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このアンケート調査に

ついて 

 

2022年ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ債券投資調査報告書は、債券市場

の現状と方向性をより深く理解する一助として、世界中の主要な投資家の見解を詳細に調

査したものです。この定性的かつ定量的な調査は、 2022年半ばにステート・ストリ ー ト ・グ

ローバル・アドバイザーズとは資本関係のない独立した第三者機関が実施しました。ステート・

ストリート・グローバル・アドバイザーズは本調査のスポンサーです。大手年金基金、ウ ェルスマ

ネージャー、アセットマネージャー、基金、財団、政府系ファンドの資産配分の決定に責任を

持つ世界の機関投資家 700社が調査に参加しました。  

 
 

機関投資家の種類 

 
 

資産運用規模 

 
 

地域 
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エグゼクティブ・サマリー 

 

インフレ、金利上昇、戦争、そしてさまざまな危機。当

社が2021年債券投資調査報告書「Preparing for 

the Big Shift」を発表して以来、世界では多くの変化

が起きています。 

当社の最新調査からは、短期的には投資家はイン

フレと利上げという環境にポートフォリオを適合させ

ているのは確かですが、債券ポートフォリオの未来像

を形づくるトレンドが根底に流れていることが浮き彫

りになりました。 

昨年発表した2つのテーマは、引き続き非常に重要な位置づけにあります。第一に、 E S G

（環境・社会・ガバナンス）は投資家の優先課題のなかで重要度が高まっており、債券の

分野でも、パリ協定への準拠を追求する投資家が増えています。  

第二に、インデックス運用の有用性が引き続き明らかになっています。債券市場におけ る運

用報酬の引き下げ圧力と透明性の継続的な向上が二つの要因となり、投資家が配分を増

やそうとしているセクターにおいてインデックス運用戦略を採用し、効率的にアクセスするよ うに

なっています。 

今年は新たに形成されつつあるいくつかのトレンドをご紹介します。それは投資家が新たなリ

ターンの源泉や目的達成のための新たなアプローチを求めているためです。プライベ ート市場

へのシフトが加速しており、一般の債券への資金配分の規模や流動性に影響を及ぼしてい

ます。また、投資家は債券に対する新しいシステマティックなアプローチに興味を示しています。  

総合すると、これらの変化は債券の現状だけでなく、今後の方向性、そして近い将来に、

世界中の投資家が債券戦略をどのように実行していくかも示唆しています。  
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ESGは債券投資におけ

る最重要課題 

 

リスク、規制、投資機会－動機は何であれ、ESGは

債券投資家にとって最重要課題になっています。

ESGアプローチには、明らかな勝ち組が存在します。 

 

1 ESGは投資家にとって最重要課題 

2 最重要はESG基本方針の策定、気候等の

優先事項がそれに続く 

3 大多数の投資家はパリ協定準拠を目指し

ている 
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ESGは投資家にとって

最重要課題 

 

足元の市場環境にもかかわらず、世界中の機関投資家にとって最重要課題として浮上して

きたのは、インフレや金利上昇がもたらす影響に対処することではなく、ES Gでした。１／３

を大幅に上回る（ 39％）回答者は、ES Gについての考慮をそのプロセスに組み入れること

が今後12ヵ月間にわたり債券への配分において取り組むべき最重要課題であると述 べていま

す。インフレや金利上昇がもたらす影響への対処は次点で、 34％の回答者が選択しました。 

 
 

債券運用全般にわたり取り組むべき最重要課題として、
「ESGの組み入れ」が浮上 

 

図表1 

以下の重要課題のうち、

今後12ヵ月間で債券への

配分において取り組むべき

最も重要な課題はどれ

か？ 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては最大2つまで選
択可能。サンプル数（n）＝700。 
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地域ごとの差もある程度見られました（図表2）。アジア太平洋では、 36％の回答者が

「ESG検討事項の組み入れ」を選択し、「ポートフォリオリターンの向上」（36％） と並んで

同率一位となりました。北米の回答者のうち、 44％がE S Gを最重要課題にあげましたが、こ

の割合はE MEAにおけるES Gを最重要課題に挙げた回答者の割合（38％）を上回 り、そ

して北米における2番目の優先課題「ポートフォリオの流動性拡大」（ 34％）を大幅に上

回っていました。この結果は直感に反するようですが、北米のほうがE ME AよりもES Gの優先

順位が高かった理由は、ES Gの組み入れ実行に関してE ME Aの方が北米よりも進 んでいる

という事実に基づいているのかもしれません。  

 
 

ESGの組み入れを優先させることに関して、北米の回答者
は増えているのか 

 

図表2 

ESGの組み入れを最優先

課題と考える回答者の割

合、地域別内訳 

 
 

44%  38%  36% 

北米  EMEA  アジア太平洋  

 

最重要はESG基本方

針の策定、気候等の

優先事項がそれに続く 

 

