容していくと⾒込まれます。実際に、治療法を商業化するには、患者

の病状に対する深い理解が鍵を握ることになると予想されます。患者

は、単一の分子ではなく、固有のバイオマーカー・シグネチャーに基づい

て識別されるようになり、生命情報⼯学で機械学習を応⽤する企業

など、そうした技術を可能にする企業が求められるようになります。

開発の可能性が大きく広がるこの素晴らしい分野において、パートナ

ーズ・グループでは3つの重要なサブセクターに焦点を当てています。1

つ⽬は、中枢神経系やバイオマーカーの活⽤など、ニッチな治療領域

を対象とした専門的研究の業務受託機関です。また、生命情報⼯

学や分子研究の専門企業にも注⽬しています。

2つ⽬の注⽬分野は、患者の様々な病期に対応するデジタル・ポイン

ト・ソリューションです。これらのデジタル技術は、効率化、コスト削減、

および治療効果の改善を実現します。3つ⽬の重点分野は、商業化

と患者向けオンライン・サービスです。これには、患者との対話の管理、

市場アクセスの向上、そして報酬支払いの効率化を実現できる企業

などが含まれます。

先進的低分子CDMO 

パートナーズ・グループが重視するもう一つのセクターは、先進的な低

分子医薬品の開発・製造受託機関（CDMO）です。CDMOに対

する需要は、コスト、リスク、および社内の処理能⼒といった制約を管

理することを⽬的としたアウトソーシングに対するニーズの高まりを元

に、今後も堅調に推移すると考えています。この傾向は、IPと商業化

に対する製薬会社の戦略的な注⽬度が再度高まっていることや、社

内の能⼒が不⾜している中小の製薬会社が増加していることにも支

えられています。

特に、合成や製剤化が困難な化合物の普及が進むことにより、高度

な能⼒を持つCDMOが、今後10年間でより大きな市場シェアを獲得

していくと考えられます。先進国市場では、合成が困難な分子を扱う

特殊合成過程の大半は、高度な技術を要する先端プロセスを⽤い

て⾏われることになると予想されます。その例として、小分子の純度、

スケール、バイオアベイラビリティを高めるためのバクテリア発酵などが挙

げられます。

パートナーズ・グループでは、知的財産権やFDAプロテクションなど、デ

ィフェンシブな特徴を持つ先進的なCDMOを探求します。内部成⻑

戦略を重視する企業に加え、ターゲットを絞った買収戦略を持つ企

業も選好します。製品リスクや顧客リスクに加え、財務⼒、経営陣、

業界の評判などを評価します。

世界のCDMO市場（10億⽶ドル）

2015 2019 2023

出所︓Results Healthcare（2019年および2017年）、パートナーズ・グループ、2021

年9月

CDMO = 開発・製造受託機関
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テーマ型投資の実例︓Pharmathen

パートナーズ・グループの最近の投資案件の中で、医薬品の

開発・製造受託企業に関する当社の投資基準を反映してい

るのが、Pharmathenです。同社は、⻑時間作⽤型注射剤、

防腐剤無添加の眼科⽤薬、持続放出性経口薬などの高度

な医薬品デリバリー技術の開発を専門とするB2B事業者で

す。

Pharmathenは、創薬会社が開発した既存の高価値医薬品

のジェネリック製剤を開発し、その知的財産権と登録書類を保

持し、ライセンス契約や供給契約を通じて、顧客であるジェネリ

ック製薬会社に製品を提供しています。Pharmathenは、80

種類以上の製品を215社以上の優良なジェネリック製薬会社

が販売し、世界85ヵ国以上の患者が利⽤するなど、非常に多

角化した事業を展開しています。また、2桁の内部成⻑と業界

屈指の利益率という実績を⻑期間にわたって維持しています。

パートナーズ・グループの価値創造テーマには、3つの重要な柱

があります。Pharmathenの既存の製品ラインアップの幅を継

続的に拡げ、買収⾒込み案件を完了することで、欧州および

世界中へPharmathenの中核事業を拡大します。また、米国

での展開を加速させ、同地域でのプレゼンスを確⽴していきま

す。最後に、服薬遵守率を向上させ、より良好な治療結果を

得るために設計された⾰新的な技術開発を支援していきま

す。

浸透率（⾦額ベース）

CAGR: 6.6%
CAGR: 6.8%
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サービス

人口動態、デジタル化、持続可能性によって成⻑が加速する

企業を支える

市場概況

サービス・セクターは、プライベート・エクイティ業界に⻑年にわたって豊

富な投資機会を提供してきました。ミッション・クリティカルなサービスを

提供する企業による⼒強い経常収益は非常に魅⼒的であり、また、

細分化された市場は統合の機会を提供してきました。

最近では、不動産管理など、これまで事務労働職の手作業に依存し

ていた業界におけるデジタル化が、サービス・セクターの代表的な投資

テーマとなっています。テクノロジーは商業サービス・セクターにも影響を

与えており、IoTツールやロボット、ドローンなどを駆使して、保守・修理

から点検までのプロセスが最新化されています。

サービス・セクターも脱炭素化やより広範なESGテーマを重視する傾

向によって変⾰を余儀なくされています。この結果、資源管理やエネル

ギー効率の向上に焦点を当てた企業や、ESGコンプライアンスを監視

する試験・検査・認証会社などへの投資機会が増えています。

このような⻑期的な追い⾵を受けて、サービス・セクターは今後も豊富

な投資機会に恵まれるものと期待されます。実際、2021年上半期に

は、新型コロナウイルスによって中断されていたいくつもの売却案件が

再開されたこともあり、プライベート・エクイティの活動が活発化しまし

た。

法規制や技術主導型のビジネスモデルは、パンデミック後の落ち込み

が少なく、回復も早かったことから、特に成功した分野と言えます。これ

らの企業は、同セクターに関する深い専門知識および独⾃の情報源

に加え、ガバナンスと価値創造に対する起業家的なアプローチを持つ

プライベート・エクイティ投資家にとって、引き続き魅⼒的な価値提案

となるでしょう。

現在の投資テーマ

サービス・セクターは当然ながら非常に幅広いため、魅⼒的なリスク・リ

ターン特性を持つ投資テーマを⾒極めることが重要になります。サービ

ス・セクターには、パートナーズ・グループが掲げる「デジタル化・⾃動

化」、「新しい生活様式」、「脱炭素化」という3つのギガ・テーマのすべ

てに合致する投資機会があります。

例えば、「新しい生活様式」のギガ・テーマでは、パンデミックによって加

速する在宅勤務の導入があります。リモートワークが普及し、家で過ご

す時間が増加しているため、そうした時間を快適化できるサービスへの

支出が増加しています。

その他では、特にアジアにおける人口動態の変化と豊かさの向上が、

Eコマース物流などのサービスを促進しています。このようなトレンドの恩

恵を受けている企業の例として、インドのEコマース業界で、テクノロジ

ーを駆使したエンド・ツー・エンドの物流ソリューションを提供する最大

手の1社であるEcom Expressおよび、アジア有数の貨物輸送業者

であるApex International Corporationがあり、パートナーズ・グルー

プはそれぞれ2020年12月および2021年7月に買収することに合意し

ました。

「デジタル化」のギガ・テーマはサービス・セクターにとっても重要です。サ

ービス企業は、業務プロセスをデジタル化し、デジタル化した接点を顧

客に提供し、データを活⽤して⾃社の意思決定能⼒を向上させる必

要があります。デジタル化の流れの中で、特に中小企業は社内で不

⾜する能⼒の補完やコスト削減のために、ITインフラや安全衛生な

ど、複雑さが増している非中核分野を外部委託するケースが増えてい

ます。最後に、「脱炭素化」のギガ・テーマでは、規制の強化および持

続可能な環境の必要性に対する顧客関⼼度の高まりがあります。そ

の結果、持続可能性を支えるサービス、特に持続可能な都市やクリ

ーンな水、質の高い教育などの分野に高い需要が集まると予想されま

す。

投資テーマの深堀り

資産・公共施設のメンテナンス

現在の経済環境下では、当然のことながら、回復⼒と成⻑性を兼ね備

えた機会への投資を優先しています。大規模な資本設備を保有する

企業へ修理サービスや部品を供給する多くの企業は、このような特徴を

持っています。そのため、資産および公共施設のメンテナンス・セクターも

重要な分野の一つです。

サービス・セクターも脱炭素化やより広

範なESGテーマを重視する傾向によっ

て変⾰を余儀なくされています



プライベート・エクイティ

Outlook 2022 | 19 

サービス・セクターのテーマ別マトリックス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野

デジタル化・⾃動化 新たな⽣活様式 脱炭素化および持続可能性

事業の効率性
デジタル・

トランスフォーメーション

配達に破壊的な影響を

与える新たな⽅式

セルフケアおよび

満足感
将来の建物 持続可能な環境

非中核事業のアウトソーシング ビジネスの転換 不可⽋な物流 職場としての⾃宅の位置づけ 資産寿命の⻑期化 犯罪リスクおよび身体の安全リ
スク

SMEが非中核事業ではあるが重
要な機能をアウトソースする理由と
しては、中核事業への注⼒、コスト
削減、社内の能⼒不⾜など

伝統的なビジネスモデルをクラウド
ネイティブ、デジタル・ファーストに
転換

Eコマースの普及により効率的なシ
ョッピング物流や宅配サービスの必
要性

パンデミックの影響により⾃宅で仕
事を⾏うようになり、全体的に⾃
宅で過ごす時間が増えている中
で、これを促進・緩和するための
支出が増加

⽼朽化した資産やユーティリティ・
ネットワークのメンテナンス、アップグ
レード、管理、および最適化の必
要性

世界的に不透明感やリスクに対
する認識が高まっている中で、セ
キュリティや安全ソリューションに対
する需要が増加

⾃動化 ⾦融リスクとサイバー・リスク オンデマンド・デリバリー 個別教育 スマートシティとスマートビルディン
グ

品質基準および安全基準の
引き上げ

ソフトウェアや人⼯知能を⽤いたビ
ジネス・プロセスの⾃動化を通じて
業務運営の効率性を向上

サイバー攻撃の脅威にさらされて
いる企業や⾦融規制の強化に伴
って負担が増大している企業が
増えている中で、新しいタイプの
需要が増加

より早い配達（30分以内）、ま
たはより柔軟性の高い配達のタイ
ミングは顧客に高い利便性を提供

個別学習や、パフォーマンスの測
定や追跡に対する需要の増加

ITの世界（エレクトロニクス、通
信、モノのインターネット（IoT）、
ビックデータなど）と都市の様々な
「実物店舗」の収斂

規制の強化により、コストが上昇
する。デジタル方式の採⽤により、
大幅な業績改善が期待

データ分析のアズ・ア・サービス ⾦融サービスのデジタル化 ラストマイル 継続的な学習 スマートホーム 環境の持続可能性
中小企業は利⽤可能な社内デー
タを利⽤して多くの情報を入手し、
適切な経営判断を⾏うことが可能
に

