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筆者3つの主要ポイント

•ﾠ マクロ経済や規制、マーケット要因が重なり合う
今こそ、私たちは低炭素経済への移行を推進する 
成長企業に投資する好機であると考えています。

•ﾠ 近年、かつてない規模で気候関連スタートアップ
企業に投資が行われ、イノベーションが進展する
なか、脱炭素に焦点を当てた成長ステージにある
魅力的な企業の投資パイプラインが厚みを増し、
機が熟しています。

•ﾠ アセットオーナーや投資マネジャーは世界的規
模で脱炭素問題に対して効果的に取り組むため、 
従来のファンドの仕組みにとらわれず、創造的な
発想を持つことが必要です。

市場の状況
•　 投資家が高インフレや負債コストの上昇、地政学的な混乱
に反応し、バリュエーションは理論的に説明がつく水準に修
正されつつあります。こうした変化により、気候関連分野か
ら短期的な参加者の多くが追い払われ、成長過程の重要な
タイミングで資本や戦略的なインプットを必要とする有力な
革新的企業が残る形となっています。

•　 欧州諸国は、輸入化石燃料に依存することは政治的、経済
的に弊害があることを学びました。エネルギー移行がこう
した問題に対する唯一の解決策ではないものの、再生可能 
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エネルギーによりエネルギー供給に
よりコントロールが効くようになるの
は有益なことです。

•　 気候変動に特化したファンドはブーム
となりましたが、資金の大半は成熟
したバイアウトかアーリーステージの
いずれかに集中しており、中間の空
隙を埋めるべく、私たちはその分野
の投資機会に取り組んでいます。気
候変動インパクトに関わる成長分野
には他と比べ手が回っておらず、アー
リーステージから成熟しつつある 
革新的な企業が見過ごされ、資金不
足に陥っていることがあるのです。

•　 炭素削減ソリューションに投資する機
会は豊富にあり、必要性は極めて高
くなっています。国連の推計によれ
ば、2050年までにネットゼロを達成す
るには125兆ドルの気候関連投資が 
必要です。これを達成するには、現在 
から2050年までの投資額は過去 
5年間の3倍になる必要があります1。

投資行動・今後の方針
•　 モビリティセクターは直接的に世界の

CO2排出量の14％を占めており、
成長と化石燃料の使用を切り離す必
要があります2。以下の4テーマが進
行中で、それぞれ革新的で成長志向
の企業に機会を創出しています。

-  電動化：自動車や鉄道、海運業界に
おけるパワートレイン（駆動装置）の
シフトによりサプライチェーンやイン 

フラ、製品ライフサイクル終了時のプロ
セスが根本的に変化するでしょう。

-  コネクティビティ：ネットワーク接続が
可能な車両は、消費者向けおよび産
業用途全般において、性能の向上や
情報システム、パフォーマンス指標の
リアルタイムモニタリングが可能に 
なります。

-  自動化：無人輸送（すなわち人間の支
援なしの輸送）は車両の見方や使い
方、周囲の環境との関わり方を大きく
変えることになるでしょう。

-  スマートモビリティ：サービスとして 
のモビリティ（MaaS：Mobility as a 
Service）は自動車や輸送サービスの
新たな使用法を創出しています。

•　 電気や熱、他のエネルギー生産は世
界のCO2排出の35%を占めます 3。
マクロ要因（たとえば、人口増加や
1人当たりエネルギー使用量の増加
など）からエネルギー需要の増加は
不可避ですが、その需要は手頃な価
格のCO2排出量ゼロのエネルギー
生産により賄う必要があります。これ
は、風力発電や太陽光発電等、既存
の再生エネルギー技術を拡充し、再
生エネルギー導入の障害を克服する
のに役立つイノベーションを促進す
る機会を創出しています。

