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ヘッジファンドへの投資家の割り当ては 2015 年以来最高レベルに上昇
マクロ戦略が第 1 四半期の成長をリード、
インフレ、金利、ロシアのウクライナ侵攻がボラティリティを促進、
巨大企業が業界の流入をリード
シカゴ、（2022 年 4 月 22 日）– 2022 年の第 1 四半期に、機関投資家は 2015 年以来最も新しい資本
をヘッジファンドに注ぎ込みました。インフレによる極端なボラティリティ、金利の上昇などの要因によ
り、2022 年にはマクロファンドのパフォーマンスが業界をリードしました。金利と複数の成長への期待、
商品価格の高騰を含むロシアのウクライナ侵攻は、地政学的な不確実性と緊張を数十年で最高レベ
ルに押し上げました。
世界のヘッジファンド業界の総資本は 4 兆ドルを超えたままであり、ファンドマネージャーは極
端なボラティリティに対応し、記録的な収益を生み出しています。 世界のヘッジファンド業界のインデッ
クス作成、分析、調査の世界的リーダーである HFR®は本日、最新の HFR グローバルヘッジファンド業
界レポートで、2022 年の第 1 四半期に総資本流入額が 198 億ドルに達し、2015 年以来 2 番目に高い
と述べました。四半期以来の最高の四半期流入。 世界的大流行が始まった 2020 年の第 1 四半期に
世界市場が 3 兆ドルを下回って以来、ヘッジファンド業界の総資本は過去 8 四半期で 1 兆ドル以上増
加しました。
投資可能な HFRI 500 ファンド加重総合指数は、22 年第 1 四半期に+ 0.3％の緩やかな上昇を
記録し、ナスダック総合指数の 900+ bps の下落と、S＆P500 の 500+bps 下落のベーシスポイントを上
回りました。 HFRI ファンド加重総合指数（FWC）は、2016 年第 1 四半期に-0.78％低下しました。これ
には、3 月の+ 1.4％のリターンと 2021 年の+ 10.16％の上昇が含まれます。

戦略的資産の成長は、無相関のマクロ戦略に牽引され、パフォーマンスベースの強力な収益
は 22 年第 1 四半期に 400 億ドル増加し、四半期末の運用資産は 6,778 億ドルになりました。 マクロ
サブ戦略の流入と資産の追加は、定量的でトレンドフォロー型の CTA 戦略によって主導され、投資家
は CTA に 33 億ドルの純新規資本を割り当て、22 年第 1 四半期末の業績ベースの収益は 278 億ド
ル、AUM は 3,369 億ドルになります。 投資可能な HFRI500 マクロ：第 1 四半期に HFRI500 マクロ：シ
ステマティックディバーシファイド指数が+ 11.7％急増、HFRI 500 マクロ：コモディティ指数が記録的な
1Q22 + 24.0％急増し、四半期のすべての戦略とサブ戦略をリードしました。
金利のボラティリティが第 1 四半期に極端なレベルに達すると、クレジットおよび金利に敏感な
債券ベースの相対価値裁定取引（RVA）戦略によって管理される資本は第 1 四半期に 149 億ドル増加
し、資産は四半期末に終了しました。管理の規模は 1.035 兆米ドルに達しました。 RVA マネージャー
は、金利の急激な上昇だけでなく、逆イールドカーブ、40 年間で最も高いインフレ、ソブリンのデフォル
トリスクの急激な増加、四半期ごとの高金利へのシフトの質的逆転、および期待に対処してきました。
2022 年の追加利上げ。 マルチストラテジーファンドは RVA サブストラテジーを主導し、パフォーマンス
ベースのリターンは 119 億ドル、純資産の流入は 64 億ドルでした。 投資可能な HFRI500 レラティブバ
リュー指数は 22 年第 1 四半期に+1.73％上昇し、HFRI 500 レラティブバリュー：マルチ戦略指数は+
7.1％急上昇しました。
不利でしばしば大幅に不足しているディープバリューのエクイティおよびクレジットポジションに
