
2019年前半の 
ヘッジファンド戦略見通し
ソリューション＆マルチ・アセット｜AIPヘッジファンド・チーム｜インベストメント・インサイト｜2019年 1月 1 

はじめに
引き続き世界の株式市場においてボラティリティが高まる
可能性があるとの見通しを維持しています。2019年に
米国がリセッションに陥る可能性は低いとみる一方、米国
株は厳しい金融情勢やGDP成長率の鈍化によって 
1株当たり利益の伸び率が低下するなど、強い逆風に 
さらされると考えています。失業率が50年ぶりの低水準 
にあること、またコア個人消費支出価格指数が目標の
2％水準にあることを踏まえると、米連邦準備制度理事会
（｢Fed｣）はバランスシート縮小を継続するものと思われ
ます。フェデラルファンドレートの先行きに関しては不確実
性が増していますが、株価収益率は今後の政策金利 
引き上げの影響を受けやすい状態が続いています。米国
議会における党派対立を考慮すれば行き詰まりの状態
が続くとみられ、大規模な税制改正またはインフラ法案
成立といった財政政策による景気刺激が行われる見通
しは限定的です。さらに賃金や関税の上昇が、売上高
利益率を圧迫する可能性があります。第4四半期に
低迷した株式投資のリターンを考えれば、市場は明らか
にこのようなリスクを織り込み始めています。

欧州やアジアの先進国市場はバリュエーションや実質
金利の低下を踏まえて、相対的にアウトパフォームすると 
思われます。一方、イタリアのポピュリスト的な財政政策が、
既に巨額に膨れ上がった公的債務の負担を悪化させ
る可能性があり、その債務の持続可能性は、依然として
欧州の資産にとって主要なリスクとなっています。さらに
欧州中央銀行（｢ECB｣)の量的緩和政策が終わりに 

1 特段の断りのないかぎり、市場データの出所はBloombergです（アクセス日は2019年 1月2日）

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更
される可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

近づきつつあるとの観測は、欧州における金利上昇と
株価収益率の低下圧力になる可能性があります。加え
て、現在も続く英国のEU離脱（ブレグジット）交渉は、引き 
続き欧州の資産価格ボラティリティに影響を及ぼす 
でしょう。エマージング市場を含むアジアのリスク資産は、
今後も米中通商政策の進展に大きく左右されます。米国
が追加関税を課さないと決定した場合はマーケットに
強気な見方が広がる一方、さらなる保護的措置が取ら
れると大幅な下振れリスクになると思われます。エマー
ジング市場の株式は2019年に利益成長率の上昇が
予想される一方、現在は先進国株式と比較してかなり
割安な水準で取引されています。さらに、米国金利の
引き上げやドル高という市場の思惑が弱まってきており、
エマージング市場の資産にとって追い風となる可能性が
あります。また我々は、グローバル・クレジット市場は、広範
な市場においては上値余地が限定的なものの、先進国
市場とエマージング市場のどちらも未だ投資機会が存在
していると認識しています。

2018年は、グローバル株式や債券からのリターンが目に
見えるかたちでマイナスとなり、資産クラス全体で運用
成績が顕著に低迷した年でした。従来通り、アクティブ
運用ヘッジファンドにおけるポートフォリオの運用成績は、 
資産配分戦略やファンドマネージャーの選択の決定の 
仕方によってさまざまでした。アルファの機会に焦点を 
当てて、ベータの限定に努めたファンドは、マーケットや
ヘッジファンドのベンチマークをアウトパフォームしました。
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アセットクラス全体、とりわけ株式と商品市場に、ボラティリティの
上昇が認められます。世界の中央銀行によるバランスシートの縮小
は、金融情勢や市場流動性との関連によって、ボラティリティ上昇
環境への移行の駆動要因となると考えています。金融情勢は、さら
なる金融引き締め策によって株価が下落しクレジットスプレッドが拡大
する市場において、極めて引き締め基調になる可能性があります。
加えて我々はイベントリスクが、ボラティリティおよび相関の突発的な
急上昇を引き起こす源泉となり続けると予想しています。重要なこと
には、我々が、資産内相関および資産間相関は一般的に、それ
ぞれ銘柄選別とマクロ投資戦略の支えとなる水準を保つ可能性が
あると考えていることです。換言すると、企業およびマクロ資産価格は、
グローバル市場の地合いよりも、むしろファンダメンタル要因によって
決まると、我々は予想しています。

2018年には、ロング／ショート株式投資戦略のファンドは、広範に
わたって苦戦しました。マーケットまたはセクター特定的エクスポー
ジャーは、多くのファンドにとって損失の源泉となりましたが、取引参
加者の多い株式へのエクスポージャーは、レバレッジ解消の過程で
損失を拡大しました。さらに、ファクター・エクスポージャーの急激な
反転（成長率やモメンタムなど）が大きな損失をもたらしました。米国
では、我々は、主として企業特定的なファクターによって駆動される 
リターンの獲得を目標として、ファクター・エクスポージャーを制限する
ロー・ネット・セクター・スペシャリストに、ロング／ショート株式投資戦略 
のエクスポージャーを集中させることを選好しています。個々のセク
ター・スペシャリストに加え、我々は、市場リスクやファクターリスクを
軽減させる一方で、安定したアルファを生み出す能力を実証してい
る株式指向プラットフォームへのコア・エクスポージャーを維持してい
ます。我々は、海外でもアルファ中心株式投資戦略に焦点を当てて