債券ポートフォリオにES Gを組み入れる際の最優先事項として最も多く挙げられている 2つの

課題は、ES Gの組み入れに向けた基本方針の策定に関わるものです（図表3）。最優先

課題として最も多く選択されたのは、「全ての債券戦略が自社の基本方針における E S G要

件水準を満たすようにする」（ 36％）でした。それに僅差で続いたのが、まずこうした方針を

策定する取り組み（つまり「自社のES G基本方針を確立する」）の30％でした。 

他の投資家は、基本方針の策定から、方針のフレームワークで設定されていたES G目標の

追求に移行しているようです。ES G目標の中で、気候への考慮に対応して炭素削減戦略

の追求（28％の回答者が最重要課題の一つに挙げている）に投資家が関心を持 っている

のは当然のことです。さらに、環境要因（気候だけでなく、生物多様性などへの考慮も含ま

れる）については、25％の回答者が最優先課題に挙げています。 

ウクライナ戦争や新型コロナウイルスのパンデミックなど、最近の出来事からE S Gの社会的側

面（20％）も注目されるようになりました。興味深いことに、 28％の回答者がE S Gを通じて

アルファの源泉を見つけることに関心があると答え、 27％はインパクト投資を重要な優先課題

であると見ています。 
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ESG基本方針の枠組みの基盤作りは、債券のESGにとっ
て最優先課題 

 

図表3 

今後12ヵ月間で債券ポー

トフォリオにE S Gを組み入

れる際の最優先課題は何

か？ 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては最大2つまで選
択可能。サンプル数（n）＝700。 
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図表4は、E S Gを組み入れる際の優先課題の数値を地域別に示しています。すべての地域

で「全ての債券戦略が自社の基本方針におけるE S G要件水準を満たすようにする 」が最優

先課題に挙げられていることが分かります。第2の最優先課題として、北米とE MEA では 「自

社のES G基本方針を確立する」（それぞれ 32％、30％）が挙げられる一方、アジア太平

洋では「インパクト投資へのアロケーションを拡大する」（31％）が選択されました。 

 
 

地域別内訳：ESGの組み入れに向けた最優先課題 

 

図表4 

 

北米 

EMEA 

アジア太平洋  

 

 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。各地域における回答者の割合（%）。サンプル数（ n）＝北米
200、EMEA 390、アジア太平洋110。 
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ESGの組み入れは浸透

しているが、資産担保債

券においてそれは遅れて

いる 

 

現在、半数近くの投資家がハイイールド社債への投資にES G要因を組み入れ て いま す

（47％）。ハイイールド債指数は炭素排出量の多い企業を多く含む傾向にあることを考え

ると、この調査結果は理にか な っています。投資適格社債（ 44％） 、新 興国 債 券

（41％）、ソブリン債（ 41％）でも相当進展が見られますが、資産担保債券（ 2 7％）

は依然として課題となっています（図表 5）。 

 
 

投資家は、ハイイールド社債への資金配分にESG要因を
組み入れている可能性が最も高い 

 

図表5 

現在、債券ポートフォリオ

の中でES G要因を組み入

れている分野はどこか？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答には、 ESG要因が財務／ク
レジットモデルに組み入れられている特定のESG商品／証券における投資のみを含み、基準のプラクティス としてポートフォ
リオ全体に適用される一般的なエクスクルージョン（排除）は含まない。回答に際 しては、該当するものすべてを選択可
能。サンプル数（n）＝700。 
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大多数の投資家はパ

リ協定準拠を目指して

いる 

 

ESGの組み入れ向けた望ましいアプローチとして、最終的に、パリ協定に準拠することが明確

な選択肢になっています。調査回答者の46％は、ポートフォリオのベンチマークとして、パ リ協

定に準拠したベンチマークを採用したいと考えており、パリ協定に沿ったアプローチが主流にな

るのは疑いのないことです。回答者が債券ポートフォリオにおいて気候変動への対応や炭素

削減を優先させることに関心を持っていることを考えると、こうした流れは理に適っています。

「Science-B as ed （科学と整合した）のポートフォリオ移行目標の採用」（ 3 4％） や

「ESGによるティルト／テーマによるティルト」（ 34％）、「ベストインクラスのE S Gアプ ローチ」

（33％）も依然として人気の高いアプローチです（図表6）。 

 
 

ESGの組み入れに向けた有力なアプローチとして、パリ協
定との整合性が浮上 

 

図表6 

現在、債券ポートフォリオ

にESGの検討事項を組み

入れている場合、どのアプ

ローチを採用しているか？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、該当するものす
べてを選択可能。サン プル数（n）＝700。 

 

我々には、これ（パリ協定への準拠）を目指す大規模なプログラムがあります。

「パリ協定に準拠するとはどういうことか？」を理解するために、すべての資産クラス

についてシナリオを策定することから始めました。次に、進捗状況を測定し、舵取り

をする必要があります。データ面では、他の資産クラスよりも進んでいる資産クラ

スがあります。 

— 債券担当マネージング・ディレクター、欧州年金プロバイダー 

 

  

“ 
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インデックス運用の地位

が確立 

 

債券運用の主流は依然としてアクティブ運用ですが、

投資家のニーズの変化、運用報酬の引き下げ圧力、

市場の変化により、その優位性は失われつつあります。

資金配分方法は変化しつつあり、多くの投資家がバ

ランスをとったアプローチを採用するようになっています。 

 