決済、融資、および保険業務に
対してより柔軟性を提供するため
に、新たなデジタル⾦融サービス
が出現

クラウドソーシングなどのイノベーショ
ンが物品の移動にかかる従来のコ
ストに大きな影響を与えている

⾃己啓発および生涯学習の傾向
が高まる中で、さまざまな教育やト
レーニングの提案が実施

データに基づく⾃動化を通じて住
宅の冷房/暖房のエネルギー使⽤
量を抑える

規制が強化され、顧客の関⼼が
高まる中で、持続可能な環境
や、それを支えるサービスの必要
性が高まる

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月、説明⽬的のためだけに提示されています。

パートナーズ・グループでは、ミッション・クリティカルな機器を管理する、

資産・公共施設のメンテナンス企業に注⽬しています。また、安定性の

高い産業における多様な顧客層にサービスを提供している企業もター

ゲットとしています。定期的なメンテナンスや修理サービスには、安定的

で予測可能な需要が⾒込まれる一方、重要な機器の修理は緊急性

が高いため、価格は硬直的です。このセクターは、設置される設備の増

加とアウトソーシングといった傾向による、⻑期的に堅調な成⻑によって

さらに支えられています。また、機器の複雑化により故障を診断すること

が難しくなってきていることから、修理の頻度も高まっています。

さらに、このセクターは非常に細分化されており、規模の拡大による

恩恵を得ることができるため、統合の機運が高まっています。そのた

め、全国に拠点を持つ大規模で洗練された企業が、小規模なニッチ

企業から市場シェアを獲得しています。規模の拡大に伴い、これらの

企業は設備が密集した地域やルートベースの経済性の恩恵を受け

ることになります。

資産・公共施設のメンテナンス・セクターでは、機器の効率を高めるこ

とができる予防的なメンテナンスへの関⼼が高まっており、また、国連の

持続可能な開発⽬標の中で、既存インフラの持続可能性を高めるた

めの性能向上にも貢献しています。

パートナーズ・グループは現在、資産・公共施設のメンテナンス・セクタ

ーの中でも、設置費⽤に対して、サービスによる収益の割合が高いサ

ブセクターに注⽬しています。また、M&Aの実績があり、公共施設や

商業施設、住宅の最終利⽤者など、多様な顧客基盤を持つ企業

もターゲットとしています。

テーマ別投資の実例︓

Reedy Industries

パートナーズ・グループが資産・公共施設メンテナンス・セクター

に投資した最近の例としては、2021年7月に投資したReedy 

Industriesがあります。イリノイ州に本社を置くReedyは、米国

の10州で9,000社の顧客に商業⽤HVAC（暖房、換気、お

よび空調）サービスを提供しています。

同社は、技術的な専門知識と資⾦⼒を兼ね備え、地域密着

サービスを提供するビジネスモデルを持ち、故障や休⽌コストが

高い複雑な機器のサービスを提供する戦略的パートナーとして

活躍しています。一方、予防的メンテナンスを定期的に⾏うこと

は、Reedyの顧客のHVACエネルギー効率を20〜30％向上

させます。

パートナーズ・グループは、ルートベースの商業・施設サービス企

業を変⾰させてきた豊富な経験を活かし、今後、Reedyにおけ

る顧客中⼼の価値創造計画を支援していきます。主な取り組

みとして、Reedyの買収⾒込み案件の完了と新しい地域への

拡大を支援し、各地域の顧客関係サービスを提供するハブを

備えた、複数の地域に跨る拠点網を構築します。また、戦略

的顧客層の拡大、サービス能⼒の向上、持続可能性やエネル

ギー効率の改善に向けた顧客との連携にも取り組んでいきま

す。最後に、地域の教育機関と連携して、ReedyのHVAC技

術者のための独⾃の研修プログラムを開発することにも注⼒し

ます。
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プライベート・インフラストラクチャー

パンデミックにより、インフラ投資に対するパートナーズ・グループのテーマ別アプローチの有効性が実証された

ことから、当社は平均を上回る成⻑が期待できるセグメントに引き続き重点を置いています。これらのセグメ

ントは脱炭素化、新しい生活様式、およびデジタル化・⾃動化といったファンダメンタルなテーマの下で変⾰

的トレンドから恩恵を受けています。

市場概況

新型コロナウイルスの感染拡大により、インフラの本質的性格がさらに

明らかになり、パンデミックの間においてこの資産クラスのファンダメンタル

ズが改善しています。契約に基づく収益の割合が非常に高い、あるい

は予想成⻑率が高いインフラ資産への投資は、無傷のままか、アウト

パフォームさえしています。例としては、再生可能エネルギーによる発電

資産や通信資産などが挙げられます。一方、新型コロナウイルス危機

によってマクロ感応度の高いセクターにおいて内在するリスクがより浮き

彫りとなり、特に空港のような旅⾏需要に依存しているセクターに大き

な影響がおよびました。当社では、⻑期的な構造的トレンドに沿った

投資を選好しており、これらのセクターへの投資を慎重に避けました。

このことが、新型コロナウイルスのパンデミックの間におけるポートフォリオ

の頑健性に寄与しました。

経済活動が再開され、政府による移動制限が緩和される中で、イン

フラ・セクターへの投資が活発化し、第3四半期までの前年同期⽐で

30%超の増加を示しました。また、バリュエーションも既存の⾵⼒およ

び太陽光発電施設のケースのようにパンデミック発生前のピーク並み

かそれ以上に回復しました。

パンデミックの間において、構造的変化が加速し、次世代インフラへ投

資する機会がプライベート投資家にもたらされました。これらの機会に

は、持続可能性をめぐる新たな消費者意識、産業界における脱炭素

化といった新たなテーマ、これまで過少投資であった分野への注⽬

（例えば、農村部のネットワーク化、水資源のサステナビリティ、道路

や橋梁など）、および政府による支援拡大（例えば、欧州グリーン・

ディール、米国のインフラ法案など）などが含まれます。ただし、2035

年までに必要な世界の年間インフラ投資の推定3兆7,000億ドルを

達成するには、政府の刺激策だけでは十分とは言えません。

パンデミック後の環境は不透明です。⾦利上昇はバリュエーションに対

する向かい⾵となると⾒込まれます。高く値付けされているコア・インフ

ラは⾦利感応度がより高いため、アンダーパフォームする可能性があり

ます。

したがって、当社のアプローチは、不安定な経済からリターンを守ること

を⽬指している次世代インフラへのテーマ型投資および実践的なプラッ

トフォーム・ベースの価値創造戦略を中⼼に⾏われます。この先不透

明感が高まると⾒込まれる中で、このアプローチはこれまでに無いほど

重要なものとなっています。

プラットフォ－ム構築機会へのテーマ型投資

パンデミックにより、引受に対する当社のアプローチの有効性が実証さ

れ、強化されました。このアプローチでは、テーマ型投資、価値創造、

および⾦利上昇が⾒込まれる局⾯における堅実なエグジット・バリュエ

ーション予想に重点を置いています。

当社のテーマ型アプローチでは、平均を上回る成⻑が期待できるセグ

メントに重点を置いています。これらのセグメントは脱炭素化、新しい

生活様式、およびデジタル化・⾃動化といったファンダメンタルなテーマ

の下で変⾰的トレンドから恩恵を受けます。これらの成⻑セグメントで

は、真のインフラ特性を有するエネルギー、通信、輸送、あるいは社会

インフラといった資産（⻑期契約に基づく安定したキャッシュフローが得

られ、高い参入障壁を築いている実物資産や強固な企業）を求め

ています。また、持続可能性の要素も当社の投資アプローチを形成す

るものであり（単に並列で検討される事項ではなく）、テーマ型の重

点分野の基礎となるものです。クリーン・エネルギー、水処理・再利

⽤、および再生可能電⼒を利⽤するデータ・センターなどは、当社が

選好するセクターのほんの一例です。

当社のアプローチはテーマ別投資戦略お

よび実践的な価値創造戦略を中⼼に

⾏われます。これらの戦略では不安定

性からリターンを守ることを⽬指していま

す
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当社が選好するアプローチは、プラットフォ－ム構築戦略を追及するこ

とで、成熟した企業に高い対価を支払うのではなく、確信度の高いテ

ーマ別分野において「多角的に」ビジネスを開発することです。プラットフ

ォ－ムを構築することにより、様々な恩恵が得られます。具体的には、

複数の施設やテクノロジー（例えば、再生可能プラットフォームにおけ

る⾵⼒、太陽光、および蓄電池など）がもたらす相乗効果が得られる

ことや、収益源が分散されること、追加買収の拡大および定期的な設

備投資計画を通じて規模が拡大すること、単一の施設開発よりも魅

⼒的なリスク／リターン特性を有する開発や建築の付加価値が高まる

ことなどが挙げられます。

プラットフォ－ムの構築では選択肢も与えてくれます。当社は経営陣と協⼒

してコア事業以外にも⽬を向け、隣接するプラットフォームの投資機会を調

査し、選択的に投資を⾏います。これにより、より低いバリュエーションで相

乗効果を得ることや、新たなビジネスを構築すること、リスク・エクスポージャ

ーを分散することが可能となります。1つの事例は、リチウム・イオン電池を⽤

いた電⼒貯蔵です。これは、当社の⽬標とするリスク・リターン特性に当て

はまらないものの、完全な商業ベースで開発されることも多くあります。しか

し、当社の既存の再生可能プロジェクトと組み合わせると、これらの設備は

付加価値を高めることができます。例えば、当社では送電料⾦を抑え、よ

り高い電⼒料⾦を獲得するため、オーストラリアや欧州の再生可能プラット

フォームと合わせて、電⼒貯蔵プロジェクトを厳選して開発しています。

次世代向けのインフラ・プラットフォーム構築

当社では、脱炭素化、新しい⽣活様式、およびデジタル化・⾃

動化といったギガ・テーマの下で、持続可能なビジネスとインフラ・プ

ラットフォームの構築を⽬指しています。

セクター・エクスポージャー

当社では、技術的リスクおよび商業化リスクを最小限に抑えつつ、

初期段階にあるセクター・エクスポージャーを探し求めています。

当社は再生可能エネルギーにおける初期の投資家であり、初め

ての投資は2001年まで遡ります。それ以来、主に契約ベースの

容量で8.4ギガワット（GW）を超える再生可能発電容量を有

するグローバルなポートフォリオを構築しました。天然ガスのプラット

フォームは、低炭素ガスや水素といった新たな選択肢となる低リス

ク・エクスポージャーへの道筋を提供します。炭素回収業界では、

回収技術そのものよりも、輸送や、⻑期のテイク・オア・ペイ契約に

裏付けられたポイント・ソースでの炭素回収に重点を置いていま

す。

当社では、持続可能性と柔軟性への関⼼が高まる中で、経済を

再建している新しい生活様式に積極的に参入している一方で、

明確なインフラ特性を持たずに成⻑を追求している企業に投資す

るといった衝動に陥ることを避けています。例えば、ニュー・モビリテ

ィ・サービスでは、電動化や⾃動化のトレンドに対しては、限られた

実績や低いキャッシュフローしか⾒いだせない「商業」充電インフラ

に直接的なポジションを持つよりも、すでに確⽴されたビジネスを

通じた間接的なエクスポージャーを選好しています。

デジタル化では、現地で開発する上で制限のある投資対象

（例えば、インド、フィリピンなど）、あるいはより高い利⽤や価格

決定⼒を可能にする強⼒な市場地位を築いている投資対象

（例えば、地中に埋められた有線ファイバー・ネットワークに対し

てコスト競争⼒のある代替としての固定ワイヤレス・ブロードバン

ド）に注⽬しています。

ESGのベストプラクティス

⻑期にわたり継続するビジネスの構築では、ベスト・イン・クラス

のESGへの取組みが求められます。当社のESG・サステナビリ

ティ専任チームは投資の前後において積極的に関与し、投資

チームやポートフォリオ管理と密接に連携することで投資機会

をスクリーニングし、ESGに重点を置いた価値創造戦略を開

発しています。

価値創造

当社では、ポートフォリオ全体への影響が実証された3つの価値

創造戦略（建設段階への投資、事業改善、およびプラットフォ

ーム拡大）を導入しています。

建設段階への投資では、当社はリスク負担を避けたい投資家

向けにコア資産の開発・構築におけるリスクを低減することにより

価値を創造します。事業改善では、事業運営に起業家的なオ

ーナーシップやガバナンスを導入することで、質やパフォーマンスの

向上を図ります。これにより、事業を転換することや成⻑を加速

することが可能となります。これらはともに有益な価値創造戦略

ではあるものの、インフラ投資の大半は、プラットフォーム拡大の

機会に注⽬しています。

プライベート・インフラストラクチャー
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現在の投資テーマ

インフラ・サブセクター・マトリックス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野および投資可能ユニバース

電⼒ エネルギー デジタル化 輸送および物流 社会インフラ

電⼒サービス

• サブ・メータリング

• エネルギー・アズ・ア・サービス

• エネルギー機器リース

公益

• 地域暖房／冷房

• 共有産業⽤インフラ施設

• 規制を受けている公益事業

• 公益関連サービス

特殊通信

• 緊急通信

• ネットワーク管理および監視

• 衛星通信

• ドローン

ニュー・モビリティ

• 電化

• スマート道路および都市

• フリート・サービス

• ラストマイル物流

健康および⽣命インフラ

• 高齢者介護

• 医療施設

• 医療⽤機器リース

エネルギーの効率化

• 廃棄物からのエネルギー回収

• スマート・メータリング

• 省エネルギー測定プロジェクト

• 需要サイドの管理

低炭素燃料

• 天然ガス・インフラ

• バイオ・エネルギー

• クリーン水素

• コジェネレーション（熱電併給）

ワイヤレス・インフラ

• ワイヤレス・タワー

• 5Gサポート・インフラ

• テクノロジー対応サービス

出荷物流

• 港湾運営

• 物流ターミナルの開発

• 牽引および貨物取扱の⾃動化

• 船舶および鉄道輸送

教育および住宅

• 教育施設

• 高度教育施設の運営権

• 学生／軍人向け住宅

注︓上記の箇条書き項⽬の内、⿊色の項⽬はパートナーズ・グループが注⽬している分野です。出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月時点。説明⽬的のためだけに提示されています。

次世代の低炭素インフラの構築

脱炭素化への取組みが加速している中で、再生可能エネルギー、電

⼒に対する信頼性、産業⽤の炭素回収・貯留、および”グリーン”モビ

リティにおいて、投資家にとって新たな投資機会が生じています。最近

における政府の措置は、消費者意識の向上や、より積極的な気候

変動抑制策により、こうしたファンダメンタルなトレンドがさらに加速して

います。当社では、次世代低炭素インフラに重点を置いています。こ

れには、送電網の柔軟性、分散型エネルギー、炭素排出量の管理、

および低炭素水素などが含まれます。

電⼒セクターにおける脱炭素化は、再生可能エネルギーの普

及と⽯炭から天然ガスへの代替により、温室効果ガス

（GHG）排出量削減に最も貢献しています。当社は⻑期に

わたりクリーンな発電に投資してきており、世界中に8.4GWを

超える再生可能発電容量を持つポートフォリオを開発・運営し

ています。今後は、送電網を安定化し、「低炭素化が厳しい」

業種や輸送セクターに取組むために、さらなる投資が必要です

クリーンな発電プラットフォーム開発により、単一資産としての現在の

市場価値よりも、再生可能ポートフォリオの価値をもっと魅⼒的なも

のに引き上げることができます。再生可能エネルギーはこの先も大きく

成⻑し続け、2050年迄に世界の発電量に占めるシェアは6倍にな

ると考えられ、非常に多くのプラットフォーム構築機会を提供してくれ

ます。今⽇、当社では、米国（Dimension Renewable 

Energy）、欧州（VSB）およびオーストラリア（Grassroots）

に3つの主要なプラットフォームを所有しています。当社は、米国で9

つの州において800MWを超えるコミュニティ・ソーラー・プロジェクトを

進める、コミュニティ・ソーラーと電⼒貯蔵プラットフォームのDimension 

Renewable Energyを買収しました。この企業買収により、コミュニテ

ィ・ベースでのプロジェクト開発によってエネルギー転換を加速させるため

に、より多くの家庭や企業へ再生可能電⼒を直接届けるという当社の

ビジョンを具現化しています。

再生可能エネルギーの先にある、主要な脱炭素解決策に関する広

範囲なデューデリジェンスを通じて、当社では炭素排出管理を主要な

重点テーマと⾒ています。（再生可能エネルギーによる）発電⾃体

の炭化水素代替では、世界的な平均気温上昇がパリ協定の⽬標

値を下回るようにするには不十分と思われます。人類が排出する、とり

わけ重⼯業から排出される世界的な温室効果ガス排出量の約10%

の削減を達成するには、⼆酸化炭素の回収・貯留が必要です。これ

には2030年迄に、少なくとも毎年300億ドルのインフラ投資が必要で

あることを示しています。

低炭素燃料については、主に天然ガスのインフラ、バイオ燃料、および

水素に重点を置いています。当社では、独のLNG再ガス化ターミナル

開発の評価を⾏っていますが、当該プロジェクトは水素を輸入、⼆酸

化炭素を輸出する低炭素技術を開発、活⽤する理想的な技術的

特性を有しており、中⻑期的に地域の脱炭素化に貢献すると⾒てい

ます。バルト海諸国では最近、地域冷暖房供給事業を⾏うGREN

を買収しました。地域暖房は最も効率的な、地域における大規模熱

供給方法であり、持続可能なバイオマス (GRENによる燃料供給の

大部分を占める) と合わせれば、ライフサイクル全体で非常に低いカー

ボン・フットプリントを提供できます。

ア
セ

ッ
ト

保
有

ア
セ

ッ
ト

ラ
イ

ト

電⼒の信頼性および柔軟性

• 送電網相互接続 

• 電⼒安定化サポート能⼒

• ピーク時／バックアップ能⼒

• 蓄電池 

炭素排出量管理

• ポイント・ソース回収 

• 輸送 

• 貯留

• 大気からの直接回収

• 炭素利⽤

データ・センター 

• ハイパースケール・データ・センタ

ー・インフラ 

• 地域/エッジ・データ・センター 

重要なサプライ・チェーン・インフラ 

• サプライチェーン物流およびサービス

• 冷蔵施設

• 農産物の物流

市⺠⽣活

• コミュニティおよびスポーツ施設

• 地方⾃治体の施設

• 公共サービスのデジタル化

• リサイクルおよび廃棄物管理

クリーン電⼒

• ⾵⼒ (陸上及び洋上) 

