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エグゼクティブ・サマリー

ファクター投資のさまざまなアプローチには長所と短所があ
ります。当社は、マルチファクター投資プロセスによって、投
資家の利益を最大化できると考えています。

バリュー、サイズ、モメンタム、クオリティ、ボラティリティなどのファクターは、特定の特性を持つ銘柄を
選定するのに用いられます。そして、これらの銘柄は、特定のベンチマークを上回る潜在的なリターン
を生み出すことを目的とした投資戦略の一部として活用されます。例えば、ボラティリティの低い銘
柄は、行動学的効果により、投資家に高いリスク調整後リターンをもたらすと考えられています。同
様に、バリュー株は、本質的な価値に比して割安であり、その本質的な価値が実現されたときに高
いリターンが得られると理解されています。ファクター投資プロセスの中では、、一つのファクターにエク
スポージャーを持つシングルファクター・アプローチとファクター・タイミング・アプローチが最も人気のある
アプローチです。本稿では、これら二つのアプローチの長所と短所をそれぞれ分析し、その結果、マル
チファクター・アプローチにボトムアップ戦略を融合させた運用プロセスが両者の利点を兼ね備え、最
高のリスク調整後リターンを提供すると提唱します。

ファクター投資とは、市場サイクルの中でリスク調整後リターンを高めることを明確な目的として、株
式証券の特定の特性を利用する投資スタイルです。これらの特性は、マクロ的またはファンダメンタ
ル的な性質を持ち、さらに、グロース、モメンタム、バリューまたはサイズなどの特性に分類され、有価
株式証券の選択に活用されます。

ファクターは当初、株式ポートフォリオ・アナリストが分析をより扱いやすくするために採用したもので
す。要因（ファクター）を分解することで、株式証券のリスクとリターンの要因をより小さな主要要因
のグループに分解することができるようになり、しばしば膨大な量の変数によって起きていたデータの
次元問題がよりよく管理できるようにしました。

時間の経過とともに、特定のファンダメンタルズ・ファクターが、行動学的および／またはリスクを基に
した議論によって正当化され、経済学的な直感によって支持された長期リターン・プレミアムとして経
験的に同定されるようになりました。そして、これらのファクターは、ポートフォリオ・マネージャーの戦略
的資産配分（SAA）の一翼を担うようになり、SAAは一般的に、長期的な性質を持つポートフォ
リオ配分となりました。1

これらのファクターの循環的な性質を踏まえ、次のステップは、戦術的資産配分 (TAA) プロセスで
もこれらの要因を活用することでした。TAAでは、外部のダイナミクスや短期的な市場アノマリーを活
用するために、一時的なポートフォリオ調整を行うのが一般的です。このように、ファクターの循環性
を活用するプロセスをファクター・タイミングと呼び、ベンチマークを上回る超過リターンであるアルファを
獲得するために用いられます。

ファクター投資
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以下のセクションでは、これらのアプローチに内在する課題を踏まえ、両者の長所と短所を明らかに
し、マルチファクター投資プロセスを通じて投資家の利益を図ることが最善であることを提言していき
ます。

歴史を振り返ると、これまで一貫して市場をアウトパフォームしてきたファクターは一つもありません。
過去20年間においては、さまざまなファクターが、市場レジーム、マクロ経済状況、市場サイクルなど
の組み合わせを基に、それぞれ異なるタイミングで台頭してきました。実際、過去5年間に、2年連
続でランキングのトップに立ったファクターはありません。

ここで重要なことは、各ファクターのパフォーマンスは時間とともに変化し、パフォーマンスの頻度や振
れ幅という観点からも、各ファクターで異なるということです。これはまた、ファクターのリターンが短期か
ら中期の時間軸で、大きな相対的変動を示す可能性がある一方で、個々のファクターが、特にリス
ク調整後ベースで、時価総額加重平均ベンチマークをいくつかの景気サイクルにわたってアウトパ
フォームする可能性があることも意味します。

その結果、投資家にとっては、長期にわたって単一ファクターに固執することで、ポートフォリオの長期
的かつ予測不可能なアンダーパフォーマンスに直面する可能性があります。2 例えば、最も人気の
あるファクターの一つであるバリューを見てみましょう。バリューは、2007年以降、3年を除いたすべて
の年で時価総額加重平均ベンチマークのリターンを下回っています（図1を参照）。

