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お客様向けに作成されたものです。

債券は違う：アクティブ
運用 vs. パッシブ運用の
12のポイント
アクティブ運用とパッシブ運用をめぐる議論は、最近大きく揺
れ動いています。米国の株式市場と債券市場を比較することに
より、この議論を再検討してみます。パフォーマンス実績を検証
した結果、株式投資とは異なり、アクティブ型債券ミューチュア
ルファンドと上場投資信託（ETF）は、手数料控除後でパッシブ
型を大幅にアウトパフォームしていることが分かりました。
本稿では、なぜ債券が株式とは異なるのかについて推論を
立て、それについて述べています。これは、非経済的な動機によ
る債券投資家比率の高さ、ベンチマークのリバランスの頻度と
入れ替え規模、債券投資における構造的なティルト（特定の対
象・戦略等への傾斜）、アクティブ型の債券運用者が利用でき
る金融デリバティブの豊富さ、そして個別銘柄レベルのクレジッ
トリサーチと新規発行での優遇（コンセッション）に起因してい
る可能性があります。
マクロ的には、完全にパッシブな市場は、
深刻な市場リスクと資源のミスアロケーションを招きます。現実
では、パッシブ運用の投資家もアクティブ運用の投資家のいず
れも、均衡状態で完全に市場を支配することはできません。もち
ろんパッシブ運用には利点があります。それでもなお、チェック
機能がないパッシブ運用は、ただ乗り、逆選択、およびモラルハ
ザードを引き起こす可能性があります。
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ポイント１ - アクティブ型債券ファンドとETFは、
パッシブ型の中央値を ほぼアウトパフォームした
アンダーパフォームしているとの大方の推論とは異なり、
アクティブ型
債券ファンドとETF の半数以上は、過去 1 年間、3 年間、5 年間、

7年間、および10年間の実績において、大半のカテゴリーでパッシブ
型の中央値を凌駕しており、
うち5年間の実績では、63% がアウトパ
フォームしています。対照的に、過去5年間の実績でパッシブ型をア
ウトパフォームしている、アクティブ型の株式ファンドとETFは43%
のみです。過去 5年間の実績でみた場合、債券の3つの主要カテゴ

ポイント2 - アクティブ型債券ファンドとETFは、
ベンチマー クの複製コストが 高すぎない限り、
ほぼベンチマークをアウトパフォームしている
図 2 は、過去 1 年間、3 年間、5年間、7 年間、および 10 年間の実績に
おいて、目論見書上の主要ベンチマークを手数料控除後でアウトパ
フォームした、アクティブ型ミューチュアルファンドとETFの構成比
を示しています。
これは、債券グループ全体、株式グループ全体、
および債券と株式の3つの主要カテゴリーそれぞれにおける結果
を示しています。

リーである、中期債、ハイイールド債、および短期債を例にとると、 ここでも、アクティブ型債券ミューチュアルファンドとETFの半数以
アクティブ型ファンドとETFの84%、81%、および60%がパッシブ型 上が、過去1年間、3年間、5年間、7年間の実績において、ほとんどのカ
の中央値をそれぞれアウトパフォームしています。株式の3つの主

要カテゴリーである、大型グロース、大型ブレンド、および大型バ
リューにおいては、殆どのアクティブ型ファンドとETFがパッシブ型

テゴリーでベンチマークを凌駕しており、
うち5 年間の実績では、

61%がアウトパフォームしています。これは、アクティブ型ファンドと
ETFの35%のみが、5年間の実績でベンチマークをアウトパフォーム

に比べてアンダーパフォームしていることがわかります。

した株式の結果とは対照的です。同じ5年間の実績において、債券

ここで一つ注意しなければならないのは、
アクティブ型債券ファンド

の3つの主要カテゴリーを例にとると、アクティブ型ファンドとETF

とETFが、パッシブ型をアウトパフォームしているというのは、すべ

では、中期債と短期債カテゴリーのそれぞれ 82%と84% がベンチ

銀行、商業銀行、大部分の保険業界と個人投資家のように、
インデッ

クティブ型ファンドとETFが、3つの主要カテゴリー、すなわち大型グ

てのアクティブ型がパッシブ型をアウトパフォームしていることを、 マークをアウトパフォームしている一方、ハイイールド社債では
必ずしも意味しないことです。
アクティブ型の債券運用者には、中央 25%のみがアウトパフォームしています。株式については、殆どのア

