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1. 2017年には、2,296ファンドが総額7,440億米ドルを調達。出所：2018年2月 Private Equity and Venture Capital Spotlight

プライベート市場の成熟化に伴い、新興プライベート・エクイティ企業による市場参入が続いています。市場におけるゼネラ
ル・パートナー（GP）の数が増え、多くのファンドが史上最高額の資金を調達する中、資金調達における競合が高まって
います。リミテッド・パートナー（LP）が関係を維持するGPの数を減らし、一部のファンドに多くの資金をコミットする動きが
強まる中、新興マネジャー（機関投資家向けにI、IIおよびIII号ファンドを提供するGPと定義）は困難に直面していま
す。市場の拡大により、新興マネジャーは自らを差別化する必要性にも迫られています。

しかしながら、資金調達環境が厳しさを増す中、新興マネジャーは全般的に見るとより高いリターンを投資家にもたらして
いることがデータによって裏付けられています。2000年以降の15年のビンテージイヤーのうち10年において、I号ファンドは
それ以外のファンドを上回る平均ネットIRRを実現しており、I号ファンドの3分の1がトップ・クオータイルのパフォーマンスを達
成しています（全ビンテージ合算ベース）。

しかしながら、新興マネジャーはしばしば投資家に見過ごされる傾向にあります。
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プライベート・エクイティ・
ファンドを

数字で判断しない

　　　　　　　　ライフサイクル初期にあるクオリティの高いプライベート・エクイティ・マネジャーを発掘することで、　　　　　　

　　　　優れたリスク調整後リターンの達成が可能になると考えます。

市場の認識 と 実情
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確立されたブランド・マネジャーはより安全性が高い。

前述の通り、成熟マネジャーのパフォーマンスは中央値に向かっています。マネジャーが成熟化
し、組成するファンドが大型化すると、ファンドのパフォーマンスは前号ファンドに比べ低下する
傾向が歴史的にみられます。大型の成熟ファンド（IV-XIII号ファンド）の場合、パフォーマン
スは時間の経過とともに悪化し、相対パフォーマンスは中位程度に落ち込みます。こうした傾
向は時としてGPの焦点のシフトによって起こります。GPは当初、より少ない数の企業で構成
されるポートフォリオに100％の時間を注いでいたものが、時間の経過と共に様々なライフサイ
クル（資金調達、投資、ポートフォリオ運用、エグジット）にある複数のファンドに目を配らなけ
ればならなくなります。パートナーや経営チームの変遷により、ブランドネームに紐付いた当初の
トラックレコードは、現在の経営チームの功績ではなくなってしまう場合が多いのです。

投資家の間で拡がっている新興マネジャー回避の動きは機会の喪失であると私達は考えて
います。新興マネジャーの多くは、メインストリームの市場で見逃されがちな小規模のビジネス
を特定し、投資しています。彼らは、小規模でダイナミックかつ迅速な経営チームだからこそ可
能な差別化された事業戦略を実践し、魅力的な事業運営の実績をもたらしています。

私達の見解では、新興マネジャーは一般に成功を渇望しています。彼らに共通する特徴とし
て、企業家精神が強く、成熟企業よりもモチベーションが高いことから、より高い潜在リターンを
提供し得る新しい革新的なアイデアの創造を目指しているケースが多くなっています。

2. 出所：2018 Preqin Global 
Private Equity and Venture 
Capital Report. 

3. 出所：PitchBook 2017 PE & 
VC Fundraising Report　2017
年8月1日現在 

4. 出所：PitchBook 2017 PE & 
VC Fundraising Report　2017
年8月1日現在 

大型ファンドのほうがパフォーマンスが良いと考えている　

投資家にはがっかりする話かもしれません。

幾つかの市場の誤解

投資家のおよそ半分はこれまでI号ファンドを避け、II号ファンドおよびIII号ファンドについても避ける傾向にありました。こ
うした背景には、トラックレコードが乏しい、リスクが高い、リソースが不十分である、など新興マネジャーに対して間違った理
解が一般的であったことが挙げられます。

大型ファンドはより高いリターンをもたらす。

一般的にファンドの規模が大きくなり確立されるにつれ、ファンドの全体的なパフォーマンスを
左右する「ホームラン」または「ストライクアウト」の可能性が減少します。パフォーマンスは、トッ
プ・クオータイルから平均値、あるいは最低クオータイルまで悪化する傾向があります。

大型ファンドのほうがパフォーマンスが良いと考えている投資家にはがっかりする話かもしれま
せん。実際のところ、これらのファンドのパフォーマンスは通常、第2または第3クオータイルと中
程度に位置しています２。