1 インデックス投資の有用性が明らかになって

おり、大手投資家がインデックス投資を主導

している 

2 リソースが乏しい投資家ほどインデックス運用

を増やす可能性が高い 

3 アクティブ／インデックス運用比率をリバランス

する動きは少数派ながらインデックス運用に

ややシフト 
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インデックス投資の有

用性が明らかになって

おり、大手投資家がイ

ンデックス投資を主導

している 

 

ここ数年間、債券のインデックス運用は洗練度合い、対象範囲、パフォーマンス提供の面で

目覚ましい発展を遂げています。インデックス運用は、最も複雑な債券エクスポージャ ーであっ

ても十分に連動させ同様のパフォーマンスを、それをきわめてコスト効率の高い方法で精度良

く複製できるため、債券投資家にとってアクティブ運用はもはや既定の選択肢ではなくな って

います。パンデミックに関連した市場の混乱により、アクティブ運用に内在する数多くのリ スクに

焦点が当たりましたが、それを解決できるのはおそらく政策当局による大規模な介入だ けで

しょう。そのため、アクティブ運用と並行してインデックス運用を導入する動きが加速しています。  

 
 

現在のインデックス運用の

採用状況 

 

市場ボラティリティが高くなると（今回の調査期間中も明らかにそのような状況でした）、 アク

ティブ投資にとって投資機会が増える可能性があり、アクティブ戦略の採用が増加する要因

になるとしばしば認識されています。しかし、今回の調査結果から、投資家はインデッ クス戦

略を固守堅持していることが明らかになりました。  

債券市場では、伝統的にアクティブ戦略が主流であり、相変わらずポートフォリオの大部分を

占めていますが、これまでの調査で観察された移行の始まりは今も続いています。現在で は

１／３を超える回答者（ 37％）が、ポートフォリオの20％超をインデックス戦略で運用して

いると述べています。さらに、回答者の 7％は、ポートフォリオの 30％超をインデックス戦略で運

用していると回答しています。（図表7）。 

 
 

債券のインデックス運用に対する投資家の関心は相変わ
らず高い… 

図表7 

債券ポートフォリオのうち、

インデックス戦略で運用し

ている割合は？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：債券インデックス戦略の定義＝ブ
ルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスなど市場インデックスのパフォーマンスを追随することを目指す確定利
付証券のポートフォ リオ。インデックス戦略は、市場インデックスに精密に一致するようにレプリケーション するもの、またはイン
デックスの代表的な銘柄を選択して構築するサンプリングによるもの。 回答に際しては、 1つのみ選択可能。サンプル数
（n）＝643。 

 

 

…大手投資家（資産残高100億ドル超）の57％が、
ポートフォリオの１／５超をインデックス戦略で運用 

  



 

 

   債券投資の未来像 14 

 

市場は今後、大手投資

家が採用しているアプロー

チに向かって進むのか？ 

 

ポートフォリオの１／５超をインデックス戦略で運用している投資家は全体の 37％であり、運

用資産総額が100億ドル超の大手投資家では57％に達します。規模の大きな投資家ほど、

インデックス戦略を選好していますが、これは、市場全体の将来の方向性を示す指標 となる

のでしょうか？ 

 

 

リソースが乏しい投資

家ほどインデックス運

用を増やす可能性が

高い 

 

調査結果から、機関投資家は、運用報酬を含め、リソースを有効活用する圧力にさらされ

ていることが明らかになりました。たとえば、債券運用において、「運用報酬をより効率的に使

うよう圧力を受けている」と回答した投資家は、全回答者の46％に上ります。同様に、 4 5％

の回答者が、債券運用のためのリソースが「きわめて限られている」と回答しています。特 に、

債券のインデックス運用を増やそうとしている回答者は、運用報酬に対する圧力や、 リソ ース

の制約に直面しているという回答に同意する傾向が強いようです（図表8）。 

 
 

リソースを有効活用する圧力にさらされている投資家は、
インデックス運用を明確に増やす可能性が高い 

 

図表8 

各意見に同意する回答者

の割合、カテゴリー別  

 

インデックス運用を明確に
増やしている 

現状維持  

アクティブ運用を明確に
増やしている 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。 質問：ポートフォ リオ全体における アクティブ戦略とインデックス戦
略の割合が今後12か月でどう変化する可能性が高いかについて、次のうちどれが最も相応しいですか？（回答者は、各
ステートメントにつき1つのみ選択が可能）、「強 くそう思う」または「まあまあそ う思う」同意するという回答に対する比較。
ベース：インデックスを拡大＝回答73；変更なし＝回答 242、アクティブを拡大＝回答51。 
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アクティブ／インデック

ス運用比率をリバラン

スする動きは少数派な

がらインデックス運用に

ややシフト 

 

運用手法別の配分は今後12ヵ月間、きわめて安定した状況が続く可能性が高く、調査回

答者の76％は、インデックス戦略とアクティブ戦略のバランスを大幅に変更する予定はないと

回答しています。変更を予定していると答えた回答者の間では、債券運用全体に占める「 イ

ンデックス戦略の割合を明確に増やす」と回答した投資家（ 14％）が「アクティブ戦略の割

合を明確に増やす」と回答した投資家（ 10％）を上回りました（図表9）。 

自由回答欄では、インデックス運用を選択する理由として、パフォーマンスの透明性、効率性、

費用対効果の向上が挙げられていました。また、ES Gへの配慮も決定要因に挙げ られてい

ました。 

 
 