•　 農地の劣化や人口増加、政府の規
制、消費者の嗜好の変化により、より
多くの食料、より健康的な選択肢、そ

してより環境に優しい慣行に対する
需要が高まっています。農業や林業、
その他の土地利用が世界のCO2排
出量の約25%を占めています 4。歴
史的に、食品・農業セクターはモビ
リティやエネルギーセクターほど投資
資金やイノベーションの恩恵を受け
てきませんでした。しかしながら、か
つてない水準の投資資金が、より持
続可能な食料システムを可能にする
革新的なソリューションに流入し、状
況は一変しました。そうしたソリュー
ションが成熟するのに伴い、バリュー
チェーンの上流から下流まで企業を
支援する豊富な投資機会が出現して
います 5。

今後の注目点
•　 気候に関する議論は主に供給側の
力学を中心に行われてきました。私
たちは既に生産された原材料をより
有効に活用することで需要サイドの
CO2排出を回避する大きな可能性
があると見ています。天然資源の消
費を抑える循環型経済モデルを採
用することで世界のCO2排出量を
2032年までに39％削減し6、2030年
までに4.5兆ドル相当の経済効果を
生み出す可能性があるのです 7。投
資機会はマクロ経済的、構造的ドラ
イバーの支援材料があればより強力
なものとなり、持続可能なファッショ
ンやパッケージ、建材、先進的リサイ
クル等、極めて魅力的な投資機会を
生み出す可能性があります。

1 UN Climate Champions, Race to Zero, 2021
2  IPCC (2014); Exit based on global emissions from 2010. 予想に含まれる情報源の詳細は気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書第3作業部
会報告書を参照。

3  IPCC (2014); Exit based on global emissions from 2010. 予想に含まれる情報源の詳細は気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書第3作業部
会報告書を参照。

4  IPCC (2014); Exit based on global emissions from 2010. 予想に含まれる情報源の詳細は気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書第3作業部
会報告書を参照。

5  精密農業や持続可能な農業、代替食品（植物由来、発酵、培養肉）、水産養殖、再生可能化学のような高成長分野におけるハードウエア、ソフトウエア、生物
学的あるいは合成ソリューションに及ぶイノベーションはすべて、数兆ドル規模の世界の食品・農業分野における商業的な成功および炭素削減の成功をもた
らす機会を提供。

6 The Circularity Gap Report 2021
7 Accenture: Waste to Wealth
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8 出所：Preqin

•　 初期の成長段階において、ベン
チャーキャピタル（VC）の投資家は、
ネットゼロ・コンクリートや持続可
能な建材から水素航空機、代替イン
フラシステムに至るまで気候変動に 
よる大災害を回避するために必要な
技術の拡充に向け不可欠なリスクを
負っています。イノベーションは必要
ですが、こうした企業の成功は持続
的に資金を調達し、適切に活用でき
るかにかかっています。私たちは、
真のインパクト・ポテンシャルを有す
る企業を特定するため独自の方法論
を用いて、一貫してアーリーステージ 
の有望な投資機会パイプラインを 
見出し、関与しています。

•　 資金調達環境の厳しさから、高成
長企業の多くが必要金額を調達す

るために低めのバリュエーションを
受け入れざるを得なくなっています。 
以前は破格の高バリュエーションで
評価されていた企業が投資可能なレ
ンジに落ち着いてきています。また、 
企業は投資家に配慮したディール・ 
ストラクチャーを受け入れやすくなっ
ています。その場合、残余財産優先
分配権や強制売却権、希薄化防止条
項等の条件を交渉することによりリス
クリターン特性を一層魅力的にする 
ことが可能になると思われます。

•　 プライベート・キャピタルの待機資金
（ドライパウダー）は3.6兆ドルという 
記録的な水準にあり8、プライベー
ト・エクイティを含むプライベート市
場全般にわたり、高水準の取引が維
持されるものと思われます。優良資

