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金利低下に伴い暗号通貨が暴落 

11月の HFRI 500指数は上昇 
 

金利に敏感な相対的価値ヘッジ、方向性株式ヘッジ主戦略の収益上昇 
11月のリスク平価戦略の上昇 

 

シカゴ、（2022 年 12 月 7 日）-ヘッジファンドは 11 月に引き続き上昇した。世代間インフレ

圧力が緩和され始め、金利が大幅に低下したため、投資家は FRB に目を向け、将来の金利上昇

ペースを緩めるためだ。FTX 取引プラットフォームの崩壊に伴い、暗号化通貨は暴落し、暗号

化通貨、金利、通貨の変動にもかかわらず、株式は上昇した。グローバルヘッジファンド業界

の指数関数化、分析、研究分野におけるグローバルリーダーHFR®今日発表されたデータによ

ると、投資可能な HFRI 500 ファンド加重総合指数は今月+0.8%上昇し、指向性株のヘッジと

金利に敏感な相対的価値裁定戦略が業界のパフォーマンスをリードした。 

11 月、HFRI ファンド加重総合指数®上昇は+0.95%で、年初からの下落幅を-4.1%に縮

小した。 

11 月、ヘッジファンドの業績の離散度はやや拡大し、HFRI の上位 10 位は平均+12.8%

上昇したが、下位 10 位は平均-8.7%下落し、上下の離散度は 21.5%を代表した。対照的に、10

月の上下離散度は 18.6%だった。今年の最初の 11 ヶ月では、HFRI の最高 10 桁の平均は
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+40.1%上昇したが、最低 10 桁の平均は-30.1%減少し、70.2%の最高/最低離散度を代表し

た。ヘッジファンドの約 3 分の 2 が 11 月に業績を上げた。 

株式ヘッジファンドは、通貨、金利、通貨の変動を暗号化しても、株式は上昇している

が、専門的なサブストラテジーに多頭と空頭投資を行い、11 月には上昇ストラテジーの収益を

獲得した。今月投資可能な HFRI 500 株式ヘッジ指数は+3.8%上昇したが、HFRI 株式ヘッジ

（トータル）指数は+2.7%上昇した。株式のパンチ戦略は HFRI 500 株式ヘッジ：ヘルスケア

指数がリードし、同指数は 7.15%上昇したが、HFRI 500 株式ヘッジ：クオンツ・ディレクシ

ョナル指数は今月 5.4%上昇した。 

11 月、HFR 暗号資産指数は 13.5%下落し、FTX 取引所プラットフォームやその他の暗

号通貨プラットフォームの崩壊で暗号通貨が暴落した。同指数は 2021 年に+240%上昇した

後、11 月の年初までに-52.5%下落した。 

11 月には、固定収入に基づいた金利に敏感な戦略も進展し、世代インフレ圧力が緩和

の兆しを示しているため、金利が大幅に低下した。また、投資家は FRB が将来の利上げペース

を減速させると予想している。今月投資可能な HFRI 500 レラティブバリュー指数は+1.65%上

昇したが、HFRI レラティブバリュー（トータル）指数は+1.1%上昇した。HFRI 500  レラテ

ィブバリュー：債券主権指数は今月+6.1%上昇したが、HFRI 500  レラティブバリュー：アセ

ットバック指数は+3.55%上昇した。 

急進的な取引と特殊な状況のリスク開放のリードの下で、イベント駆動戦略は、通常、

寵愛を失って、深い価値の株式のリスク開放と買収合併状況に対する投機に重点を置いて、11

月にも上昇して、投資可能な HFRI 500 イベントドリブン指数は+1.1%上昇して、HFRI イベ

ントドリブン（トータル）指数は+0.8%上昇した。イベント駆動子戦略の表現は HFRI 500 イ

ベントドリブン：ディストレスト／リストラクチャリング指数に後押しされ、この指数は今月

7.2%上昇したが、HFRI 500 イベントドリブン：アクティビスト指数は 4.2%上昇した。 



マクロ戦略は今年まで強く、7 月以来初めて下落した。量子化、傾向追跡戦略の弱さ、

今月投資可能な HFRI マクロ指数は-3.7%下落し、年初から現在までのパフォーマンスを

13.1%低下させた。11 月、HFRI マクロ（トータル）指数はマイナス 2.7%下落した。マクロサ

ブ戦略の下落は HFRI マクロ：システマティックディバーシファイド指数がリードし、同月は-

5.2%下落したが、HFRI マクロ：アクティブ・トレーディング指数は-4.6%下落した。これら

の下落は HFRI マクロ：人為的意思決定指数によって部分的に相殺され、この指数は今月

+1.2%上昇した。11 月は低下したが、今年 11 カ月前には HFRI 500 マクロ：コモディティ指

数がすべてのサブ戦略をリードし、34%上昇した。 

リスク平価戦略は 11 月に強く、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は+8.2%上昇した。流動代替 UCITS 戦略も 11 月に進展し、HFRI-I リキ

ッリキッドオルタナティブ ITS 指数は+1.8%上昇し、HFRI-I 株式ヘッジ指数は+2.7%上昇

し、HFRI-I レラティブバリュー指数は+2.4%上昇した。今月、銀行システムのリスク割増策も

上昇し、HFR バンク・システマティック・リスクプレミアム金利指数は+5.8%上昇したが、

HFR バンク・システマティック・リスクプレミアム・コモディティ指数は+2.6%上昇した。11

月、HFRI ダイバーシティ指数は+2.2%上昇したが、HFRI 女性指数は+3.0%上昇した。 

HFR の Kenneth J.Heinz 総裁は「ヘッジファンドは、先進的な指向性株式、金利敏感

性、リスク平価戦略を通じて、11 月の第 4 四半期に大幅に上昇した。マネージャたちは暗号化

通貨による激しい変動や、株式と固定収益市場の最近の大幅な逆転の延長を避けたためだ。指

向性株式と非関連マクロ経済は今月、大きな食い違いが生じ、株式ヘッジは 2021 年 2 月以来

最も強力な上昇幅を発表したが、Macro は 2018 年 2 月以来最大の落ち込み。1 カ月前とは対

照的に、米国と欧州の総選挙が明らかになるにつれて政治的リスクが緩和され、マクロ経済的

リスクは世界経済の急激な減速への懸念の間で揺れるモードに移行しているが、世代間インフ

レ圧力が金融市場に重大なリスクをもたらし続ける中、機関投資家は 2022 年を定義し 2023 年



まで続く可能性のある激しい混乱に資金を分配する可能性があると波動して強力なファンドを

表現しています。」 

 

HFR Indices are ESMA registered. 
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