• 太陽光 

• バイオマス 

• 地熱 

ミッドストリーム 

• 輸出入ターミナル 

• 輸送および貯蔵 

• 下流部門への輸送

• 上流部門からの集積および輸送

有線インフラ 

• 有線および光ファイバ 

• 通信ネットワークの構築 

• 最終ユーザー/農村部のネットワーク化 

• ホールセールとの接続性 

旅客サービス 

• 空港ターミナルの売店運営権

• 地方空港

• 運航支援事業者

• プライベートおよび地方輸送

• 道路および鉄道旅客サービス

水の持続可能性

• 水供給 

• 淡水化 

• 水資源 

• 規制を受けている水道事業 
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プライベート・インフラストラクチャー

Resilient Infrastructure Group︓米国の水インフラ・プラットフォーム

GRENは、エストニア、ラトビアおよびリトアニアの9都市に880MWの

持続可能な熱供給を⾏っており、現在、独⽴型のプラットフォームが、

当該地域において魅⼒的な市場統合の機会を提供しています。

世界の発電構成

出所︓BNEF、2021年9月

消費需要の変化に適応したインフラ

当社は、「新しい生活様式」というギガ・テーマ（消費、旅⾏、住宅、

およびヘルスケアなど）の下で、複数のトレンドを認識しています。この

ように変化する需要、人口動態、およびテクノロジーに⾒合った消費

者の好みやサプライチェーンの根本的な変化を⽬の当たりにしていま

す。これらはインフラのニーズに影響を与え、投資家に投資機会をもた

らしています。

消費者の好みが変化する中で、個人および法人による持続可能性と

柔軟性への注⽬は急激に高まっています。例えば、電気⾃動⾞の販

売は、2020年に3百万台を超え、ここ3年で2.8倍の急増となり、新

⾞販売全体に占める電気⾃動⾞の割合は2030年までに33%を超

えると予想されています。また、人口動態が変化していることはインフラ

の利⽤方法にも影響を与えています。60歳超の世界人口は2050年

までに倍増し、20億人に達すると予想されており、これにより新たな消

費や旅⾏パターンが生じています。

新たな習慣と生活水準により、持続可能性と柔軟性を備えた社会イ

ンフラの必要性がさらに高まっています。これは当社のポートフォリオ企

業であるParmacoが北欧において提供しているようなインフラです。

Parmacoはフィンランドにおいて、公的教育セクター向けに上質で持

続可能性のあるモジュール式建築物を提供する業界最大手の企業

です。Parmacoは中⻑期契約を通じて、完全組み⽴てで、すぐに利

⽤可能なモジュール式の教育関係施設の設計・建設・リースを手掛

けており、伝統的な鉄を使⽤した建築物と⽐較し、ライフサイクルを通

して温室効果ガスを54%削減することが可能となっています。この非

景気循環型ビジネスは、潤沢なキャッシュを創出し、強固なユニット・

エコノミクスにより支えられています。同社は、こうした施設の提供によ

り、343校の約35,000人の生徒が上質な授業を受けることに貢献し

ています。当社では、北欧全般にわたりこのプラットフォームをさらに拡

大し、教育およびヘルスケア・セクターにおける基本的な成⻑に投資

する機会を⾒込んでいます。

また、変⾰はモビリティ・サービス（電動化、⾃動化、およびモビリティ・

アズ・ア・サービス（MaaS）など）においても進⾏中です。Eコマース

は、ますますタイトな配送スケジュール（例えば、同⽇あるいは1時間

以内の配達）で消費者に品物を届ける柔軟性のあるラストマイル・

ソリューションに対する需要を支えています。このように急速に変化する

セクターへの投資リスクを抑えるため、当社は堅固な競争⼒を有し、

電動化や⾃動化に間接的に関わっている業界大手のプラットフォーム

を選好しています。

新たな習慣と生活水準により、持続可能

性と柔軟性を備えた社会インフラの必要性

が高まっています 
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米国における最近の投資の1つはMilestoneであり、Eコマースの

拡大や物流業界における柔軟性に対するニーズの増加からの恩

恵を受けると⾒ています。Milestoneは米国の輸送⽤機器および

サプライ・チェーン・ソリューションの大手プロバイダーであり、支店と

物流拠点から成る統合サービス・ネットワークにおいてトレーラー、コ

ンテナ、およびシャシーの所有・管理を⾏っており、北米で約2,000

の顧客にサービスを提供しています。

人口増加、気候変動、および公的資⾦の不⾜により、水インフラ

にも圧⼒がかかっており、新たなビジネスモデルが出現しています。

現在の⽼朽化したインフラを維持し、増大する需要に対応するに

は、2035年までに世界全体で年間約5,000億ドルの資⾦が必要

であると推定されています。当社は2021年2月、Resilient 

Infrastructure Groupに投資しました。この案件は、米国におけ

る水インフラ・セクターに関する当社のテーマ型リサーチに基づいて、

パートナーズ・グループ独⾃の関係を通じてソーシングされました。パ

ートナーズ・グループは大型の具体的投資パイプラインを特定してお

り、この水プラットフォームの拡大に関して経営陣と積極的に協⼒し

て取り組んでいます。

Resilient Infrastructure Group

投資および事業の概要

Resilientは水インフラ・プラットフォームであり、米国およびカナダに

おいて分散型の水インフラ施設の開発・建設・買収・所有・運営

を⾏うために設⽴されました。このプラットフォームは、産業⽤の水

処理と再利⽤、および水関連資源の回復に重点を置いていま

す。同社は参入可能な規模の大きい市場を有しており、20億ド

ル超の具体的なパイプラインを認識しています。初期の資産は優

良な契約先との10〜30年超の契約に裏付けされた強固で安定

したキャッシュフローを有しています。

変化するテーマのトレンド

Resilientは、必要不可欠であるが不⾜し、ますます高価になって

いく資源である分散型水処理に投資する機会を提供します。この

テーマ型トレンドは、以下のいくつかの要因により支えられていま

す︓

• コストを管理し、持続可能性を改善するため、拠点毎の分

散型システムを求めている水の企業ユーザーと産業⽤ユーザ

ー、および廃水処理による発電業者

• 規制の変化に対応するために官⺠パートナーシップを強化

することを可能にするインフラの改善および⾰新的ソリューシ

ョンに資⾦を提供することに苦労している地方⾃治体

• 特に米国⻄部において水不⾜を深刻化させ、水の再利⽤

や効率化への取組みを促している気候変動

• 特に新たな汚染物質に対してますます厳しくなっている法的

規制および水質/廃水処理基準

起業家精神に基づくガバナンス

Resilientのプラットフォームは、水セクターの開発と投資に関する

経験年数が合計150年以上にも及ぶ経験豊富な経営陣により

運営されています。米国においてよく知られているこの経営陣は、

深い業界知識とパートナーや顧客との直接的な関係を有してお

り、早い段階から確実に独占的地位を獲得する上で役⽴ってい

ます。経験豊富なオペレーティング・ディレクターとパートナーズ・グ

ループのプラットフォーム構築における⻑期にわたる実績が一体に

なり、Resilientは適切な資産タイプと成⻑セクターに注⽬しつ

つ、迅速に開発を進めることが可能となります。

プラットフォームと価値創造への取組み

パートナーズ・グループではプラットフォームの拡大を通じて、水処

理／再利⽤の能⼒を年間20億ガロン以上に引上げることで、ト

ップクラスの水インフラ・プラットフォームを構築できると予想していま

す。これには、能⼒向上と拡張戦略を実⾏すること、最上級のパ

ートナーシップを構築すること、確⽴されたベストプラクティスを活

⽤すること、既存施設をアップグレードし事業運営を最適化する

とともに新たなキャパシティを増やすこと、柔軟な融資枠を増やす

ことなどが含まれています。

出資者およびESGの影響

Resilientは以下の3つの主要な柱を通じて、プラットフォームを拡

大しつつステークホルダーへのインパクトを与えられることを計画し

ています︓

• 水質を改善し、水のリサイクルおよび安全な再利⽤を大

幅に拡大

• より持続可能で水資源の利⽤効率が高く、環境に優し

いテクノロジーと産業プロセスに水インフラをアップグレード

• グローバルな再生可能エネルギーへの移⾏を支援
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パンデミック後の世界における接続性の改善

パンデミックの間には、仕事、学校、ショッピング、およびレジャーなどに

おいて、ほぼ全ての人がネットで繋がる必要があったことから、デジタ

ル・インフラの重要性がより明らかとなりました。モバイル接続を改善

し、2.5倍の増加が予想されるデータ通信需要に応えるため、2025

年までに世界全体で1.1兆ドル以上の投資が必要となります。このセ

クターのバリュエーションは急騰していることから、当社ではポートフォリ

オを実現すると共にその資⾦を急速に成⻑している新たなセクターに

振り分けて投資を⾏っています。パンデミックの当初以降において、フ

ランスの資産を売却し、イタリア、インド、およびフィリピンの様々な接

続業者3社に投資を⾏いました。

光ファイバやケーブルなどの高速ブロードバンド・ネットワークは、一般

家庭や企業向けのデータ集約型アプリケーションに必要とされる接続

速度を提供してくれます。先進国市場では、この資産クラスは非常に

競争が厳しく、参入コストが高く、供給過剰のリスクがあります。当社

は2021年8月、Atria Convergence Technologiesの経営権を

取得する契約を締結しました。同社はインドにおける業界第2位の⺠

間ブロードバンド運営業者であり、19の都市で200万人超の加入者

にインターネット、テレビ、データなどのサービスを提供しています。インド

は、有線ブロードバンドの市場普及率が世界で最も低く、人口14億

の1.7%に過ぎず、当社所有の下で非常に大きな事業拡大の余地

があります。

5Gのような次世代の移動体通信ネットワークの高密度化は、新たな

通信タワー、スモールセル、バックホール・ファイバーへの投資の裏付け

となります。当社は2021年4月、広範なインフラについて豊富な経験

を有するフィリピン大手コングロマリットであるAboitiz Infra Capital

（Aboitiz Group）と共同で、電気通信インフラ・プラットフォームであ

るUnity Digital Infrastructureを設⽴しました。このプラットフォー

ムは、当該地域のデータ需要の伸びに対応する上で必要な約

50,000か所の新たなタワー建設により、急速に成⻑している市場にお

いて先⾏者利益を得ています。データ需要は2025年までに年間

45%増と推定されています。

高速ワイヤレス接続は、ワイヤレス・ブロードバンドの提供のような新た

なビジネス機会を提供します。急速に成⻑している市場に参入する

ために、当社はEOLOに投資しました。同社はイタリアの固定ワイヤ

レス・アクセス市場における最大手であり、3,400か所の基地局と

13,000kmに及ぶファイバー・バックホールから成る独⾃のネットワーク

により人口の80%をカバーしています。当該投資は、変⾰的な価値

創造計画に基づいて⾏われています。この計画には、同社独⾃の固

定ワイヤレス・アクセス・ネットワークの高密度化、サービスが提供され

ていない地方へのさらなる拡大、および同社のホールセール顧客基

盤の開拓などが含まれる予定であり、イタリアにおける大手移動体通

信および固定電話の事業者２社とのパートナーシップ契約締結によ

り開始されます。

データ・ストレージやコンピューター・アプリケーションのクラウド環境への

シフトが進⾏している中で、データ・センターへの投資が急増していま

す。データ・センターは、堅調なファンダメンタルズから恩恵を受けてお

り、このセクターでは、法人や⾦融機関からの活発な投資活動が⾒ら

れます。ファンダメンタルな視点から、当社はこのセクターに対して強気

の⾒方を維持していますが、少なくとも先進国市場では⾜元のバリュ

エーションは魅⼒的でない場合が多いと言えます、また、持続可能性

もますます主要な検討課題になっています。低コストで炭素を排出し

ない電⼒供給を受けられることには競争優位性があり、将来的には

データ・センター・インフラを開発する場所にますます影響を与えると⾒

込まれます。

スマートフォン、ラップトップ・タブレットにおける

データ（ペタバイト）およびモノのインターネッ

ト（IoT）/マシン・ツー・マシン（M2M）（億

ドル）に対する総需要予測

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

出所: パートナーズ・グループ、 AV&Co、 Cisco, 2020年

IoT = モノのインターネット

M2M = マシン・ツー・マシン

当社は、このセクターのモニタリングを継続しており、このような急速に

成⻑しているセグメントへの適切なエントリー・ポイントを模索していま

す。このセグメントでは、当社の電気通信、再生可能エネルギー、およ

び不動産に関する専門知識を活⽤し、コア地域における市場をリード

するプラットフォームを構築することができます。
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業界展望