アクティブ運用とインデックス運用の配分はきわめて安定し
て同じような状況が続く可能性が高く、変更する場合はイ
ンデックス運用へのシフトがやや多い 

 

図表9 

債券ポートフォリオ全体に

占めるアクティブ戦略とイ

ンデックス戦略の割合につ

いて、今後 12ヵ月間で起

こり得る変化として、次の

うちどれが最も適切な表

現か？ 

 

 
 

インデックスのアロケーション拡大における意思決定ドライバーは何ですか？  

“パフォーマンスの透明性” 

— 米国財団 

“効率性と費用対効果” 

— 米国大学基 

“ESGへの早期アクセス” 

— 英国年金基金 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、 1つのみ選択可
能、計画されている変更の理由について自由回答。サンプル数（n）＝643。  
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エクスポージャー構築のた

めのアプローチ 

 

債券への資金配分を増やす予定と回答した調査回答者の大多数は、各セクターへのエ クス

ポージャーを増やす際に、（インデックス戦略とアクティブ戦略のバランスのとれた組み合わせ、

またはセクターに特化したインデックス戦略を通じて）債券のインデックス運用を活用する と回

答しています。特に、インフレ連動債へのエクスポージャーを構築する際には、インデッ クス運

用の手法が採用されると考えられます（図表10）。 

 
 

あらゆるセクターにおいて、インデックス戦略がエクスポー
ジャー構築時に重要な役割を果たす可能性が高い 

 

図表10 

今後12ヵ月間で配分を増

やす予定の債券セクター

について、どのようにしてエ

クスポージャーを構築する

予定か？  

アクティブ戦略とインデック
ス戦略のバラン スのとれた
組み合わせを通じて  

主にインデックス戦略を通
じて  

主にアクティブ戦略を通じ
て  

 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、各セクターにつ
いて1つのみ選択可能、 「該当なし」回答は除外。 サンプル数（ n）＝ 636。 
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新たなリターンの源泉と

新たなアプローチ 

 

投資家は難しい環境に直面しており、代替となるリ

ターンの源泉についての検討を加速させています。新

たなリターンの源泉を追求する動きにより、従来型の

セクターに対する見方が変わり、流動性リスクが検討

事項に加わり、システマティックな戦略の台頭に追い
風が吹いています。そしてアクティブ・アプローチに対す

る長年の選好が後退する可能性さえあります。 

 

1 新たなリターンの源泉を追求する動きが加速 

2 プライベートクレジットのブームが、一般の債

券に様々な影響を及ぼしている 

3 大手投資家がシステマティックな債券戦略の

需要をけん引 

  

 



 

 

   債券投資の未来像 18 

 

新たなリターンの源泉

を追求する動きが加速 

 

足元の市場環境を反映し、投資家は、インフレ対策に役立つ可能性があるだけでな く 、リ

ターンを追求する上で利用可能な投資機会を十分に活用できるアセットアロケーション を求

めています。そのため、多くの投資家がオルタナティブ資産をこれまで以上に深く検討する意図

を持っています。 

投資家が一般の債券を減らしてオルタナティブ資産を増やす方向を模索する中で、 プ ライ

ベートクレジットはもはや「代替的な選択肢」という位置づけにはとどまらないのかもしれません。

投資家が金利上昇環境に対応し、ポートフォリオのデュレーションを見直す中で、バン クローン

への需要が高まっています。調査回答者の51％は、バンクローンへの配分を増やす予定であ

り、バンクローンは他のどのセクターよりも高い支持を集めています（図表 11）。 

インフレ環境下では当然のことと言えますが、インフレ連動債（42％）も配分を増やすセク

ターとして選好されています。その他のセクターは、これらのセクターとは微妙に異なる様相を

呈しています。たとえば、新興国債券を増やすと回答した投資家は 2021年（ 42％）よ りも

大幅に少なくなっていますが、全体的には、新興国債券への予想配分はきわめて安定してい

ます。１／３を超える回答者は、新興国債券への資金配分を変更しない予定ですが、新

興国債券への配分を増やす予定の回答者（ 28％）は、減らす予定の回答者（ 2 7％）

よりもわずかに多くなっています。  

 
 

バンクローンやインフレ連動債への関心が特に高い 

図表11 

最も重要な優先課題に対

処するために、今後 12ヵ月

間で以下の債券セクター

への配分をどのように調整

する予定か？  

減らす 

増やす 

変更なし 

 

 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、各セクターにつ
いて1つのみ選択可能、 「該当なし」回答は除外。 サンプル数（ n）＝ 700。  
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オルタナティブ資産に向か

う力強いトレンド 

 

