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プライベート・マーケット調査 
今日の環境で運用会社はどのようにして価値を生み出すのか？ 

 

 

※当資料はラッセル・インベストメントが 2023 年 2 月に発行した英文レポートを抄訳したもの

です。内容は作成時点のもので今後市場や経済の状況に応じて変わる可能性があります。ま

た、当見解は将来の結果を保証するものではありません。 
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はじめに 

プライベート・マーケットは投資家のポートフォリオに広く組み入れられるようになってきており、投資機会を拡

大し、従来の株式や債券市場にはなかった大きな分散効果をもたらしています。投資家は現在、困難な市

場環境でリターンを生み出す新たな源泉とポートフォリオのプロテクションを模索しており、このトレンドは今後

も続くと予想しています。 

プライベート・マーケットは変化が激しい市場です。成長を続け、ますます重要になりつつあるこの投資市場が

もつ特性を明らかにするため、当社は最近、主要な運用会社との独自の関係を活かし、プライベート・マーケ

ットの専門家に調査を実施しました。 

本調査では、資産が合計で 1.6 兆米ドルに上る 32 社が、以下の 5 つの点に関する質問に回答しまし

た。  

• 重要な投資テーマ 

• 機会とリスク 

• 価値創造 

• ESG/インパクト投資 

• 運用商品 

 

 

 

本レポートに含まれるすべての情報の出所は、特に断りのない限り、ラッセル・インベストメントです（2022 年 12 月 31 日時点）。四捨五入の

関係で合計が 100%にならない場合があります。  



 

本調査にご協力いただき、時間と労力を費やし、所見を提供してくださった多くのプラ

イベート・マーケット投資専門家の皆様に感謝いたします。私たちの他にはない洞察

や分析は、こうした主要な運用会社との関係の賜物だと考えています。当社は、今

後もプライベート・マーケット投資戦略を検討し続ける貴社にとって価値ある存在であ

りたいと考えています。 

回答者の内訳 

本社所在地はどこですかか。 

 

プライベート・マーケットにおける運用資産総額を教えて下さい。（単位：10億米ドル） 

 

 



どのようなプライベート・マーケット戦略を提供していますか。 

 

調査の詳細 

重要な投資テーマ 

世界経済や金融市場の見通しには、依然として大きな不確実性が存在します。地政学的問題からイ

ンフレ、金利、株式市場のボラティリティ、エネルギー価格、中央銀行の政策まで、様々な要因が組み合

わさって、投資の成果の振れ幅がこれまでになく大きくなっています。ますます不透明になりつつあるこの世

界において、プライベート・マーケット運用会社が短期的（1～3 年）および長期的（5 年以上）に生

じると予想する重要なテーマについてより深く理解していただけると幸いです。 

重要な所見： 

プライベート・エクイティ 

• 専門メーカーや産業向けサービスプロバイダーが、サプライチェーンの変革や、米国のインフラ法や半
導体強化法、インフレ抑制法など、政府が制定する法律がもたらす支出から恩恵を受けます。 

• 上場市場のバリュエーション低下のためにリミテッド・パートナー（LP）である投資家自身のポートフ
ォリオをリバランスしようとすることから、セカンダリー・マーケットが再び活発になります。 

• 優良なセカンダリー・ポートフォリオは長らく NAV に対してプレミアム（割高）で取引されてされてき
ましたが、足元では NAV に対してディスカウント（割安）で取引されています。 

• ゼネラル・パートナー（GP）が主導するセカンダリー取引が増加（継続ビークルの増加を含む）し
ます。 
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不動産 

• 済成長は減速していますが、長期的なトレンドは弾力的な道筋を示します。テクノロジーの発達
や、人口動態上のトレンド、環境・社会・ガバナンス（ESG）の要件により、景気サイクルへの依
存度が小さい成長セグメントが生み出されます。 

• 高齢化により医療の必要性が増大、高齢者向け住宅や診療所の需要が生まれます。 

• 住宅価格や賃料は上昇を続け、集合住宅や賃貸住宅の開発を促します。 

インフラ 

• デジタル、再生可能エネルギー、社会インフラなど、長期的・構造的な追い風に支えられている重
要分野への投資。 

• 契約上あるいは物価連動する収益、規制資産が故にインフレの影響を転嫁できるメリット。 

• 気候変動に取り組むソリューション、脱炭素化の取り組み、特に欧州連合（EU）市場でのエネル
ギー安全保障の確保が重要です。 

クレジット 

• 業界の参照金利である SOFR（担保付翌日物調達金利）が 2022 年を通して急騰したことか
ら、魅力的なリターンが生み出される可能性があります。 

• 以下に該当するようなミドル・マーケット企業に対して、直接オリジネートされたローンに注目が集まっ
ています。 

• プライベート・エクイティのスポンサーが当該企業の支配権を有している。 

• スポンサーが特定の業界セクターに特化している。 

• 経営陣の利益が多額の株式保有を通して一致している。 

• より強いコベナンツ条項、融資枠設定・未使用枠の手数料、期限前償還に対するペナルティなど、
貸し手にとって、より有利な条件。 

• 今後満期を迎える融資は、大幅に高い金利で更新される必要があります。 
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機会とリスク 