業界専門家とのQ&A 

持続可能な水インフラ・セクターおよびエネルギー・インフラ・セクターにおいて経験豊富な経営者であるBar 

Littlefieldは、パートナーズ・グループのポートフォリオ企業であるResilient Infrastructure Groupの会⻑を務めて

います。同社は米国を代表する水インフラ・プラットフォームです。ここでは、ここ数年において水セクターがどのように進

化してきたか、また、このセクターがより多くの⺠間投資をなぜ必要としているかについて説明します。

貴⽅は、大規模なインフラ・プロジェクトについて幅広い経営

経験があり、直近では水セクターに注⽬しています。貴⽅が

キャリアをスタートして以降、このセクターはどのように進化し

てきましたか︖

私は、ベンチャー・キャピタルが支援する企業でキャリアをスタートし

ました。この企業は最先端のテクノロジーを利⽤して、米国でコジ

ェネレーション発電所を開発していました。米連邦エネルギー規制

委員会による発電事業の規制緩和を受け、この企業は米国初

の独⽴系発電所を建設しました。それ以降、再生可能エネルギ

ーの台頭に伴って、発電セクターは集中型システムから分散型シ

ステムに変わっています。

水と電⼒は密接に関連しています。今⽇の水セクターでは、電⼒

事業ですでに起こっていることを活⽤することが重要です。水セクタ

ーも分散型資産管理に向かっていますが、この変化が米国で進

展するのに⻑い時間がかかっています。

いくつかの要因（人口動態の変化や気候変動など）により、こう

した変化が加速しています。水が不⾜するというリスクは、米国の

ほとんどの人が経験したことのないものですが、⻑期にわたる深刻

な⼲ばつが頻発する中で、⾃治体および企業の両方にとって水の

安全性をより緊急に確保するために⻑期戦略を策定する必要が

あります。先進的な一部の水関連機関は現在、官⺠パートナー

シップ（PPP）モデルを使⽤してこのセクターに⺠間資本を呼び

込み、大規模な水プロジェクトを進めています。

水不足の問題は⽶国や世界において深刻化しています。将

来的に消費者と企業が水へのアクセスを保証されるようにす

るには、どのようなソリューションが必要ですか︖

カリフォルニア州では井⼾が⼲上がりつつあります。コロラド川は水量が

かなり減少してきています。ミード湖とパウエル湖（米国で最大の2つの

貯水池）の水位は過去最低水準となっています。世界中で水資源

が憂慮すべきスピードで減少していることが確認されています。今後も

絶え間なく変化する水の供給に対処する上で様々な選択肢を早急に

準備する必要があると考えられます。ソリューションは1つではありませ

ん。

変化する水の新たな現実に適応するためには、米連邦政府、州政

府、地方政府の政策と産業界が連携することに加え、危機意識の高

い市⺠の関与が必要です。⾜元の環境保全やリサイクルへの取り組

みだけでは十分ではありません。米国では、「トイレから蛇口へ」といった

⾰新的なリサイクル・ソリューションを受け入れていく必要があります。 こ

れはあまり魅⼒的な手段のように聞こえないかもしれませんが、廃水を

完全に安全な飲⽤水にする上で世界の多くの地域ですでに使⽤され

ている驚くべき技術があります。

変化する水の新たな現実に適応するた

めに、産業界と連携して事業を⾏う米

連邦政府、州政府、地方政府の政

策、および危機意識を共有できる熱⼼

な市⺠の⼒が必要です
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Bar Littlefield 

Resilient Infrastructure Groupのオペレーティング・ディレクターであ

るBar Littlefieldは、インフラ・プロジェクトの開発において、財務、戦

略、および経営に関する幅広い経験を有しています。彼⼥はエネルギ

ー業界においてテクノロジーとソリューションを提供するNASDAQ上場

企業のAmerican Super Conductorの取締役であり、AMSCの監

査委員会のメンバーでもあります。

Bar Littlefieldは銀⾏でキャリアをスタートし、その後エネルギー・セク

ターにおける起業家精神の旺盛なベンチャーの⽴ち上げを手掛けま

した。彼⼥はこの20年間、電⼒および水の分野で急成⻑している企

業の⽴ち上げに従事しています。直近では、Poseidon Waterの最

高財務責任者（CFO）を務めました。また、Drax Biomass 

Internationalの企業開発担当のシニア・バイス・プレジデント

（SVP）や、Verenium Corporationのエグゼクティブ・バイス・プレ

ジデント（EVP）兼最高財務責任者（CFO）を務めました。

Bar Littlefieldは、それ以前にBankers Trust Companyおよび国

際連合⼯業開発機関（UNIDO）で様々な役職を歴任しました。

彼⼥はHarvard Business School にてMBAを取得し、

Georgetown大学にて経済学の学士号を取得しています。Bar 

Littlefieldは積極的な投資家であり、大学生や若い専門家の指導

を好んで⾏っています。

この種のソリューションに必要なインフラとテクノロジーはすでに存在して

おり、それらを実際に活⽤するためには、もっと積極的に取り組む必

要があります。また、新しい持続可能なテクノロジーの進歩に引き続

き注⽬していく必要があります。

さらに、海水の淡水化プロジェクトなど信頼性が高く持続可能な水資

源の新たな供給源を提供することも非常に重要です。 しかし、これら

のソリューションは政府の資⾦だけではコストが高過ぎます。多くの⺠

間資本を活⽤する必要があり、米国の水道事業者はPPPモデルの

利⽤を拡大しています。このセクターに注⽬している⺠間資本は豊富

にあります。また、政府は引き続き業界と協⼒し、新しい水管理テク

ノロジーの研究開発を支援する必要があります。

⺠間資本はどのようにして水インフラに価値をもたらすことが

できますか︖

これらのプロジェクトが複雑で、複数の利害関係者が関与し、厳格な

認可と品質基準の継続的な監視と遵守が必要とされることから、⺠

間資本は公的および⺠間機関の水インフラに付加価値を与える上

で特に適しています。私は、⺠間資本が最先端のテクノロジーを活⽤

し、ライフ・サイクル・コストを最適化し、世界的に一流のエンジニア、

請負業者、および運営会社にアクセスすることで、プロジェクトを進め

るのを⾒てきました。⺠間資本は、資⾦調達の専門知識、リスク管

理、および複雑なプロジェクトの所有・管理における経験などを提供し

ます。一方、地方⾃治体や資本に制約のある企業がこのような水準

の水に関する専門知識や必要な資本を提供することは困難です。

「アズ・ア・サービス」モデルを利⽤して水インフラにさらに多くの⺠間

資本を導入することで、財源や人材の不⾜が解消され、企業や公的

機関が成⻑、⾰新、およびその他の主要な取り組みに集中することが

可能となります。⻑期的なサービス契約の下で、「アズ・ア・サービス」のプ

ロバイダーは、量、品質、および価格の確実性を提供し、オフテイカーの

リスクを最小限に抑えます。水関連業界はこのモデルの採⽤において初

期段階にありますが、このアプローチを使⽤してより多くのプロジェクトがオ

ンラインを通じて稼働していくに従って、この傾向は強まっていくと考えら

れます。

デジタル化の進展は、インフラ資産クラス内を含むすべての

セクターを通じて⾒られる傾向です。テクノロジーは水分野

でどのように導⼊されていますか︖

スマート・メータリングやAIなど、水関連業界に導入されている多くの新

しいテクノロジーがあります。これにより、人々や企業は水の消費量に

対する理解を深め、さらには水の使⽤量を改善することが可能となり

ます。

新たな水関連施設やアップグレードした水関連施設は、最新の技術

⾰新とデジタル戦略を駆使し、多くの場合、⺠間資本によって推進さ

れており、生産とデータにおける「次世代」の改善を生み出しています。

幅広くかつ透明性の高い情報により、企業は水使⽤に関して定性的

な指標ではなく、定量的な指標を適切に示し、これらの結果を価値

指標としてESGへの注⽬が高まっている市場に開示することができま

す。水関連の設備における⾰新的なテクノロジーと⾃動化の進展は、

パフォーマンスと水質の改善、コストの削減、エネルギーの節約、廃水

の排除などに貢献します。

業界展望
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また、企業や地域社会でもテクノロジーを駆使して、家庭におおける

水消費量や、先⾏きますます乏しくなっていく水資源を節約する方法

について人々に教育しています。このことが、テクノロジーがこのセクター

にもたらす主なメリットであると考えています。

貴⽅は最近、パートナーズ・グループの投資先企業である水

インフラ・プラットフォームのResilient Infrastructure 

Groupの取締役に就任しました。貴⽅はこのビジネスのどこ

に魅⼒を感じたのですか? 

私はクリーン・エネルギーと水セクターの進展に全⼒で取り組んでいま

す。私は、有害物質を排出しないクリーンで、かつ持続可能なエネル

ギーと水のプロジェクトの開発にキャリアを費やしてきましたが、

Resilientにおいて、影響⼒と将来性が高いチームと共に働ける機会

が得られたことを光栄に思っています。Resilientのソリューション・ベー

スのアプローチは開発者としての私の興味を引き、また企業レベルおよ

び経営陣がそれぞれ持続可能性に対し全体で取り組む姿勢は私の

価値観と非常に近いものがありました。Resilientの「アズ・ア・サービ

ス」のアプローチはタイムリーで⽬的に合っていると思います。Resilient

は業界の常識にとらわれず、その経験と広範なネットワークを活⽤し

て、さまざまなセクターに⾰新的な水ソリューションを提供することができ

ます。

さらに、パートナーズ・グループの持続可能性や水セクターへの⻑期的

な取り組みに感銘を受けました。パートナーズ・グループはこのセクター

のユニークな特性とニュアンスをしっかりと把握しており、多額の設備投

資と⻑期的な視野が必要であることを認識しています。変⾰は不可

欠ですが、情報に基づく明確な⾒解を有する⻑期投資家なしでは実

現できません。パートナーズ・グループはその両方を兼ね備えていると思

います。

また、パートナーズ・グループとResilientは業界のリーダーを集め、ダイ

ナミックで積極的な取締役会を形成し、これは刺激的な場となってい

ます。私たちはネットワークを積極的に活⽤してResilientの戦略と成

⻑を推進します。また、それぞれのオペレーティング・ディレクターは特定

の専門知識を有しているため、さまざまなトピックスについてリアルタイム

で助言を求めることができます。

今後5年間のResilientに対するあなたのビジョンはどのよう

なものですか︖また、その期間における当セクターの主な⾒

通しはどのようなものですか? 

Resilientに対する私のビジョンは、水・廃水の処理と再利⽤、廃水か

ら再生可能な天然ガスへの転換、⾬水管理、その他のグリーンインフ

ラなどの戦略的重点分野におけるプラットフォームの開発と投資を推

進することで、持続可能な水管理への移⾏の加速を支援し、水プロ

ジェクトの主要プレーヤー、主要デベロッパーとなることです。

セクター全体の⾒通しに関しては、廃水はもはや廃棄物とは⾒なされ

ず、重要な水資源と⾒なさされ、それに応じて価格が設定されると考

えられます。水インフラを変⾰するために必要な投資については政府

の資⾦だけでは十分な対応はできず、それ以上の莫大な資⾦が必

要なため、⺠間資本もますます重要な役割を果たしていくことになる

でしょう。最後に、世界的に⾒ると政府機関は国⺠のためにクリーン

で環境に配慮した水資源を確保するために、水に関する持続可能

な政策を義務付けていく上で非常に積極的な役割を果たす必要が

あります。

私は、有害物質を排出しないクリーン

で、かつ持続可能なエネルギーと水のプ

ロジェクトの開発にキャリアを費やしてき

ましたが、Resilientにおいて、影響⼒と

将来性が高いチームと共に働ける機会

が得られたことを光栄に思っています



プライベート不動産

Outlook 2022 | 29 

プライベート不動産
新型コロナウイルスの感染拡大は不動産市場に大きな影響を及ぼしており、居住⽤や産業⽤物件への資

⾦流入が加速し、オフィスや小売から資⾦が流出しています。こうした環境下において、柔軟な対応を維持

するためにパートナーズ・グループではテーマ型アプローチと状況の変化に応じた投資を組み合わせています。

市場概況

新型コロナウイルスのパンデミックにより引き起こされた前例のない経済

的混乱が続きましたが、⾜元では米国と欧州において渡航制限措置

が緩和され始めたことから、2020年上半期と⽐較して2021年上半期

には世界の不動産取引活動は活発化し、投資家は現地でのデュー

デリジェンスを実施することが可能となっています。

パンデミックにより、不動産投資に対する投資家意欲の⼆極化が加速

し、オフィスや小売から流出した資⾦が居住⽤や産業⽤物件にシフト

する動きがますます加速しています。パンデミックの際に講じられた特別

な政策による影響は一時的と予想されていますが、週に何⽇かの在

宅勤務やオンライン・ショッピングといった⾏動変容が常態化していくと考

えられます。人々がオフィスで過ごす時間が少なくなっている一方で⾃

宅で過ごす時間が増えるに従って、より広いスペースで快適な設備が

整っている住宅に対する需要が増えています。一方で、古いタイプのオ

フィス・スペースに対する需要は減少しています。同様に、Eコマースの

小売業者と産業⽤物件のテナントがオンライン販売の伸びに⾒合った

産業⽤スペースに対する需要を牽引する一方で、従来型の小売業者

は引き続き店舗数を減らしていくと考えられます。

下の図表（セクター別の世界の投資額）に示されているように、居住

⽤や産業⽤セクターはオフィスや小売セクターと⽐較して資⾦流入額が

相対的に増加しています１。入居者の堅調な需要と相まって、投資家

の需要は⾦利が上昇する環境においても産業⽤セクターと居住⽤セク

ターはキャップレートの拡大がやや抑えられています。貸手の投資意欲

は、居住⽤や産業⽤物件を選好するエクイティ投資家の意欲と概ね

一致しています。一方で、全般的なLTV⽐率は、世界⾦融危機以前

およびその期間中よりも低い状態で推移しています。

世界の投資額およびシェア（セクター別）
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出所︓RCA Capital Analytics、2021年9月. 