単一のファクターに固執することの難しさを考えると、投資家は可能な限り最高のリターンを求め
て、より有利なファクターに移りたいと考えるかもしれません。しかし、一見直感的なように見えま
すが、ファクター・タイミング戦略は非常に難しく、コストもかかります。3 これは、ファクター・タイミン
グ戦略が、一定の最高パフォーマンスの期間に非常に敏感である場合が多く、わずかなミスで
ポートフォリオのリターンが劇的に危険にさらされる可能性があるからです。

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD

45.3 0.7 0.8 -10.1 57.8 28.1 27.8 30.4 19.4 -29.7 44.1 26.1 7.3 17.5 32.4 11.4 5.2 12.7 32.1 -2.0 36.1 33.8 25.7 -18.0

39.6 -1.8 -5.0 -14.8 56.1 24.3 16.8 20.5 16.2 -33.8 41.1 16.1 4.2 16.1 31.9 8.4 4.1 8.1 28.0 -2.8 33.7 28.3 21.8 -22.4

32.7 -2.6 -10.5 -15.6 33.1 20.9 15.7 20.1 14.8 -40.2 33.3 14.5 3.8 15.8 29.7 6.5 3.7 7.5 26.0 -5.5 27.7 22.2 21.2 -25.4

27.0 -10.4 -12.4 -16.0 28.1 20.0 9.5 18.7 9.8 -40.7 32.6 12.0 -5.5 14.3 27.1 6.1 3.1 7.5 22.7 -6.7 27.7 16.0 20.0 -26.6

24.9 -13.2 -16.8 -16.8 25.4 14.7 9.4 17.2 9.0 -41.1 30.0 11.8 -5.5 14.1 26.7 4.9 -0.3 4.6 22.4 -8.7 26.2 15.9 15.8 -27.2

20.2 -19.0 -19.4 -19.9 25.2 12.2 7.7 16.2 5.5 -41.9 16.4 10.7 -9.1 13.0 26.7 4.0 -0.9 4.2 22.2 -13.9 23.2 2.6 14.6 -29.4

8.1 -25.7 -20.9 -19.9 21.4 10.9 5.5 15.1 0.8 -43.0 14.2 8.6 -11.6 8.1 18.6 1.9 -3.3 2.8 17.3 -13.9 19.0 -4.0 14.3 -32.4

ワールド グロース ボラティリティ モメンタム クオリティ サイズ バリュー

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理型で、手数料や費用の控除を反映していま
せん。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去
のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

図1
一貫して高いパフォーマンスを示すファクターは一つもない
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前述したように、ファクター投資は長期的には、時価総額加重平均ベンチマークをアウトパフ
ォームする傾向があります。このため、ファクターは株式ポートフォリオにおけるリスクとリターンの重要
な駆動力とみなされています。

当社は、五つの「典型的」なプレミアム・ファクター、すなわち、ボラティリティ、モメンタム、クオリティ、
サイズ、バリューのパフォーマンスを検証しました。また、一般にプレミアム・ファクターとは考えられてい
ないグロースについても、数回の景気サイクルにおけるパフォーマンスを検証しました。グロースは、世
界金融危機以降、その高いパフォーマンスが注目されるようになった背景から検証対象に加えまし
た。

今回のサンプルで検証したファクターはすべて個別に23年間にわたり、リターン、リスク、またはその
両方の観点から、時価総額加重平均ベンチマークをアウトパフォームしています（図2を参照）。

シングルファクター・
アプローチ︓長所と
短所

1998年12月～2022年9月 ワールド グロース ボラティリティ  モメンタム サイズ バリュー

年率換算リターン 4.98 5.04 5.89 7.36 6.59 8.10 7.15

年率換算標準偏差 17.50 18.90 12.20 18.10 16.00 20.90 19.90

リターン／リスク 0.28 0.27 0.48 0.41 0.41 0.39 0.36

最大ドローダウン数 四半期 -49.00 -56.50 -39.90 -49.70 -40.40 -52.50 -53.30

1998年12月～
2022年9月

ローリング
1年(%)

ローリング
2年(%)