オルタナティブ資産に向かう力強いトレンドが続いており、約１／３の投資家（31％）が直

近9ヵ月間で債券への配分を減らす一方でオルタナティブ資産を増やしたと回答しています。

さらに、今後12ヵ月間で同様の行動を とる予定だと回答した投資家は29％に上 りま し た

（図表12）。オルタナティブ資産から得られるリターンを追求する投資家の数は、リス ク回避

のためにキャッシュ比率を上げる投資家を上回っています。 

 
 

債券利回りの上昇を受けて、債券からオルタナティブ資産
に資金を移動する投資家が最も多くなっている… 

図表12 

債券利回りの上昇を受け

て、直近の6～9ヵ月間で

実行したアセットアロケー

ションの変更は次のうちど

れか？ 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、各セクターにつ
いて1つのみ選択可能、 「該当なし」回答は除外。 サンプル数（ n）＝ 659。 

 

 
 

…こうしたトレンドは今後も続く可能性が高い 

今後12ヵ月間でアセットア

ロケーションの変更を行う

とすれば、次のうちどの可

能性が最も高いか？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、各セクターにつ
いて1つのみ選択可能、 「該当なし」回答は除外。 サンプル数（ n）＝ 659。 
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アセットアロケーションに関しては、年金基金の意思決定速度はきわめて遅いと 言

えますが、プライベート市場への資金配分を増やす動きは始まっています。こうし た

動きは、少なくとも今後5年間は続く可能性が高いでしょう。主流である上場資産

に資金が再び逆流することはないでしょう。 

— インベストメント・マネージャー、欧州アセットマネージャー 

 

一方、機関投資家のポートフォリオで一般の債券が果たす役割は、恒久的かつ持続的であ

ることが今回の調査から示唆されます。直近9ヵ月間で債券への配分を増やした回答者は、

世界全体で14％にすぎませんでしたが、今後 1年間で債券への配分を増やす予定の回答

者はそれよりも多く、19％に上りました。地域別に見ると、今後 12ヵ月間で債券への配分を

増やす予定の回答者は、米国が23％、E MEAが18％、アジア太平洋では14％でした。 

現在のようなインフレ環境下では、投資家が予想していた株式と債券の相関関係が崩れる

ことが往々にしてあり、また債券市場が過去に例を見ないほど下落しているにもかかわ らず、

機関投資家は長期的な視点でアセットアロケーションを考えており、一般の債券への資金配

分を今後も続けていくことが今回の調査結果から明らかになりました。  

 

新興国債券に関するコメント 

新興国市場の見通しは、ロシア・ウクライナ戦争の推移とその結末に密接に

関連しており、直接の当事国だけでなく、世界中の市場に広範な影響を及

ぼしているため、不透明感が強い状況が続いています。その結果、インフレ
率の上昇と経済成長率の低下を招いており、コモディティ市場がさらに混乱

する可能性もまだ残されています。そのため、インフレの進行に拍車がか か

り、経済成長に下押し圧力がかかっています。 

マクロ面の逆風と地政学的リスクの高まりにより、2022年の現時点までは、

新興国債券に対する需要が落ち込んでいますが、こうしたパーフェクトストー

ム（複数要因の同時発生）のさなかにあっても、新興国債券には明るい
兆しが見えています。現地通貨建ておよびハードカレンシー（主要国通

貨）建て新興国債券は、いずれも投資妙味が以前よりも増しています。短

期的なボラティリティの上昇を許容できる投資家にとって、新興国債券に投

資する絶好のタイミングであるかもしれません。さらに、現地通貨建ておよび
ハードカレンシー建て新興国債券は、指数レベルでの利回りが10年ぶりの高

水準になっており、リターン志向の投資家とって、魅力的な資産クラスになり

得ます。 

 

  

“ 
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プライベートクレジット

のブームが、一般の債

券に様々な影響を及

ぼしている 

 

直近の3年間で、投資家の４／５以上がプライベートクレジットへのエクスポージャーを増やし

ています。同期間に投資家は、おおむね一般の債券からプライベートクレジットへと資金配分

を移しています。移行の資金源となったのは、国債（37％）、投資適格社債（3 6％）、

ハイイールド社債（35％）、新興国債券（ 34％）、キャッシュ（ 33％）でした。最も影響

が少なかったのは上場株式（29％）でした（図表13）。 

 
 

プライベートクレジットへのエクスポージャーを増やすための
資金は、債券とキャッシュから調達されることが最も多い 

 

図表13 

直近の3年間で行ったプラ

イベートクレジット全体へ

の資金配分引き上げにつ

いて、どの資産クラスを減

らして資金を調達したか？  

 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、該当するものす
べてを選択可能。サン プル数（n）＝476。 

 

アセットアロケーションが正 しく行われていれば、相場下落局面で、ポートフォ リオ

内の債券は他の資産クラスをアウトパフォームしていたはずです。したがって 現在

では、株式、小型株、大型株、海外株など、投資委員会が適切と判断する資産

クラスであればどれであっても、他の戦略のために資金調達を行うことがで きる よ

うになっています。 

— 債券マネージャー、米国アセットオーナー 

 