クス投資を行っていない投資家が含まれます。
これらの投資家の一
部は厳しい制約の下で運用を行っており、パフォーマンスへの影響

ロース、大型ブレンド、および大型バリューのそれぞれでアンダーパ
フォームしています。

がある可能性があります
（この点に関してはポイント4を参照）。

図1：パッシブ型の中央値をアウトパフォームした、アクティブ型ミューチュアルファンドとETFの構成比（手数料控除後）
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出所：モーニングスター・ダイレクト 2016年12月31日現在。
過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。3つの大分類は、最低1年以上のリターンの実績を持つ、
アクティブ型ミューチュアルファンドとETFのデータに基づく。モーニング
スターU.S.ETFとU.S.オープンエンドのカテゴリーに基づく
（機関投資家のシェアのみ）。潜在的な残存バイアスを回避するため、各サンプル期間スタート時に存在し、その後2016年12月31日現在までに
清算もしくは統合されたファンドとETFを含む。ハイイールド債と短期債のカテゴリーは、同様のパッシブ運用のカテゴリーが存在しないため、10年間のデータは存在しません。本グラフは例示を目的と
するものであり、PIMCOの商品あるいは戦略の過去または将来の運用成果を示すものではありません。
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ムする場合がありますが、それでもパッシブ型の中央値をアウトパ
フォームしていることにご注目ください。
ハイイールド債のカテゴリー
を考えてみましょう。
このカテゴリーについて、
アクティブ型ファンド
とETF がベンチマークをアウトパフォームする構成比は確かに低
いのですが、81%が同じ5年の期間でパッシブ型の中央値をアウト
パフォームしています。
これはハイイールド債のベンチマークのパ
フォーマンスを再現することの難しさを示していますが、最大規模
の銘柄を除いた市場の流動性の低さと高い取引費用によるものか
もしれません。
図1における10年の期間は、多くの人にとって1930年代以降最悪と
みなされる世界金融危機から始まっています。
この期間は、市場流
動性が枯渇し、
ビッド・アスク・スプレッドが拡大したために、
アクティ
ブ型とパッシブ型のいずれの投資家にとっても、取引費用が劇的
に上昇しました。ベンチマークのリターンはこれらの摩擦的コストを
織り込んでいないため、
もともと相対的に流動性が低く非効率的な
市場では、ベンチマークを凌駕するのは一層困難になります。
これ

図3：ベンチマークに対するアウトパフォーマンスとパッシブ型の
中央値に対するアウトパフォーマンス（手数料控除後）
パッシブ型の中央値をアウトパフォームしている、
アクティブ型のミューチュアルファンド/ETFの構成比（％）
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図3は、幅広い債券と株式グループについて、2種類のアウトパフォー
たアクティブ型の債券ファンドとETFの構成比と、過去 1 年間、3 年
間、5年間、および7年間の実績においてパッシブ型の中央値をアウ
トパフォームしたアクティブ型の債券ファンドとETFの構成比は、全
て50%を超えています。すなわち、過去10年の期間において半数を
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が 10 年の期間において、ベンチマークに対してアクティブ型債券
ファンドがアンダーパフォームする理由と思われます。
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出所：モーニングスター・ダイレクト 2016年12月31日現在。
過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。3つの大分類は、
最低1年以上のリターンの実績を持つ、
アクティブ型ミューチュアルファンドとETFのデータ
に基づく。モーニングスターU.S.ETFとU.S.オープンエンドのカテゴリーに基づく
（機関投資
家のシェアのみ）。潜在的な残存バイアスを回避するため、各サンプル期間スタート時に存
在し、その後2016年12月31日現在までに清算もしくは統合されたファンドとETFを含む。ハ
イイールド債と短期債のカテゴリーは、同様のパッシブ運用のカテゴリーが存在しないた
め、10年間のデータは存在しません。本グラフは例示を目的とするものであり、PIMCOの商
品あるいは戦略の過去または将来の運用成果を示すものではありません。

超えるものがパッシブ型の中央値をアウトパフォームしています。
対照的に、対象となった両指標と全期間について、アクティブ型株
式ファンドとETFの構成比は50%未満でした。
図2：目論見書上の主要ベンチマークをアウトパフォームした、アクティブ型ミューチュアルファンドとETFの構成比（手数料控除後）
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出所：モーニングスター・ダイレクト 2016年12月31日現在。
過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。3つの大分類は、最低1年以上のリターンの実績を持つ、
アクティブ型ミューチュアルファンドとETFのデータに基づく。モーニング
スターU.S.ETFとU.S.オープンエンドのカテゴリーに基づく
（機関投資家のシェアのみ）。潜在的な残存バイアスを回避するため、各サンプル期間スタート時に存在し、
その後2016年12月31日現在までに
清算もしくは統合されたファンドとETFを含む。ハイイールド債と短期債のカテゴリーは、同様のパッシブ運用のカテゴリーが存在しないため、10年間のデータは存在しません。本グラフは例示を目的と
するものであり、PIMCOの商品あるいは戦略の過去または将来の運用成果を示すものではありません。
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ポイント3 - アクティブ運用者は
長期の時間軸で評価されるべきである

