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Tina Jessop Senior Economist Stephan Schäli Chief Investment Officer 

2022 年が半分過ぎ、世界経済の見通しはバラ色とは言い難い状況にあります。生活費と金利の

上昇がマクロ経済活動の重荷になっています。金利が上昇し、景気の不透明感が続く中、資本市

場は不安定な状態が続くと考えられます。バリュエーションは引き続き逆風にさらされる事になり、企

業のマージンも圧迫される事が予想されます。企業のデフォルト率は上昇するものと考えられます。

不確実性が高まった結果、今年上半期の M&A 活動は鈍化し、クレジット市場は新規発行を非

常に選別的に行っています。 

しかし、プライベート市場投資をサポートする材料も引き続き見られ、企業の現金保有率は高く、

利益率は数十年来の高水準にあり、健全なプライベート市場のドライパウダーは、低いエントリー

価格での投資機会やセカンダリー市場の投資機会を提供するはずです。 

 
Tina Jessop と Stephan Schäli は、現在の環境はいくつかの課題をもたらす可能性があるものの、

上場市場からプライベート市場への移行は構造的であり、今後も続くだろう、と述べています。このよ

うな環境をうまく乗り切るためには、マネジャーはポートフォリオ企業に対して、ハンズオンする事が必要

となります。また、より困難な時期を乗り切るために、投資先企業と共に働く起業家的なアプローチ

と、長期的な変革のトレンドから利益を得るための新しい投資機会を特定する実証済みのテーマ型

投資アプローチが必要となります。 
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2022 年は波乱の幕開けとなりました。パートナーズ・グ
ループの経済見通しには、どのような変化がありました
か。 
 
Tina: やっと 1 つの危機を脱したと思ったところ、2022 年
の開始と同時に新たな課題を突きつけられる事となりまし
た。ロシアのウクライナ侵攻は、エネルギー不安などの不確
実性をもたらし、サプライチェーンの混乱を深刻化させまし
た。インフレは、先進国の多くの地域で数十年に一度の
高水準に急騰しています。新型コロナウイルスのパンデミッ
ク後の成長の勢いは弱まり、中国ではゼロコロナ政策が
経済活動に大きな打撃を与えています。これらにより、現
在の経済見通しは極めて厳しいものとなっています。 
パートナーズ・グループのベースケースでは、短期的には大幅
な景気減速を予想しており、ダウンサイドの方向にリスクは
傾いています。特にユーロ圏の成長率鈍化は、コンセンサス
予想にまだ十分に織り込まれていないと考えています。米国
では、逼迫した労働市場に支えられ、民間需要は引き続き
堅調ですが、消費者分野では亀裂が生じつつあります。中
国の景気回復は緩やかで、地域によって異なるため、過去
の景気回復期に見られたような急激な回復は望めないと予
想されています。 
 
年初、パートナーズ・グループは、インフレと金利についてコ
ンセンサスを上回る見方をしていました。その後、どうなった
のでしょうか。 
 
Tina: 市場では構造的なインフレ率の上昇という我々の見
方に収束しつつあるものの、コンセンサス予想は、2022 年
以降のインフレの粘着性についてまだ過小評価していると考
えています。インフレ圧力は、特に米国で拡大しています。
米国のインフレ率は、2022 年後半と 2023 年にかけて、前
年比 4-7%の範囲で推移すると予想されます。それ以降
は、グローバル化のトレンドがピークを迎える事や、賃金上 

「やっと 1つの危機を脱したと思ったと
ころ、2022年の開始と同時に新た
な課題を突きつけられる事となりまし
た。」 
昇、エネルギー転換に伴うコストなどに支えられ、米国の年
平均インフレ率は 3-4%台、ユーロ圏は 2%前後になる見
方を維持しています。これに対し、市場は、米国の今後 5
年間の平均インフレ率(損益分岐点のインフレ率)は、年率
2.6%と見ています。 
 
このことは、金利にどのような影響を与えるのでしょうか。 
 
Tina: 現在、コンセンサスは、フェデラル・ファンド・レートが
2023 年前半に 3%を超えて上昇すると予想しています。
FRB が、いつブレーキに踏み切るかは分からないものの、金
利上昇と FRB のバランスシートの縮小(量的引き締め)が相
まって、インフレ期待の深刻な上昇を食い止めることが出来
るはずです。今のところ、FRB は経済成長よりもインフレ抑制
を優先させる意向のようです。欧州では、ECB がより慎重な
利上げサイクルを開始すると予想されています。 
金利上昇と金利期待の調整により、資本市場のボラティリテ
ィは高止まりすると思われています。バリュエーションは、引き
続き圧力にさらされる可能性があります。 
 