地域的には、ある程度の違いが見られます。北米では、キャッシュ（ 53％）がプライベー トク

レジットの主な投資資金の源になっている一方、アジア太平洋では、国債（56％）からのシ

フトが主な投資資金の源になっています。E MEAでは、投資適格社債（ 41％）が主な資

金源です（図表14）。  

“ 
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地域別内訳：再配分の主たる資金源 

図表14 

投資家はプライベートクレ

ジットを増やす資金をどこ

から調達しているか？  

 

アジア太平洋  北米  EMEA 

56%  53%  41% 

国債  キャッシュ  投資適格債 

 
 

流動性リスク 

 

かつて投資家は、リターンとリスクの目標を達成するために、債券への資金配分とい う比較的

単純な方法に依拠することが可能でしたが、今では多くの投資家が、目標達成のために プラ

イベートクレジットを含む広範囲の金融商品に重点を移しています。プライベートクレジッ トな

ど、こうした金融商品の多くは、従来の債券、キャッシュ、株式の組み合わせに比べ、流動性

がはるかに低くなっています。そのため、投資家は、プライベートクレジットとより流動性の高い

債券商品を組み合わせる資金配分を行ったり、低流動性を補うためにコア債券を組み入れ

たりすることが多くなっています。 

オルタナティブ資産への資金配分に伴う流動性リスクの高まりに対処するため、さまざまなアプ

ローチが実施されています。資金配分におけるプライベートクレジットとの組み合わせ先として、

ハイイールド債（52％）やキャッシュ（47％）を選択する投資家がいる一方、クオリ テ ィと流

動性がより高いコア債券（51％）を重視する投資家もいます（図表 15）。投資家が選

好するアプローチは一つに限られていないようですが、今回の調査結果は、投資家が流動性

リスクの高まりを認識し、それへの対処に動いていることを示しています。  

 

世界のハイイールド債に関するコメント 

多くの債券セクターと同様に、今年、世界のハイイールド債市場は大きな打

撃を受けています。最初は米国債利回りの急上昇、そして最近ではクレジッ

ト・スプレッドの急拡大です。足元のバリュエーション水準を考えると、投資家

にとって大きなクッションが出来上がっていると思われ、今後予想されるクレ
ジット・デフォルトの増加や、スプレッドのさらなる拡大から受ける影響の多くが

相殺される可能性があります。 

通常よりも期間が短く、さほど深刻でないテクニカル・リセッションが発生し、デ

フォルト率が 3～5％に達した場合、価格は額面、スプレッドはタ イト な

300bp、オールイン利回りは4％というハイイールド債への資金配分にここ数

年間難色を示してきた投資家にとって、景色がまったく違って見える可能性
があります。その場合は、短期的な期待リターンがきわめて良好な資産クラス

に資金を投入するまたとない機会になるでしょう。リスクのバランスを考えれ

ば、世界のハイイールド債への新たな資金配分は魅力的と言えます。 
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投資家は、プライベートクレジット投資に伴う流動性リスク
管理に向けた取り組みに乗り出している 

図表15 

プライベートクレジットへの

資金配分を全体的に増や

している場合、それに伴う

流動性リスクの高まりを管

理するために、どのような

取り組みを行っているか？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、各セクターにつ
いて1つのみ選択可能、 「該当なし」回答は除外。 サンプル数（ n）＝ 659。 

 

インフラなど流動性の低い資産クラスでは、基本的に市場の成長が相対的に低 く

なっています。インフラは、新しいプロジェクトを見 つけるのがはるかに難しくな って

います。再投資先のバランスをとる必要があり、ここ 2年間では、他のオルタ ナテ ィ

ブ資産よりもプライベートクレジットに多くの再投資を行ってきました。 

— インベストメント・マネージャー、欧州アセットマネージャー 

 

 

大手投資家がシステマ

ティックな債券戦略の

需要をけん引 

 

将来的に、そしておそらくは最終的に、伝統的なアクティブ・アプローチの優位性を脅か すもの

として、投資家は、システマティックな戦略によるデータ主導型の新たな債券へのアプ ローチに

関心を示しつつあります。（今回の報告書では、システマティックな戦略とは、リスク管理のと

どいた環境の中で行われる、繰り返しが可能かつデータ主導型で、ファクターに基づく意思決

定によって構築される、分散されたポートフォリオに基づく投資戦略と定義しています）。  

投資家は、債券取引のデジタル化の進展により、アクティブ運用による利益獲得機会が失わ

れる可能性があることを認識しているようです。世界各地の回答者の43％は、「債券市場に

おける効率性の向上により、銘柄選択を通じて付加価値を高めるアクティブ・マネー ジャ ーの

能力が低下している」という意見に同意しています。特に大手投資家は、システマテ ィッ クな

債券戦略の強い採用意欲を示す傾向にあります（図表16）。大手投資家は、さま ざまな

セクターの中でも、投資適格社債やコア債券に対するシステマティックなアプローチに特に高い

関心を示しています。 

  

“ 
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大手投資家は、システマティックな債券戦略の強い採用意
欲を示す傾向にある 

 

図表18 

システマティックな債券戦

略の採用に対する投資家

意欲、セクターおよび運用

資産総額別 

 