図4：期間5年間におけるアウトパフォームする確率
100

な疑念を抱くことは重要です。
それは、
データというものは自己に都
合よく利用される可能性があり、
また本来的にノイズがあるという
理由からです。
この点を説明するために、以下の思考実験をしてみましょう。架空
の有能なポートフォリオ・マネージャーが0.5のインフォメーション・
レシオを持っているとします。
アクティブ型ポートフォリオのボラティ
リティが4.0%で、インデックスのそれは3.3%です。ポートフォリオの
リターンとインデックスのリターンの相関は0.9です。
これらの数字
はすべて、
リスク調整後のアルファによってランクされた、上位 4分
の1に入るアクティブ債券運用者にとって、経験的にまず妥当な数字
と思われます。問題は、架空のアクティブ運用者が、
このインデック
スを90%の確率で凌駕するためには、
どれくらいの期間が必要であ
るかということです。答えは、7年間ということになります（この例題
を説明する計算は付表1に掲載）。
これはいったい何を意味するのでしょうか。
まず第1に、
この例題は
債券アセットマネジメントにおける低い信号対ノイズ比の実態を説
明しています。運用者のパフォーマンスにおける高いトラッキング
エラーと低いインフォメーション・レシオを考えれば、株式ではさら
にその比は低くなります。第2に、運用者は、典型的にみてあまりに
短い時間枠で評価されていることを示しています。すなわち、1年以
上の期間では、
この架空のポートフォリオ運用者のアウトパフォー
ムの確率は 69%であり、3 年以上の期間では確率は 80% に高まり
ます。そして第 3に、結果はその前提に大きく左右されるということ
です。表1は、90%の信頼係数でインデックスをアウトパフォームす
るのに必要な時間と、上記のボラティリティと相関の仮定の下の
インフォメーション・レシオとの関係を説明しています。
表1：90%の信頼係数でインデックスを凌駕するのに必要な
時間数
インフォメーション・レシオ
0.7
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出所：PIMCO
本グラフは例示を目的とするものであり、PIMCOの商品あるいは戦略の過去または将来の運
用成果を示すものではありません。

ポイント4 - これは単にパッシブ運用とアクティブ運用の
比較ではない
アクティブ運用v.s パッシブ運用の論点は、
「アクティブ運用の算術」
と題するウイリアム・シャープの短い論文から生まれています。すな
わち、パッシブ型が市場ポートフォリオを保有するものと定義され、
アクティブ型がパッシブ型でないすべてのものを指すとすると、
アク
ティブ運用者全体でみると、
パッシブ型運用者同様に、いつでも市場
ポートフォリオを保有しているというのことになります。
したがって、
両グループは手数料控除前で同一のリターンを生み出します。
アク
ティブ 運 用 の 手 数 料 が パッシブ 運 用 の 手 数 料よりも高 い 分、
パッシブ運用者はアクティブ運用者を平均的にアウトパフォームし
ます。明快で単純ですが、度が過ぎるかもしれません。
アインシュタ
インの言葉を思い出さざるを得ません。
「ものごとはできるかぎり
シンプルにすべきだ。
しかし、
シンプルすぎてもいけない」。
シャープの算術が魅力的であるのと同じくらい、その議論の難点は
明らかです（そのいくつかはシャープ自身も認識していました）。
ま

3.5

ず最初に、債券の世界では、アクティブ運用とパッシブ運用の区分

0.5
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では不十分であることです。少なくとも、投資家のユニバースを、
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20.0

パッシブ型、経済的動機型、および非経済的動機型の3つのカテゴ
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48.0

リーに分けることができます。
このように分けられる理由は、非経済

出所：PIMCO 本表は例示を目的とするものであり、PIMCOの商品あるいは戦略の過去または将来の
運用成果を示すものではありません。

同一のリスク仮定の下で期間を5年間に固定する場合には、
アウト

的動機を持った投資家が債券市場においては多いからです。すな
わち、中央銀行は自国通貨を減価して、インフレ、成長、および資産
価格を上昇させるために債券を購入します。
商業銀行と保険会社は、

パフォームする確率は、予想されるとおり、インフォメーション・レシ

会 計 規 則、その他の規 制、および 単 純に予 測 可 能な低ターン

オの増加凹関数となります。

オーバーのポートフォリオを選好するといった様々な理由から、
トータルリターンよりも簿価利回りを気にかける場合があります。
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これらの投資家は、
グローバルな債券購入者の主要な部分、つまり

102兆ドルのグローバル債券市場ⅰの約47%を占めることに留意す

5

ポイント5 - 情報は、売買取引とリバランスに極めて重要

る必要があります。同様に、非経済的な制約下にある投資家が、 シャープの算術は、暗黙のうちにパッシブ型の投資家はバイ・アン
パッシブなインデックス投資を行う場合、投資適格基準以下に格下 ド・ホールドの投資戦略を採用し、証券を売買しないということを
げされたすべての債券の売却をする必要があること、
また、格付け
引上げが予見できる債券であっても格付け会社が認めるまで待つ
必要があるため、購入が遅れることを余儀なくされる可能性があり
ます。
その他、例を挙げればきりがありません。
制約が拘束力を持つ限り
（大半がそうなのですが）
、構造的に、経済
的動機を持った投資家は、非経済的動機を持った投資家から安い
フォーリン・エンジェルを購入し、
また割高なハイクーポンの債券を
売却することによって、非経済的動機を持った投資家をアウトパ
フォームする傾向にあります。
アクティブ運用者は、
インデックス銘柄
の入替えの際に、パッシブ運用者に流動性を提供することによって
利益を得ることもあります。
このように、
アクティブ運用者とパッシブ
運用者は、理論上は手数料控除前で同一のリターンを生み出す可能
性がありますが、
さらに進んで投資家を3つに区分するカテゴリー分
けによって、経済的動機の投資家がパッシブ型の投資家をアウトパ
フォームし、
そのパッシブ型の投資家が手数料控除前で非経済的動
機を持つ投資家をアウトパフォームすることが説明できます。

