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株式ヘッジファンドが業界の利益をリードし、2022 年下半期に開始
HFRI 500 イベントドリブンも急増し、アクティビスト、マルチ戦略が主導；
HFR リスクパリティ・ボラティリティ 15 インスティテューショナル指数 7 月に 8% を
超えました
シカゴ、(2022 年 8 月 5 日) – 世代間のインフレの加速、米国連邦準備制度による金利の上昇、およ
び世界のヘッジファンド業界のインデックス作成、分析、調査で確立された世界的リーダーである
HFR® が本日発表したデータによると、米国経済は不況に突入しています。投資可能な HFRI 500 ファ
ンド加重総合指数は月間 +1.3% 上昇し、2022 年の下落幅を -2.7% に縮めました。株式ヘッジとイベン
トドリブン戦略の回復によって上昇しました。
ヘッジファンドのパフォーマンスのばらつきは 7 月に縮小し、HFRI 構成銘柄の上位 10 分の 1
が平均 +9.9% 上昇した一方で、下位 10 分の 1 は平均 -5.8% 減少し、上下の分散はわずか 15.7% に
過ぎませんでした。 .比較すると、上位/下位のばらつきは 6 月が 26.8%、5 月が 22.1% でした。今年の
最初の 7 か月間で、HFRI の上位十分位は平均 +28.9% 急増しましたが、下位十分位は平均 -26.6%
減少し、上下の分散は 55.5% になりました。ヘッジファンドの 60% 近くが 7 月にプラスのパフォーマンス
を記録しました。
特化したサブ戦略全体でロングとショートに投資するエクイティ ヘッジ ファンドは 7 月に力強い
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 +3.25% 上昇し、HFRI 株式ヘッジ（ト
ータル）指数は +2.9% 上昇しました。 EH サブ戦略のパフォーマンスは、HFRI 株式ヘッジ：テクノロジー

指数が主導し、月間で +5.0% 上昇し、HFRI 500 株式ヘッジ：ファンダメンタル・グロース指数は +4.4% 上
昇しました。
多くの場合、有利ではなく、ディープ バリューのエクイティ エクスポージャーと M&A 状況での
投機に焦点を当てるイベント ドリブン戦略も、7 月に HFRI イベントドリブン（トータル）指数が +3.0% 急
上昇し、投資可能な HFRI 500 イベントドリブン指数は、月間で +2.4% 上昇しました。 ED サブ戦略の上
昇は、+4.5% 急上昇した HFRI 500 イベントドリブン：アクティビスト指数と HFRI 500 イベントドリブン：マ
ルチ戦略指数 (月間 +3.7% 追加) によって主導されました。
連邦準備制度理事会が金利を引き上げ、インフレ率が極端な水準にとどまったため、債券ベー
スの金利感応型戦略も 7 月に上昇し、投資可能な HFRI 500 レラティブバリュー指数は +1.5% 上昇し
ました。 HFRI レラティブバリュー（トータル）指数は +1.1% 上昇しました。 RVA サブ戦略のパフォーマン
スは、+3.6% 上昇した HFRI 500 レラティブバリュー：アセットバック指数と、+1.5% 上昇した HFRI 500 レ
ラティブバリュー：FI-主権債券指数によって主導されました。
マクロ戦略は、ファンダメンタルで裁量的なマクロでの上昇が、定量的でトレンドを追う CTA 戦
略での下落によって相殺され、7 月の下落で上半期の力強い上昇を抑えました。投資可能な HFRI
500 マクロ指数は月間で -1.5% 下落し、YTD のパフォーマンスは +11.9% に低下しました。マクロのサ
ブ戦略のパフォーマンスは、投資可能な HFRI 500 マクロ：コモディティ指数 (7 月に +1.9% 上昇し、年
初来で +37.15% 上昇) と HFRI 500 マクロ：ディスクレショナリーセマンティック指数 (月間 +1.4% 上昇)
に牽引されました。 .減少は、HFRI 500 マクロ：システマティックディバーシファイド指数インデックスが
原因で、-3.0% 下落し、YTD リターンは +14.8% になりました。
リスク パリティ商品は 7 月に力強いパフォーマンスを示し、リスクパリティ・ボラティリティ 15 イ
ンスティテューショナル指数は 7 月で +8.4% 上昇しました。 HFRX 市場の方向性指数 が +1.9% 上昇し
た一方で、HFRX グローバルヘッジファンド指数 は +0.54% 上昇し、HFRX レラティブバリュー指数は 7
月に +2.15% を返しました。リスク プレミアム戦略は 7 月にさまざまなパフォーマンスを記録し、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 +5.0% 急上昇しましたが、HFR バンク・システ
マティック・リスクプレミアム・マルチアセット指数は -5.9% 下落しました。 HFRI ダイバーシティ指数は 7
月に +2.5% 上昇し、HFRI 女性指数は +0.95% 上昇しました。
HFR のケネス・J・ハインツ社長は次のように述べています「米国経済が不況に突入し、米国連
邦準備制度理事会が努力して再び金利を引き上げた一方で、強力なリスクオン感情が株式市場の急
激な反転を引き起こしたため、ヘッジファンドは高ベータ戦略に導かれ、15 か月で最大の利益を上げ
ました。世代のインフレを遅らせる。 7 月の株式市場の回復にもかかわらず、世界的なインフレ圧力、

不確実な軍事紛争のシナリオ、および世界の不安定性によって引き起こされる、株式、債券、通貨、コ
モディティのエクスポージャー全体にわたる急速に進化し、ダイナミックで不安定な市場サイクルをマネ
ージャーが効果的にナビゲートしているため、マクロ経済的および地政学的リスクは依然として高くなっ
ています。マネージャーは、防御的な資本の保全とポートフォリオの保護、および現在の市場パラダイ
ムにおける日和見的で有利なシフトの両方に対して効果的に位置付けられています。機関投資家は、
最近の混乱とボラティリティの急上昇を通じて戦略の堅牢性と有効性を実証したマネージャーに資本を
配分し続ける可能性が高いです。」
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