いますが、バリュエーション上のサポートを踏まえて、欧州やアジア 
では小規模なベータ・エクスポージャーを許容することにも前向き 
です。イベント・ドリブン株式投資戦略の中では、我々は、規制上の
リスクが高いにもかかわらず、合併アービトラージや、ヘッジ付き 
カタリスト・ドリブン投資戦略をとって、全般的なマーケット・エクスポー
ジャーを制限しつつ充分な件数の合併、株式買い戻し、スピンオフ
の動きから利益を得ています。ファンダメンタルなロング／ショート株
式投資戦略と同様、セクターおよびファクター・エクスポージャーを 
制限した、統計的アービトラージ投資戦略は、銘柄間の緩やかな 
相関とばらつきの増大から利益を得る可能性がありますが、取引 
参加者が多く、資本規模の大きな場合にこのような投資戦略とること
には引き続き懸念があります。

銘柄選別投資戦略と比べて投資資産を分散させるマクロ投資戦略
は、より頻繁でかつ規模の大きいマーケット・ディスロケーションを生じ
させる、高ボラティリティ市場レジームから恩恵を受ける状況が続いて 
います。パフォーマンスのばらつきが高いことを認識しつつ、我々は、
さまざまな経済的および市場シナリオに対して、マクロ・アロケー
ションを堅固に確保する一方で、最も信頼のおけるマネージャーに
エクスポージャーを集中させることを選好しています。我々は、ストラ
クチャー指向投資戦略で、グローバルな金利および通貨の中期的
なトレンドを、戦術的なトレーディング投資戦略で、レンジの限られた 
市場の短期的な動きを捉えることができると期待しています。多くの
エマージング市場での急激な調整を前提にしますと、いくつかの
マクロ投資戦略は、優良な新興国のソブリン債や通貨で、高水準の
リスク・プレミアムを提供する可能性があります。先進国の債券投資
戦略では、おおむねデュレーション・ニュートラルなモーゲージ投資 
戦略およびソブリン債のリラティブ・バリュー投資戦略へのコア・ 

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレー AIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

裁量マクロ投資戦略

システマティック・マクロ投資戦略

ファンダメンタル株式投資戦略

イベント・ドリブン株式投資戦略

クオンツ株式投資戦略

社債投資戦略 

モーゲージ投資戦略

リラティブ・バリュー投資戦略

6

6

5

5

4

5

6

投資戦略 AIPヘッジファンド・チーム評価

予想ボラティリティと相関環境は引き続き支援要因

リラティブ・バリュー・トレーディングと戦術的資産
アロケーションに投資機会

レバレッジ解消を受けた
アルファ創出機会の回復に期待

合併アービトラージ投資戦略に対し
前向きなスタンスを維持

コモンファクターリスクの上昇により
見通しの引き下げを実施

クレジット・スプレッドの拡大予想が投資機会を提供

スプレッドは依然として比較的タイト
アルファ機会がリターンを改善

金利ボラティリティ上昇は投資機会を後押し

ネガティブ ニュートラル ポジティブ

マクロ
投資戦略

株式
投資戦略

債券
投資戦略

5



3ソリューション＆マルチアセット　|　モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

2019年前半のヘッジファンド戦略見通し

アロケーションを選好しています。社債市場が概して盛況であるにも
かかわらず、我々は、ミスプライスの機会を利用する一方で、クレジッ
ト・ベータを制限する投資戦略を選好しています。最後に、魅力的な
リスク・リワードの非対称やリスク・オフのシナリオ下でプロテクション
を提供する、オポチュニスティック取引のアイデアを継続的に取り
入れるべきであると考えています。

伝統的なヘッジファンド投資以外では、共同投資機会の成長に引き 
続き注目しています。ヘッジファンドへの資本供給が抑制されるに 
伴い、ヘッジファンドマネージャーは、投資家とパートナーを組んで、より 
柔軟に対応することができるようになっています。共同投資の主な 
利点としては、手数料の低減、透明性の高さ、高い投資分散、カス
タマイズされたリスク・プロファイルの達成が挙げられます。一方、
参入障壁は高く、ヘッジファンド共同投資プログラムを実行した経験
のあるアロケーターはほとんどいません。加えて、複数のフィンテックの
オルタナティブ・レンディング・プラットフォームが引き受けている、様々
な消費者向け無担保ローンが価値をもたらす可能性があり、これ
によって伝統的なポートフォリオを分散化できます。オルタナティブ・ 
ローンには、しばしば大きなクレジットスプレッドがあります。またオル 
タナティブ・ローンは通常、アモチゼーション・ローンから構成されて
おり、デュレーションは比較的に短く、金利上昇のマイナス影響を抑え、
再投資を通じた迅速なポートフォリオ再構築を容易にしています。 
さらに、消費者は、金融危機後の負債／GDPのレバレッジ率の
減少や失業率の劇的な低下を受けて、健全な財政状態にあるよう
に見受けられます。