ローリング
３年(%)

ローリング
５年(%) 

ローリング
10年(%) 

クオリティ

ローリング
15年(%) 

ローリング
20年(%)  

グロース 57 59 69 71 73 75 63

ボラティリティ 50 56 63 66 86 86 88

モメンタム 61 77 81 93 100 100 100

クオリティ 60 66 80 79 100 100 100

サイズ 65 72 71 76 84 100 100

バリュー 55 59 54 50 52 64 100

図2
シングルファクター・アプ
ローチは長期的にアウト
パフォームすることが多
い

図3
シングルファクターが確実
にアウトパフォームするに
は、10年以上かかる可
能性がある

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理型
で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスお
よび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信
頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

確かに、20 年という長い保有期間は、多くの投資家にとって単一ファクターがアウトパフォームするのを待つに
は長すぎる期間であると思われます。そこで、各ファクターのヒストリカル成功率を保有期間に応じて計算し、
一つのファクターが市場をアウトパフォームするために必要な保有期間を試算しました（図3を参照）。

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。アウトパフォームとは、MSCIワー
ルド・インデックスを上回るパフォーマンスと定義されます。インデックスのリターンは非管理型で、手数料や費用の控除を反映してい
ません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその他のイ
ンカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。出所
ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

ここで分かるのは、過去の成功率はファクターによって大きく異なり、ファクターがそのプレミアムを確
実に実現するには最長で10年以上かかる可能性があるということです。ここで考慮すべき重要な
点は、このアウトパフォームへの道のりは一直線ではなく、投資家には耐え難い連続的な四半期の
アンダーパフォームが点在しているという事実です（図4を参照）。

10050
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図4
アウトパフォームへの道は
継続的な不振の四半期
に満ちている

 グロース
 ボラティリティ
 モメンタム
 クオリティ
 サイズ
 バリュー

図5
シングルファクターのパ
フォーマンスは、ベンチ
マークに対して大きく低下
する可能性がある

 グロース
 ボラティリティ
 モメンタム
 クオリティ
 サイズ
 バリュー

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については巻末の注釈を参照ください。パフォーマンスのドローダウンの計算
にはMSCIスタイルインデックスの四半期ごとの純トータルリターンを使用しています。インデックスのリターンは非管理型で手数料や
費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロス、および該当す
る場合は配当やソニ他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる
指標ではありません。出所ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。アンダーパフォームとは、MSCI
ワールド・インデックスよりも劣るパフォーマンスと定義されます。インデックスのリターンは非管理型で、手数料や費用の控除を反映
していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその
他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。
出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

もちろん、どのファクターもアンダーパフォームの時期を免れることはできませんが、最も重要なことは、
こうしたアンダーパフォームの時期がベンチマークリターンと比較して、さらに厳しい場合もある、という
ことです。実際、このようなアンダーパフォームは、最も決意の固い投資家をさえ試すものであり、「単
一ファクターのバイ・アンド・ホールド」アプローチを実行可能な投資戦略として採用することの
（非）現実性を示唆しています（図5を参照）。

理論的には、ファクター・タイミングがシングルファクター投資に内在する課題に対する答えとなりま
す。主要なMSCIファクターインデックス間で四半期ごとにリバランスを行う完璧なファクター・タイミン
グ戦略であれば、1998年12月末に投資した100ユーロを2022年9月末までに2万ユーロ近くま
で複利運用することができたことになります。 

アンダーパフォームが続いた四半期の数
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図6
有望なリターンか期待
外れなリターンかはファ
クター・タイミング次第

 最悪タイミング
最良タイミング
 時価総額加重平均ベン
チマーク

この戦略の年率リターンは24.8%と推計されるのに対し、時価総額加重平均ベンチマークは
5.0%に過ぎません。しかし、前述したように、この有望なリターンに危険が伴なわないわけでは
ありません。最悪のファクター・タイミングを仮定すると、100 ユーロが 12 ユーロに減少し、同期
間の年率リターンは -8.5% と痛みを伴う結果になった可能性があります（図 6を参照）。

€100の対数スケール成長度 

1

1,000

10,000

100,000
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9月

12.1

19461.3

317.2

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理
型で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロ
スおよび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマン
スの信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現
在