想定しています。現実には、多くの債券インデックスは月次でリバ

ランスされ、そのためアクティブ型とパッシブ型のいずれの投資家
も売買をする必要があります。それは単に、債券の満期が来た、新
債券が発行された、
インデックスの銘柄入れ替えルールがインデッ
クスへの入れ替えを引き起こしたというだけかもしれません（株式
に関する同様の議論について、ペダーセン（2017）
を参照）。過去3年
間のブルームバーグ・バークレイズ米国債券総合インデックスの、
年次入替え比率（2016年12月31日現在）は約40%で、そのうち半分
は証券の新規発行によるものでした。純粋なノイズを売買するわけ
ではない場合には、
アクティブ運用者は、パッシブ運用者よりも多く
の情報を得ようとします。彼らは債券ストラテジスト、
クオンツ、
クレ
ジットアナリスト、およびシステムにお金を投じることにより、適切な
情報を獲得し分析して、
より良い投資判断を下そうとします。情報を
得るためのコストが高いので、
アクティブ運用者は、概して高い手数
料を要求します。彼らはまた彼らの知識を使って、パッシブ運用者よ
りも低値で買え、高値で売れる証券を探します。新規証券は債券市
場の毎年の時価総額の20%を構成するので、新発債市場において
強いアクティブ性を発揮し、最も魅力的なバリュエーションである

表2：非経済的動機の投資家が保有する債券
投資家グループ

債券保有高
（兆ドル）

投資目的

中央銀行
‐外貨
‐外貨準備

新規発行を識別することで、債券投資家が大きな収益を収めること
ができる可能性があります。
さらに、アクティブ債券運用者は、一般
的に新規発行のシンジケーションのプロセスにおいて、有利な条件
（コンセッション）
で、大きな割当てを獲得しようと努力します。最後

10.8

為替相場の安定

に重要なことですが、個々の証券レベルの信用調査は、債券投資プ

‐国内保有高

4.5

マネーサプライの管理

ロセスで決定的な強みとなります（ウォーラーおよびマッツ、2014）。

米国保険会社

4.3

簿価利回り、予測可能な
インカム、規制による資本賦課

対照的に、多くの株式インデックスのリバランスは年に1回ないしは

米国銀行

2.8

欧州保険会社

5.3

4%でした。株式は一般的に永続的証券なので、新規発行は一般的
に時価総額の1%未満です。そのため、新規発行市場における大き

欧州銀行

4.7

なプレゼンスによる株式のパフォーマンスへの寄与は、債券に比べ

アジア銀行及び保険会社
その他の銀行及び保険会社
合計

四半期に1回です。昨年のS&P500株価指数の年間入替え率は、約

12.6

てずっと小さくなります。
マウバスシン他（2017）は、情報公開のため

2.0 – 3.0

のコスト上昇を含む上場費用の増大によって、1996年以降、米国に

47.0 – 48.0

おける上場株式の数が急激に低下したことを示しています。その

出所：企業情報、欧州連合、欧州保険年金監督機構、欧州銀行監督機構、SNLフィナンシャル、
ブルー
ムバーグ、PIMCO。2016年12月31日現在

シャープの算術が前提にしている他の仮定も、現実に当てはまらな

結果、現在の上場企業は、20年前に比べてより大きく、古く、そして
安定しています。マウバスシン他はこの傾向が、米国株式市場にお
ける情報の効率性を高め、価格が大きく割高・割安とならないこと

い場合には、アクティブ型運用がパッシブ型に勝る機会を与える

に貢献しているのではないかと推察しています。

可能性があります。たとえば、
シャープの理論は、投資家について、

要約すると、債券インデックスの入替えが大幅であることと、債券市

同一の投資期間、
リスク回避姿勢、および税率を想定しています。

場における情報効率が低いことが、サンプル期間においてアクティ
ブ型債券ファンドがしばしば株式のアクティブ型ファンドをアウトパ
フォームする理由の説明の一助になります。

6
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ポイント6 - オフ・インデックスとアクティブ・シェアが重要

よく知られているように、多くの構造的ティルトはオフ・インデックス

構造的ティルト、
オフ・インデックスなどは、債券運用者がインデック

および通貨とともに、まだ典型的な債券インデックスの対象とは

スと戦う際の必需品です。例を挙げれば、デュレーション、イールド
カーブ・スティープナー、高金利通貨、ハイイールド債スプレッド、政
府機関系／非政府機関系モーゲージ・スプレッド、ボラティリティの
売り、そして流動性プレミアム、
これらは継続性のある重要な付加
価値の源泉となりうる構造的なティルトですⅲ。

です。前述のようなハイイールド債スプレッドは、エマージング債券
なっていない、
アウトパフォーマンスの機会を提供する肥沃な大地
です。
これはアクティブ型ファンドが、サンプル期間に債券分野で順
調な実績を上げている別の理由ともなります。
もちろんパッシブ型
投資家は彼らのポートフォリオにエマージング債券とハイイールド
債のETFを加えることはできます。
しかし、
これらのETFが細分化さ

