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当資料の要旨 

「インフラ・ギャップ＊」からの効率的な投資収益獲得に向けて 

 「インフラ・ギャップ」に係る今後の見通し 

 「インフラ・ギャップ」は魅力的な投資機会と考えられます。 
 

 インフラ企業に投資する際には、規制変更や政治情勢等に関する様々なリスクについて常にモニタリングすることが重要と考え
ます。これらの対応も含めて、インフラ業界に精通したパートナーズ・グループの運用力を活用することは、「インフラ・ギャップ」か
らの効率的な投資収益獲得において有効と考えます。 

 2016年から2030年までの15年間における世界のインフラ投資需要は、累計で約1京円が見込まれます。年間では約680
兆円となり、これは現在の水準の約3.4倍に相当します。 
＜先進国＞老朽化した既存インフラの更新等＜新興国＞人口増加・都市化等に伴う基本サービスに係るインフラ整備 
＜環境対策＞温室効果ガスの削減、大気・水質汚染への対応、再生可能エネルギーへの移行 

 

 財政難の政府はインフラ投資需要に対する民間資金の活用を加速すると思われます。一方で、国民経済・生活を守る
社会インフラの重要性から、特別な保護規制を受けた投資魅力の高いインフラ企業が誕生すると考えます。 

 「世界コアインフラ株式ファンド」の特色 

 主として長期にわたり安定的なキャッシュフローの獲得が見込める、世界のコアインフラ企業の株式に投資します。 
 

・主として、コアインフラ資産を実際に保有または運営し、当該資産が属する市場で独占的な地位にあるコアインフラ企業の株式に投資します。 
・コアインフラ資産とは、インフラ資産の中でも、参入障壁が高い分野において必要不可欠な施設など、より長期にわたり安定的にキャッシュフ
ロー収入が期待できる資産をいいます。 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

＊「インフラ・ギャップ」とは、インフラ整備上の目標と現状の差のことを指す。 
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「インフラ・ギャップ」に係る今後の見通し① 

2016年から2030年までの15年間で、インフラ投資需要は累計約95兆米ドル（約1京円）と見込まれ
ます。 

＜先進国＞ 
 
老朽化した既存インフラ 
の更新等 

＜新興国＞ 
 
基本サービスに係る 
インフラ整備 

＜環境対策＞ 
 
温室効果ガスの削減、 
大気・水質汚染への対応 

＋ 

＋ 

グローバルにおけるインフラ投資需要の推計値 – 累計約95兆米ドル 

32.1 

31.9 

13.6 

8.3 

6.4 

2.7 

エネルギー関連  

道路  

上下水道  

テレコム  

鉄道  

空港および港湾  

※1米ドル=107.37円（2018年2月末時点）を使用して換算 
※世界のインフラ需要はOECD「Technical note on estimates of infrastructure investment needs（July 2017）」からの数値を使用。 
出所：OECDの情報をもとにパートナーズ・グループ作成 

先進国 

新興国 

環境対策 

（兆米ドル） 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3F-vGPmskCFYhtFAodmRgOKg&url=http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704231304575091343426141892&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNGJtIc5-VKC-prO_cXOxd-J5N9rMA&ust=1447941286244371
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNzZu8LcmckCFcNVGgodB7oImQ&url=http://www.usatoday.com/story/weather/2015/09/01/heat-waves-droughts-frequent/71520160/&bvm=bv.107763241,d.d2s&psig=AFQjCNEV95sMV9ra51Z6PQZdTkD-NHPW-g&ust=1447927518670317
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「インフラ・ギャップ」に係る今後の見通し② 

政府の財政難等を背景にインフラ投資需要に対する民間資金の活用が今後さらに拡大する見込みです。 

民間資金等による「インフラ・ギャップ」の充填が急務 

 

2008年の金融危機以降、バーゼ
ルⅢなどの規制により、銀行は貸し
付けがより困難な状況に 

 

インドは、高速道路プロジェクトの
資金調達のため、日本の貸方企
業と交渉 

 

アジアを舞台に日中がインフラ整備で競争。ア
ジア開発銀行は今後10年で約８兆米ドルが
必要になると試算 

 

パラグアイはインフラにGDPの3.5％
を投資計画 

 

 

