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リスク管理の５つの柱

一方で、私達は長年に亘り、PEリスクを管理するための“ツールキット（工具セット）”を拡大・精緻化して
きました。ベアリングスの多面的なアプローチは、私達の投資対象資産の幅広さを反映するものであると
同時に、私達が構築してきた投資チームの副産物でもあります。幅広い経験と視野を持つ投資チームを
擁してきた結果、統合された厳格なリスク管理フレームワークが構築され、このフレームワークの中で私達
は魅力的なリスク調整後リターンの達成を追求しています。以下にベアリングスのリスク管理フレームワーク

の5つの柱をご紹介します。

プライベート・エクイティ（以下、PE）マネジャーは元来、トータル・リターンを非常に重視し、高いレバレッジや
アグレッシブな事業計画、コスト削減を通じてリターン獲得を図ってきました。過去10年においては株式市
場が堅調であったため、比較対象となるパブリック市場の収益率（PME）に打ち勝つために高いリターン

が必要とされ、こうした動きが加速化しました。

しかしながら、これらのリターンを達成するためにどのようなリスクが採られているかをPEマネジャーや投資家
が詳しく語るのを耳にしたことがありません。こうした機会がなかったのは残念なことであり、プライベート市

場は依然制度化に向け発展途上にあるということができます。

全ての投資においてリスクとリターンは密接に連携しています。優れたリスク管理フレームワークは時間の経
過とともに、より耐性があり、変動性が小さく、クォリティの高いパフォーマンスをもたらします。

リミテッド・パートナー（以下、LP）にとってリスク管理のソリューションは、分散を通じたダウンサイド・リスクの軽
減という、より単純明快なものでした。しかし、LPが投資資産の集中化を進め、少数の大手ゼネラル・パー
トナー（以下、GP）との関係を強化するに伴い、LPが直面するリスクは変化しつつあります。さらに、規制
要件や投資資産の価格高騰、ESG問題、その他の要因が、GPのリスク管理の在り方にも進化をもたら

しています。PEビジネスが拡大を続ける中、こうしたトレンドは継続することが見込まれます。

ベアリングスでは、PEおよび実物資産投資の歴史全般においてリスク管理に熱心に取り組んできました。
そしてその歴史の全期間に亘り、私達のリスク管理哲学はほぼ変わっていません。

プライベート・エクイティの多面的な
リスク管理アプローチ
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図1: ベアリングスが選好する一般的な資産特性
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—
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予測可能なキャッシュフロー

主要なメリット: 

- 投資の低リスク化
- デュレーションの短期化
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— 
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最小限の陳腐化リスク

低い弾力性、高い価格決定力

1
— 

戦略的な企業価値増大計画の策定（R&D）

研究開発（以下、R&D）は、長期的かつ戦略的にビジネスを如何に
構築するかを決定するに当たり、欠かすことのできないステップです。
実際、新しい投資アイデアをどのようにポートフォリオに盛り込むかは、
私達が最初に行うべきリスク管理の１つとなります。

私達の投資プロセスは、長期間に亘り持続が予想される趨勢的な
トレンドをマクロリサーチを通じて発掘することに重点を置いた、トップダ
ウンの投資テーマ策定からスタートします。次に、これらのトレンドが実
体経済のどの分野で有利に作用するかを見極め、購入可能な資
産が多く存在する“ターゲット・リッチ”なセクターを特定します。次に、こ
れらのセクターにおいて、例えば予想可能かつ測定可能なキャッシュ
フロー（図１）など、私達が選好する一定の特性を持つ資産またはビ
ジネスを特定します。 

趨勢的なトレンドからの恩恵が見込まれ、選好する資産特性を有す
る潜在的な投資機会を特定した際、通常はまず少額の投資からス
タートします。第一段階として資産の小規模なポートフォリオを購入す
るなどがその例です。こうしたアプローチにより、初期リスクを過度に取
ることなく前途有望なセクターや資産タイプに徐々に投資し、投資テ

ーマの有効性検証や戦略的な企業価値の増大計画策定を行うこ
とが可能となります。

この“培養期間”の間、以下を行うことができます:

• 産業／ビジネスをより深く理解する（新規参入の場合）
• 一段のリサーチを通じて”情報の優位性”を獲得する
• 投資テーマの有効性を確認する
• 投資戦略の進展状況を評価し、再考・微調整を行う

次に、この投資は私達の投資テーマに沿っているか否かを確認しま
す。もしそうであれば、時間をかけてポジションを徐々に増加させます。
投資テーマに沿っていない場合は、戦略を調整、ポジションを削減、
あるいはポジションからエグジットします。エクポージャー拡大または維
持を決定した場合、R&Dプロセスを日々行い、投資テーマが不変で
あることを確認します。