マクロ投資戦略
マーケット・ボラティリティの水準はリターンを後押ししており、
我々はこうしたダイナミクスが続くと予想しています。現在の
環境は、短期で、より戦術的な投資戦略を後押ししています 

が、顕著な傾向は2019年に再浮上する可能性があります。 
我々は、システマティック・ファンダメンタル投資戦略の中でも、 
リラティブ・バリュー・トレーディングおよび戦術的な資産配分に、 
プラスの環境が到来すると予想しています。　　　　　　　　 

裁量マクロ投資戦略
この数四半期、我々は、裁量グローバルマクロのパフォーマンスの
見通しにとって高水準のマーケット・ボラティリティが重要であること、
そして戦略リターンには市場の取引可能トレンドや全体的な相関
水準が重要であることを強調してきました。我々は引き続き、グロー
バルなマクロ投資戦略の投資機会がこれらのファクターと密接に
関連すると考えており、2018年および2019年の市場環境は重要
なターニング・ポイントとなると予想しています。

マーケット・ボラティリティは、次に述べるような複数の点において、 
マクロ投資戦略のプラスになると考えています。1）本質的に、裁量
的トレーディング投資戦略がリターンを生み出すためには、十分な 
価格変動が必要であること、2）高水準の実現マーケット・ボラティ
リティの環境では、価格ディスロケーションがより頻繁に起こること、
また追い風となっているポジションを現金化する機会が頻繁かつ 
迅速に起こることを含意していること、3）リスク資本の有効活用、 
つまりポジションの規模が一定であると仮定すると、大きな価格変動 
はリターンの増大と等しいことになるため、です。2017年および
2018年に過去最低水準に達して以降、すべての資産クラスで、
実現ボラティリティ水準とインプライド・ボラティリティ水準の
両方が、いくらか微妙な意味合いを持ちつつも回復してきました。 
ボラティリティ水準のもっとも顕著な上昇は、裁量マクロ投資戦略の
マネージャーが、一般的に比較的小さいリスクしか抱えていないよう
な市場、―つまり、株式およびエネルギー市場―において、はっきり 
と現れています。一方、このような変化は、マクロ投資戦略マネー
ジャーがより大きなポジションを取る傾向がある金利および通貨 
市場において、ボラティリティが引き続き最低水準からの上昇を続け
ることを予見していると、我々は考えています。（図表1）

2 出所：評価表に含まれるファクターおよびセクターの定義については原文（Appendix A）をご覧ください

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

図表1
ドイツ銀行外国為替ボラティリティ・インデックス
(2016年1月～ 2018年12月)
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2018年年末に終了したECBによるバランスシート拡大、2018年
第4四半期に最速のペースに達したFedによるバランスシートの
縮小、およびG3の中央銀行が証券のネット売手になることが予想
されている現状を考慮すると、中央銀行の計画的なバランスシート 
縮小や、国債市場から流動性を引き上げることを意図した金融 
政策の正常化は、2019年も続くと予想しています。（図表2）一方で、
最近のFed当局者のハト派的見解によって、連邦公開市場委員会
による方針変更の可能性が高まっていますが、日銀とECBは2019年
の政策金利引き上げの妥当性を熟考している可能性があります。
我々は、こうしたダイナミクスが、金利商品と外国為替市場の両方に
おいて、大規模な双方向の取引機会が生み出されていると考えて
います。同様に、米中間で続いている貿易摩擦、ブレグジット最終 
局面の不安定な道のり、イタリア財政に関する懸念、およびさまざま
な地政学的リスクファクターが、地域と世界経済の両方において
成長率やインフレ統計に関する不確実性を生み出し、市場のリスク
センチメントの変動をもたらしています。

ファンダメンタルズ、政策および地政学上の不確実性に起因する実
現ボラティリティ水準の上昇が、個別特異リスクファクターや国また
は市場スペシフィックなリスクをしのぐことから、市場内相関の水準も 
さらに上昇する状態になっている可能性があります。（図表3）我々
は一方で、中央銀行の政策と期待の間に著しい隔たりがある可能
性や、先進国の金利および通貨市場における付随する取引機会
は、合理的に分散化されたマクロ投資戦略のポートフォリオや堅固
なリスク水準を引き続き後押しすると楽観的な見方をしています。

米国のイールドカーブのフロントエンドの利回り上昇、およびドル高
の進行は、2018年においてもっとも顕著な価格動向の一部を示し
ていたかもしれません。我々は、どれだけのマクロ投資戦略マネー
ジャーが、このようなダイナミクスの継続に備えて、収益性の高いポジ