パートナーズ・グループは、インフレと金利上昇に対
して、どのようにポートフォリオを保護しているのでし
ょうか。 
 
Stephan: パートナーズ・グループは、全資産クラスの多くの直
接投資において、直接的または間接的なインフレ連動、ある
いは価格競争力によって、投入価格上昇の見通しに対処で
きる体制を整えていると考えています。 
 
パートナーズ・グループは、早い段階からインフレ上昇の見通
しを把握していたため、2021 年第 3 四半期という早い時
期にインフレ緩和策を開始することができ、その後も 2022
年の予算編成過 

程で投資先企業の経営陣と密接に連携してインフレ・リスク
に可能な限り対処してきました。パートナーズ・グループが投
資する資産は、ニッチ且つ市場をリードする、強い価格競争
力を持つ企業を中心としているため、インフレ・パススルー対
策は、今のところ数値的に重大な影響を及ぼしていません。
米国では、人件費上昇分の転嫁をめざし、競争の激しい労
働市場において離職率を下げるための人材確保策に注力
しています。また、可能な限り供給不足を回避するためにサ
プライヤー・ネットワークを分散し、運賃を固定化し、生産施
設をエンドの市場に近づけることを目指しました。 
 
パートナーズ・グループが経営権を保有するプライベート・エク
イティ直接投資ポートフォリオ全体では、過去 12 ヶ月間、マ
ージンを安定的に維持し、2022 年第 1 四半期末までの
12 ヶ月間で前年同期比平均 20%の調整後 EBITDA 成
長を実現することができました 1。しかし、現在の環境では企
業のマージンが試され、さらに厳しい状況になる可能性があ
ることを十分認識しています。収益性を確保するためには、
価格競争力が重要です。価格競争力は、新規投資案件
のデュー・ディリジェンスにおいて重要な検討事項です。過去
1 年半の間に、私たちはスタグフレーションのシナリオをダウン
サイド・ケースとして投資検討に取り入れ、価格と需要の感
応度に安心感がある状態で投資出来るようにしました。収
益とマージンを守ることに加え、キャッシュフローを確保するた
めに長期固定金利での資金調達をさらに重視し、ヘッジ比
率は 80%を超えます。 

1 数値は、パートナーズ・グループがリード投資家であるプライベート・エクイティ直

接投資を指しています。例示を目的として記載しています。 

出典：パートナーズ・グループ(2022 年) 
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私たちの全体的な戦略において、私たちは変革的投資アプ
ローチに対する高い確信を持ち続けています。テーマ別ソーシ
ングは、平均以上の成長を遂げ、長期的に魅力的であり続
ける可能性のあるエリアを特定するのに役立ちます。私たち
は、長期的な変革のトレンドから恩恵を受ける経済領域にお
いて、ファンダメンタルな事業の力、耐久力、価値創造の機
会に着目しています。 

バリュエーションに対する逆風が消えることはないため、オペレ
ーションの改善とプラットフォーム拡大を通じて、バリュエーショ
ンに短期間で織り込む事が出来る事業を買収し、変動の激
しい時期において低い投資マルチプルでエグジットすることを
目指しています。テーマ投資、ハンズオンによる価値創造、価
格競争力の組み合わせにより、長期的には金利上昇がバリ
ュエーションに与える影響を和らげることが出来ると考えていま
す。経営権を取得した直接投資は、このような戦略を効果
的に展開するための最良の投資手法です。 

さらに、すべての投資対象について、投資期間中のマルチプ
ル・コントラクションを考慮しています。今年に入ってからは、金
利上昇を考慮し、倍率の引き下げ幅をさらに大きくしていま
す。 

景気後退やスタグフレーションのシナリオについ
て、どの程度懸念されていますか。 

Tina: 生活費と金利が上昇すれば、景気後退の可能性も
高まります。しかし、入手可能なデータによれば、米国と欧
州の大部分でプライベート市場のバランスシートは堅調な
状態にあり、雇用の可能性も概して高い状況にあります。
このため、景気後退の影響は緩和され、仮に景気後退が
顕在化しても、2008/2009 年や 2020 年とは異なり、小
幅なものにとどまる可能性が高いと見ています。 