コロンビア政府はインフラ事業
計画を最優先に 

現在の 
インフラ 
投資需要 
年間 

約200兆円 

2030年までの 
インフラ 
投資需要 
年間 

約680兆円 

「インフラ・ギャップ」 財政難の政府は、拡大するインフラ投資需要 
に対する民間資金の活用を加速 

インフラ資産の社会生活における重要性に鑑みて、
政府によるインフラ企業への保護規制を併せて実施 

魅力的な投資機会 

出所：各種報道をもとにパートナーズ・グループ作成 

• 安定的なキャッシュフローの発生 
• インフレ連動型の収益契約等 

経営の安定化を政府が奨励 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

※1米ドル=107.37円（2018年2月末時点）を使用して換算 
出所：OECDのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
※「現在のインフラ投資需要」とは2010年-2020年における需要の予測値を指す。 
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「世界コアインフラ株式ファンド」について① 

当ファンドは、主として長期にわたり安定的なキャッシュフローの獲得が見込めるコアインフラ企業に投資をし
ます。コアインフラ企業とは、景気・需給動向等に影響を受けにくい収益構造（規制下での収益）を持つな
どの特徴がみられます。 

当ファンドの投資対象ユニバースのイメージ（パートナーズ・グループの運用プロセス） 

※上記はパートナーズ・グループが考えるリスク・リターンのイメージです。 

1～3の円がパートナーズ・グループの投資対象です 

インフラの例 

1 : 水道、送配電、公共施設 
2 : 通信、規制発電、複合 
3 : 運輸（空港、有料道路、鉄道、港湾） 
4 : 総合公共事業、発電、建設、 
    サービス、物流、その他 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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「コアインフラ企業」に投資することで、より安定的なキャッシュフローの獲得をめざします。 

安定的な 
キャッシュフロー 

市場における
独占的な地位 

インフレ連動性
の収益 

・参入障壁が高く、各業種における独占企業 
     または準独占企業。 
 ・巨額な設備投資の必要性や厳しい法規制等 
  から、ブランド力・優位性を有する企業。 

 

・道路、鉄道等の日常生活に 
 不可欠な社会インフラを 
 担う企業 

 

・インフレ時にサービス・商品 
 価格を引上げ可能な企業 

 

3つの 
厳しい条件 

１ 

2 3 

「世界コアインフラ株式ファンド」について② 

コアインフラ企業の特徴 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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当ファンドの投資機会 

当ファンドは、インフラ資産に関する様々なリスクを軽減し、効率的な投資収益獲得をめざします。 

インフラ業界に精通した運用会社を活用 
 

「世界コアインフラ株式ファンド」 

インフラ企業に関する様々なリスク（例） 
  
 
保有するインフラ資産に関する規制ルールの見直し、新規参入者に対する許認可制度の変更等 
 

 
各国の政権交代等に伴う、インフラ資産の保有および民間活用に関する政策変更等 
 
 
 
建設中のインフラ資産（施設）に関する遅延等 

規制リスク 

政治リスク 

建設リスク 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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11,604  

11,002  

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

2016/06/29 2016/12/29 2017/06/29 2017/12/29

分配金再投資 

基準価額 

基準価額 

ファンドの運用実績 

※期間：2016年6月29日（設定日前営業日）～2018年4月27日（日次） 
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金は考慮していません。 
※分配金再投資基準価額は、税引き前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。 

基準価額の推移 

（年/月/日） 

（円） 
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ポートフォリオの状況 

※2018年3月末時点 
※業種はパートナーズ・グループによる分類。 
※上記比率は、当ファンドの純資産総額に対する比率を表示しています。 

組入銘柄数：40銘柄  

銘柄名 業種 比率（％） 

1 ヴァンシ 有料道路 5.8 

2 エンブリッジ パイプライン 5.2 

3 アメリカン・ウォーター・ワークス 水道 4.7 

4 ユニオン・パシフィック 鉄道 4.1 

5 リパブリック・サービシーズ その他公益事業 4.0 

6 アトモス・エナジー 送配電・ガス 3.9 

7 クラウン・キャッスル・インターナショナル 通信塔 3.6 

8 アトランティア 有料道路 3.4 

9 チューリッヒ空港 空港 3.4 

10 アエナ 空港 3.1 

組入上位10銘柄の組入比率 
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アエナ（空港事業、スペイン） 

 