ションをとることができるのかについて、また、次の主要トレンドが
どのような展開になると予想されるかについて、マクロ投資家の間で
コンセンサスはあるのか疑問に思っています。世界同時経済成長 
から調和を失った過渡期への移行と歩調を合わせた、サイクル終盤
の市場ダイナミクスは、売買可能な市場動向の強みやデュレーション
を短縮させる可能性があります。また、主として上記のファクターに
対応し、この数カ月間に発生した主要資産クラスにおけるさまざまな
反転は、マネージャーが利益を獲得する能力や、景気循環に連動
して利益を上げるコア・エクスポージャーを運用する能力の低下を
示している可能性があります。結果として、現在の市場環境は、短期
の戦術的なトレーディング投資戦略、およびセータの管理に最も
精通し、オプション・ポジションの再編に積極的な投資戦略に有利
に働くと考えられます。

システマティック・マクロ投資戦略
我々のテクニカル・マクロ投資戦略の見通しは、システマティック・
ファンダメンタル投資戦略および短期トレーディング投資戦略に対す
る予測がポジティブであること、そして長期テクニカル投資戦略に対
する予測がニュートラルであることの結果、若干のポジティブです。
長期テクニカル投資戦略は、レジームをベースとした我々の指標は、
トレンド追随型投資戦略にとってプラスの市場環境であることを示

3 出所：モルガン・スタンレー・リサーチ、2019年グローバル投資戦略見通し、The Turning Point、2018年 11月25日　2018年9月以降のデータは予測値です

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

システマティック・マクロ投資戦略 : 総合評価6
ファクター評価
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図表2
中央銀行バランスシート
(対GDP比、12カ月の変化、2015年～ 2020年)3

図表3
モルガン・スタンレー・グローバル資産相関インデックス
(2016年～2018年)
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2019年前半のヘッジファンド戦略見通し

しています。市場全体を通じてボラティリティおよび相関は、長期 
平均値を下回る水準で推移しており、この状況はこの投資戦略を
後押ししています。この指標の欠点は、現在のレジームが継続する
という前提、または将来のレジームに関する見通しが必要とされる
点です。我々は、この欠点に対処するために、初期段階にあるトレ 
ンドの拡大を検証することによって、この投資戦略のための投資 
機会を評価する新しい指標を開発しました。この新指標は、いかなる
追加の前提も必要としません。この指標によると、今日のトレンドに 
追随する投資戦略が生み出す可能性のあるリターンは、過去の
平均値におおむね近く、この投資戦略にとって平均的な予想市場
環境であることを示唆しています。我々は、この第2の指標に信頼を
寄せており、その結果、長期テクニカル投資戦略の見通しはニュー 
トラルを維持しています。我々の短期トレーディング投資戦略の見通
しはポジティブで、この投資戦略は、株式および商品市場での顕著
なボラティリティの上昇から利益をもたらすものと予想しています。

システマティック・ファンダメンタル・マクロ投資戦略については、我々
のポジティブな見通しは、リラティブ・バリュー・トレーディングと戦術
的な資産配分の両方で状況が改善していることを反映しています。
我々は、リラティブ・バリューのサブ投資戦略は、バリュー主導型投資
機会の存在や、資産クラス内の中程度の相関水準から恩恵を受け
ると予想しています。株式市場では、ここ1年で資産クラス内相関が
上昇しましたが、ピークを下回る水準で推移しています。リラティブ・ 
バリュー・トレーディングの機会は、さまざまな株式市場指数間の 
予想株価収益率対株価比率の魅力的なスプレッドという形で現れ
ます。債券では、相関が持続的に高水準にありましたが、バリュ
エーションにもとづく投資機会は、実質金利のばらつきという形で 
観測されます。為替市場では、金利差の拡大と実質実効為替レート
からの乖離という形で、投資機会が現れます。金融政策の正常化 
の結果、戦術的資産配分のための市場環境が改善している可能 
性があります。ファンダメンタルズに基づいたグローバル株式および
株価の見通しは、中央銀行の介入が減少するとみられる環境に 
おいては、より望ましい結果をもたらすはずです。

株式投資戦略
我々は、厳しかった2018年から回復してアルファが生み出される
との期待のもとで、マーケットおよびファクター・エクスポージャーの
低いセクター・スペシャリストに、ファンダメンタル・ロング／ショート
株式投資戦略の配分を集中させる選好をしています。イベント・ドリ
ブン株式投資戦略は、景気循環と正の相関があり、慎重さが求め
られますが、合併アービトラージ投資の機会は残っています。優良な
クオンツ株式ファンドは引き続き魅力的なリターンを生み出し続ける
はずですが、共通のファクターリスクの高まりや戦略的資産は、逆風
となります。

ファンダメンタル株式投資戦略
この先1年におけるファンダメンタル・ロング／ショート株式投資戦略
の見通しに関しては、楽観と警戒の両方を要する理由があります。
総じて、我々の見方はむしろバランスが取れたものです。プラス面で
は、2018年第4四半期に経験したようなレバレッジ解消の後にアル
ファの生成が回復していることを、過去のデータが示していることが
あります。グローバルに急速な変化が起こる結果となる、進行中の 