構造的ティルトは都市伝説以上のものであることを示すために、 れておらず、透明性が低いことが問題となる可能性があり、混合、調
アクティブ型債券ファンドの超過リターンと、特定のファクター、
とり 和させることが困難です。
わけデュレーション、投資適格債スプレッド、およびハイイールド債
スプレッドからの超過リターンの相関関係を見てみましょう。
そこか
ら見える事実は明白です。すなわち、最大規模の課税対象債券カテ
ゴリーである中期債を対象とするアクティブ型の債券ファンドとETF
は、構造的にインデックスに対して、
デュレーションのショート、投資
適格債スプレッドのロング、ハイイールド債スプレッドのロングのエ
クスポージャーを取っています。
（直接・間接を問わず、分析には含
まれていないファクター・ティルトによるものです）。
ファクターに対
する超過リターンの回帰分析（付表2をご覧ください）
も、
クレジット
と流動性リスクのプレミアムを活用することは、
（それほど秘密でも
ない）
ソースの特に重要な材料であることを示しています。修正済
t値と決定係数は、合理的疑いの余地なく、ティルトがポートフォ
リオの中核をなしていることを示しています（マッツ他、2016）。

アクティブ債券運用者が利用可能な、投資テーマを採算の取れる
形で表現できる様々な金融デリバティブがあります。通貨スワップ
ベーシス、先物ベーシス、CDSキャッシュ・ベーシス、TBAロールが
その例です。
さらに、
アクティブ債券運用者は、キャリー、バリュー、お
よびモメンタムなどのいわゆるスマート・ストラテジーを実行するこ
ともできます。
これらの戦略は、過去に相当にプラスのシャープ・レ
シオを達成した実績があります。
関連したポイントとして、債券運用ではアクティブ・シェアも重要
です。
これは、ポートフォリオのポジションがインデックスと異なるほ
ど、そのファンドがアウトパフォームする可能性が高まるということ
です。直接運用者のポジションを見ることはできないので、
「イン
デックスへの密着度」の代理指標として、ポートフォリオのリターン
とインデックスのリターンとの相関を使います（相関関係が高け
れば、それだけアクティブ・シェアが低い）。超過リターンと、ポート

表3：ファンドとファクターの超過リターンに関する統計値のまとめ
（2007年1月～2016年12月）
相関

過去5年間で -0.57です。
インデックスから離れることは、割に合うか
もしれません。表現を変えれば、
アクティブ運用者がインデックスか

平均 ボラティリティ
平均
デュレー 投資適格債 ハイイールド
（年率） （年率） 超過リターン ション スプレッド 債スプレッド
平均
超過リターン

フォリオとインデックス間のリターンの相関
（密着度）
との相関係数は、

0.4%

1.9%

1.00

-0.52

0.81

0.89

デュレーション 0.6%

0.8%

-0.52

1.00

-0.40

-0.49

投資適格債
スプレッド

0.1%

1.0%

0.81

-0.40

1.00

0.87

ハイイールド
1.0%
債スプレッド

2.9%

0.89

-0.49

0.87

1.00

出所：モーニングスターおよびバークレイズ 2016年12月31日現在。 デュレーション：キャッシュ
（1カ
月物OIS）に対するブルームバーグ・バークレイズ米国国債インデックスのデュレーション単位当たり
の超過リターン。IG（投資適格債スプレッド）
：デュレーションのマッチした国債に対するブルーム
バーグ・バークレイズ米国投資適格社債インデックスのスプレッド・デュレーション単位当たりの超過
リターン。HY（ハイイールド債スプレッド）
：デュレーションのマッチした国債に対するブルームバー
グ・バークレイズ米国ハイイールド社債インデックスのスプレッド・デュレーション単位当たりの超過
リターン。過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。サンプルは、
モーニングスターの「中期債」カテゴリーにおける、
ブルームバーグ・バークレイズの米国債券総合
インデックスを目論見書上の主要ベンチマークとし、少なくとも10年間の配当実績があるアクティブ
型ミューチュアルファンドとETFの平均月次超過リターンから構成される。表は例示を目的とするもの
であり、PIMCOの商品あるいは戦略の過去または将来の運用成果を示すものではありません。

ら離れることは、そのポートフォリオにおける投資アイデアの採算性
の程度を測る指標になる可能性があるということです。
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図5：ファンドとインデックス間の相関に対する5年間の超過リター
ンの散布図

7

「システマティック・デュレーション・ファクター」に話を戻すと、それ
は一種類の金融的実験と言えるような、統計的に有意でないたった
一期間にわたって検証されたに過ぎません。
もしこれが正しいとす
るならば、
システマティック・ファクター・ティルトは、投資家が一般

