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金利上昇の中、ヘッジファンドは上昇
個人投資家の取引が拡大傾向にあることから HFRI 株式ヘッジ戦略が
全般的な上昇を主導
金利戦略、コモディティ戦略と比較してマクロ戦略、CTA 戦略が好調
暗号資産、アクティビスト、ハイテク、エネルギーのサブ戦略も牽引
シカゴ（2021 年 3 月 5 日）– 金利、コモディティ価格、さらにはインフレ再燃の懸念がいずれも上昇した
ため、ヘッジファンドは 1 月の上昇に続いて 2 月も上昇しました。HFR®が本日発表したデータによれ
ば、HFRI ファンド加重総合指数®は 2 月に 4.1％上昇し、投資可能な HFRI 500 ファンド加重総合指数
は 3.2％上昇しました。HFR®は世界のヘッジファンド業界において指数の作成および運営、分析、リサ
ーチに携わる実績を備えた世界的トップ企業です。
前月と同様に、HFRI ファンド加重総合指数構成銘柄のパフォーマンスには大きなばらつきが
生じ、当月、指数構成銘柄の上位 10％は 16.3％上昇、下位 10％は 3.1％下落となりました。当社が以
前に発表したように、ヘッジファンド業界全体の資産残高は大幅に増加して 2021 年初の時点で 3 兆
6,000 億ドルとなり、2020 年第 4 四半期だけで 2,900 億ドル増と、四半期ベースでは過去最大の増加
幅となりました。2020 年第 4 四半期は 30 億ドルの純流入、下半期では 160 億ドルの純流入となった
と推定されます。
個人投資家の影響で取引量が増加し、投資家の関心が個別銘柄にまで拡大したことから、特
化型サブ戦略のロングとショートの両方に投資する株式ヘッジ戦略が 2 月のパフォーマンスを牽引し
ました。HFRI 株式ヘッジ（トータル）指数は当月 4.8％上昇し、高ベータでロング比重の高いエネルギ

ー、ファンダメンタル・バリューおよびテクノロジーのエクスポージャーに牽引されたサブ戦略のパフォー
マンスの幅広い分散が大きく寄与しました。1 月の底堅い上昇を受け、HFRI 株式ヘッジ：エネルギー／
素材指数は 2 月に 9.7％上昇し、HFRI 株式ヘッジ: ファンダメンタル・バリュー指数は 6.4％上昇、また、
HFRI 株式ヘッジ：セクターテクノロジー指数は 4.4％上昇しました。
人気が薄くディープバリューの銘柄やシチュエーションに特化するイベントドリブン戦略は 1 月
の上昇が 2 月に入って加速し、投資可能な HFRI 500 イベントドリブン指数は当月 2.8％上昇、HFRI イ
ベントドリブン（トータル）指数は 3.6％上昇しました。イベントドリブン戦略のサブ戦略の中では、アクテ
ィビスト、スペシャルシチュエーション、クレジットアービトラージのエクスポージャーが牽引しました。こ
れらは、リストラや買収の対象となる可能性がある、または投資家主導により戦略転換の可能性があ
る企業など、ディープバリューの銘柄やシチュエーションに投資する戦略です。HFRI イベントドリブン:
アクティビスト指数は 2 月に 8.3％上昇、HFRI イベントドリブン: スペシャルシチュエーション指数は
4.1％上昇、HFRI イベントドリブン：クレジットアービトラージ指数は 2.7％上昇しました。
無相関マクロ戦略も、トレンドフォローCTA やファンダメンタル・コモディティ・フォーカスド戦略に
牽引されて 2 月は堅調に上昇しました。HFRI マクロ（トータル）指数は 3.6％上昇し、投資可能な HFRI
500 マクロ指数は 3.7％上昇しました。マクロのサブ戦略では、金利が力強い上昇トレンドを示したこと
から、 HFRI マクロ：システマティックディバーシファイド／CTA 指数の 4.4％上昇と、HFRI マクロ：コモデ
ィティ指数の 4.1％上昇がパフォーマンスを牽引しました。
債券をベースとする金利敏感型 HFRI レラティブバリュー（トータル）指数は 2 月に 2.3％上昇
し、HFRI500 レラティブバリュー指数は 1.5％上昇しました。投資可能な HFRI500 レラティブバリュー：ボ
ラティリティ指数の 3.0％上昇と、HFRI500 レラティブバリュー:債券コンバーチブルアービトラージ指数
の 2.4％上昇が牽引しました。
ブロックチェーンと暗号資産（仮想通貨）のエクスポージャーも 1 月の上昇に続いて力強いパフ
ォーマンスをもたらし、暗号資産は過去最高値を記録しました。ヘッジファンドは新規や既存のファンド
戦略に関連エクスポージャーをこれまで以上に組み込むようになっています。HFR ブロックチェーン総
合指数と HFR 暗号資産指数はどちらも 2 月に約 30.0％上昇しました。
リスクプレミアムとリキッドオルタナティブも、マルチアセットとコモディティのエクスポージャーの
牽引により 2 月に上昇しました。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
当月 7.9％上昇し、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 3.3％上昇しまし
た。HFRI-I リキッドオルタナティブ UCITS 指数は、HFRI-I UCITS イベントドリブン指数の 1.8％上昇に
牽引され、当月 1.05％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。「最近のヘッジファンドの上昇は 2
月を通じて加速し、イベントドリブンや株式ヘッジだけでなくトレンドフォロー型のマクロ戦略や金利敏感
型のレラティブバリュー・アービトラージ戦略の大幅なプラス寄与もパフォーマンスを牽引し、この 4 カ
月間は過去 20 年以上で最もパフォーマンスが良好な期間となりました。新たな景気刺激策、ワクチン
接種の拡大、移民政策やエネルギー政策に関する不透明感などにより、マクロ経済や地政学的なボラ
ティリティには、集中的に増加した個人投資家の取引による単一銘柄や資産のトレンドだけでなく、暗
号資産取引、エネルギーへのエクスポージャー、金利／インフレに対する感度も含める方向にシフトし
ています。機関投資家は 2021 年の半ばまでは、これらの、またはその他の力強いトレンドに特化した
エクスポージャーを取るためのメカニズムとして、引き続き有力ヘッジファンドへの資産配分を続けて拡
大していくとみられます。」
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