上記は例示のみを目的として示したものです。
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図2: 企業価値の創造

成長や規模の投資機会に資本を投下し、 
実物資産をアセットベースのプライベート・エクイティ事業に転換
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上記はイメージ図です。

2
—

戦略の設定とガバナンス

より多額のコミットメントを決定した場合、リターンを最適化す
るために資産やビジネスに対してどのようなアプローチを取るか
については、R&Dの結果により幾つかの選択肢があります:

• 実物資産そのものを購入し、アクティブに運営する
• 既存のアセットベース事業を買収する
• 資産を活用して新規事業を立ち上げ、企業価値を創

出する（図2）

私達はアクティブな投資家として、ハンズオン・アプローチで経
営を主導し、（企業の経営陣と密接に協働しながら）ポー
トフォリオ企業の事業戦略を実践します。こうした事業戦略
の一部となっているのが、ポートフォリオ企業レベルでのリスク
管理手段としてのガバナンスです。私達は早期から必要な“
抑制と均衡”を重視することにより、事業戦略を成功裏に
実践し、事業運営が失敗した場合の損失抑制に努めてい
ます:

• 案件の構造：法務的な合意書やその他条件が付され
るなど案件の構造は適切か？

• 機関投資家クオリティの管理構造:財務面・経営面に
おいて適切なクオリティ管理がなされているか？

• 経営陣: 事業戦略を実践するために適切な業界プロ
フェッショナルで構築されているか？（考え方のダイバーシ
ティが重要）

• ESG要因:対象ビジネスはESG要因を考慮しているか？
（図3）

• 利益の一致: 経営陣の利益は、ベアリングスおよび投
資家の利益と一致しているか？

利益の一致は一般的に下記３つの基準で評価します： 

1. 経営陣の"了承” ： 経営陣は提案された事業戦略を
理解・実践しているか？

2. “自己資金投資” : 経営陣は私達と同じ投資を行って
いるか？

3. インセンティブ ：経営陣の報酬は業績動向と連動して
いるか？

2005年当時、音楽業界は苦境に陥っていました。CDプレーヤーが消
え、MP3プレーヤーが登場、著作権侵害が蔓延し、数多のレコード店
が閉店を迫られました。ベアリングスはこの状況に投資機会を見出しま
した。今後のビジネスモデルを明確に予測できたわけではありませんが、
音楽配信方法の変化が市場のグローバル化をもたらし、音楽業界の
ビジネスモデルは曲自体の所有権にシフトするであろうと考えました。

ベアリングスは同年、顧客資金を用いて運営会社を設立し、小規模
な経営チームを採用して、音楽著作権の購入と著作権ポートフォリオの
運用を開始しました。

私達が音楽著作権という資産に注目したのにはいくつかの理由があり
ます。まず、何十年も前の曲が現在でも売れるなど、利益を生み出す
期間が長い点です。次に、高いキャッシュフローを生み出す資産である
という点です。著作権者は、曲が再生されたりダウンロードされたりする
たびにロイヤルティー収入を得ることができます。また、スマートフォンの普
及や音楽配信サービスの増加により、物理的な流通コストをかけるこ
となく世界中の顧客にアクセスすることが可能となりました。

少額投資でスタートしたこの投資は急速に成長し、キャッシュフローを
生み出すとともに、投資家やパートナーに再投資の機会をもたらしまし
た。当初の運営会社は今日、世界有数の音楽著作権企業に成長
しています。

上記は例示のみを目的としています。ケーススタディはベアリングスの投資プロセスを反映
したものですが、ケーススタディ内で言及された特定のポートフォリオ企業に関し、特定の証
券、投資およびポートフォリオ企業を推奨するものでもありません。特定のポートフォリオ企
業の情報は例示のみを目的としており、投資の現在もしくは将来の運用成果を示唆する
ものではありません。

音楽
ケーススタディ
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3
—

持続可能なバランスシートの管理

アクティブ投資家として、企業固有リスクの軽減と企業価値最大化の観点から、バランスシートの管理
に関わることは必要不可欠です。

“持続可能な”バランスシートの管理という場合、一般には事業の資本集約度を最小化し、複数の経
済・ビジネスサイクルを通じて容易に持続可能なバランスシートを担保することを指します。これが、私達
の”リスク低減“アプローチの基礎的側面が、投資開始直後から健全で予測可能なキャッシュフロー（
賃料、リース料、ライセンス収入）を生み出す能力のある資産や事業に投資することである所以です。

しかしながら、同様に必要不可欠なのは、キャッシュフローを改善し、より効率的に管理する方法を見出
すことです。そうすることによって、私達は通常、インカム創出をトータル・リターン全体の主たる（かつ、より
安定的な）源泉とすることを目指しています。（案件からのエグジット時を中心に）キャピタル・ゲインも追
求しますが、キャピタル・ゲインがトータル・リターンに占める重要性は相対的に低くなっています。