4
５年間の年率超過リターン（％）

的に考えるよりもベータの性格が弱く、アルファの性格が強いとい
えるでしょう。
これらのティルトのタイミングに関しては、それらはア

3

ルファであると強く考えられています。
2

ポイント8 - 完全にパッシブな市場は、
深刻な市場リスクと資源のミスアロケーションを招く

1

資産運用が完全にパッシブな世界では、株式市場を含め、金融市
0

場はどのような姿となるのでしょうか？結局、1つの理由によって全く
競争的でない市場となります。すなわち、すべての資産運用者が

-1
-2

パッシブな世界では、資産運用委託は市場を複製することです。そ
のため、すべての資産は、キャッシュフロー、
ガバナンス、およびリス
50
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75

80

85

90

95

100

ベンチマークとの相関（％）
出所：モーニングスターおよびバークレイズ 2016年12月31日現在。
過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。サンプルは、モーニン
グスターの「中期債」
カテゴリーにおける、
ブルームバーグ・バークレイズの米国債券総合インデ
ックスを目論見書上の主要ベンチマークとし、
アクティブ型米国ミューチュアルファンド（機関投
資家のシェアのみ）から構成されます。本グラフは例示を目的とするものであり、PIMCOの商品
あるいは戦略の過去または将来の運用成果を示すものではありません。

ポイント7 - 構造的ティルトは常にベータと
いうわけではない
ここで我々は明白な疑問を抱えています。そのアウトパフォーマン

ク／リターンといった個性を正当に検討することなく購入されます。
資産が分析されることなく購入された途端、価格は情報を提供する
ことをやめます。市場はセイの法則、つまり供給はそれ自らの需要
を生み出すという法則の堕落した形式に従います。その一方で、債
券と株式の発行者である証券供給者は、
このケースではパッシブ型
投資家である購入者よりも、
これらの証券について詳しい情報を得て
います。
パッシブな価格受容者が供給されたすべてのものを購入し、
証券間の相関が高まった状態では、市場均衡がいかに本来的に割
高になるかを容易に理解することができるでしょう。
このような状態
はもちろん、大規模な資本のミスアロケーションを招き（資金が

割高な資産を追い）
、
ある種の相場の急落と信頼の崩壊につながり
スは、アルファなのかベータなのか？最終的に結論は出せません。 ます。
ベータとは、もちろん、均衡状態で報われる必要があるシステマ
価式における残差リターンとして定義され、投資とトレーディングの

ポイント9 - パッシブ型投資家もアクティブ型投資家も
均衡状態では優越を有しない

技術に関係があります。

幸いなことに、資産運用が100%パッシブになることはまず想定され

ティックリスク・ファクターを指します。一方、
アルファは資産価格評

グロスマンとスティグリッツは
PIMCOは、学者と実務家のいずれにも共通に認識されているように、 ていません。1980年の優れた論文で、
システマティック・リターンは理論的な根拠が弱いと考えています 市場が情報に関して決して効率的でない、つまり価格は入手可能
ので、
このアルファ＝ベータ論争に懐疑的です。
どうすれば一部のト
レーディング戦略がシステマティック・ファクターに変わるので
しょうか？システマティック・ファクターとは何でしょうか？現実的な
答えは、
こういうことでしょう。過去数十年間に米国で有効であった
ことすべてであると。なぜ「デュレーション」は（発生と消滅を繰り
返す）太陽の黒点ではなく、システマティック・ファクターなので
しょう？それは、デュレーションを伸ばすことは、太陽の黒点とは
違って、過去30年間有効であり続けてきたからです。金融政策が緩
和的で債券市場においてキャリー、
ロールダウン、およびキャピタル
ゲインから大きなリターンを生じさせてきたため、
デュレーションは
有効でした。ベータはデータサンプルの取り方と究極的なデータマ

な情報を完全には反映できないと主張しています。
なぜできないの

でしょうか？その理由は、
もしできるのであれば、誰にとっても情報
を取得して分析するインセンティブがないからです。この場合、
トレードする必要がなく、市場はパッシブになります。
しかし、新し
い情報がこの市場に浸透するにつれて価格の相違が生じて、新し
い情報を獲得して市場でトレードすることで収益が得られます。明
らかに投資家には、大半の投資家がパッシブになる時に、アクティ
ブになる大きなインセンティブがあり、逆もまた然りです。非経済的
動機を持った投資家がいる世界では、計算はもっと複雑になりま
すが、即時決済可能な流動性を保有することのコストがまず確実に
上昇（金利が低下）
し、経済的動機を持った投資家に一層の借入機

イニングによる人工物なのかもしれません
（ハーベイほか、2015年）
。 会をもたらします。パッシブな集団かアクティブな集団のどちらが市
場で優位になるかは、振り子のように揺れ動きます。
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ポイント10 - チェック機能がないパッシブ型運用は
ただ乗り、逆選択、
およびモラルハザードを
引き起こす可能性がある
市場価格が情報伝達機能を持つために必要なのは、アクティブな
情報を持った投資家のほんの一部が存在することだけです。
これら
の投資家は限界的な価格設定者で、パッシブ型投資家はそれに便
乗することになるでしょう。
この状況では、価格から導かれる情報は
公共財といえます。
そうすると、
アクティブ運用も公共財といえます。