景気後退の有無にかかわらず、我々はデフレよりもインフレ
の動向をより懸念しています。 

インフレ率の上昇と GDP 成長率の停滞を伴うスタグ
フレーションのシナリオの可能性はますます高まってい
ると思われます。しかし、私たちは、スタグフレーション
の動きは地域によって異なるとも考えます。米国で
は、インフレは伝統的な賃金と物価の悪循環によっ
て引き起こされる可能性が高いと考えています。一
方で、ユーロ圏では、エネルギーがインフレの主要因と
なる可能性が高く、労働市場には過熱の兆候はほと
んど示していません。米国の FRB は、インフレを抑制
するためにより果敢に行動すると考えられるものの、 

ユーロ圏では金融政策がエネルギー価格に直接影響を与え
ることは少なく、金利は低水準に留まる事が予想されます。 

スタグフレーションの環境下で、プライベート市場はどのよう
なパフォーマンスになるのでしょうか。 

Stephan: プライベート市場の資産クラスは、それぞれ異
なる動きをするでしょう。全体的な経済成長に晒されてい
る資産ほど、売上高と収益に大きな影響があると考えら
れます。 
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「すべての投資対象について、投資期間中のマ
ルチプル・コントラクションを考慮しています。今
年に入ってからは、金利上昇を考慮し、倍率の
引き下げ幅をさらに大きくしています。」 
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プライベート・エクイティでは、企業が投入価格や借入コスト
の上昇を転嫁しようとするため、市場での立ち位置と価格
競争力が収益への影響を決定する鍵となります。長期的
な変革のトレンドから恩恵を受ける平均以上の成長領域
で事業を行う企業は、サイクルを通じて一般経済よりも高
い成長率を維持すると予想されます。 

実物資産(プライベート・インフラと不動産)の場合、売上高
の引き下げは、少なくとも部分的には、インフレに連動する
売上高によって相殺されると考えられます。多くのインフラ資
産は、規制、コンセッション契約等を通じて、インフレとの明
確な連動性があります。不動産では、賃料は通常、消費
者物価の上昇率と連動しています。 

バリュエーション面では、割引率の上昇が逆風となり、リスク
回避志向の高まりによってさらに悪化する可能性があります。
2022 年上半期に既に見られたように、楽観的な将来の成
長前提で評価されている、収益性の低い企業が最も大きく
悪化する可能性があります。私たちは実物資産、特に安定
的な収益が見込めるアベイラビリティ・ベースのインフラ資産
が、ある程度の影響を受けると見ています。 

「現在、私たちは投資家の皆さまに
対して、資産配分目標について広
い幅を許容するようにアドバイスして
います。これは、ボラティリティの高い
時期において、相対的に最も価値
があると思われる市場に柔軟に資
金を投入することが可能になるから
です。」 

プライベート・デットのリターンのメカニズムは、そのほとんどがイ
ンカム要素によって発生します。中央銀行の目標金利の上
昇は、ベースの金利の上昇と利回りの上昇を意味します。
スプレッドが拡大すれば、リターンへの期待はさらに高まりま
す。これらの高いリターンは、デフォルト率の上昇によって部
分的に相殺される可能性があります。変動金利であること
から、固定金利のクレジットとは異なり、プライベート・デット
は金利上昇の環境下で恩恵を受けると考えられます。 
まとめると、実物資産はインフレとの連動性が高いため、スタ
グフレーションが長期化した場合、相対的にアウトパフォーム
すると予想されます。プライベート・エクイティは、リターンの減
速が最も大きく、短期的にはパフォーマンスが低下する可能
性があります。しかし、長期的には、投資環境が正常化し、
金利が再び低下し始めると、最も恩恵を受ける資産クラス
であると予想されます。 

さらに、現在の環境は、十分な経験と柔軟性を備えたマネ
ジャーにとっては、魅力的な企業をより低い投資倍率で投
資出来る機会となる可能性があります。そのような機会を捉
えるために、健全なドライパウダーを蓄えておくことは有効で
あると考えられます。 