 同社は、スペインで46ヵ所、メキシコを中心にグローバルで16ヵ所の空

港を運営。マドリードのマドリード・バラハス空港、バルセロナのバルセロ

ナ・エル・プラット空港を運営。（2017年時点） 

 同社は世界最大の旅客利用者数を持つ空港運営会社。 

 

 ほとんどの観光地をカバーできる空港群を一括運営しており、実質的な

独占状態。 

 観光・空路需要をほぼ独占した事業運営により、政府からの保護、他

社との価格競争等による収益悪化を回避。 

 空港の新たな設置は容易でない。また、テロ・セキュリティ対策等、空港

運営は高度なスキル等が必要。 

 国・政府等との事前契約に基づき、着陸料等はインフレに連動する。観

光客の増加に伴い、航空・非航空系事業の両面において収益が増

加。 

「コアインフラ企業」と考えるポイント 事業内容 

 

a) 観光大国スペイン 

 外国人観光客到着数において、スペインは、フランス、米国に次いで第
3位であり、年間約7,600万人に達している。（2016年時点） 

 

b) 外国人観光客の訪問手段は飛行機が大宗 

 移動手段が飛行機の場合、スペインは第1位であり、年間約6,800
万人。スペインへの観光客のほとんどは飛行機を利用。（2016年時点） 

c) 主要観光地をしっかりとカバーする空港群を運営 

 同社は、ほとんどの観光地をカバーできる空港を運営し、スペインへの外
国人観光客の空港需要の大部分を獲得する。 

＜最近の空港ビジネスのポイント＞ 
 

• 空港ビジネスにおける収益の柱は、航空系事業と非航空系事業。 

   航空系事業：着陸料や旅客ターミナル使用料である旅客取扱料等 

    非航空系事業：レストランや物販店等からのテナント料等 
 

• 近年、膨大な利用者基盤を有する等、空港の特長を活かす非航空系事
業が活発化。 

アエナへの追い風 

出所：世界観光機関、各種情報をもとにパートナーズ・グループ作成 ※業種はパートナーズ・グループによる分類。 

投資企業例 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドへの組入れまたは保有の継続を示唆・保証するものではありません。 
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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クラウン・キャッスル・インターナショナル（通信塔事業、米国） 

 

 同社は、全米に国内最大級の40,000以上の通信塔を保有・運営す

る会社で、大手３社の1つ。この３社が米国の通信塔をほぼ独占。米

国市場にビジネスを注力し、都市部に強い。 

 同社の収益源は、AT&T等の携帯電話会社等が通信機器を設置す

るために使用する通信塔のリース料。 

 

 
 

 世界のモバイルデータ通信量は2015年からの5年間で約8倍に拡大が
見込まれている。 

 データ通信量の拡大は、通信インフラ施設に対する需要増加へ。携帯
電話会社等がより多くの通信機器を通信塔に設置する必要があること
から、リース料が上昇。 

 

 同社を含む大手3社が米国の通信塔をほぼ独占。 

 インターネットはもはや社会インフラとして不可欠な要素であり、本ビジネ

スも社会的に不可欠なもの。 
 

 規制が厳しいために新しい通信塔を建設することが難しい。携帯電話

会社等がサービスを改善するためには、既存の通信塔に新たな装置を

設置する必要あり。 

 年間リース料の契約の多くは長期のインフレ連動型あり。 

（＝インフレに連動する） 

「コアインフラ企業」と考えるポイント 事業内容 

スマートフォン等の利用拡大が強い追い風に 

＜通信塔ビジネスのポイント＞ 
 
 

• 通信塔の保有・運営会社が、通信塔の使用スペースを携帯電話会社や放
送事業者等にリースすることで継続的な収益を得る。 
 

• 通信塔は、データ通信の中核であり、通信量等が増えるほど、 
利用ニーズも高まる傾向あり。 

携帯電話会社 
放送事業者 等 

利用者 

通信塔 
運営会社 

リース料 

使用枠をリース 

通信料 

通信サービス提供 

データ通信 

出所：総務省、各種情報をもとにパートナーズ・グループ作成 ※業種はパートナーズ・グループによる分類。 

投資企業例 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドへの組入れまたは保有の継続を示唆・保証するものではありません。 
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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よくあるご質問① 

＜Q1＞  金利上昇局面でのパフォーマンスについて（インフレとの連動性について） 

 

