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金融市場のボラティリティが加速するにつれて 

HFRI500 インデックスは 5月に混合減少しました 
 

エネルギー、コモディティヘッジファンドは 2022年の利益を拡大します 
HFRI 500は、Nasdaqよりも優れたパフォーマンスを発揮します 

 
シカゴ、（2022年 6月 7日）–ヘッジファンドは、世界の株式、債券、商品市場全体のボラティリ

ティが加速し、世代の結果として米国経済が不況に陥る可能性がある多くの投資家の中で株式が修正

領域に陥ったため、5月に混合減少をもたらしました インフレーション。 インデックス、分析、および 世

界のヘッジファンド業界の調査。  HFRI ファンド加重複合指数は今月-0.6％下落しました。 

HFRI構成要素の上位の十分位数は 5月に平均+5.7％上昇しましたが、下位の十分位数はそ

の月の平均で-8.4％減少し、上下の分散は 14％でした。  2022年の最初の 5か月間で、HFRIの上位

の十分位数は平均+ 33.9％急増し、下位の十分位数は平均-25.7％減少しました。 ヘッジファンドの約

40％が 5月に利益を計上しました。 

投資可能な HFRI500マクロ指数は 5月に-0.2％低下し、年初来の力強い上昇を+ 14.1％に抑

えました。これは、ファンダメンタルコモディティ、マルチ戦略、裁量テーマからの力強い貢献により、定

量的でトレンドフォロー型の戦略の低下によって相殺されました。 マクロサブストラテジーのパフォーマ

ンスは、投資可能な HFRI 500 マクロ：マルチ戦略指数（5月に+ 1.7％上昇）と HFRI 500マクロ：コモデ

ィティ指数（5月に+ 1.2％上昇）が主導し、過去の年初来のリターンを 米国連邦準備制度理事会が急

激なインフレを抑制するために金利を引き上げ始めたため、+ 38.3％。 定量的でトレンドフォロー型の
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マクロサブ戦略は、HFRI 500マクロで強力な YTDの上昇を抑えました。その月のシステマティック分散

指数は、-0.7％低下し、YTDのパフォーマンスは+ 17.6％になりました。 

債券ベースの金利に敏感な戦略も、投資可能な HFRI 500レラティブバリュー指数が-0.5％低

下したのに対し、HFRI レラティブバリュー（トータル）指数は 5月に-0.55％低下したため、当月のパフォ

ーマンスはまちまちでした。  HFRI RVAサブ戦略のパフォーマンスは、HFRI レラティブバリュー：ボラテ

ィリティ指数が+ 1.0％上昇し、HFRI レラティブバリュー：ソブリン指数が+ 0.75％上昇したことで主導さ

れました。 これらの上昇は、HFRI レラティブバリュー：マルチ戦略指数がその月に-1.9％下落したのに

対し、HFRI レラティブバリュー：イールドオルタナティブ指数は-1.7％下落したことで相殺されました。 

専門サブストラテジー全体に長期および短期投資を行うエクイティヘッジファンドも 5月に混合

パフォーマンスを記録し、投資可能な HFRI 500株式ヘッジ指数は-0.4％低下し、HFRI株式ヘッジ（トー

タル）指数は-0.5％低下しました。  株式ヘッジサブ戦略のパフォーマンスは、HFRI 500株式ヘッジ：エ

ネルギー/素材指数が+ 5.5％急上昇し、HFRI 500 株式ヘッジ：ファンダメンタル・バリュー指数も+ 

0.7％上昇したことで主導されました。 これらの上昇は、5月に-4.0％下落した HFRI 500 株式ヘッジ：ヘ

ルスケア指数と-0.8％下落した HFRI 500 株式ヘッジ：セクターテクノロジー指数の損失によって相殺さ

れました。 

投資可能な HFRI500イベントドリブン指数が-1.95％低下し、HFRI イベントドリブン（トータル）指

数は-1.6％下落しました。 イベントドリブンサブ戦略の低下は、HFRI 500 イベントドリブン：スペシャル

シチュエーション指数が-2.5％低下したほか、HFRI 500 イベントドリブン：アクティビスト指数と HFRI500 

イベントドリブン：合併アービトラージ指数が-1.7％低下したことにより主導されました。   

HFRバンク・システマティック・リスクプレミアム金利指数が 5月に+5.0％急上昇したため、リス

クプレミアム戦略は今月のパフォーマンスがまちまちでしたが、HFRバンク・システマティック・リスクプ

レミアム・クレジット指数は-4.3％下落しました。 

リキッドオルタナティブ戦略も 5月に-0.37％下落した HFRI-I リキッリキッドオルタナティブ ITS

指数かな下落を記録しましたが、HFRI-I リキッドオルタナティブ UCITSマクロインデックスは+ 0.2％の

リターンで月次パフォーマンスをリードしました。 

HFRIダイバーシティ指数は 5月に-2.0％の低下を記録しましたが、HFRI女性指数は-0.5％下

落しました。 

HFRのケネス・J・ハインツ社長は次のように述べています「米国株式のヘッジファンドのアウト

パフォーマンスは、5月の極端な金融市場のボラティリティの中でも継続し、マネージャーはロシア/ウ

クライナ戦争の継続、記録的なエネルギー価格の上昇、世代間のインフレ、金利の上昇をナビゲート



するだけでなく、追加の要因もありました。 消費者が米国の景気後退を引き起こした可能性が高まっ

た。ヘッジファンドは、マクロ、CTA、コモディティ戦略だけでなく、すべてのヘッジファンド戦略の広範な

HFRI 500 コンポジットを使用して、この激しい 2022年のボラティリティを効果的にナビゲートし、それぞ

れ S＆P500およびナスダック総合指数の最大のアウトパフォーマンスを生み出しました。 暦年の最初

の 5か月までのインデックスの開始。 機関投資家は、主に防御的な資本保全、ポートフォリオ保護、リ

スク軽減のためにヘッジファンドに投資しており、現在のインフレのボラティリティ、不確実な地政学的

およびマクロ経済環境によるこの強力なアウトパフォーマンスの結果として、今後数四半期で配分を増

やす可能性があります。」 

 

HFR Indices are ESMA registered. 
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