この深刻な事実は、過去15～20年でプライベート・エクイティのリターン中央値が徐々に低下
してきていることによってさらに助長されます3。競争の熾烈化に伴い、第2または第3クオータイ
ルのパフォーマンス（絶対ベース）は10年前に比べ大幅に低下しており、多くの投資家の目標
を達成するには至っていません。投資家がこれまでにも増して、第1、少なくとも第2クオータイ
ル・レベルの潜在リターンを追求する必要が高まっている背景にはこうした現実があります。
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5. 出所：https://bellaprivatemarkets.com/diversity-report.pdf
6. 出所：Pitchbook　パフォーマンス情報が入手可能なビンテージ2004年ー2014年の北米バイアウトファンドが対象。四分位分析は報告された
IRRに基づく。女性またはマイノリティが経営する企業は、女性またはマイノリティがパートナーの33％以上を構成する企業と定義。サンプル数は602。

ダイバース・マネジャーに投資するとリターンが悪化する。

投資家の多くは、新興マネジャー、あるいはダイバース・マネジャーに投資することにはコス
トが伴うと考えているようです。新興マネジャー・ユニバースの中には、ダイバース・マネジャー、
あるいは女性が率いるファンドがあります。しかし、これらのマネジャーはより高い潜在リター
ンを提供しています。

ハーバード・ビジネス・スクールの調査によれば、女性が経営するプライベート・エクイティ企
業の数は業界全体の1.9％、その運用資産は同1.5％に過ぎません5。同様に、マイノリ
ティが経営するプライベート・エクイティ企業の数は業界全体の3.7％、その運用資産は
同3.4％です。しかし、女性が経営する企業の37.5％、マイノリティが経営する企業の41
％がトップ・クオータイルのパフォーマンスを達成しています6。これらの統計は投資家にとっ
ては意外かもしれませんが、マネジャー・ユニバースにおいて女性やマイノリティが経営する
企業の数が極端に少ないことも特筆に値します。ユニバースにおいて、女性が経営する
企業は8社、マイノリティが経営する企業は37社と当該グループの浸透度は非常に低く、
市場におけるギャップを生み出しています。ダイバース・マネジャーを見逃すことによって、投
資家は高いリターンを達成する機会を失っていることになります (図表1)。

図表１：ファンド・カテゴリー毎のパフォーマンス分布
（米国およびカナダのビンテージ2004年～2014年のバイアウト・ファンドを対象）*

*出所： PITCHBOOK 2017 PE & VC FUNDRAISING REPORT　2017年8月1日現在 
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ダイバース・マネジャーはどうか？

“投資家の投資行動が迅速な中、ベアリング

スは高度に規律ある投資アプローチを維持

してきました。” 
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プライベート・エクイティ市場には資金が溢れ過熱している6。

全体の金額でみると、プライベート・エクイティへの資金フローはここ数年で大幅に増加してい
ます。しかし、LPが投資するファンドの数を絞り込みドライパウダーが史上最高水準に達する
中、大手/メガファンドが調達資金の多くを確保し、小規模ファンドへの資金配分は少なくな
る傾向にあります7。2017年には、資金調達額全体のおよそ75％が資産規模10億米ドル
以上のプライベート・エクイティ・ファンドに流入しています(図表2)。

大型ファンド市場は、資金調達額の面では市場を支配しているものの、きわめて飽和状態
にあり競争が熾烈化しています。一方、ロウワーミドルマーケット・ファンドは2017年に調達額
の15％を獲得したに過ぎません。慎重な投資家はロウワーミドルマーケット・ファンドにアクセス
する必要性を認識しており、将来的に高いリターンを生み出し得る能力を備えた有望なマネ
ジャーを特定する能力を備えています。また、大型の成熟ファンドやロウワーミドルマーケット・フ
ァンドの投資戦略の分析能力を備えることも重要です。ファンド規模が拡大するに伴い、投
資家は新興のロウワーミドルマーケット・マネジャーを検討すべき時期に来ていると言えるでし
ょう。

ベアリングスの強み

数多くの新興マネジャーが市場参入するに伴い、投資家は、どのマネジャーを選択すべきかという課題に直面していま
す。25年超におよぶ新興マネジャー投資の経験を有するベアリングスは、トップクラスのリターンを実現できるマネジャー
の選定において優れた実績を有しています。ベアリングスの幅広い業界ネットワークと市場知識は以下のメリットをも
たらします。

• 新規案件への迅速なアクセス
• マネジャーのトラックレコードの確認・評価
• 市場機会と戦略の検証
• 経営チームのダイナミクスを正確に評価
• 事業運営能力の評価
• 優先的パートナーとして、付加価値の高い事業運営能力と最良慣行に関する知見を共有

6. 出所：PitchBook 2017 PE & VC Fundraising Report　2017年8月1日現在
7. ベアリングスでは、企業価値1億米ドル～2億5千万米ドルの企業をロウワーミドルマーケットと定義

*出所：PITCHBOOK 2017 PE & VC FUNDRAISING REPORT　2017年8月1日現在

図表2: ファンド規模別の資金調達額の推移
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投資家の投資行動が迅速な中、ベアリングスは高度に規律ある投資アプローチを維持してきました。私達は、新興
マネジャーに共通して付随する様々なリスクを軽減するための対策を講じているマネジャーのみに投資します。新興
マネジャーを育成し投資することで、時間の経過と共に魅力的なリターンが達成可能であると考えます。
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