• 名目金利と実質金利を分けて考える必要があります。 

 名目金利とは、物価上昇率を加味しない表面上の金利のこと。一方で、実質金利とは、名目金利に物価上昇率（インフレ率）を加味し
た金利のことを指します。 

  
 

• パートナーズ・グループでは今後の市場見通しをインフレを伴う金利上昇と考えています。このような環境における名目金利の
上昇では、コアインフラ企業の将来キャッシュ・フローが直接的または間接的にインフレ率にある程度連動することから、それら
の企業の株価には悪影響を及ぼさないと考えています。 

  

 

• なお、実質金利の大幅な上昇は、コアインフラ企業の株価にマイナスの影響を与える可能性があります。これは、将来キャッ
シュ・フローに対する割引率が上昇するためです。この影響はインフラ企業以外の企業でも発生します。特に、公益企業
（リートも同様）は、債券の代替投資とみなされる傾向があるため、予期せぬ実質金利の上昇に対しては注意する必要が
あります。 

 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記見解は作成時点のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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よくあるご質問② 

＜Q2＞ 足元の投資タイミングをどのように見ているか 

 

• コアインフラ企業の将来キャッシュ・フローは、長期において、株式市場全体よりも景気動向の影響を受けにくく、安定的
な傾向があります。一方で、インデックス運用の拡大等もあり、銘柄レベルではなく、インデックス構成銘柄レベルでの売買が
発生していることから、株式市場全体との相関も発生しています。そのため、将来のパフォーマンスは世界株式市場の拡大
にも強く影響を受けます。 
 

• 2018年1-3月期における世界株式市場の後退局面では、当ファンドの基準価額も下落しました。良好な米雇用統計等
を背景とする米長期金利の上昇局面であったものの、コアインフラ企業が持つインフレ連動性の高い将来キャッシュ・フローが
適切に市場で評価されなかったためと考えています。一方で、ヴァンシ等の主要投資銘柄が好調な業績を発表する等のポ
ジティブな要素も多くありました。そのため、パートナーズ・グループでは、足元において、インフラ企業の株価は相対的に魅力
度が高い状態にあると考えています。 

 

 

 

 

 

 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記見解は作成時点のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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(ご参考)各種データ 

伝統資産との相関係数 

世界コア 
インフラ 

国内債券 国内株式 国内REIT 海外債券 海外株式 海外REIT 

世界コア 
インフラ 

国内債券 -0.25 

国内株式 0.78 -0.57 

国内REIT 0.22 0.18 0.10 

海外債券 0.69 -0.44 0.63 -0.01 

海外株式 0.77 -0.56 0.86 0.08 0.86 

海外REIT 0.75 -0.25 0.63 0.18 0.76 0.76 

※期間：2015年3月末～2018年3月末（月次） 
※使用指数等は以下のとおり 
世界コアインフラ：パートナーズ・グループ リステッド インベストメンツ SICAV–リステッド インフラストラクチャーシェアクラスEUR（ I–Acc.、円換算ベース）、国内債券：
NOMURA-BPI総合、国内株式：東証株価指数（配当込み）、国内REIT：東証REIT指数（配当込み）、海外債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、海外株式：MSCI 
AC ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）、海外REIT：S&P先進国REITインデックス（除く日本、円ベース、配当込み） 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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ファンドの特色 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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ファンドの投資リスク 

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益は
すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

基準価額の変動要因 

株価変動リスク 当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

為替リスク
当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為

替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

業種および

個別銘柄選択リスク

当ファンドは、業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場

が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。

信用リスク
当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の

価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

流動性リスク

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取

引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に

影響をおよぼす可能性があります。

カントリーリスク
当ファンドの投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額

が下がる要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

分配金に関する留意事項 

・ 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、
分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 
・ 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を
保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 
・ 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用
収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 

 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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お申込みメモ（ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。） 

※巻末のご注意事項をご覧ください。 
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ご注意事項 

■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの
ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■東証株価指数および東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数
の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■MSCI AC ワールド・イン
デックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 
お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る
信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証す
るものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料における内容は作成時点（2018年4
月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 
投資信託は 

• 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して
購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 

• 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 
• 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 

 



商 号 等：アセットマネジメントOne株式会社 

              金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号   

加入協会：一般社団法人投資信託協会 
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金融商
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業協会

備考

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

クレディ・スイス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第66号 ○ ○ ○ ○

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください） 

※2018年4月8日時点 
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