投資家はプライベート・マーケットに関して彼らが望む戦略的目標を策定・維持することを目指しており、

リスクを慎重に管理しつつ、最も魅力的な投資機会を開拓することに注力しています。そのため、当社

は、プライベート・マーケット運用会社がその日々の投資活動において機会とリスクをどのように見ているの

か、またそれが彼らの投資に関する意思決定にどのように影響するか理解することに努めました。 

機会 

専門家の回答によると、運用会社は、サプライチェーンのリショアリング（海外に移した業務拠点を国内

に戻す）、脱炭素化、デジタル化といった長期的なトレンドによって支えられている業界など、今後も生き

残り、成功すると予想される業界に注力しているようです。 

運用会社は、金利上昇の影響、2022 年の金利急騰から生じた機会、金利上昇が持続する可能性

について言及しています。例えば、以下のようなものです。 

• 金利の圧力のため、資産価額が不透明な場合、流動性の縮小につながり、買い入れや救済資金

提供の有利な機会を生み出します。 

• 優良資産の購入は長期的なテーマによって支えられています。 

• 金利の上昇や、インフレおよび雇用市場のひっ迫による利益率の縮小のため、買収時バリュエーショ

ンが調整される可能性があります。 

• 市場が短期的な動向に過剰反応した場合、非公開化の機会が生じます。 

• 資金調達の迅速化に関して、リキャピタライゼーション（資本と負債の再構成）の必要性が高まり

ます。 

セカンダリー市場では、複数の要因から LP がポジションの減少に迫られているため、ディスカウントで買収

する余地が拡大しています。市場に流動性を提供し、投資家にとって魅力的なリターン・プロファイルを生

み出す多くの機会があります。セカンダリー市場に影響を及ぼしている一つの要因は分母効果です。株

式と債券のバリュエーションが大幅に低下し、それが機関投資家の戦略的な資産配分に影響を及ぼし

ていることから、機関投資家はそのポートフォリオのいろいろな資産をいくらか処分して流動性を確保する

ことを強いられています。運用会社がそこで流動性を提供するソリューション・プロバイダーとして参入し、そ

の投資家に魅力的な投資機会を提供することができます。また、GP による継続的ソリューションの提供

も増加を続けています。運用会社は基本的に、セカンダリー市場の買い手にとって魅力的な流動性提

供の機会を探しています。 

運用会社が機会と考える社会的トレンドの一つは、高齢化社会とそれを支えるために必要な不動産と

インフラでした。これには医療施設や高齢者向け住宅の増加が含まれます。 
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リスク 

回答者の 73%が、金利上昇によるマクロ経済的リスク、インフレ圧力、リセッション・リスクが 2023 年の

最大の投資リスクであると答えました。例えば、借入コストが 2022 年第 1 四半期から 2 倍近く上昇し

たため、資本の利用可能性や、収益成長能力が低い企業や資産が影響を受けました。政策担当者が

今後も金利の上昇を容認するとしたら、政策の誤りやリセッションのリスクが増大します。 

• その他のリスクには、以下のものがあります。 

• 労働力の不足とサプライチェーンのリスク。 

• 地政学的混乱の拡大。 

• コスト、特にエネルギー価格やそれ以外のコモディティ価格の上昇。 

運用会社はこれらのリスクを考慮して、優良資産に集中、ディフェンシブで資本化が進んだ企業への投

資を保守的に維持し、また、消費者物価指数（CPI）に価格が連動する契約になっている、ないしは

市場での強い立場のためにサプライチェーン問題の影響を受けにくく、かつコスト転嫁力のある企業に注

目しています。 

価値創造 

プライベート投資の大きなメリットの一つは、GP が中長期にわたって投資先企業の価値を生み出すこと

に直接かつ非常に強く関与することです。GP は、追加のツールを活用し、人員や事業上の戦略に対し

て直接働きかけることによって投資先企業を支援することができます。当社はそこで、プライベート・マーケ

ットの運用会社がとった措置に関して、それらが現在の市場環境下でどのように価値を生み出そうとして

いるかを判断するための所見を集めることにしました。 

大局的に見ると、オペレーショナル・エクセレンスや、マクロ経済の不確実性、利益率の縮小圧力や借入

コストの上昇に直面した際の事業計画の執行に関心が集まっています。 

個々の投資先企業や資産レベルでは、投資家にとっての価値を生み出すために経営陣が注力している

取り組みとして最も回答が多かった例は、以下のとおりです。 

プライベート・エクイティ 

• 事業効率を引き上げるための販売戦略の改善 

• 価格引き上げ、コスト削減、事業の最適化による利益率の拡大 

• 研究開発投資や戦略的な買収を通した新たな商品開発への投資 

• 最高経営責任者（CEO）や経営幹部の雇用など、経営陣や人材の開発、ならびにキャリアの成

長・開発など、人材維持の取り組み 

• 国際市場に進出するための戦略の開発・実行 

不動産 

• インフレおよび金利上昇環境で資本構成の弾力性を確保 

• エネルギー効率を向上させる措置や空室を減少させることによる営業純利益の成長 

• スマート住宅／アパートの開発、保守費用の引き下げ、市場ランキング・モデルを作る機械学習／
予測 AI など、成長の機会を活用するためにテクノロジーを活用 

• コア事業者に成長。望みうる最高のスペースを用意し、入居者の変化するニーズを満たすことがで
きるように新たな資産を創造 
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• アセットオーナーの年間事業計画の一環で、LED 照明の改造、LEED などのグリーンビル認証、水
使用の削減など、ESG 目標を設定 