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレー AIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

ファンダメンタル株式投資戦略 : 総合評価5
ファクター評価
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イベント・ドリブン株式投資戦略
我々は、経済および市場環境がより厳しさを増した場合にその影響
を受けやすい、景気と生の相関をもつ性質を考慮し、イベント・ドリ
ブン株式投資戦略に対する見通しを控えめにしました。さまざまな
イベント・ドリブン株式のサブ投資戦略のうち、ハード・カタリスト合併
アービトラージ投資戦略に関しては、我々は、比較的前向きな見通し
を維持しています。将来のディール・アクティビティの主要な指標と
みなされている最高経営責任者のCEO信頼感水準は、2018年
の第2四半期と第3四半期に下落を記録しましたが、依然として
比較的に高水準を維持しています（図表6）。

継続的なシフト、新商品サイクル、そしてイノベーションも尽きること
がありません。循環という観点からは、流動性はサイクルのピークを
過ぎたようで、金利の緩やかな上昇は、最近のクレジットスプレッドの
上昇と相まって、空売りに適した市場環境につながる可能性があり
ます。近年の潤沢な流動性は、脆弱なバランスシートと疑問の余地
のあるビジネスモデルを抱えている企業の株式が、財務的により
強靱な企業の株式を実際にアウトパフォームしていました。資本への 
アクセスが限界的に難しくなっている中、このような直観に反する 
ような傾向は長続きしないことが明らかになる可能性があります。
また、上記のことが市場関係者間でさらなるばらつきを生じさせてい
ると予想するのは合理的ですが、この状況は、アクティブに銘柄選
別をする投資家にとって好ましい展開です。マイナス面では、政策の
不確実性の高まりは、経済的な意思決定を妨げるだけでなく、ビジ 
ネスの基本的な成果を予想することを困難にすることがあります。
国境を超えた敵対行為や世界的な貿易戦争の可能性は、アクティブ 
投資戦略のマネージャーを脅かす予測不能なリスクの例です。さら
に、ファンダメンタルズ投資家は、パッシブ投資によって生じた大規模
な資金フローと引き続き戦う必要があります。ベータの観点からは、
2018年は米国内の企業収益の増加がピークに達した年になるもの
と思われますが、欧州とアジアにおいて成長率は鈍化しています。
我々は、ここ数四半期と同様、ネット・エクスポージャーが低く、ファク
ターリスクを制御しているファンドを選好しています。このようなポート
フォリオ構築方法は、外生的影響を軽減し、より安定したリターンを
生み出す可能性があります。

4 出所：モルガン・スタンレー AIP、2018年 12月 17日

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

図表4
各株式指数の銘柄間の相関
(2012年1月～ 2018年11月) 4

図表5
各株式指数の銘柄間のばらつき
(2012年1月～ 2018年11月) 4
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関税と貿易摩擦は、2019年における控えめなGDP成長の予測と
相まって、世界経済に関する不確実性を高める一因となっており、
これがCEO信頼感水準に対する重荷になっています。全世界に
おける企業合併買収（M&A）取引額は、年間3.67兆ドルと推定 
され、2007年（3.97兆ドル）、2015年（3.87兆ドル）に迫る過去 
3番目に高い水準となっています。6 CEO信頼感水準と全世界の 
ディール件数は両方ともピークから下落しましたが、まだ多くの投資 
機会が残されていると、我 は々考えています。マスコミ、航空、軍需の 
各セクターで注目を集めた国境をまたぐ複数の合併案件や、ヘルス
ケア・セクターにおける垂直型合併は、近頃、長らく待ち望んでいた
主要規制当局からの承認を受けました。このことは、規制当局の 
承認プロセスの合理性が増していることを示唆しており、これに 
よって、合併アービトラージ投資家は、複雑な規制リスクの評価に 
より自信を持って望むことができるでしょう。ヘッジ付ソフトカタリスト・ 
ドリブン投資戦略は、市場環境が厳しい中でカタリストの継続期
間が拡大することに伴い、投資価値を実現する上で試練に直面 
する可能性があります。ロングバイアスを持つアクティビスト投資 
戦略は一般的に、高水準の株式ベータがあり、ファンダメンタルズの
悪化が、潜在的なカタリストによってもたらされる価値をしのぎ、した
がって、厳しい経済環境での価値減少に見舞われる恐れがより高く
なります。

クオンツ株式投資戦略
我々は、クオンツ株式投資戦略の見通しをニュートラルに維持してい
ます。この投資戦略に対する市場環境は、我々のS&P500リスク 
オン／リスクオフ指標で計測しているコモンファクターリスクが2018年
にわたってじわじわと上昇する中、クオンツ株式投資戦略はサポー
ティブからノーマルにシフトしてきました（図表7）。その結果、今や 
株式特定的リスクは、平均的な水準に近づいています。業界的な
背景は依然として、運用資産の増大という形で逆風となっています。 
バークレイズ・キャピタル・ソリューションズのデータによると、この投資 
戦略への資金フローは、過去2年間プラスを維持しており、運用 
資産に占める割合では、ヘッジファンドへのフロー総額を上回って 
います 7。モメンタムとアナリスト関連ファクターを含め、ピアグループ 
のリターンと一般的ファクターとの間に我々が観測している高い 
相関は、もう一つの懸念の原因です。

