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図表1
ネット資産購入額の推移
米FRB、欧州中央銀行（ECB）、日銀
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満期を迎える債券額が限定的であることから、流出ペースは緩やかとなる見通し。

図表2
S&P 500指数 / バークレイズ米国総合指数 シャープレシオ
1990年 12月～ 2018年 10月
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量的緩和の終了を受けて、投資家は市場の
ボラティリティ上昇に備える必要があります。
中央銀行がバランスシートを今後縮小する
ことで今まで市場に安定をもたらした要因
が薄まっていくためです。世界経済の成長
トレンドが踊り場を迎え、地政学的イベント
による一時的なショックも散見される中で、
市場のボラティリティが高まり資産クラスの相
関性が予測しにくくなります。これはアクティ
ブ運用者にとっては有利な投資環境である
といえるでしょう。ヘッジファンドは最も革新

的で自由なアクティブ運用の代表的手法で
すが、パッシブ運用やロング・オンリーのアク
ティブ運用では実現できない手段で、投資
機会を開拓・拡大することができるでしょう。

全てのヘッジファンドがボラティリティ上昇局
面への移行を無事に乗り越えているわけで
はありません。最近のセルオフにおけるパ
フォーマンスによって異なる取引スタイルの
強みと弱みが明らかとなり、勝者と敗者を分
かつことになりました。勝者は差別化された

リターンの源泉、分散投資、ダウンサイドの
プロテクションを有し、今後もこれを維持し
ていくでしょう。2019年の展望を考察する
にあたり、我々は熟練した投資マネージャー
について非常に楽観的な見方をしていま
す。その理由は以下の通りです。

1.  量的金融緩和の終了は間近。 図表１
のデータは世界的な量的引き締めが遠
い未来の話ではないことを示唆していま
す。各国における異なる潜在成長性や
国ごとに特有のダイナミクスを反映して、
市場は金融危機後の協働歩調の状態
を脱しつつあります。しかし、このトレンド
がどのような結果をもたらすかについて
は依然として不透明で、不安定な地政
学的リスクが引き起こす要因によってそ
の結果が大きく振れる可能性もあります。

2.  ボラティリティの上昇により株式と債
券の関係が予測しにくくなる。 過去数
年間、株式と債券の負の相関関係はボ
ラティリティを低下させ、マルチアセット・
ポートフォリオのシャープレシオを上昇さ
せました。我々はこの相関関係が、市
場がストレスを受けている間は続くと考え
ています。しかし、市場の流動性が低
下することで、ストレスのない市場におけ
る投資行動は不透明となります。債券
は流動性レベルの変化やインフレ期待に
反応し、株式は成長鈍化の環境に適応
するなど、相関関係のない動きが増える
ことが予想されます。すなわち、株式と
債券においては過去数年でみられた安
定性が継続しない可能性があるというこ
とです。一方、ボラティリティのある環境
においてヘッジファンドの価値は上昇す
る傾向にあります。

3.  ヘッジファンドは上昇余地という安定
剤を提供。 米短期金利が上昇し世界
各国の中央銀行による介入がないこと
を背景に、資本をめぐる競争に新たなダ
イナミクスが出現しています。政策金利
の上昇がリスクフリーのハードルを引き上
げ、不確実性が高まる環境によって以前
のリスク許容度の前提が問い直されるこ
とになります。
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比較的ボラティリティの低いプロファイルを持
つヘッジファンドはポートフォリオ・レベルでリ
スクを相殺できる可能性があります。また、
ヘッジファンドはボラティリティの高い局面に
おいて、待ち望んでいたパフォーマンス向
上を実現できる可能性もあります。

最も高い可能性はどこで見出せるか？

グローバルな変化や混乱
から生まれる不均整な取
引機会  我々は地政学的リ
スクやイベント別リスクの多

いグローバルマクロにおいて最も可能性が
あるとみています。例としては、英国のブ
レグジット、米中貿易摩擦、予断を許さな
いイタリア経済危機などが挙げられます。
グローバルマクロ戦略は突発的で予期しな
い出来事に際し、タイムリーな売買を行うこ
とで利益を得るユニークな投資手法です。
先進国市場や新興市場において景気サイ
クルがバラバラに動く中、それを利用して利
益を得ることができるマネージャーには差別
化のチャンスであると考えます。また、中期
的なグローバル金利および通貨、エマージ
ング国債および通貨の投資機会にも特に
注目しています。具体的には、適切なポジ
ションを取った為替キャリーおよびイールド
カーブ取引が引き続き堅調に推移していく
とみています。

広範な市場ボラティリ
ティに対する感度が低
い戦略  ボラティリティ

が高まっている局面を切り抜けるためには
様々な戦略があります。例えば、ソブリン
債券を用いたレラティブバリュー戦略や株
式マーケット・ニュートラル戦略には魅力的
なリスク・リターン特性があり、比較的一貫
してアルファを得ることが可能だといえるで
しょう。また、証券化商品も、多様な保有
形態、非効率な価格形成、革新的なヘッジ
ポジションの組成などから得られる魅力的な
リターンが期待できます。株式については、
ネット・エクスポージャーが小さく、特定分野
のセクターに重点を多くマネージャー、特に
差別化された銘柄選択を行うマネージャー
が注目されます。また、現在の米国の経済
状況が消費者に有利であることや、直接貸
出が安定したリターンを提供する可能性を
勘案すると、フィンテックを活用した代替貸
出プラットフォームへの投資から利益を得る
公算も大きいと考えられます。

ヘッジファンドの定義の
拡大  以前から、ヘッジファ
ンドの世界で生き抜くにはマ
ネージャーが進化することが

必要だと述べてきました。今後は、特異な
イベントを特定し、複雑な状況を把握し、非
効率な価格形成の可能性を追求すること
によって差別化を図るヘッジファンド・マネー
ジャーが成功を手にすることができるしょう。
このようなマネージャーとこれまでの「ヘッジ
ファンド」の定義を超えてパートナーとなるこ
とで大きな価値を見出すことができると考え

ています。要望に応じてストラクチャーにつ
いて交渉を行うことで、価値の減少につな
がる高い手数料を抑制しつつ、特定のリス
ク/リターン・プロファイル、ニッチなアイデア、
的を絞った確度の高い取引にアクセスする
ことが可能となります。我々のような投資家
にとって、多様な導入オプションを模索し、
手数料単位の価値に厳格な規律を確保す
ることで、あらゆる流動性資産に投資できる
ことが成功のカギとなります。

共同投資  ヘッジファン
ド投資の「伝統的な」
概念を超えたものとして、

引き続き共同投資機会の流れも興味深く注
目しています。共同投資の利点としては、
手数料の低減、透明性の向上、方向性の
合致、投資家に合わせたリスクプロファイル
などが挙げられます。ただし、参入障壁は
高く、取引執行の経験が必要とされます。

結論

以前も述べたように、今後のヘッジファンド投
資については、ヘッジファンドの能力を拡大
解釈することがカギとなります。我々は、ヘッ
ジファンドが今後とも経営資源やニッチな専
門性を必要とする特化した投資形態を発掘
していくことで進化し続けていくと強く確信
しています。景気サイクルが終盤に差し掛
かり、それと同時に金融危機以降の緩和政
策が終了する中で、ボラティリティの上昇は
長期間続くと考えられます。その結果、ヘッジ
ファンドにとって魅力的な投資環境が形成さ
れ、ヘッジファンド・マネージャーが投資利益
を得る機会が創出されることになるでしょう。
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