1 RCA Global Investment Volumes – Industrials and Apartments, 2021年9月

38%

34%
44%

15%

14%

28%

14%

21%

27%

38%

12%

22%

28%

13%

24%

30%

12%

26%

30% 33%

パートナーズ・グループの不動産投資戦略

パートナーズ・グループは、変⾰期にある確信度の高いサブセクターを

ターゲットとするテーマ型アプローチと、個々の資産またはポートフォリ

オに対するソリューション・プロバイダーを強く必要とする機会への状

況の変化に応じた投資を組み合わせています。

テーマ型アプローチ

投資機会を積極的にソーシングするためにパートナーズ・グループでは

複数年にわたるテーマ型の調査活動を通じて、変⾰的な成⻑トレンド

から恩恵を受けているセクターと⽴地を⾒極めることで確信度を高めて

いきます。 物流および住宅セクターにおける確信度の高い投資機会に

ついては、ポートフォリオ集約戦略を追求することで価値を⾒出してい

ます。⽴地に関しては、平均を上回る人口や雇⽤の伸びが確認され

る地域に引き続き重点を置いています。このような地域は、テナントに

高い生活水準とビジネスに好ましい環境を提供します。

U
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人々がオフィスで過ごす時間が少なくなって

いる一方で⾃宅で過ごす時間が増えるに

従って、より広いスペースで快適な設備が整

っている住宅に対する需要が増えています
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現在の投資テーマ

産業用不動産︓Eコマースが需要を押し上げ

産業⽤セクターは引き続き強⼒な追い⾵を受けています。パンデミックに

よって後押しされた変⾰的なトレンドであるEコマースの持続的な伸びに

より、産業⽤資産の需要が高まっています。Eコマースに関連する資産

に対する需要の増加は、ラストワンマイルの⽴地における限られた土地

の利⽤可能性と相まって、産業⽤不動産のキャップレートを過去最低

水準に押し下げました。成⻑している都市の都⼼近くに⽴地している資

産については、賃料がさらに上昇しキャップレートは低水準で推移すると

予想されます。例えば、2021年第2四半期末時点の賃料は前年⽐で

世界全体で3.2%、米国で5.2%、欧州で2.4%、アジア太平洋地域で

2.0%成⻑しています。2

このセクター内では、少量の細かい注文に対して即座に配達することが

可能になるようなEコマースに連動する都市部の物流セクターを選好し

ます。このような物件の例としては、ラストワンマイル施設や小規模な都

市の物流倉庫が挙げられます。これらの小規模な都市型物流センター

は、大規模な配送センターからの供給を必要とするため、鉄道、高速道

路、および港へのアクセスが良く、近代的な⼯業団地にある大規模な

物流施設にも投資しています。

テーマ型投資アプローチの実践の一例として、今年初めにエクジットした

⽶国の産業用物件から成る大規模なポートフォリオがあります。 3つの

個別のリード投資を集約することで、米国のEコマースセクターにおける

構造的な追い⾵と、米国の地方成⻑都市の大規模な拡大の両方か

ら利益を得る機会を⾒極め、複数の地域にわたり高い需要が⾒込まれ

る魅⼒的な産業⽤資産への独⾃のエクスポージャーを獲得することがで

きました。ポートフォリオの総賃貸可能⾯積は860万平方フィートに上

り、主に米国の中部大⻄洋地域と南東部地域に⽴地する88の産業

⽤物件で構成されており、Eコマースのサプライチェーンの配送業のテナン

トにサービスを提供しています。パートナーズ・グループの保有期間中に、

750,000平方フィートのスペースを追加し、入居率を98%に高めまし

た。エクジット時には、顧客のために2倍を超えるリターンを生み出しまし

た。

状況の変化に応じた投資戦略に沿って、パートナーズ・グループでは最

近、分散型の英国の物流ポートフォリオにも投資しました。この投資機

会は、売手との⻑年の関係を通じて市場外でソーシングされました。売

手は、ファンドの1つを資⾦化することを模索していました。このポートフォ

リオは英国の市場全体にわたり⽴地している単一および複数棟の産業

ユニットで構成されています。英国では投資家が住宅やオフィスの資産

で高いリターンを求めていたため、昔から物流施設の供給が不⾜してい

ました。価値創造計画には、入居率を現在の88%からエクジット時点で

95%に引き上げることにより、純営業収益（NOI）を押し上げること

や、同時にEコマースによって押し上げられる複数の資産に対する需要

の高まりにより賃料を引き上げることが含まれています。

居住用不動産︓柔軟な居住スペースが必要

居住⽤不動産セクターでは、主要な成⻑テーマとしては屋外の快適な

環境と在宅勤務を⾏うための柔軟なスペースを備えた集合住宅、およ

び成⻑する都市の中所得者層向けの住宅などが挙げられます。米国お

よび欧州全体にわたり、一般的な人口の増加とパンデミックによって加

速した広い居住空間への欲求により、ここ1年間で住宅価格が上昇し

ました3。短期的には、集合住宅の家賃の伸びは安定して推移すると予

想されます。家賃やインセンティブはパンデミックの影響から回復し、住宅

価格の上昇により手頃な価格で購入できなくなったことから、賃貸物件

に対する需要は増加しているのがその理由です。新型コロナウイルスの

影響以外では、一般的な人口増加と高齢化といった人口動態のトレン

ドに⽬を向けると、活動的な成人や高齢者向けの住宅、共同住宅、

学生向け住宅などの特別な物件タイプの需要も高まる可能性がありま

す。

2 CBRE Research, Global Rent および CV Indices, 2021年第2四半期 3 Savills,  「ライフスタイルの選択による世界の住宅市場への影響」 2021年6月. 
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状況の変化に応じた投資

パートナーズ・グループでは、テーマ型アプローチを状況の変化

に応じた投資で補完しています。これには、100を超えるオペレ

ーティング・パートナーおよび投資パートナーから成るネットワー

クを通じて市場外で資産をソーシングすることが含まれます。こ

のような機会は通常、⾜元の資⾦源と資産の事業計画の期

待とニーズの間にミスマッチがある場合に生じます。このミスマッ

チは、時間の制約（ファンドの償還など）、投資家の疲労

感、あるいは投資家間での意⾒の不一致などが混在している

ことが原因となる場合がよくあります。ファンド投資や不動産ファ

ンドとの強⼒な関係を通じて、場合によっては数年間にわたっ

て資産とポートフォリオをフォローするできることから、資産が市

場に出る前にオーナーに接触し、既存資本の流動性ニーズを

解決すると同時に、資産がその価値創造余地を最大限に実

現できるようなソリューションを提供することができます。

これらの機会を市場外でソーシングすることにより、当社は競争

の激しい市場環境では切り捨てられるような有利なエントリー・

ポイントと、デューデリジェンスのための十分な時間を作ることがで

きます。引受に関するパートナーズ・グループの慎重な前提条件

により、これらのエントリー・ポイントが価値創造の余地を十分に

残し、市場の追い⾵に頼ることなくリターンを生み出すことが可

能となります。

投資活動全体にわたるESGに関する考慮事項は、空気清

浄、温度調節、施設内の快適さなど入居者の福利に重点を

置いたデューデリジェンスと価値創造のアプローチにしっかりと組

み込まれています。また、電気、ガス、水道の使⽤量を厳密に

記録することで、運営および設備投資の取り組みが資源の消

費と炭素排出量の削減に与える影響を評価すると同時に、リ

ターンの向上も図ります。必要に応じて、現⾏の持続可能性の

基準を満たすか、またはそれを上回るために建物のアップグレー

ドに向けた改装を⾏うビジネス・プランを選好します。
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世界的に住宅価格は2020年に大幅に上昇

19%

オフィス用不動産︓質への逃避

新型コロナウイルスのパンデミック期間中における外出制限措置によ

り、2020年は年間を通してオフィスの入居率は非常に低かったもの

の、ワクチン接種が世界的に広まり、雇⽤主がオフィスを再開するに従

って入居率は増えてきています。2021年9月時点で、世界の全労働

者の40%がオフィスに戻ってきています4。この前向きなモメンタムは、

2021年第2四半期における世界のオフィス賃貸契約数が前年同期

⽐で44%増加したことによっても実証されています。5

オークランド

NZ 

フェニックス

US 

シアトル

US 

サンディエゴ

US 

ロッテルダム

NL 

ベルリン

DE 

コペンハーゲン

DK 

出所︓Savills、2021年6月

賃貸物件に対する需要の増加に対応するために注⽬している主要な

成⻑テーマとしては、供給不⾜の欧州市場における賃貸物件建築セ

クターが挙げられます。その市場の1つがスペインであり、スペインでは物

件を保有するよりも借りることを好む傾向が強まっており、これにより今

後数年間において賃貸物件に対する底堅い需要が下支えされると

予想しています。このテーマに基づき、パートナーズ・グループは最近、

スペインの賃貸物件および⺠間賃貸セクターの資産に投資するための

4億ユーロの不動産プラットフォームを⽴ち上げました。 このプラットフォ

ームであるNuva Livingは、すでに約200⼾の住宅ポートフォリオを保

有しており、今後5年以内に一等地にある1,500⼾を保有することを

⽬指しています。 Nuva Livingは、中間所得層向けの⽴地が良く、

高品質で手頃な価格の居住⽤資産から成るポートフォリオを構築す

る機会を提供しています。

テーマ型の投資に加えて、居住⽤不動産セクター内で状況の変化に

応じた投資機会も引き続き探し求めています。この一例が、米国南

⻄部住宅への投資です。これは、投資パートナーを探していた集合

住宅のオーナーとの直接的な関係を通じて市場外でソーシングされた

投資機会です。この投資には、テキサス州ダラス・フォートワースのさま

ざまなサブ・マーケットにわたる付加価値のある集合住宅ポートフォリオ

の資本増強が含まれます。ダラス・フォートワース大都市圏は、歴史

的に雇⽤が年間3%伸びており、国内で最も急速に成⻑している地

域の1つです。パートナーズ・グループの所有期間中は、資産の外観

の⾒た⽬を良くするだけでなく、賃貸期間の満了時に物件が引き渡

される際には建物の内装をリノベーションすることを計画しています。

予定している資本プログラムは、このセクターで最も需要の高い中間

所得者層における手頃な価格の住宅ニーズを満たすように設計され

ています。

しかし、新型コロナウイルスの新たな変異種の出現や、柔軟な勤務形

態の広がりにより、⻑期的には雇⽤主によるオフィス・スペースに対する

需要が低下していく可能性があり、このセクターに対して慎重な姿勢

を維持しています。このセンチメントにより、2021年上半期の世界の

投資活動は1,170億ドルに減少しています。これに対して前年同期

は1,310億ドルでした。6

結論として、テナントの満⾜度を高めることや、環境の持続可能性に

重点を置いている成⻑市場の中⼼に⽴地している高品質のオフィス

が、パンデミック後の環境下で相対的な勝ち組になると考えられます。

既存のオフィス・ポートフォリオでは、入居者の健康と安⼼を最優先事

項とし、利⽤者の健康と安寧をサポートし、空気清浄システムを向上

するために建物を最適化することを⽬指し、2つの主要な認証システ

ムであるWELLやFitwelなどのプログラムを実践しています。大規模な

リノベーションを完了した際には、広いラウンジ・スペースとコミュニティが

集まれるエリアをテナントに提供することに価値を⾒出しています。これ

により、オフィスビル内での関係性、コワーキングの機会、ユーザーの多

様性が高まると予想されます。

従来のオフィス・スペース以外に⽬を向けると、生命科学セクターにテ

ーマ型の投資機会があると考えられます。バイオテクノロジー、ヘルスケ

ア、および製薬業界は記録的な成⻑を遂げており、雇⽤の増加によ

り、研究室、研究開発、研究所、製造スペースの必要性が高まって

います。米国では、生命科学分野のオフィス・スペースに対する需要

は、ボストン、シアトル、サンフランシスコ、サンディエゴ、ボルダー、フィラ

デルフィア、ローリー・ダーラムなどのいくつかの主要な生命科学関連の

密集地域に集中しています。これらの地域は、研究機関、優れた研

究をベースとしたコミュニティ、および資質の高い多くの労働⼒に恵まれ

ており、アイデア、創造的エネルギー、新時代を切り開くリーダーシップ

を相互交流することで重要なエコシステムを提供することが可能となっ

ています。マクロレベルでは、2020年度に700億ドルの莫大な資⾦が

米国の生命科学関連企業に投入され、2年前の最高額である360

億ドルから93%の増加となりました。7

4 オフィスへの復帰予測、Cushman & Wakefield、2021年9月. 5 JLL、 オフィス

市場に対する楽観的な要素、2021年8月

6 RCA投資総額、2021年9月

7 Cashman & Wakefield、生命科学の台頭︓2021年 北米レポート
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賃貸物件に対する需要の増加に対応す

るために注⽬している主要な成⻑テーマと

しては、供給不⾜の欧州市場における賃

貸物件建築セクターが挙げられます
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郊外の倉庫物件は着⽬セクター