5 出所：Chief Executive Magazine、2018年 12月 17日
6 出所：モルガン・スタンレー、Thomson Reuters　年間M&A取引金額は2018年 11月のデータを基にしています
7 出所：バークレイズ・キャピタル　月次ヘッジファンド・アップデート、October in Review、2018年 10月
8 出所：モルガン・スタンレー AIP　アクセス日は2018年 12月 17日

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。
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クオンツ株式投資戦略 : 総合評価5
ファクター評価

図表6
CEO信頼感水準 
(2012年1月～ 2018年12月) 5

図表7
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債券投資戦略
我々は、社債投資戦略の投資機会は、スプレッドの拡大が続く 

ことに伴い、より豊富になると予想しています。我々は、アルファ が
ポートフォリオの小規模なキャリーを改善する可能性がある、優良
なモーゲージ投資戦略を選好しています。短期金利の上昇や金利 

ボラティリティの高まりが予想されることは、ソブリン債のリラ 

ティブ・バリュー投資戦略にとって良い前兆です。

社債投資戦略
社債投資戦略の投資機会は、今日リアルタイムで変化しています。
この2カ月間で、ハイイールド債のスプレッドは、2007年に記録し
た水準から3分の1上昇し、11月の終わりには429ベーシスポイント
（bp）を記録しましたが、12月に入りさらに拡大しました（図表8）。
このようなスプレッドの拡大とともに、デフォルト率はここ数年で最低
値の水準まで下げました。リラティブ・バリューは目に見えて改善し、
こうしたダイナミクスが先進国市場およびエマージング市場全体で起
きています。

現在、社債市場は割安とは言えませんが、一方、スプレッドが現在
ヒストリカル・レンジの36パーセンタイルにあるため、年初に比べれば
割安となっており、デフォルトが26パーセンタイルにあり、引き続き 
低下していることを踏まえると不合理とは言えません。資産クラスに 
おける過去１年間の損失を考慮すると、1980年代まで遡るハイ 
イールド債市場の歴史上、マイナスのトータルリターンが連続して 
記録されたことがないことは大いに注意しておくべきでしょう。10 

それにもかかわらず、我々は、引き続き慎重ではあるが、2019年中
により多くの投資機会が出現するという楽観的な姿勢を維持して 
います。2019年の社債に関して、我々は、運用成績はおそらく小
幅なプラスのリターンに、スプレッドが2019年の中央値に引き続き 
戻っているため、平均的なハイイールド債が提供するクーポンは6.3％
をやや下回ると考えています。このような状態が続くことから、信用サイ 
クル全体に変化がなかったとしても、2019年は社債投資家にとって
希な投資機会が生じる年になる可能性があると思っています。

•　 ここ数カ月間、米国の原油価格は1バレルあたり50ドル台に下落
していることから、エネルギー関連企業が直面する可能性のあ
るリスクは、2015年から2016年と同じ水準まで増大しています 
（図表9）。当該期間ののちに、エネルギー関連企業の発行体の
多くが、債務再編を実施し、ほぼすべての発行体がコスト抑制
に努めました。エネルギー関連企業は、2015年と比較すると、
原油価格の低下に対する準備が整っていると思われますが、エネ
ルギー・セクターはハイイールド債市場において群を抜いて最大の
セクターであり、原油価格の低迷が続けばこのセクターの社債に
ストレスを与え、ひいてはハイイールド債全体に広くスピルオー
バー効果を与える可能性があります。

•　 ゼネラル・エレクトリック（GE）は投資適格債の発行体ですが、その
社債は現在BB格債市場で取引されています。480億ドルの
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9 出所：Chief Executive Magazine、2018年 11月19日
10 出所：バンクオブアメリカ・メリルリンチ ハイイールド債投資戦略、HY Credit Chart Book、2018年 12月6日

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

社債投資戦略 : 総合評価4
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図表8
バンクオブアメリカ・メリルリンチ ハイイールド債指数の 
スプレッド(2017年10月～ 2018年12月) 9
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2019年前半のヘッジファンド戦略見通し

インデックス適格社債を抱えていることを考慮すると、11 GEが 
格下げされれば、歴史上でもっと大きな「堕天使」となり、GEは
市場で最大のハイイールド債発行体になるでしょう。このような 
イベントが、ハイイールド債市場全体で、スプレッドの拡大を招く
と、我々は予想しています。