分配可能なキャッシュフローが多くある場合、以下を行う柔軟性が生まれます:

• 投資家に対する通常分配支払い、および/または資本返済
• 再投資オプション執行の最適化
• M&A活動の支援
• 事業成長イニシアティブへの投資
• レバレッジの引き下げ

持続可能なバランスシートの管理は最終的に、より優れた、かつ安定したリスク調整後リターンを投資
家にもたらします。

図3: ベアリングスの投資スクリーニング

上記はイメージ図です。

エクスポージャーを回避 (ボトムアップ) 結果のターゲティング (トップダウン)

除外 統合 意思

投資リターンによらず、社会・環
境改善につながる投資に照準

インパクト投資

長期に亘り持続可能な投資
テーマに合致する投資を実施

テーマ投資

企業運営に関する重要なESG要
因を特定し、これらのESG要因に
対する評価を継続的に投資プロ
セスに反映

ESGの
オーバーレイ

投資基準を満たさない
投資を除外

基準に基づいた
スクリーニング

投資家利益に資さない
投資を除外

ネガティブ・
スクリーニング
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世界金融危機の期間を通じてグローバル中間層の台頭が継続したことから、商業用航空機の旅客
数の伸びは今後数年間、経済の成長ペースを上回るものとベアリングスでは考えました。

私達は、高需要故に、所有者が比較的容易に売買できる流動性の高い市場を持つナローボディ航
空機に注目しました。効率的に運営すれば航空機は高い確度で高水準のキャッシュフローを生み出
します。

2011年、私達は耐用年数後期のナローボディ航空機に少額の投資を開始し、専門家チームを採用
して資産の運営を行いました。この結果、航空機は効率的に運用され、期待していたキャッシュフローを
もたらしました。私達の専門性が高まるに伴い、高水準の需要、廉価なメンテナンス費用、新型モデル
に対して魅力的な減価償却特性を有する耐用年数半ばの航空機に追加投資しました。

こうした投資を通じて、私達は航空機事業の運営に不可欠なノウハウを開発・精緻化しました。購入し
た全ての航空機に詳細なライフサイクル管理計画を策定し、計画よりも非常に厳格な事業運営を行
ってきています。

引き続き、ファイナンス、技術、マーケティング面におけるサービス拡大を含む経営的努力を通じ、現在の
商業用航空機投資の将来的な価値をさらに高めていく方針です。

上記は例示のみを目的としています。ケーススタディはベアリングスの投資プロセスを反映したものですが、ケーススタディ内で言及され
た特定のポートフォリオ企業に関し、特定の証券、投資およびポートフォリオ企業を推奨するものでもありません。特定のポートフォリオ
企業の情報は例示のみを目的としており、投資の現在もしくは将来の運用成果を示唆するものではありません。

商業用航空機 
ケーススタディ

4
—

オペレーショナル・エクセレンス

私達は長期的に魅力的なキャッシュ・イールドを模索するアクティブ・オ
ーナーである（さらに、リターンの多くをエグジット時のキャピタル・ゲインで
はなく、これらのキャッシュ・イールドから得ることを目的としている）ため、
投資期間を通じて投資先の事業が優れた業績を達成することが
必要不可欠です。そのためには、投資先事業は、私達が呼ぶところ
の”オペレーショナル・エクセレンス”を有している必要があります。

オペレーショナル・エクセレンスの達成において何より重要なのは、私達
が協働する企業経営陣の専門性や経営判断です。主な側面として
は、以下の点が挙げられます:

• 報告体制および手続きの標準化（例：財務・事業報告）
• 競争力維持および生産性向上のための、コスト効率が高くより

優れたテクノロジー・ソリューションの採用
• 設備投資や製品/サービスの価格決定において賢明な事業判

断を行うためのデータの取得/活用

オペレーショナル・エクセレンス達成の目標は、事業を急速に成長させ
ることよりも、事業に付随する個別リスク要因を管理し、事業活動に
よりもたらされる結果の変動性を減少させることにあります。セクターや
業種が異なっても、とある事業で上手く機能した事業モデルを他の
事業で活用する所謂「異花受粉」を行う場合もあります。

オペレーショナル・エクセレンスは、一部の業種や資産タイプにおいて、そ
の他の業種や資産タイプよりも計測しやすいという側面があります。
例えば商業用航空機の場合、共通に使用される係数である稼働
率データを取得することは容易です。商業用航空機はまた、一連の
キャッシュフロー（リース料収入）やメンテナンスなどの経常的支出が
前もって把握できる（または高い確度で予測できる）ため、予測が立
てやすい資産と言えます。
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ポートフォリオ・レベルでの分散