これらの追い⾵を活⽤するために、パートナーズ・グループは現在、コ

ロラド州ボルダーの⽣命科学ポートフォリオへの投資を検討していま

す。 この投資機会には、生命科学、医学研究、バイオテクノロジー、

テクノロジーの各サブセクターのテナント向けに、高機能でモダンな実

験科学および情報科学の研究キャンパス環境を構築することを⽬的

とした7棟の生命科学の⼯業団地の再開発が含まれています。 建物

は約40%のオフィスと60%の研究スペースになります。ボストン、サンフ

ランシスコ、サンディエゴの大規模な生命科学市場と⽐べて、ボルダー

の物件は⽐較的手頃な価格ではあるものの、コロラド大学ボルダー校

の有能な人材資源を利⽤することができます。ボルダーに現存する

330万平方フィートの生命科学スペースは、すべて賃貸契約済みで、

建設中の新しい開発は1棟だけであり、堅調な賃貸需要や、現在の

市場における生命科学セクター向けスペースの供給不⾜の両方を示

しています。

オフィス⽤不動産への状況の応じた投資の例としては、最近エクジット

したシアトルの都市部に隣接するカスケード歴史地区にある211,066

平方フィートのクリエイティブなオフィス開発であるCascadianが挙げら

れ、これは市場外でソーシングしています。当初は従来のオフィスビル

開発として投資を引き受けていましたが、パンデミックに伴うオフィス・テ

ナント需要の減少を踏まえ、生命科学分野への転換に向けた資産と位

置づけ、事業計画を練り直しました。生命科学スペースにおいてまだ満た

されていない需要の高さを認識できるパートナーズ・グループの能⼒と、高

仕様の建物の基準により、この資産に対する生命科学分野の買手を⾒

つけ、⽬標収益を達成することができました。

小売り不動産︓下押し圧⼒のかかるセクター

小売不動産は、新型コロナウイルス関連の制限が緩和されたものの、新

たな変異種への懸念が続いたことから、引き続き苦戦しています。特に米

国では緩やかな回復が確認され、店舗が再開し、消費者が店舗での支

出を増やしているため、賃料の回収率はパンデミック以前の水準に戻って

きています。欧州では回復が遅れており、2021年上半期の小売のオーナ

ーによる賃料の回収率は約75%にとどまっています8。特に配達時間が短

縮されてきている中で、Eコマースの普及により、引き続き従来型の小売

業者に圧⼒がかかっています。賃貸契約数は上昇傾向にありますが、賃

料の抑制が続いています。オーナーは、入居率を高めるために、テナントの

収益に応じた歩合賃料による短期の賃貸契約を選好する場合がありま

す。一等地で高級な在庫不動産を探している信⽤度の高いテナントにと

っては、有利な賃料を確保する上で好都合な時期であるかもしれませ

ん。

8 Greenstreet 欧州全域の小売、2021年8月

不動産サブセクター・マトリクス︓レラティブ・バリューに基づく注⽬分野および投資ユニバース

居住用 オフィス用 産業用 小売 その他

賃貸向け集合住宅

• 拡大する都市

• 手頃な賃貸価格

例）オースチン

主要商業地区 賃貸契約済の建設中物件

• 供給が逼迫している都市

• 活発な建築前賃貸契約市場

例）シアトル

ラストワンマイル物流施設

• 都市の空き地

• 柔軟な資産

例）シカゴ

地⽅のショッピングセンター

• 高級ファッション

• レジャー及び外食産業

対象外

都市の多⽬的施設

• 郊外の高級化

• 「暮らす・働く・遊ぶ」ライフスタイル

例）北京

分譲向け集合住宅

• 手頃な価格の小規模物件

• 都市部の快適な⽴地

例）コペンハーゲン

主要商業地区 用途変更

• 設備投資が不⾜している資産

• 賃料の競争⼒のある地域

例）ベルリン

大規模物流施設

• 地域の流通センター

• ハイベイ倉庫／クロスドッキング

例）オーストラリア東海岸

地域ショッピングセンター

• 食品及び非食品類

• ディスカウントストア-アンカー・テナント

対象外

学⽣寮

• 強⼒なコミュニティ

• キャンパス外の場所提供

対象外

⼿頃な価格の住宅

• 主要な労働者を対象

• 賃貸価格のディスカウント市場

例）英国の地方都市

非主要商業地区賃貸契約済の建設中物件

• 確⽴されたオフィス・ハブ

• 主要商業地区に⽐べ割安な賃料

例） DTC (デンバー)

冷蔵施設

• 食料品に対する宅配需要

• 生鮮品に対する需要

例）ソウル

⾷料雑貨店舗

• コンビニエンスストア

• 都市部の空き地

対象外

高齢者向け住居

• 人口動態主導

• ⾃⽴した生活

例）フロリダ

賃貸向け⼾建て住宅

• 郊外の⽴地

• 規模が必要

例）ロンドン

非主要商業地区 用途変更

• 交通の便が良い地域

• 設備が充実している地域

例）シドニー北部

オフィス用及び産業用ハイブリッド施設

• 最大 50%のオフィス利⽤

• 軽量の製品組み⽴て

例）ローリー・ダーラム

小売り倉庫

• 様々な商品の提供

• ネット注文品受け取り店舗の可能性

対象外

宿泊施設

• 分散されたポートフォリオ

• 確⽴された取引履歴

ディストレスト

出典︓パートナーズ・グループ 2021年11月。上記図表はイメージです. 
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プライベート・デット

デット市場は、新型コロナウイルスのパンデミック発生時には大幅に下落しましたが、それ以降は上昇

を続けています。しかし、企業収益に対する逆⾵は強まっており、こうした中で十分なダウンサイド・プ

ロテクションを考慮するために、プライベート・デット投資家はエクイティ・オーナーとしての視点で考える

必要があります。

市場概況

昨年のプライベート市場ナビゲーターの執筆時点では、デット市場は

新型コロナウイルスのパンデミック発生後に付けた安値から急速に回

復していました。現在に至るまでデット市場は上昇を続けており、セカ

ンダリー市場の価格はパンデミック発生前の水準を上回っています。

インカム資産に対する投資家の需要が強まる中で、緩和的な中央

銀⾏の政策と低⾦利により、デット市場は世界的に上昇しました。

スプレッドは大幅に縮小しており、歴史的に⾒るとエクイティ部分の貢

献度は依然として高いものの、やや収縮が⾒られました。借手は低

⾦利環境を上手く利⽤し、過去最高額のデットを発⾏しました。世

界のローン市場の規模は1兆5,000億ドルに達し、買収やM&Aのた

めのドライパウダーも潤沢であることから、プライベート・デットは十分な

投資機会を提供しています。

世界のローン市場規模

出所︓S&P LCD、2021年7月

世界経済および企業収益が予想を上回るスピードで回復したため、

昨年推定されたインプライド・デフォルト率は、過度に悲観的であったこ

とが判明しました。実現デフォルト率は現在、過去最低水準に近づい

ています。ディストレスト・デットの水準は低下しており、格下げに対する

格上げの⽐率は現在、ここ5年間で初めてプラスになりました。

ローン・デフォルトの歴史︓⽶国とEUにおけるローン・デフォルト率

の推移* 

出所︓S&P LSTA LLI/ELLI デフォルト率 2021年7月31⽇。LTM $ of Defaults/Total Outstanding; 

Moody's Annual Default Rate Study (2021年2月発表). 最終の回収額で測定した平均回収率。説明

⽬的のためだけに提示されています。

* 米国のインプライド・デフォルト率はJPモルガン（2021年7月）によるもの。

今後の⾒通しはまちまちです。買収やM&Aの動きは堅調に推移すると予

想されます。一方、企業収益に対する逆⾵が強まり、インフレや⾦利が上

昇することも予想されます。固定⾦利のクレジットとは異なり、変動⾦利の

性質を有するプライベート・デットはデュレーション・リスクや⾦利上昇局⾯

における価格下落から投資家を守ります。ただし、原材料価格や資⾦調

達コストの上昇に伴って利益率が圧迫される可能性があります。スプレッド

はこれまでで最もタイトな水準か、それに近い水準にあるため、ここから拡

大する可能性があり、その場合には投資機会が生まれます。
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プライベート・デット

パートナーズ・グループは、インフレが投資にどのような影響を与える可

能性があるかについて常に議論しており、インフレ率の上昇⾒通しを十

分に反映していない市場とは対照的です。引受プロセスでは、インフレ

率の上昇が借手のビジネスモデル、利益率、デットの持続可能性にど

のような影響を与えるかについて着⽬しています。

投資分析では、パートナーズ・グループは前述の全ての要素を考慮に

入れています。当社は単なるデット投資家ではなく、エクイティ・オーナ

ーの視点で考えることから、プライベート・エクイティ投資家としての当社

のルーツが投資のデューデリジェンス・プロセスに強く影響を与えていま

す。このプロセスには時間がかかるかもしれませんが、当社は各投資に

関連するリスクを全て理解し、必要に応じて適切な水準のダウンサイ

ド・プロテクションを構築したいと考えています。

デフォルト率を⾒ると、2021年6月末時点のS&P ローン指数の12ヶ

月のローン・デフォルト率（元本ベース）は、欧州で1.13%、米国で

1.25%となっています。これに対して、パートナーズ・グループの第一順

位抵当権付ローン・ポートフォリオの平均デフォルト率1は0.81%、第

⼆順位抵当権付ローン・ポートフォリオの平均デフォルト率は0.31%と

大幅に低く、これに対応する損失率はそれぞれ0.29%および0.09%と

なっています。

パートナーズ・グループでは投資アプローチを根本的に変更することは

考えていませんが、慎重を期すことが重要であると考えており、ダイレク

ト・レンディングでは資本構造の中でも弁済順位の高いトランシェを選

好しており、第一順位抵当権付きユニトランシェなどのシニア担保付き

デットに重点を置いています。パートナーズ・グループでは、第一順位

抵当権および第⼆順位抵当権の両方において、リターンの水準がリス

クの水準に⾒合っていない、また必要な財務制限条項（コベナン

ツ）が提供されていないような投資は避けています。幅広く分散され

たポートフォリオの中で、テクノロジー、サービス、ソフトウェア、およびヘル

スケアなど頑健なセクターに重点を置くために、こうした保守的な投資

哲学が綿密なデューデリジェンス・プロセスの下で実施されます。このプ

ロセスでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種や、コモデ

ィティ価格の動向に左右される業種への相対的なエクスポージャーを

抑えるか、または回避します。

1 各戦略の開始年は第一順位抵当権付きダイレクト・デットが2012年、第⼆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間の⽐率の単純平均に基づいて算

出。

現在の投資テーマ

現在の市場では、景気動向の影響を受けにくいディフェンシブな企業

で、かつスポンサーが支援する企業の中のカテゴリー・リーダーに新規資

⾦または資⾦の増額を提供することに引き続き重点を置いています。

パートナーズ・グループでは、財務維持条項（メンテナンス・コベナン

ツ）などの条件やプロテクションを提供するミドル市場およびアッパーミ

ドル市場に重点を置いています。パートナーズ・グループは通常、

EBITDAが2,000万〜1億ドル/ユーロの企業に最高の投資機会を⾒

い出し、魅⼒的なキャッシュ・マージンを提供するシニア担保の第一順

位抵当権付きの投資を選好します。

変⾰的な変化をサポート

パートナーズ・グループのプライベート・デット・プラットフォームでは、3つ

の投資ギガ・テーマにエクスポージャーを有する企業に資⾦を提供する

ことに重点を置いています。3つのギガ・テーマとは、「デジタル化・⾃動

化」、「新しい生活様式」、「脱炭素化」です。これらのテーマは今後

10〜20年にわたり変化をもたらす構造的な⼒で構成されています。ま

た、これらのテーマにはいくつかの変⾰的なトレンドが⾒られます。これら

テーマをさらに優先度の高い投資テーマに分類することができます。

新型コロナウイルス感染症は経済のあらゆる分野に影響を与えてお

り、消費者や企業の⾏動を作り変えています。また、これにより、以前

に特定した変⾰的なトレンドの多くが加速しており、今後は、新型コロ

ナウイルスのパンデミックの影響を受けていないか、あるいはビジネスモ

デルの価値を実証しているセクターや企業への注⽬度を高める方針で

す。

パートナーズ・グループはエクイティ・オーナ

ーの視点で考えることから、プライベート・

エクイティ投資家としての当社のルーツが

投資のデューデリジェンス・プロセスに強く

影響を与えています

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、パートナーズ・グループは

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

ために、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な水準であり、信⽤

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・グループはエクイティ・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。

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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Aroma Zone︓アロマテラピー、美容、健康商品の大手ブランド

ギガ・テーマである「新しい生活様式」とは、健康的な生活やペイシェン

ト・エンパワーメント（患者⾃身の⼒）をめぐる変⾰的トレンドを含

む、人口動態や消費者習慣における変化を指します。この分野にお

ける最近の取引例としては、2021年6月に⾏ったパートナーズ・グルー

プのAroma Zoneへのユニトランシェ・デット投資が挙げられます。フラ

ンスに本社を構える同社は、天然オーガニック化粧品やアロマテラピー

商品の先駆的なブランドであり、カスタマイズ可能な「美しさ」や「バリュ

ー・フォー・マネー（⾦額に⾒合った価値）」に重点を置いています。

Aroma Zoneの顧客基盤は、非常に意欲的なオンライン・コミュニティ

を中⼼としており、このコミュニティは、1,900以上のストック・キーピン

グ・ユニットから成る同社の差別化された商品ポートフォリオを高く評価

しています。パートナーズ・グループは、同社の共同リード・レンダーおよ

びコントロール・レンダーとして投資しており、非常に魅⼒的な融資条

件（ESGマージン・ラチェット（借手が事前に合意したESGの主要

業績評価指標（KPI）を積極的に達成することを奨励するためも

の）など）でユニトランシェ資⾦を提供しました。

パートナーズ・グループはすでに、ペット飼育の増加が新しい生活様式

における重要な変⾰的トレンドであると⾒極めています。ペットの飼い

主の多くは、動物を家族の一員と⾒ており、その健康や栄養に気を配

っているため、このテーマは景気動向の影響を受けにくいものになってい

ます。このテーマを象徴する例としては、英国の大手プレミアム・ペットフ

ード・メーカーであるInspired Pet Nutrition（IPN）への資⾦提供

が挙げられます。IPNは、良好な成⻑トレンドにある堅固な市場で事

業を展開しています。ナチュラル・ペットフード市場は、2025年まで

11%の年平均成⻑率（CAGR）で成⻑すると予測されており、一

般的なペットフード市場は、世界⾦融危機の間でも4%の成⻑を遂げ

ました。パートナーズ・グループは、志を同じくする貸手の中で、リード・

レンダーとしてこの融資の50%を提供しました。

持続可能性アジェンダの推進

ここ数年にわたり、ESGに対する認識は全てのセクターにおいて大

幅に高まっています。パートナーズ・グループは⻑期にわたり、ESG

の測定尺度や基準をクレジット投資の意思決定に適⽤し、特定

のセクターや、ESGに消極的なローン発⾏体をスクリーニングし、当

社のポートフォリオから排除してきました。ダイレクト・レンダーは現

在、クレジットのリスク・リターン特性全体を向上させるポジティブな

ESG⾏動に報いることにますます前向きになっています。「マージ

ン・ラチェット・アプローチ」は、マージン・ラチェット・メカニズムとESG

の主要業績評価指標（ESG KPI）を結び付け、事前に設定さ

れたKPIを満たした際には発⾏体にデット条件の改善を提供しま

す（その逆も同様です）。

ESGに関する広範な市場対話が広まるに従って、投資家は概して前

向きなESG⾏動を採⽤しているローン発⾏体やローン担保証券

（CLO）マネージャーに対してより多くのプレミアムを支払う⽤意のあ

ることが明らかになっています。一方、ネガティブなESG特性を示し続

けるデット発⾏体は、資⾦調達コストの上昇や資本市場へのアクセス

の低下に直⾯し始める可能性があります。

パートナーズ・グループのダイレクト・レンディングにおける現在のデュー

デリジェンスおよび引受プロセスでは、各発⾏体に適し、合理的に達

成可能で独⽴して測定可能な関連する有意義かつ挑戦的な一連

のKPIを定義することに重点を置いています。その上で、⽬標水準が

合意されます。⽬標水準を達成した場合、借手は利ざやに対して通

常0.05〜0.1%のディスカウントを受ける権利が得られます。

ダイレクト・レンダーは現在、クレジットの

リスク・リターン特性全体を向上させる

ポジティブなESG⾏動に報いることにま

すます前向きになっています
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パートナーズ・グループのデット投資において、ESG要素に連動するマ