•　 現在の貿易戦争が継続すれば、価格の高騰が消費者支出の
減少につながるため、自動車や小売業など特定のセクターに
ストレスを与えることになる可能性があります。

米国外では、欧州のディストレス・レシオは、ヒストリカル・レンジの
中央値にありますが、デフォルト率は依然として低水準にとどまって
います。我々は、欧州での広範なディストレスト投資の投資機会は
予想していませんが、大きく成長したハイイールド債市場は、ディス 
トレスト水準で取引されている企業の大集団とともに、この1年に 
わたって投資家に優良な投資機会を提供するとみられます。

我々の前回のアウトルックでは、プエルトリコの投資機会について言及
いたしました。その時点から大きな進展がありましたが、投資機会
は2019年も継続すると考えています。プエルトリコには、いまだ債務
再編合意に至らず、資本市場への復帰を果たしていない発行体が
依然として多数存在するためです。プエルトリコは、2017年9月の
ハリケーン・マリアによる災害後、連邦政府の大規模な財政支援の
恩恵を引き続き得ており、予測よりも多くの税収を生み出しています。
力強い経済活動は、この1年で再編される債券の回復にとって追い
風となる可能性があります。

モーゲージ投資戦略
我々は、2018年を通してのモーゲージ債投資戦略のリターンに対
する見通しを控えめにしましたが、2019年も引き続き慎重な見方を
維持しています。不動産市場のファンダメンタルズは、債券投資家
にとって引き続き支援要因であると、我々は考えている一方で、過去
の水準または社債と比較すると、イールドは説得力のあるものでは 
ありません。スプレッドが狭まるという追い風なしでは、最近の運用 

成績を再現するのは困難でしょう。

我々は、米国の住宅ファンダメンタルズについては、引き続きポジ
ティブなポジションを維持していますが、十分なリターンを提供する
証券を特定するのは難しくなっています。住宅価格の高騰が逼迫
した住宅在庫を相殺するため、住宅価格の上昇のペースは鈍化
する可能性があると、我々は予想しています。しかしながら、引受
の状況は依然として厳しいため、債券投資家が緩やかな住宅価
格の上昇を懸念するにはおよびません。好調なファンダメンタルズは、
伝統的なノンエージェンシー住宅ローン担保証券（RMBS）市場に 
おける供給の低下と相まって、これらの債券に希少価値を与えて 
おり、その他の債券商品と比べてタイトなスプレッドで取引されて
います。ノンエージェンシー RMBSからのベータ・リターンに対する
見通しは平均以下ですが、アルファの潜在的可能性は、非適格不
動産担保ローンの組成および証券化の状況が改善していることに
伴い、若干改善しています。

商業用不動産のファンダメンタルズも安定しています。商業用不動産 
担保証券（｢CMBS｣）の発行は堅調で、証券の拡大する世界を創
造しており、スプレッド・ボラティリティは対RMBS比で上昇してい 
ます。取引可能な証券が豊富であること、見解に大きなばらつきがある
こと、キャッシュが潤沢で、シンセティック証券の市場があることから、
我々は、CMBSに対して比較的高いアルファ格付を付与しています。

我々は、エージェンシー発行債のデリバティブやローン担保証券 
投資（CLO）への足掛かりを引き続き探しています。加えて、その
他の証券化市場（マーケットプレイス貸出、航空機など）の成長は、
セカンダリー市場の取引量の増加に伴い、より広範な投資機会を 
提供すると考えています。

リラティブ・バリュー投資戦略
我々が、金利ボラティリティのより高い水準への上昇を予測するのに 
はいくつかの理由がありますが（図表10）、金利ボラティリティの 
上昇は、全体的な供給、価格およびスプレッドのディスロケーション
の度合いを上昇させるとともに、リラティブ・バリュー・ポートフォリオ内
の平均回帰やファンダメンタル価格への収斂のスピードを速めるはず
だからです。

11  出所：バンクオブアメリカ・メリルリンチ ハイイールド債投資戦略、The Year Ahead、2018年 11月23日

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレーAIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

モーゲージ投資戦略 : 総合評価5
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先に述べた通り、資産間のボラティリティ水準は、2017年および
2018年に記録した最低水準から上昇しています。我々は、このよ
うなダイナミクスは、中央銀行が世界の金融市場から流動性を 
引き上げたこと、―さらに数多くのその他の世界経済および地政学
上のリスクの源泉に加えてですが―それゆえに金利ボラティリティ 
の水準は、この先数四半期にわたって平均水準に近づく可能性が
あると思っています。Fedのバランスシート縮小は、2018年第4四半期 
に最速のペースに達し、500億ドル（300億ドルの米国債と200億ドル 
のエージェンシー不動産貸付担保証券および社債）に達しましたが、
証券保有の減少額はさらに行われる可能性があります。G3の中央
銀行での量的引き締めに向かっている例として、ECBは2018年に
債券買い入れプログラムを終了すると決めましたが、再投資計画に
ついては柔軟性を残しています。一方、中央銀行が計画的な買い 
入れを終了する中、巨額の財政赤字を抱えていることを考慮する
と、大規模な国債の発行は不可避です。2019年はこれらのダイナ
ミクスが組み合わさり、より大きくかつ頻繁なテクニカルな不均衡が
発生し、マーケット・ボラティリティ水準の上昇全般につながる可能性
があります。このような背景から、我々は、ファンダメンタルズ、政策 
および地政学的リスクファクターに関する不確実性が継続している
結果、実現ボラティリティが希なくらい上昇し、その状態が継続する
と予想しています。これによって、平均回帰投資戦略およびカタリスト・ 
ドリブン・レラティブ・バリュー投資戦略の両方にさらなる恩恵が 
もたらされるでしょう。我々は、引き続き債券ボラティリティの急激な
回復に対する我々の予想を控えめなものとしますが、これは、株式
およびクレジット・リスク・プレミアムが上昇していても、ターム・プレミ 
アムと金利ボラティリティの構造的な押し下げ要因は依然として存在
していることを認識してのことです。これらのファクターには、大幅
な金利差に駆動された国境を超えた資金フローや、依然高水準に
ある世界的な流動性、およびアジアにおける仕組債の発行のような 
フロードリブン型のボラティリティ下押し要因が含まれます。