明確に焦点を当てたイベントドリブン（ED）戦略は、第 1 四半期に戦略的資本流入をもたらしましたが、
流入は業績ベースの減少によって相殺されました。 投資家は、第 1 四半期にイベントドリブン戦略に
128 億ドルの新規資本を割り当て、イベントドリブン資本の合計は 1.1 兆ドルで安定しており、業界資本
の最大の戦略分野であるエクイティヘッジに次ぐものです。 イベント駆動型のサブ戦略の流入は、特
別な状況とディストレスト債務のサブ戦略によって主導され、22 年第 1 四半期にそれぞれ 62 億ドルと
56 億ドルの純新規資本を受け取りました。 投資可能な HFRI 500 イベントドリブン指数は第 1 四半期
に-2.1％減少し、HFRI イベントドリブン（トータル）指数は-1.4％減少しましたが、サブ戦略の損失は
HFRI イベントドリブン：合併アービトラージ指数+ 1.1％の増加によって部分的に相殺されました。
エクイティヘッジ（EH）戦略に投資された総資本は、わずかな流入が業績ベースの急激な減少
によって相殺されたため、22 年第 1 四半期に減少しました。 投資家からの 19 億ドルにもかかわらず、
総 EH 資本は 468 億ドル減少し、ロシアがウクライナに侵入し、インフレと金利が上昇するなど、マネー
ジャーが非常に不安定で急速に進化する市場サイクルをナビゲートしたため、総 EH 資本は 1.18 兆ド
ルになりました。 EH サブストラテジーの純資産の流入は、22 年第 1 四半期のファンダメンタルズバリ

ューとマルチストラテジーに牽引され、それぞれ 19 億ドルと 16 億ドルの流入がありましたが、これらは
四半期の定量的方向性戦略からの 24 億ドルの流出によって部分的に相殺されました。投資可能な
HFRI 500 株式ヘッジ指数と HFRI 株式ヘッジ（トータル）指数は、どちらも 22 年第 1 四半期に-4.1％減
少しました。 エネルギーと商品価格の高騰とインフレの加速の中での HFRI500 HFRI 株式ヘッジ：エネ
ルギー/素材指数は EH サブ戦略のパフォーマンスをリードし、22 年第 1 四半期に+ 9.4％急上昇しま
したが、これらの上昇は HFRI 500 株式ヘッジ：ヘルスケア指数（- 8.5％）、HFRI 500 株式ヘッジ：ファン
ダメンタル・グロース指数（-7.0％）および HFRI 500 株式ヘッジ：テクノロジー指数（-6.4％）。
投資家の流入は、50 億ドルを超える管理下にある業界最大の企業によって再び主導され、22
年第 1 四半期に約 168 億ドルの純新規資本を受け取りました。 10 億ドルから 50 億ドルの管理下に
ある企業は、23 億ドルの純流入を経験しましたが、10 億ドル未満の管理下にある企業は、四半期に 7
億 2300 万ドルの推定純流入を受け取りました。
HFR のケネス・J・ハインツ社長は次のように述べています。「マクロヘッジファンドには歴史的
な四半期があり、資本の成長をリードし、記録的な負の相関のあるパフォーマンスの向上をもたらした
だけでなく、地政学的リスクの急上昇とマクロ経済の不確実性に牽引されて、複数の資産クラスにわた
って劇的、不安定、不安定になりました。世界のヘッジファンドの資本は、歴史的な 4 兆ドルのマイルス
トーンを上回っています。株式市場の好業績の直接的な結果であるだけでなく、インフレ、金利、企業
取引、資産の追加、投資の強いトレンドへの期待を反映しています。効率的で前向きなボラティリティ、
日和見金利とインフレトレンドへのエクスポージャーを提供するマネージャーによる資本保全、既存の
ポートフォリオの保有と期間を効果的に補完します。これらのマルチアセットトレンドを活用する戦略的
に配置されたファンドは、2022 年半ばに業界のパフォーマンスと成長をリードする可能性があります。」
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