産の獲得競争は引き続き激しく、魅
力的な取得時バリュエーション水準
でのディール組成は容易ではありま
せん。リミテッドパートナーのために
価値を生み出すためには、ゼネラル
パートナー（GP）は選別眼を発揮し、
規律を保たなければなりません。



ウェブサイトでは様々なレポートを掲載しています 
www.morganstanley.com/im/jp

© 2023 Morgan Stanley CRC 5464993 Exp. 02/29/2024

重要事項  
本書は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが 2021年 
に海外で発行したレポートを邦訳したものです。本書と原文（英語版）の内容に 
相違がある場合には原文が優先します。  
本資料は情報提供のみを目的に作成したものであり、いかなる特定の証券の売
買のオファーを行うものでも売買の推奨を行うものでもなく、特定の投資戦略
を推奨するものでもありません。

オルタナティブ投資は投機性が高く、高度なリスクを伴います。投資家は投資
全額もしくはその相当額を失う可能性があります。オルタナティブ投資は無期
限に流動性を諦め、資本をリスクにさらすことを厭わない長期投資家にのみ 
適しています。オルタナティブ投資は極めて流動性が低いのが通常です。オルタ 
ナティブ投資はしばしばレバレッジやその他の投機的な手法を用います。その 
結果、ボラティリティや損失リスクが高まることがあり得ます。オルタナティブ 
投資は典型的には報酬や費用が他の投資ビークルよりも高く、かかる報酬や 
費用は投資家が実現できるリターンを押し下げます。

オルタナティブ投資ファンドは往々にして規制されておらず、投資信託と同じ 
規制要件を課されていません。また、定期的な価格情報の提供も求められてい
ません。本資料に含まれる内容は、特定のクライアントの状況に対する考慮に
基づくものではなく、投資アドバイスでもありません。いかなる方法においても 
税務、会計、法務、規制上のアドバイスと受け止めるべきではなく、投資家は 
投資判断を下す前に、税務上の影響についてのアドバイスを含めて、独立した
法務及び財務専門家のアドバイスを受けられるようお勧めします。

本資料中で表明されている筆者の見解や意見は、市場や経済状況によりいつい
かなる時点においても変更される可能性があり、実現されるとは限りません。さ
らに、本資料作成時点後に入手可能となる情報や経済・市場状況、情勢の変化
を反映すべく、アップデートもしくは修正する予定はありません。表明されてい
る見解はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのすべてのポー
トフォリオ・マネージャーの意見を反映するものでも会社全体としての見解でも
なく、当社が提供する商品やすべての運用戦略に反映されているとは限りませ
ん。当資料に含まれる情報は信頼できると判断した情報に基づいて作成された
ものですが、その情報の正確性あるいは完全性を保証するものではありません。

本書は情報提供を目的として作成したものであり、個別の有価証券等の勧誘
を目的としたものではありません。本書は信頼できると判断した情報を元に、 
十分な注意を払い作成しておりますが、その正確性や完全性をお約束するもの
ではありません。本書の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更され
ることがあります。本書中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、特定の銘柄及び市
場等全般の推奨や価格の上昇又は下落を示唆するものではありません。当社
の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

リスクについて  
受託資産の運用は、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の価格
変動リスクや株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク等による影響を受
けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に帰属し、元本が保証され
ているものではなく、元本損失又は受託資産に関して行われる取引に際し預託
すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがあります。

個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象
国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、投資一任契約
を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧ください。

受託資産の運用に係る費用について   
投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対
して年率2.20%（税込）を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてか
かります。投資一任契約に基づいて投資信託を組み入れる場合は、投資する投
資信託に係る費用等が投資顧問報酬に加えてかかる場合があります。また、一
部の戦略では投資顧問報酬に加えて成功報酬がかかる場合があります。その他 
の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・オプション取引に要する費
用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただく場合があります。 これ
らの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等により異なる為、事前に
料率、上限額等を示すことができません。

当資料は、当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して
提供されるものであり、特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的と
するものではありません。
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