個別案件ベースでリスク軽減策を採るのみならず、ポートフォリオ・レベルでも分散を通じて慎重なリスク管理を行いま
す。実際のところ、ポートフォリオの賢明な分散は、全体的なリスク管理フレームワークの中で最も強力な柱であるとベア
リングスでは考えています。

私達の投資プロセスは幅広い投資ユニバースに亘り適用されます。投資対象のスクリーニングにおいて非常に選別的
なスタンスを採っているため、除外すべき投資が存在しないことは、ポートフォリオに追加すべき投資が存在することと同
様に有意義です。また、多くの投資対象に投資したからといって必ずしも十分な分散効果が得られるわけではないこと
も認識しています。こうした点を踏まえ、相関性の低い幅広い投資機会の中から思慮深く分散されたポートフォリオの
構築に努めています。

ベアリングスのポートフォリオ分散基準は以下の通りです：

• 投資テーマ・トレンド（例：新興国市場の中間層の台頭）
• セクター／業種（例：航空機、通信、医薬品、農業等）
• セクター内の資産タイプ（例：音楽著作権vsレコーディング権）
• キャッシュフローの源泉と形状（例：自然発生的vs契約による裏打ち、前倒しvs後ろ倒し）
• ライフサイクルにおける位置（例：開発段階、中間段階、成熟段階）
• 地域配分（例：グローバルにおける地域配分、地域における国配分）
• 規模（例：事業の規模、ポジションの規模）

これらの分散が上手くいった場合、結果として得られる確信度の高いポートフォリオは、真に差別化されたリスクおよびリ
ターンの源泉と魅力的なリスク・リターン特性を有し、お客様に安定的に優れたリターンを提供できる潜在性を持つこと
になります。

図4: 分散されたポートフォリオが顧客ポートフォリオに分散をもたらす
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実体経済セクター内の広範な投資機会を活用することにより
 1) 分散された、2) 顧客ポートフォリオを伝統的資産クラスからさらに分散させるポートフォリオ構築が可能

上記は例示のみを目的としたものです。
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ベアリングスの投資チームは2008年、テクノロジーおよび通信セクターにおいて、とある投資機会を特定
しました。投資チームは、スマートフォンの普及によるモバイルデータ需要の成長性を市場参加者が過小
評価していると考え、ワイヤレス・インフラ資産、中でも携帯電話基地局に狙いを定めました。これらの資
産はキャッシュフロー創出能力が高く、携帯電話事業者からの予測可能な需要、および規制面の制
約故の高い参入障壁による恩恵を受けるものと考えました。

2009年に米国内のワイヤレス・インフラ資産ポートフォリオに投資し、アクティブな事業運営を行いまし
た。この結果、2012年には、ワイヤレス・インフラ資産の運営・開発を行う英国企業を買収しました。当
該企業の事業構造は健全で、EBITDAをフリーキャッシュフローに転換する能力に優れていました。

その後5年間、既存基地局のアップグレードなどの有機的成長、追加的な基地の取得などの非有機
的成長を遂げました。業界の統合により幅広い企業買収のオプションがもたらされるものと見込み、キャ
ッシュ管理においては、分配や小規模の再投資機会の追求よりも純負債比率の引き下げを優先し、
大型買収への余力を維持しました。

こうしたバランスシート管理の結果、当該企業の企業規模は倍増し、ベアリングスが2018年1月に成
功裏にエグジットするまでに能力を増強し、マーケット・リーダーとしての地位を確立しました。

上記は例示のみを目的としています。ケーススタディはベアリングスの投資プロセスを反映したものですが、ケーススタディ内で言及され
た特定のポートフォリオ企業に関し、特定の証券、投資およびポートフォリオ企業を推奨するものでもありません。特定のポートフォリオ
企業の情報は例示のみを目的としており、投資の現在もしくは将来の運用成果を示唆するものではありません。

JONATHAN ROTOLO（ジョナサン・ロトロ） CFA
プライベート・エクイティ / 実物資産投資責任者

ベアリングス・オルタナティブ・インベストメンツ、グローバル不動産、プライベート・エクイティおよび実物
資産プラットフォームのメンバー。プライベート・エクイティ / 実物資産投資責任者兼投資委
員会議長。1998年より金融業界業務に携わる。2005年の入社以前は、ステート・スト
リートにおいて戦略提携業務に従事。ハミルトン・カレッジにて心理学の学士号取得。ボス
トン大学経営大学院にて投資経営学の修士号、ダートマス大学タック・スクール・オブ・ビジ
ネスにてMBA取得。CFA。ボストン証券アナリスト協会メンバー。
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