場にパッシブ型の選択肢が適切な数あることにより、過剰投資を抑
制することになります。多くのインデックスは直接投資することが
できないため、
アクティブ運用者とパッシブ運用者との間に競争が
あることにより、パッシブ型に比べて付加価値を提供せずに高い手
数料を課すアクティブ運用者を排除することができます。
クレマー
ス他（2016）は、アクティブに運用されるファンドは、低コストのイン
デックスファンドからの競争に直面すればする程、
よりアクティブで、
低い手数料を課し、大きなアルファを生み出すことを発見しました。

そして、それが存在しなければ、
これまで述べてきたとおり、好まし

最適なアクティブ運用とパッシブ運用の組み合わせの内容は、市場

くない結果が生じるかもしれません。

によって決まります。調査と情報の取得のためにアクティブ型の運

パッシブ運用は、ただ乗りの罪を犯しているともいえるだけでなく、
逆選択とモラルハザードにも結び付くともいえます。
インデックスの
組み入れルールが債券の世界における大口の借り手に有利に働く
限り、パッシブ運用がインデックスファンドに資金を投じることに
より、大口の借り手の債券に超過需要をもたらします。
これはそれに
最も値しない人に、資本が誤って向かうという明白なケースです。
こ
れはマシュー効果と呼ばれることもあります。すなわち
「持っている
人は更に与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取
り上げられる」。
さらに、相対的に放漫な借り手の債券の価格上昇と
低いスプレッドが生じることによって、モラルハザードが突然出現し
ます。すなわち、人為的な低いスプレッドで借り入れをする政府が
改革を先延ばしする、借入過多の企業が現金を濫費する、
などです。
表面的には低手数料のパッシブ型運用は、貯蓄家や年金生活者に
恩恵をもたらす場合がありますが、実際は、控えめに言っても、
もっ
と微妙です。経済学の用語でいうと、パッシブ運用は多くの負の外
部性を生み出します。パッシブに投資されたわずかな金額が著しく
増大するにしたがって、負の外部性は、おそらくは非線形的に拡大
します。
気がかりなことは、
エコノミストにはよく知られたことですが、
負
の外部性は課税されるべきであり、
また正の外部性は補助金が払
われるべきであるということです。
これ以上は、本レポートの範囲を
超えます。

ポイント11 - パッシブ型運用にも利点がある
パッシブ運用者の目標は、市場インデックスに含まれる同一証券を
保有するか、
あるいは証券群の中からサンプルを選んで保有するこ
とで、インデックスのパフォーマンスを複製をすることです。彼らは
ベンチマークを凌駕するためにリソースを使う必要はありません。
その結果、彼らの手数料は、アクティブ運用者よりもずっと低くなり
ます。
アセットアロケーションのような他の投資決定に注力し、
アセッ
トクラスのレベルではインデックスの複製のみを行いたい多くの投
資家にとっては、パッシブ運用は個々の市場にアクセスするための
よい手法を提供します。

用者が投じた投資が、パッシブ型の運用よりも十分に優れたパ
フォーマンスを生まない、高度に効率的で流動的な市場は、概して、
よりアクティブ的でなく、
よりパッシブ的な運用から恩恵を受けると
思われます。

ポイント12 - パッシブといったものはない
（アクティブの別の面に過ぎない）
こんなことを聞いたことがあるでしょう。厳密な定義では、パッシブ
運用とはその市場を保有することであり、売買することではない。
しかし、明らかにこれは誤りです。市場は複製目的でアクティブに
売買される必要のある、常に進化する資産の組み合わせです。
このことは有限の生命と一定のリターン源を持った証券につい
ては、
より重要です。そしてすべて私的資産から構成されるというこ
とだけから言っても、市場を複製することはほとんど不可能です。
投資家が一般的にパッシブという言葉で意味するものは、完全な
パッシブとは程遠いものです。たとえば、パッシブ運用者が月末最
終営業日には日中に均等に売買するのではなく終了時にまとめて
売買する慣行は、それ自身が時には重大な価格上の因果関係を引
き起こすようなアクティブな判断です。
さらに、最も有名なパッシブ
運用の例はS&P500 ETFです。
しかし、それでもS&P500株価指数
の対象銘柄の時価総額（およそ20兆ドル）は世界中の富（クレディ・
スイスによれば 2014 年で241 兆ドル）の 10% 未満です。パッシブな

ETFを選択することは、そのことが言ってみればアクティブな選択
です。パッシブな株式ETFの投資家は、時として無意識のうちに相
場観を持っているのです。そして投資家はしばしばこれらのパッシ
ブなETFを売買する際に、売買のタイミングを計っているのです。
ア
セットアロケーションの決定は、投資家ができる最もアクティブな投
資決定です。それはポートフォリオのリターンの大半を決定し、ア
セットクラスのレベルで行うアクティブな決定をはるかに凌いでい
ます。
アセットクラスのレベルにおいてさえも、パッシブ型の資産運
用やパフォーマンスのベンチマークの選択においてなされる数多く
のアクティブな決定があります（ダイアリナスおよびムラタ、2006
年）。
アクティブな運用をすることは避けられず、
またサンプル期間