また、歴史的に見ると、景気循環の低い時期に投資された
プライベート・エクイティのヴィンテージは、景気循環の高い時
期に投資されたものをアウトパフォームすることが多いことも
注目すべきポイントです。例えば、金融危機後の投資はそう
でした 2。 

スタグフレーションのリスクがある中で、資産配分の面
ではどのようなことを推奨しますか。 

Stephan: 資産クラス、セクター、地域、ヴィンテージの多様
化は、リターンの安定性を高めるための重要なツールだと考
えています。このことは、プライベート市場の資産クラスにも
当てはまります。このような環境では、実物資産や変動金
利のデットに戦術的配分を増やすことが合理的であり、デュ
レーションに晒される債券は投資配分を減らすべきです。 

プライベート市場は、上場市場に見られるようなボラティリテ
ィの高まりから完全に逃れることは出来ないものの、プライベ
ート市場は上場市場対比構造的に有利なことから、強力
な分散効果を提供し、ポートフォリオ全体のリスク・リターン
プロファイルを向上させることが出来ることは、過去の歴史が
示しています。このような構造的な優位性には、経営権の
取得、長期的な視野での投資、起業家的なガバナンスと
いったものが含まれます。 

現在、私たちは投資家の皆さまに対して、資産配分目標
について広い幅を許容するようにアドバイスしています。これ
は、ボラティリティの高い時期において、相対的に最も価値
があると思われる市場に柔軟に資金を投入することが可能
になるからです。プライベート・エクイティの直接投資のセパ
レート・アカウントなど、単一の資産クラス/商品のセパレー
ト・アカウントを求める投資家には、少額のオポチュニスティッ
ク・バケットを組み入れることをお勧めします。例えば、セカン
ダリーやシニア・ローンなど、ディスカウントの可能性がある資
産クラスへの投資です。レラティブ・バリューによる魅力度の
変化により、他のセグメントにも魅力的な機会があると考え
られます。 

2 出典: EY 「Why private equity can endure the next economic 

downturn」 (2020 年 3 月) 
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このような不透明感の中で、資本市場は年初から調整局
面に入っています。プライベート市場全体ではどのような
状況で、見通しはどのように変化しましたか。 

Stephan: ベンチャー/グロース分野を除けば、プライベート
市場は今のところ、上場市場の落ち込みによる波及効果
は比較的限定的です。バイアウトの件数や社債発行額
は、2021 年の記録的な水準からは減少しています。予
定されていたいくつかの IPO は延期されていますが、セクタ
ーや企業の種類によって大きな違いが見られています。 

ヘルスケアやキャッシュフローが堅調なハイテク分野での活
動は引き続き活発で、多くの場合、記録的なバリュエーシ
ョンで取引が行われています。消費財とサービスの分野で
は、持続的な成長の追い風を受ける優良企業が高い競
争力を持つ一方、その他の資産は関心が低く、その結
果、バリュエーションも低くなっています。 

我々は、プライベート市場そのものに対してファンダメンタル
の価値を見出す一方で、2022 年が不安定な年になるこ
とを認識しています。マクロ環境は厳しい状況にあります。
銀行が取引を厳しく選定していることから、資本は不足し
つつあります。デフォルト率は歴史的な低水準から上昇
し、今後バリュエーションは低下することが予想されます。 

しかし、プライベート市場の長期的な価値に関して楽観視で
きる明るい材料も多くあります。 

ドライパウダーは、直近の高水準から脱却し、業界の継続
的な成長を支える健全な水準にあります。新規投資のため
の資本構成は、より高いエクイティの拠出を高め、低いレバ
レッジ水準になるはずで、これは数年にわたる市場の高騰の
後では好ましい展開であると受け止めています。 

上場市場の変動は、株式市場の構成が実体経済から投
機的でオポチュニスティックな成長株へと移行しているという、
当社の長年の考えを浮き彫りにしています。例えば、1990
年に IPO した企業のうち 85%は黒字を計上していました。
しかし、2020 年では、この数字はわずか 20%に減少してい
ます 3。 

株式市場と経済との結びつきが弱まっているように見えま
す。その代わりに、プライベート市場は、あらゆるセクターに分
散されたエクスポージャーを提供するという意味で、また、適
切なマネジャーがいれば、平均以上の、しかし弾力的な成
長プロファイルを持つ経済分野へのエクスポージャーを提供
するという意味で、ますます伝統的な投資と言えるようになっ
てきています。 