ージン・ラチェットを導入した最近の例としては、Kusters Beheerへ

のユニトランシェの資⾦提供が挙げられます。Kusters Beheerは、オ

ランダのオス市に本社を構え、主にハイテク業界で使⽤される精密機

械部品やモジュールを製造しています。Kusters Beheerにとって重要

なESGの考慮事項としては、エネルギー消費、廃棄物管理、労働安

全衛生、および企業倫理とガバナンスなどが挙げられます。

複雑な取引に対するテーラーメイド・ソリューションの提供

最後になりましたが重要なこととして、パートナーズ・グループはエクイテ

ィ・スポンサーに支援された投資に重点を置いており、スポンサーのカバ

ー率や浸透率を高めています。魅⼒的なリスク・リターン特性を生み

出すために、当社は特に複雑な取引において、エクイティ・スポンサー

が積極的にプレミアムを支払うようなオーダーメイドのファイナンス・ソリュ

ーションを策定します。当社は20年以上にわたり培ってきたエクイティ・

スポンサーとの強固な関係を通じて、高い評価を得ており信頼できる

柔軟かつ効率的なパートナーとして認められています。

パートナーズ・グループのデット・チームは、エクイティ・スポンサーである

Equistoneとの定期的な交流を通じて、世界的なサプライチェーン・マ

ネジメント・ソリューションのプロバイダーであるLigentiaの買収を意識

するようになりました。Ligentiaは英国に本社を構え、ヘルスケア、小

売、消費関連、および製造業などのセクターにおいて、英国および欧

州のさまざまな顧客に、海上および航空貨物による幅広いサプライチェ

ーン・マネジメント・サービスを提供しています。パートナーズ・グループ

は、この買収を支援するために、シニア資⾦を提供し、将来の買収に

向けて魅⼒的なシニア・プライシングとメカニズムを可能にするため、プ

ライシングおよび構造の柔軟性を契約書に盛り込みました。パートナー

ズ・グループの積極的なアプローチにより、当社は単独の貸手として融

資を⾏うという魅⼒的な取引を⾏うことができました。

幅広くシンジケートされるローン

高いインカム収入に対する投資家の需要により、セカンダリー・スプレッ

ドはこれまでで最もタイトな水準に近づいており、これ以上スプレッドが

縮小する余地はあまり残っていません。また、セカンダリー市場で取引

される銘柄の価格も上昇し、ディストレスト水準で取引されているロー

ンの割合は、過去最低水準に近くなりました。表⾯下では、利回り不

⾜に直⾯している投資家が格付けの低い銘柄を投資対象とする中

で、低格付けのCCC格やB格の銘柄の価格が不釣り合いに上昇し

たためため、パフォーマンスは⼆極化しました。

また、セカンダリー市場で取引されている銘柄の価格が大幅に上昇し

ていることを踏まえ、当社ではスプレッドが過去最低水準に達していな

いプライマリー市場で新規投資を⾏うことにも注⽬しています。このよう

にセカンダリー市場取引よりも新規発⾏銘柄に注⽬しているのは、

2021年には過去最高水準に近づく可能性のある供給量の増加を反

映したものです。当社は、額⾯か、あるいはそれに近い価格で取引さ

れているセカンダリー市場の銘柄を売却し、新規発⾏銘柄に入れ替

えを⾏っています。当社は、テクノロジー、ソフトウェア、およびヘルスケア

など頑健なセクターにおけるシニア担保の第一順位抵当権付きローン

への投資を選好しています。また選択的に、経済活動の再開が進む

中で、新型コロナウイルスの影響を受けた小売などのセクター内でファ

ンダメンタルズが堅固で、成⻑する能⼒があると思われる発⾏体にリス

クを追加しています。

機関投資家向け新規発⾏の加重スプレッド

E/L+550 

E/L+500 

E/L+450 

E/L+400 

E/L+350 

E/L+300 

E/L+250

E/L+200 

E/L+150

欧州 (Euribor +) 米国(LIBOR+)  

出所: S&P LCD、2021年第３四半期

幅広くシンジケートされるローン・ビジネスでは、常に非常に分散化が

図られます。ただし、テーマ型投資アプローチと積極的なポートフォリオ

運⽤は、今後数ヶ月にわたりさらに重要になると考えられます。パート

ナーズ・グループは、より頑健な業種に引き続き注⽬しており、注⽬す

る業種や当社のファンダメンタル・クレジット・アプローチにより、市場環

境を上手く切り抜けることが可能になると考えています。
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パートナーズ・グループは、より頑健な

業種に注⽬しており、注⽬する業種や

当社のファンダメンタル・クレジット・アプ

ローチにより、市場環境を上手く切り

抜けることが可能になると考えています
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ポートフォリオの全体像

マクロ経済の⾒通しがますます不透明となる中で、投資の意思決定を⾏う上でこのことが大きな課題と

となっています。全ての資産クラスについて、引受には慎重な姿勢を維持し、予想される保有期間にお

ける複数回の下落局⾯を引き続き考慮しています。

資本市場の前提および引受のリターン

堅調な収益の伸びと非常に緩和的な⾦融環境を背景に、資本市場

は2021年に上昇しました。株式は史上最高値を更新し、社債のスプ

レッドは大幅に縮小しました。パンデミックが続いている中でも、非常に

良好な投資環境が続いています。ただし、今後は経済が不安定化す

る恐れがあるため、適切な投資判断を⾏うことがますます困難になると

予想されます。実際に、リターンの⾒通しがすでに悪化し始めていま

す。現時点でバリュエーションは高騰しており、⾦利上昇に伴って割引

率が上昇した場合、バリュエーションに低下圧⼒がかかる恐れがありま

す。⻑期的に⾒ると、バリュエーションは平均回帰する傾向があるた

め、投資家は特に警戒する必要があると考えられます。供給の制約

によってインフレが高⽌まりし、⾦利⾒通しが変化し、企業収益の伸

びが鈍化するに従い、資本市場のボラティリティが上昇すると予想され

ます。

右の図表は、市場全体の資本市場の前提（39ページの「パートナー

ズ・グループ期待リターン・フレームワーク」の詳細欄を参照）と、当社

が引受で⽬標とするネット・リターンの範囲を示しています。

パートナーズ・グループの期待リターンの枠組み︓

広範な市場の年率期待リターン（資産クラス別）

注︓上記のデータはすべて、パートナーズ・グループの計算と仮定に基づいており、パートナーズ・グループの

投資を代表するものと解釈されるべきではありません。パートナーズ・グループは過去の市場データや学術

研究を利⽤し、上記の計算を⾏っています。この全てのリストは、ご要望に応じて提供することができます。

全ての価値創造のインプットは、パートナーズ・グループの社内リサーチにのみ基づいていることにご留意くだ

さい。期待リターンが達成されることを保証するものではありません。上場の資産クラスはパッシブ投資される

ことを前提としており、株式は年率0.20%、投資適格債は年率0.25%、ハイ・イールド債は年率0.50%の

定額の運⽤報酬を想定しています。プライベート・エクイティについては、年率2.0%の運⽤報酬と、8%の

優先リターンを超えた部分の20%の成功報酬を想定しています。エクイティ投資にかかる不動産とインフラ

の報酬には、年率1.5%の運⽤報酬と、不動産については8%の優先リターンを超えた部分の20%の成功

報酬、インフラについては6%の優先リターンを超えた部分の15%の成功報酬などが含まれます。

プライベート・エクイティ・ジュニア・デットの報酬には、年率1.25%の運⽤報酬および4%の優先リターンを

超えた部分の12.5%の実績報酬などが含まれます。不動産およびインフラ・ジュニア・デットの報酬には、

年率1.25%の運⽤報酬および4%の優先リターンを超えた部分の10%の実績報酬などが含まれます。全

ての資産クラスのシニア・ローンの報酬には、年率0.75%の運⽤報酬および4%の優先リターンを超えた部

分の7.5%の実績報酬などが含まれます。仮定に基づくまたはシミュレーションによるパフォーマンスの結果に

は一定の限界があります。実際のパフォーマンスの記録に示された結果とは異なり、これらの結果は実際

の取引を表すものではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを保証するものではあり

ません。ハイ・イールド債および投資適格債は、ジュニア・デットおよびシニア・デットのスプレッドを補うための

公式な代替として捉えられています。

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月。説明および学術研究だけを⽬的として提示されています。

高水準にあることの多いバリュエーション

は、⾦利の上昇により割引率が上昇す

るため、下落圧⼒にさらされると⾒込ま

れます。 

プライベート・エクイティ 不動産

12〜17% 8〜11% 4〜7% 8〜13% n/a n/a 

8〜13% 6〜9% 3〜6% 6〜10% 4〜7% 2〜4% 

当社の⽬標ネット・リターン
グ

ロ
ス

リ
タ

ー
ン

インフラ 上場市場

8〜13% n/a n/a n/a n/a n/a

6〜11% 4〜7% 2〜4% 3〜8% 2〜5% 1〜3%

グ
ロ

ス
リ

タ
ー

ン
市場全体の期待リターン

当社の⽬標ネット・リターン

市場全体の期待リターン
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市場全体の期待リターンは、過去のリターン範囲の下限で推移してい

ます。2021年上半期と⽐較して、インフレ率の上昇と名⽬成⻑の前

提は、⾦利の上昇を踏まえたバリュエーションへの影響の高まりにより

一部相殺されました。したがって、プライベート・エクイティ、インフラ、お

よび上場株式のリターンの⾒通しはやや改善しています。不動産の予

想リターンはほぼ横ばいですが、これは前回からのキャップレートの拡大

や、この資産クラス内の一部のセクターが直⾯している構造的な逆⾵

による下方修正を反映したものです。シニア・デットのリターンは⾦利上

昇による恩恵を受けていますが、その影響はジュニア・デット・セクターの

スプレッドの縮小によって完全に相殺されました。ただし、積極的なオー

ナーシップや経営権の獲得などプライベート市場の構造的な優位性を

踏まえると、上場市場に対するプライベート市場のアウトパフォームの

可能性は依然として強固です。

パートナーズ・グループは、市場全体をアウトパフォームすることを⽬指

しています。特にこのアウトパフォーマンスは、各資産クラスの章で詳述

されている通り、厳選された変⾰的成⻑テーマへの注⼒や、厳格な資

産選択プロセス、実践的な価値創造アプローチによって生み出されて

います。過去のアウトパフォーマンス水準と同様に、当社の投資は、プ

ライベート・エクイティ、インフラ、および不動産の各分野において、市場

全体のリターンをネット年率換算ベースで約4〜6%1上回る傾向にあ

ります。

新型コロナウイルス後の世界における引受

以下の図表は、当社が⽬標としている⽬標ネット・リターンが2020年か

ら大きく変化していないことを示しています。市場全体の動きと同様に、

当社がスクリーニングする投資機会のプライベート・エクイティのエントリ

ー・マルチプルは高くなっています。これは主に、新型コロナウイルスのパン

デミック後の世界において平均以上の成⻑が⾒込まれる企業に焦点を

当てたことによるものです。また、追加買収や業界再編による価値創造

を重視していることによるものでもあります。インフラおよび不動産について

は、2020年初めの新型コロナウイルス”ギャップ”の後に⽬標IRRが上昇

するとともにリターンの乖離も大きくなっています。全ての資産クラスにおい

て、当社の引受は引き続き慎重であり、保有期間中のマルチプルの低

下を引き続き想定しています。

 1 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2021年6月現在のものです。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）、および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示しています。すべて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時点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・グループへの手数料は控除していません。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（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に対して20%）を前提としています。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通常発生する組織費、調査費、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・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・グループの投資機会に基づく⽬標ネット・リターンの幅

25 プライベート・エクイティの⽬標ネット・リターン
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 インフラ 不動産 中央値

注︓ダイレクト投資機会のみを対象としたネット⽬標リターンの範囲を示しています。網掛け部分は検討された投資機会の3分の2を表しています。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。同様の投資が⾏

われることを保証するものではありません。⽬標リターンは、パートナーズ・グループの様々な予測に基づいています。⽬標リターンが実現または達成される、あるいは投資が成功するという保証はありません。データはグローバル

投資委員会の資料に基づいているため、資⾦調達⽇から逸脱する場合があります。米ドル/ユーロ/英ポンド以外の現地通貨によるエマージング市場への投資については、パートナーズ・グループのファンディング通貨との⽐較を