アクティブ運用者は、効率的な資本配分により、経済において重要

に関して証明されたアウトパフォーマンスを考えると、なぜアクティ

な役割を果たします。
しかし、彼らは一定の市場や市場の特定セグ

ブ型運用について大騒ぎをするのでしょうか？結局のところ、パッシ

メントの調査と情報の取得に過剰に投資する場合があります。各市

ブなどというものは存在せず、アクティブ運用の単なる別の一面に
過ぎないのです。
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結論
アクティブ運用とパッシブ運用をめぐる議論は、近年大きく揺れ動
いてきました。PIMCOは株式と債券を比較することによってこの議
論を再検討してみました。パフォーマンス実績を検討した結果、
アク
ティブ型債券ファンドは、株式投資のそれとは異なり、サンプル期間
でパッシブ型の中央値を大幅にアウトパフォームしていることが分
かりました。PIMCOは、なぜ債券が株式とは異なるのかについて
の推論を立て、次のような理由によるものと考えました。
• 非経済的動機を持った債券投資家比率の高さ
• ベンチマークのリバランスの頻度と入れ替え規模
• 債券投資における構造的ティルト
• アクティブ型の債券運用者が利用可能な金融デリバティブの
豊富さ
• 個別証券レベルの信用調査と新規発行の優遇条件（コンセッ
ション）
マクロ的には、完全にパッシブな市場は深刻な市場リスクと資源の
ミスアロケーションを招くとPIMCOは考えます。現実には、パッシ
ブ型投資家もアクティブ型投資家も均衡状態では優越を有しま
せん。
もちろんパッシブ型運用には利点があります。
しかし、チェック
機能のないパッシブ型運用はただ乗り、逆選択、およびモラルハ
ザードを引き起こす可能性があります。
著者は、マーカス・アッコ、マーク・アンソン、チャールズ・ダ・セグンド、
クリス・ダイアリ
ナス、モフセン・ファハミー、スーディ・マリアッパ、ヴァサント・ナイク、ラマ・ナンビマ
ドム、エマニュエル・ローマン、スティーブ・サプラ、ルーツ・シュローゲル、エマニュエ
ル・シャレフ、
ミヒル・ウォラーに対して、初期段階の原稿に貴重なコメントを提供してく
れたことを、
またロバート・サルーアンに対して、
データ・サポートをしてくれたことを、そ
れぞれ感謝します。
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付表１: 信号対ノイズ
保有するポートフォリオ価格Pが次の幾何ブラウン運動に従うファンドマネージャーを仮定すると、

ファンドマネージャーは、同様に次の幾何ブラウン運動に従うインデックスを凌駕しようと試みている

dWP と dWI は相関 ρ. を持つ。時間の単位は1年である。
t 期の過程の価格を次のように表せる。:

ZP と ZI は相関 ρ を持つ2つの標準正規確率変数である。
ファンドマネージャーが t 期にインデックスを凌駕する確率は次のとおりである:

ここで、Φ は、正規標準確率変数の累積分布関数である。
インフォメーション・レシオを年次アルファとトラッキングエラーの比率すなわち
、

と定義する。
アウトパフォーマンスの確率は、投資ホライズン、
インフォメーション・レシオ、およびボラティリティと相関パラ

メーターが与えられれば推計できる。
詳しくはアンバリッシュとシーゲル（1996）
を参照されたい。

付表２：アルファの四分位によるリスクファクターに対する月次アルファのファンド種類ごとの回帰要約表
平均パラメーター推計値

平均 NW t-値

平均年率アルファ

定数

Dur

IG

HY

定数

Dur

IG

HY

平均調整済み
決定係数

第1

-0.45%

-0.06%

-0.41

0.05

0.44

-1.29

-1.11

0.46

2.67

48%

第2

0.27%

0.01%

-0.25

0.22

0.29

0.32

-0.71

0.97

2.56

46%

第3

0.56%

0.01%

-0.14

0.51

0.45

0.34

-0.35

1.52

3.51

57%

第4

1.19%

0.05%

-0.24

0.45

0.60

1.17

-0.53

1.05

3.18

51%

四分位

出所：モーニングスターおよびバークレイズ 2016年12月31日現在
Dur（デュレーション）
：キャッシュ
（1か月物OIS）に対するブルームバーグ・バークレイズ米国国債インデックスのデュレーション単位当たりの超過リターン。
IG（投資適格債スプレッド）
：デュレーションのマッチした国債に対するブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債インデックスのスプレッド・デュレーション単位当たりの超
過リターン。
HY（ハイイールド債スプレッド）
：デュレーションのマッチした国債に対するブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債インデックスのスプレッド・デュレーション単位当
たりの超過リターン。
四分位は10年間の年率アルファに基づく。ニューイー＝ウエスト不均一分散および自己相関一致ｔ値（ニューイー＝ウエスト、1987）が報告されている。
サンプルは、モーニングスターの「中期債」
カテゴリーにおける、
ブルームバーグ・バークレイズの米国債券総合インデックスを目論見書上の主要ベンチマークとし、少なくとも10年
間のリターン実績があるアクティブ型ミューチュアルファンドとETFの月次アルファから構成される。
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