10-29 .9億ドル 

30-49 .9億ドル  

50-99 .9億ドル 

100億ドル以上  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。 質問：今後12か月において、次の債券セグメントでシステマティッ
クな戦略を活用することに対する御社の意欲はどの程度あります か？ 「極めて強い」、「まあまあ強い」を選択した回答者の
割合。注記：回答者は、各セクターにつき1つのみ選択が可能、サンプ ル数（n）＝700。 
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ほとんどの投資家は、システマティックな戦略をアクティブ運用にとって代わるものとして捉えてい

ます。システマティックな戦略を詳しく調査している投資家の半分以上（59％）は、同戦略

を既存のアクテ ィブ戦略に代えて使用する予定だと回答 しています。回答者 の １／ ４

（25％）は、システマティックな戦略をインデックス戦略やアクティブ戦略に代わるもので はな

く、補完するために使用する予定だと述べています。システマティックな戦略をインデッ クス戦略

に代えて使用する予定だと回答した投資家は、16％にすぎませんでした（図表 17）。 

 
 

ほとんどの投資家は、システマティックな戦略をアクティブ
運用にとり代わるものとして捉えている 

 

図表17 

システマティックな戦略の

利用を増やしたいと考えて

いる債券セクターについ

て、同戦略に期待する役

割として最も適切なものは

次のうちのどれか？  

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。回答者の割合（%）。注記：回答に際しては、該当するものす
べてを選択可能。サン プル数（n）＝700。 

 

システマティックな戦略は、適切なポートフォリオ管理指標 とリスク指標で ポー ト

フォリオがうまく構築され、適切に運用される場合には、着目しているパフォー マ ン

ス期間にわたって、付加価値を高めてくれるでしょう。パフォーマンス期間とは、 3年

のローリング期間です。システマティックな戦略は、分散化されたアルファの良好な

源泉になり得ます。 

— 債券ヘッド、豪州年金プロバイダー 

  

“ 
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最後に 

 

債券では、取引方法だけでなく、投資対象やその中

心目的においても、明らかに変化が起きています。 

今回の調査で得られた3つの重要な知見は、投資家

にとってどのような意味を持ち、ポートフォリオの効果的
な運用を維持するためにどのような手段を講じるべき

でしょうか？ 

 

 

主な結論その１： 

ESGは最重要課題 

 

今回の調査は、インフレや中央銀行の政策決定といった最近の市場の出来事や懸念事項

よりも、ESGが優先されていることを示しています。E S Gの重要性と今後の拡大見通 しを考

えると、すべての債券投資家は、長期的なE S Gの価値、目標、目的を反映した投資計画

を立てるべきであると考えます。 

この先しばらくの間、気候はES Gの中で唯一の最重要トピックであり、投資家は、アセッ トア ロ

ケーションであれ、銘柄選択および組み入れの決定であれ、気候関連の目的をどのよ うに反

映させるかを決定することが重要になってきます。  

パリ協定準拠に向けた大規模な動きは、投資家がES Gの組み入れの議論を始め るための

出発点を表しています。投資方針の指針となる気候に関する枠組みを確立する投資家が

増えているため、この動きはさらに強まると予想されます。  

 

 

主な結論その２： 

インデックス運用の地

位が確立 

 

債券の多くの分野では、依然としてアクティブ・アプローチが主流ですが、今回の調査では、 イ

ンデックス・アプローチの利用増加に向けた動きが明確に示されました。両方のアプローチが共

存する余地は今後もあり、どちらのアプローチを選択するかは、それぞれの明確なメリッ トを考

慮した上で、状況に応じて決定すべきであると考えます。  
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投資家は、アクティブ運用手法の選択と継続的なモニタリングに関わるリソースを評価 し、運

用会社の選択において、選別した他のアクティブ・マネージャーや利用可能なインデッ クス運

用とどのように組み合わせるかを検討すべきです。また、アクティブ運用だけを利用することに

本当に長期的なメリットがあるかどうかについても検討すべきです。アクティブ運用のみの採用

には多くの大いなる懸念があると考えており、そして多くのマルチアセット運用マネージャ ーは、

インデックス運用を単独で使用するか、または慎重にアクティブ運用を併用するかの方策を と っ

ています。 

モニタリングや運用費用に関するリソースが乏しい分野でインデックス運用を利用することによ

り、確信度が最も高いアクティブ運用のアイデアにリソース（資金または時間）を振 り向ける

ことが可能になります。新興国債券やハイイールド債を含むセクター配分のように、リ ターン が

セクター配分の主要な決定要因になる場合、インデックス運用はこうした潜在的なリ ターンを

効率的に活用するための一層重要な方法となります。  

 

 

主な結論その３： 

新たなリターンの源泉

と新たなアプローチ 

 