可能にするために、ヘッジされたリターンを採⽤しました（主に米ドルに換算されています）。追加買収は通常、織り込み済みであるため、プラットフォーム投資のみを考慮しています。初期の内部収益率（IRR）は、基準通

貨であるEURに換算した投資額により加重されています。

数値は、基本的な報酬およびパートナーズ・グループの報酬を控除して計算されています。

出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月。説明⽬的のためだけに提示されています。

実物資産の⽬標ネット・リターン

％
％
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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、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に基づき市場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

投資アプローチを⾏っています。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を数パ

ーセント高くなっています。

インカムによるリターン︓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の伸びから恩恵を受けま

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事業改善

など）を通じて強化されます。

バリュエーションの変化︓インカムおよび成⻑の両方から成るキャ

ッシュフロー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。インフラや不動産に関しては、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。

プライベート市場のレラティブ・バリューの⾒⽅

（資産クラス別）

プライベート・エクイティ

テクノロジー・セクターとヘルスケア・セクターにおける多くの変⾰的トレン

ドは、パンデミックにより引き続き加速しています。これらのセクターでは

バリュエーションが高くなる傾向にありますが、このことは平均を上回る

成⻑⾒通しに対する強い確信度により正当化されています。その他で

は、新型コロナウイルスのパンデミック期間に頑健性を示した企業に注

⽬しています。プラットフォーム拡大戦略における当社の強⼒な能⼒を

踏まえると、細分化された市場において市場をリードしている企業は特

に魅⼒的です。当社は成⻑分野に対して慎重になっています。成⻑

分野では、多くの興味深い企業を⾒い出しますが、それに応じてバリュ

エーションも高く、正当化するのが困難な場合が多いと言えます。当

社はベンチャー企業に単独で投資することは避け、実績があり、かつ

業界の変⾰をリードする能⼒のあるキャッシュを生み出すビジネスモデ

ルを採⽤している企業を選好する傾向があります。

プライベート・エクイティのセカンダリー投資では、従来の分散型（「ポ

ートフォリオ型」）セカンダリー投資と⽐べて、継続型セカンダリー投資

の増加が顕著に⾒られます。2021 年上半期には、継続型セカンダリ

ー投資が総取引量全体の 60% 以上を占めました2。これは、GPが

⾜元の市場環境を上手く活⽤し、継続型セカンダリーの市場構造を

利⽤することにより特定の資産の保有をますます拡大することに⽬を

向けているためです。パートナーズ・グループは多くの興味深い投資案

件を⾒い出している一方で、そこには多くの落とし⽳もあります。継続

型セカンダリー投資は通常、1社またはごく少数の企業で構成されま

す。継続型セカンダリー投資の潜在的な買手は、各対象資産を別々

に引き受け、ダイレクト・リード投資家と同じ精密な調査を通じて引き

受けることが重要です。

1 Evercore、2021年7月

このためには、セクターを理解し、資産のガバナンスや成⻑経路が正し

いかどうかを評価する必要があります。多くの点において、こうした新し

いトレンドは、パートナーズ・グループの強みである直接引受能⼒やテ

ーマ型アプローチに適していると言えます。

インフラストラクチャー

インフラでは、持続可能性と接続性が依然として有⼒なテーマであり、

その不可欠性は新型コロナウイルスのパンデミック期間中に浮き彫りに

なったに過ぎません。消費者の好みの変化により、社会インフラでは新

しいテーマ（水資源の持続可能性など）や、その他の持続可能性へ

の注⽬の高まりと結びついた投資機会が生まれています。輸送や物流

分野における破壊的な変化をもたらす技術⾰新により、⾞両サービス

のようなエキサイティングな移動テーマが登場しています。重要なことと

して、これらのアセットライトのセグメント内では、伝統的なインフラの特

徴（⻑期契約のキャッシュフローや高い参入障壁を備えた頑健性の

ある企業）を備えた企業を探し求めています。テーマ型引受では、港

湾や空港のようなGDP成⻑率の影響を受けやすい資産は引き続き

回避しています。

パートナーズ・グループは、付加価値やプラットフォーム構築の機会を通

じてリターンを高めることが可能となる投資に重点を置いています。プラ

ットフォームの構築は、収益源の多様化、買収による規模拡大の能

⼒、再生可能なプラットフォームにおける⾵⼒、太陽光、蓄電池などの

複数の技術を統合する能⼒を提供します。付加価値のあるインフラ

資産は通常、価格がタイトなコア・インフラに⽐べ、インフレや⾦利の上

昇の影響を受けにくくなります。この資産クラスに内在するインフレ連動

性は、インフレの安定が証明された場合には魅⼒的な特性であると言

えます。
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セカンダリー市場では、デジタル・インフラやエネルギー移⾏のテーマに沿

って、興味深い継続型セカンダリー投資が多数⾒られます。格付けの

高い伝統的なセカンダリー投資の価格は依然として割高であり、当社

は選別の姿勢を維持しています。

不動産

不動産は依然として非常に競争の激しい市場であり、質の高い資産

に対する強い需要があります。こうした状況を受け、パートナーズ・グル

ープは入札以外の広範な投資機会をソーシングすることを⽬指してい

る中で、状況に応じたアプローチが適切であると確信しています。こうし

た状況では多くの場合、売手の要件に合わせたソリューションを提供す

ることにより、魅⼒的なエントリー・ポイントを交渉することが可能となりま

す。購入する不動産のレラティブ・バリューの魅⼒度を高めるには、付

加価値が重要な要素となります。これには、テナントのニーズを満たす

ための不動産の再開発、改装、および⽤途変更などが含まれます。こ

れらの取り組みを実施する上で、接続性、炭素排出量、ESG要因の

考慮が重要な要素となります。

パートナーズ・グループは、住宅セクターや都市部の物流セクターを引き

続き選好しており、Eコマースの導入が加速する中で、特に物流セクタ

ーは新型コロナウイルス・パンデミック期間中でも⽬覚ましい成⻑を示し

ています。物流セクターでは、ラストワンマイル物流施設、都市部の集

積地に近い小型倉庫、主要な輸送ハブの近くにある配送センターなど

に注⽬しています。住宅セクターでは、新型コロナウイルスのパンデミック

の影響により、郊外にある柔軟性の高い快適なスペースに対するニー

ズが高まっています。新興都市では、中間所得者向けの住宅を中⼼

に取り組んでいます。オフィス・セクターでは、新型コロナウイルス後の世

界におけるオフィスでの勤務形態が依然として縮小しているため、選別

の姿勢を維持しています。オフィス・セクターには、拡大している都市の

中⼼部に魅⼒的な投資機会がありますが、テナントの健康と安全に関

するよう意⾒を特に重視しています。小売セクターは、一部の食料品

店をアンカー・テナントとする物件を除いて、明確なアンダーウェイトを維

持しています。パートナーズ・グループでは、新型コロナウイルスによって

再評価され、かつ国内旅⾏者向けのホスピタリティ物件にタイミングを

捉えて注⽬する場合もあります。地理的には、手頃な価格でビジネス

に適した⽴地にあり、人口動態および人口増加が著しい「地域の玄関

口」となる都市を選好します。

セカンダリー投資では、新型コロナウイルス後の価格の不透明感から、

伝統的なセカンダリー投資案件供給がタイトになっています。パートナ

ーズ・グループは、新型コロナウイルス後の世界に向けて売手の価格期

待が修正されるに従って、好転する可能性があるかどうかを注視してい

ます。

プライベート・デット

ダイレクト・レンディングでは、シニア・デットをオーバーウェイトとしていま

す。スプレッドは大幅に縮小しており、市場やマクロ環境のボラティリティ

の上昇が予想される中で、シニア担保付デットのリスク調整後リターン

特性が最も魅⼒的です。特に、第一順位抵当権や、利回りが上乗せ

され、債権者としてのコントロールが得られるユニトランシェによる資⾦提

供を選好しています。パートナーズ・グループは、オーナーシップ精神を

持って投資を⾏い、プライベート・エクイティのギガ・テーマや、テーマ別の

注⽬分野（近代的な物流およびソフトウェア・アズ・ア・サービスのエン

タープライズ・リソース・システムなど）に重点を置いています。

シンジケートローン市場では、シニア担保の第一順位抵当権付きロー

ンや、ディフェンシブな業種（ハイテク、ヘルスケアなど）にほぼ全⾯的

に重点を置いています。パートナーズ・グループは非常に分散されたポー

トフォリオを維持しており、低格付けの銘柄に対しては極めて慎重に選

別しています。低⾦利やタイトな信⽤スプレッドにより、債務返済コスト

が抑えられているため、ディストレスの水準は非常に低くなっています。た

だし、これらの要因はいずれも反転する可能性があります。多くの場

合、高い価格はファンダメンタルズを反映していないと考えられます。その

ため、パートナーズ・グループは新規発⾏におけるより魅⼒的な価格設

定を重視しています。

⾦利上昇の可能性を踏まえると、現在の利回り水準において、デット投

資家は⾦利上昇に非常に敏感な固定⾦利のデットとは対照的に、変

動⾦利の性質を持つプライベート・デットを投資対象として検討する必

要があります。

2022年に向けた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・バリューの⾒方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示しま

す。両方のポートフォリオは、全体的に分散された投資アプローチを維

持しており、投資フロー、資産クラスの幅、およびリスク／リターンの追

加要因といった需給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、キャピタルゲインが⾒込まれるプライベ

ート市場の資産クラスと資産タイプを組み合わせています。現在の環境

下では、特にプライベート・エクイティとインフラへのコントロール投資を重

視しており、そこでは、テーマ型投資と価値創造を組み合わせることに

より最高のリターンが得られる可能性があると考えられます。実物資産

はある程度のインフレ・プロテクションを提供し、スタグフレーションのシナ

リオ下では、60/40の上場市場ポートフォリオに対して、持続的にアウト

パフォームすると思われます。

利回り重視のポートフォリオは、インカム志向の投資機会に注⽬してお

り、プライベート・デット商品と利回りの高いインフラ・エクイティ投資で構

成されています。スプレッドが大幅に縮小していることを踏まえ、不動産

デットは明らかにアンダーウェイトとしています。プライベート・デットは変

動⾦利であるため、スタグフレーションのシナリオ下では継続的にアウト

パフォームすると思われます。

パートナーズ・グループは、特にプライベー

ト・エクイティとインフラへのコントロール投

資を重視しており、そこでは、最高のリタ

ーンが得られる可能性があると考えられ

ます
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PEダイレクト
25% 

PEプライマリー
10% 

PEセカンダリー（従来型）
5% 

PEセカンダリー（継続型）
10% 

PDシニア
7.5% 

PDジュニア
2.5% 

不動産ダイレクト
9% 

不動産ファンド投資
6% 

インフラ・ダイレクト
15% 

インフラ・ファンド投資
10% 

プライベート・エクイティ
50% 

[20〜60%] 

プライベート・デット
10% 

[0〜20%] 

不動産
15% 

[10〜40%] 

インフラ
25% 

[10〜40%] 

ダイレクト・レンディング
第一順位抵当権付きローン

30% 
[15〜45%] 

ダイレクト・レンディング
ユニトランシェ・ローン

30% 
[15〜45%] 

ダイレクト・レンディング
ジュニア・ローン

20% 
[10〜50%] 

リアルアセット・デット
5% 

[0〜20%] 

インフラ・エクイティ
15% 

[0〜20%] 

基本シナリオにおけるリターン重視のポートフォリオ配分 基本シナリオにおける利回り重視のポートフォリオ配分

注︓内側の円は、⻑期的なポートフォリオのウエイトを表しています。外側の円は、現在のポートフォ

リオのウエイトを表しています。カッコ内の範囲は、⽬標とするバンド幅を示しています。⽬標が達成さ

れるという保証はありません。出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月。

リターン重視のポートフォリオに適用した経済シナリオ

パートナーズ・グループの⽬標ネット・リターンは様々なシナリオにおいて3〜5%アウトパフォーム
14 
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0 

基本シナリオ スタグフレーション 低成⻑ 市場の上昇

リターン重視のプライベート市場ポートフォリオ 60/40 上場市場ポートフォリオ

注︓資産クラスのリターン予想は、期待リターン・フレームワークによって予測された幅広い市場のリターンに

基づいています。パートナーズ・グループの⽬標リターンは、当社の規律ある投資アプローチや価値創造の

前提に沿って、市場全体のリターン予想を上回っています。出所︓パートナーズ・グループ、2021年11

月。

注︓内側の円は、⻑期的なポートフォリオのウエイトを表しています。外側の円は、現在のポートフォリオのウ

エイトを表しています。カッコ内の範囲は、⽬標とするバンド幅を示しています。⽬標が達成されるという保証

はありません。出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月。

利回り重視のポートフォリオに適用した経済シナリオ

パートナーズ・グループの⽬標ネット・リターンは様々なシナリオにおいて1〜3%アウトパフォーム
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基本シナリオ スタグフレーション 低成⻑ 市場の上昇

利回り重視のプライベート市場ポートフォリオ 20/80 上場市場ポートフォリオ

注︓資産クラスのリターン予想は、期待リターン・フレームワークによって予測された幅広い市場のリターンに基

づいています。パートナーズ・グループの⽬標リターンは、当社の規律ある投資アプローチや価値創造の前提

に沿って、市場全体のリターン予想を上回っています。出所︓パートナーズ・グループ、2021年11月。

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つの要素を使⽤したトップダウン・アプロ

ーチにより、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︓パートナーズ・グループの戦略的資産配

分の指針。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。

• レラティブ・バリュー︓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。考慮すべき事項には、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、資本構成におけるポジションなど。

• テーマ型ソーシング︓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。資産クラス内で資⾦

をどのように配分するかの重要な部分。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、

プライベート市場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、多様

なポートフォリオを構築することが可能。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。

直接投資︓⽐較的迅速な資本投入やビンテージの分散、経営権を

取得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︓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ます。例えば、市場が不

安定な時には売手は売却期待価格を調整しディスカウント幅が拡大し

ます。

プライマリー投資︓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、投資家の皆様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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