インフラ 

• アセットマネジメント計画の執行 

• 投資家およびコミュニティの期待に応える明確な持続可能性戦略の設定 

• プラットフォーム事業を拡大するためにアドオン買収を実行 

• 投資家の価値を実現するために投資をエグジット 

• 開発パートナーが再生可能エネルギー案件を手掛けることを許可・支援することを通して新たな再
生可能エネルギー・プロジェクトを開発 

クレジット 

• 競争優位性を確立している企業への投資に集中 

• 強力なオリジネーション・プラットフォームを通して取引をソーシング 

• 取締役会へのオブザーバーとしての参加、報告書類の入手、経営陣との継続的なコミュニケーショ
ンなど、各種仕組みを活用した徹底的なポートフォリオ・モニタリング 

• 下落の可能性から保護するために、強固で実行可能なポジティブ（一定のインタレスト・カバレッ
ジ・レシオを維持するなど）およびネガティブ（資産を売却することを禁止するなど）コベナンツにつ
いての交渉 

• 適切な水準の自己資本およびレバレッジにより健全な資本構成を確保 

  



ESG／インパクト投資 

ESG 問題が世界的に投資家にとってますます重要になっていることから、当社は、持続可能性に関係す

る組織や、企業が手掛けている取り組みについて理解したいと考えました。今回の調査では、国連の責

任投資原則（PRI）に署名した資産運用機関が 24%と資産運用機関の中で最大のコミットメントを

示しましたが、グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）と気候関連財務情報開示タ

スクフォース（TCFD）に関してもそれぞれ 15%、13%とコミットメントのうち大きな比率を占めているこ

とが、その取り組み追求している回答者からわかりました。 

これは当社の 2022 年グローバル ESG 調査の結果とも一致します。同調査では、責任投資を商品設

計に組み入れるために最も使用されているアプローチとして ESG インテグレーションが挙げられていまし

た。 

また、調査参加者に対して、プライベート・エクイティ会社間で最も差が出る国連持続可能な開発目標

（SDGs）は何かも尋ねました。 

プライベート資産により貢献できると運用会社が考える上位 3 つの SDGs は以下のとおりでした。 

• 気候変動に具体的な対策を 

• エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

• 住み続けられるまちづくりを 

商品 

プライベート・マーケットでは商品開発が進化を続けており、当社は、プライベート投資がより一般に普及

すると予想しています。保有している総プライベート資産の現在の平均比率は機関投資家で 90%、リ

テール投資家で 10%でしたが、個人投資家からより多くの資本を調達することを積極的に目指している

かを運用会社に尋ねました。機関投資家がこれまで数十年間享受してきたプライベート・マーケットのメリ

ットをより多くの富裕層個人が活用しようとしており、回答した運用会社のうち 78%が個人投資家向け

の商品を拡充することを目指していると答えました。 

また、運用会社に今後 12～24 カ月に市場に投入する予定のファンドのストラクチャーを記述するよう依 

頼しました。驚くべきことに、メディアでよく取り上げられ、機関投資家の関心を集めているエバーグリーン・

ファンド商品は限られていました。このことは、この新たな商品のストラクチャーを維持することの難しさを示

しています。 

まとめ 

本ラッセル・インベストメント 2023 年プライベート・マーケット調査は、プライベート・マーケット投資の重要

なトレンド、リスク、機会に関して有益な視点を提供するものです。 

運用会社と投資家は 2023 年以降、プライベート・マーケット市場においてプライベート・エクイティ、不

動産、インフラ、クレジットの機会を開拓することができると当社は考えています。GP は、エンゲージメント

を受け、インセンティブを与えられた経営陣と協力することによって、事業や資産を積極的に運用すること

で中長期にわたってその投資家にとっての価値を生み出し、困難で不透明な市場環境において投資家

に貢献することができるでしょう。 

今後もラッセル・インベストメントは、お客様が目指す投資成果を達成できるよう支援することに尽力いた

します。本調査について質問またはコメントがございましたらご連絡ください。 
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ご留意事項 

当資料に掲載されているすべての情報の出所は、特に明記されていない限り、ラッセル・インベストメントです。当資料に示された意見

などは、特に明記されていない限り、当資料作成日現在の当社の見解を示すものです。当社が信頼できると判断した情報に基づき作

成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。記載されている内容はラッセル・インベストメ

ントの見解であり、事実を示すものでは無く、変更する可能性があります。また投資アドバイスを行うものではありません。すべての投資
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