投資家は、インフレに対処するためのアセットアロケーションをますます熱心に追求しており、リ

ターンの獲得機会を従来のセクター以外にも求めるようになっています。要するに、 オルタナ

ティブ資産を利用しようとする投資家がこれまで以上に増えているのです。  

差別化されたリターンの源泉の追求は、債券ポートフォリオにいくつかの影響を与えています。

たとえば、プライベート資産における流動性と透明性の欠如は、詳細な資産分析を難 しくさ

せ、アセットアロケーションの障害となる可能性があります。アセットアロケーションと資金フローを

管理するために、プライベート資産と、ハイイールド債などの流動性が高いパブリック資産を組

み合わせる方法は、理に適っていると思われます。  

新たなアプローチに関しては、大手投資家は、データ主導型のシステマティックな債券戦略に

対する需要をけん引しています。こうした戦略は、低コストでの広範な資産クラスへの純粋な

エクスポージャーと、（たいていのファンダメンタルズから導かれる）分散化されたファ クター・

ベースのアルファ・ドライバーを組み合わせる手法です。  

注目すべき点は、システマティックな戦略がアクティブ戦略に取って代わると調査回答者の多く

が考えていることです。おそらくこれは、将来的に、債券運用に関する最も基本的な前提が

揺らぐことを示唆しています。 

 

 

脚注 

 

 

1.  例としてF ixe d Income : Preparing for the Big 

Shiftを参照、ステート・ストリート・グローバル・アドバ

イザーズ、2021年  

2.  年初来で16.80%の下落、 2022年6月末時点。

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー

ズ。 

3.  640 bps、2022年 6月末時点。出所：ステー

ト・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。 

4.  サンプル数（ n）＝ 550。ステートメントに同意し

なかった回答者はわずか 12%。 
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ イザーズは、過去 40年にわたり、各国政府や機関

投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密な リ

サーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプロー チを も と

に、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案い た

します。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をも

たらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努 めています 。インデックス運 用 と

ETF、ES G投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、約 3. 4 8兆 ド

ル2を運用する世界第 4位 1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 21年1 2月末時点。  
2 .  2022年6月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー
（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約6 64 .3億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 
 

本書はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したもの で す 。

内容については原文が優先されることをご了承下さい。本書は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示 資 料で

はありません。本書は、弊社の運用手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目的の もの で は

ございません。弊社グループの運用戦略をもとに弊社が運用を再委託することにより提供可能となる運用戦略も含まれ ます。本書は、特 定 の金 融
商品の勧誘を目的とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。なお、投資 信 託の

場合は投資信託毎に設定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運 用 報酬 、

信託報酬やその他費用がかかります。各金融商品に関する運用リスクや手数料等諸費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面 やお客 様

向け資料等をご覧下さい。提供された情報は、投資助言に該当するものではなく、そのよ うなものとして依拠されるべきではありません。本 情 報 は、
有価証券の購入の勧誘または売却の申出とみなされるべきものではありません。本情報は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地 位 また

は投資期間を考慮したものではありません。ご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。すべての情報は、別段の記載がない限り、ステー ト・

ストリート・グローバル・アドバイザーズによるものであり、信頼できると考えられる情報源から入手したものですが、その正確性を保証するもの で はあ り

ません。これらの情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や 保証 は
なく、これらの情報はそのような ものとして依拠されるべきではありません。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの書面による明示 的 な同 意

なしに、本著作物の全部または一部を複製、複写もしくは送信、またはその内容を第三者に開示してはなりません。投資には、元本割れリ スク を 含

むリスクが伴います。債券は一般的に、株式に比べて短期的なリスクやボラティリテ ィは小さいものの、金利リスク（ 金利が上昇すると債券 価 格は 通

常下落します）、発行体のデフォルトリスク、発行体の信用リスク、流動性リスクおよびインフレリスクを伴います。これらの影響は、通常、長 期 の証
券に顕著に現れます。債券を満期前に売却または償還した場合、多額の利益または損失が発生する可能性があります。海外の国債お よび社 債

は、一般的に、株式と比べて短期的な価格変動は緩やかですが、潜在的な長期リターンは低くなります 。「ジャンク債」として知られるハイイ ー ル ド 債

券への投資は、投機的である と考えられ、投資適格債券への投資に比べて元本および利息の損失 のリスクが大きくなります。これらのクオリテ ィが 低

い債券は、発行体の信用力の潜在的な変化によるデフォルトまたは価格変動の大きなリスクを伴います。外国有価証券への投資は、通 貨 価 格の
不利な変動、源泉徴収税、一般に公正妥当と認められる会計原則の差異、他国の経済不安定または政局不安によってキャピタルロス が 発生 す

るリスクを含む場合があります。新興国市場または発展途上国市場への投資は、先進国市場への投資よりも相対的にボラティリティが高く 、流 動 性

が低い場合があり、より発展が進んだ国々と比較すると、多様性と成熟度の面で概して 劣後する経済構造や安定性に劣る政治制度に対す るエク

スポージャーを含む場合があります。ポートフォリオにおける特定の ES G基準を満たさない企業を除外した有価証券ポートフォリオのリターンは 、そ の よ
うな企業を含む有価証券ポートフォリオのリターンを下回る可能性があります。ポートフォリオにおける ESG基準によって、市場全体をアンダー パ フォー

ムする産業セクターまたは有価証券への投資が行われる可能性があります。ETFは株式と同様に取引され、投資リスクがあり、市場価値が変 動し 、

ETFの純資産価額を上回る価格または下回る価格で取引されることがあります。仲介手数料および ET Fの経費はリターンを減少させます。 

ステート‧ストリート‧ グローバル‧ アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23 -1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 3 45号  

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証 券業協会   
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