3 出典: S&P Capital IQ、Professor Jay Ritter、University of Florida、 パ

ートナーズ・グループ(2022)。一株当たり利益 > 0、年間データ、総 IPO

数:8,775 社。数値は、米国の 2020 年～2021 年の IPO を表しています。

発行数: 1,359。例示を目的として記載しています。 

S&P のセクター別時価総額シェア 
シェア変動率、2010 年 

～2021 年上半期 3  

2 0 1 0  H 1  2 0 2 1  

その他 1
  -45% 

製造業 -23% 

消費財 -23% 

金融 -35% 

ヘルスケア -8% 

IT +17% 

 

2021年上半
期 上位 6 社 2

  
+277% 

増加 

減少 

出典：S&P Capital IQ、パートナーズ・グループ(2022 年) 

例示のみを目的として記載しています。1 エネルギー、公益事業、不動

産、素材を含みます。2 Alphabet、Amazon、Apple、Meta、

Microsoft、Tesla を含みます。3 2010 年から 2021 年上半期の S&P

時価総額に占める各セクターの割合の相対的変化(絶対値ではない)で

す。 

 
パートナーズ・グループは、グローバルなプライベート・マーケットの大手投資運用会社で、1996 年以来、世界中のお客様のためにプライベート・エクイティ、プライベート不動産、プライベート・デット、プライベート・インフラに 1,700 億米ドル以上を投資してきました。パー
トナーズ・グループは献身的で責任ある投資会社であり、成長事業、魅力的な不動産、必要不可欠なインフラの積極的な所有と開発を通じて、幅広いステークホルダーに影響を与えることを目指しています。2021 年 12 月 31 日現在、1,270 億米ドルを超える資
産を運用しており、世界各国の機関投資家、政府系ファンド、ファミリー・オフィス、個人投資家など、幅広いお客様にサービスを提供しています。グローバル 20 拠点に 1,500 名超の多彩な専門家を有しており、スイスのバールツーク、米国のデンバー、シンガポールに
地域本社を置いています。2006 年からスイス証券取引所に上場しています(ティッカー: PGHN)。日本においては、パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社が第二種金融商品取引業を行っております。 
 
免責事項:当資料は、一般的な情報提供を目的としたものであり、金融商品に関する募集又は勧誘ではありません。当資料の情報はパートナーズ・グループが信頼する情報源より取得したものですが、その情報の正確性について保証いたしません。当資料の情報
は、過去及び将来のパフォーマンスを約束又は示唆するものではなく、市場予測はパートナーズ・グループ独自の所見であり、実際とは異なることがあるほか予告なく変更する可能性があります。当資料はパートナーズ・グループが作成した英文資料の翻訳です。原文
と相違がある場合は原文が優先します。パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社/金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第３０９９号/加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
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Important information 

The information contained in this Report has not been independently verified. Partners Group (the “Company”) is not under any obligation to update or keep current the information contained 

herein. Accordingly, no representation or warranty or undertaking, express or implied, is given by or on behalf of the Company or any of their respective members, directors, officers, agents or 

employees or any other person as to, and no reliance should be placed on, the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained herein. Nothing herein shall be relied 

upon as a promise or representation as to past or future performance. Neither the Company nor any of their respective members, directors, officers or employees nor any other person accepts 

any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this Report or its contents or otherwise arising in connection with the Report. 

This Report includes forward-looking statements, beliefs or opinions, including statements with respect to plans, objectives, goals, strategies, estimated market sizes and opportunities which are 

based on current beliefs, expectations and projections about future events. The words “believe,” “think,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “will,” “may,” “should” and similar expressions identify 

forward-looking statements. The forward-looking statements in this Report are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions, including, without 

limitation, management’s examination of data available from third parties. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently 

subject to significant uncertainties and contingencies which are difficult or impossible to predict and are beyond its control, and the Company may not achieve or accomplish these expectations, 

beliefs or projections. Neither the Company nor any of its members, directors, officers, agents, employees or advisers intend or have any duty or obligation to supplement, amend, update or revise 

any of the forward-looking statements contained in this Report. The information and opinions contained herein are provided as at the date of the Report and are subject to change without notice. 
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