銀行が年度末に先立ち、自身の借入水準を引き下げようとして、最近 
数カ月間、資金調達の可能性が低下しており、このことが、最近、 
金利市場のさまざまな部分における価格のディスロケーションの
大きさが上昇を駆動させています。例えば、コンバージェンス・トレーディ 
ング投資戦略では、現金化する大量の債券買戻し契約（｢レポ｣） 
のレバレッジを必要とするため、米国債対先物ベーシス・トレーディング
というセットの投資機会が大幅に拡大しています。年末を過ぎれば、
銀行のバランスシート上の与信能力は正常化されることが予想され
ますが、全体的な市場残高は、集中清算されるスポンサー付きレポ
取引の大規模な増加するにつれ、増大する可能性があります。リラ 
ティブ・バリュー・トレーディング投資戦略に投じられた資本水準が 
大幅に上昇していることによって、このような展開は、先物ベーシス・
トレーディング、およびその他さまざまな政府発行債のリラティブ・ 
バリュー・トレーディング投資戦略の両方で、平均回帰のスピードを 
上昇させる可能性がありますが、一方で債券レラティブ・バリュー 
投資戦略における資金調達リスクの水準は低下させるでしょう。にも 
かかわらず、来たる数四半期の間に、リラティブ・バリュー・トレーディ
ングの巨額な残高が、リラティブ・バリュー・トレード一般のファンダ 
メンタルズの魅力を失わせる可能性があると、我々認識しています。

また、米国の短期金利の上昇が、この投資戦略の追い風になる点
と強調すべきでしょう。この投資戦略の高水準のフリーキャッシュ 
フローは、ポートフォリオのリターンに有意なキャリーを付加するから
です。一方、FedとECBの間の金融政策の相違は、米国とドイツの 
国債市場全体にわたって、ほぼ逆のリラティブ・バリュー関係を作り 
出しており、単一通貨レベルでグローバル・ストラテジーを適用して 
いるマネージャーに、有意義な分散効果をもたらしています。例えば、
米国では国債に対して債券先物が割高となっている反面、ドイツで
は国債に対して債券先物が割安になっています。一方、米国では、 
歴史的にみてスワップ・スプレッド・カーブが急になっているため、 
7～10年物のアセットスワップのロング・ポジションの魅力が増して 
いる一方で、ドイツにおける10年物スワップ・スプレッドは、ここ5年で
最も高い水準にあります。これは、ECBのバランスシートの拡大が
終息に向かっているためです。

結論
高リスク資産がさまざまな程度の調整を受ける中で、株式および 
債券のバリュエーションは改善していますが、さまざまな事態の 
進展、特に世界の経済成長の鈍化を背景に、金融環境の引き締め 
を目にすると、現在のマーケット環境には慎重な姿勢で臨むべき 
ことが要請されます。中央銀行が世界的に流動性を引き上げている 
中で、我々は、資産価格のボラティリティは、株式および商品では 
高水準を維持し、債券と通貨でも上昇すると思っています。世界 
経済についてのこの見解は、マーケットの方向性に一定の感応度を

上記は当資料作成日現在におけるモルガン・スタンレー AIPの見通しおよび意見を示すものであり、経済環境または市況により変更される可能性があります。
過去のパフォーマンスは将来の投資成果を保証するものではありません。

図表10
メリルリンチ・オプション・ボラティリティ・エスティメイト
（MOVE）インデックス(2016年1月～ 2018年12月)
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もったヘッジファンドポートフォリオを構築すること、そしてより頻繁で
大規模な価格のディスロケーションから利益を得る体制を整える
ことに引き続き重点を置くことを示唆しています。我々は、好調なファン 
ダメンタルズおよび説得力のあるリスク・リワードが正当化する場合
は、機会主義的に、魅力的な「アルファ・プラス・ベータ」エクスポー
ジャーを選択的に追加していくよう努力してまいります。
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