このタイミング戦略を価値あるものにするために、投資家はファクター・タイマーの最良から最悪までの
分布の中でどこに位置づける必要があるのでしょうか。当社の試算によると、ファクター・タイミング戦
略で成功し、それぞれのファクターを均等加重したファクター配分をアウトパフォームするには50%か
ら60%の予測精度が必要であることが示されています。4この精度では、無作為なコイン投げの結
果よりもわずかに良いにすぎないかと見えるかもしれません、このような低い予測精度では、リチャー
ド・グリノールドとロナルド・カーンが開発したアクティブ運用の基本法則（FLAM）が示唆するよう
に、意味あるアルファを生み出すためには、高いトラッキングエラーが必要になってきます。5

FLAMでは、次の式に示すように、ベンチマーク対比の超過パフォーマンスとトラッキングエラーの比
率である情報比率（IR）は、マネージャーの予測スキルや予測精度を示す情報係数（IC）と、
独立した予測（賭け）の数を示すブレッド（Bredth、BR）の平方根の積に、ほぼ比例するとさ
れます。

計算式: IR ≈IC x √BR

個々のファクターの高い成功率を考えると、タイミング戦略でファクターを使用することは、ICを増加
させるという利点がありますが、これはBRを減らすという代償を伴います。ファクター分析の最初の動
機が、次元問題に対処するためにBRを削減することであったことを思い出してください。BRの制約
を考えると、高いIR、つまりリスク調整後パフォーマンスは、ほぼ完璧な予測力あるいは高い相対リ
スクなしには達成することが難しいのです。

これまで示したように、ファクター・プレミアムと外部指標の間の経年変化を考慮すると、高い予測精
度は容易には得られないかもしれません。さらに、ファクターのパフォーマンスの分布は一様ではなく、
ファクターのアウトパフォームがわずか数期間に絞り込まれる可能性もあります。つまり、これらの重要
な期間のいずれかを逃した場合、ファクター・タイミング戦略に悪影響を及ぼす可能性があることを
意味しています（図7を参照）。
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図7
好調な上位四半期
の影響を受けやすい
ファクターパフォーマ
ンス

 グロース
 ボラティティ
 モメンタム
 クオリティ
 サイズ
 バリュー

まとめて扱う︓マルチ
ファクター・アプローチ

パフォーマンスが好調だった上位四半期を除外した場合のファクター投資によるアクティブ運用の累積リターン (%)
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-50
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トップパフォーマンスとなった四半期を取りこぼした数
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注この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理型
で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスお
よび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの
信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

サンプルでは、ファクターがアウトパフォームした95四半期のうち上位の7四半期を逃した場合、サイ
ズを除くすべてのファクターでファクターのローテーション・プロセスによるアルファが打ち消され、サイズで
はさらにあと3四半期を逃すと水面下に沈むことになりました。原則的に、ファクター・タイミング戦略
は、例外的な期間から利益を得ることを目的としていますが、この過程において、この戦略は投資
家をより大きなリスクにさらすことになります。この大きなリスク・エクスポージャーにポートフォリオのター
ンオーバーコストが加われば、リスクとリターンのトレードオフは投資家にとって魅力的でないように見え
る可能性があります。

上記の例から明らかなように、一般的にファクターは大きなアルファを生み出す能力を持つ一方で、
シングルファクターおよびファクター・タイミング戦略は、熟練した投資家でさえこのような戦略を採用
することを躊躇するほどのリスクをはらんでいます。一方では、単一ファクターに固執するシンプルで比
較的安価なアプローチでは、アウトパフォームを達成するまでにかかる期間が非現実的であるため
に、効果的でないと判明される可能性があります。また一方で、一見報われるかに見えるファク
ター・タイミング戦略では、高い精度が求められ、ターンオーバーも増加するため、困難なものとなる
可能性があります。

投資家はこの苦境から抜け出し、シングルファクター戦略かファクター・タイミング戦略のどちらか一方
を選択することなく、ファクター投資のメリットを享受することはできるのでしょうか。言い換えれば、投
資家にとっては、ファクター投資を採用するか否かではなく、シングルファクター戦略とファクター・タイミ
ング戦略の双方に内在するリスクを回避し、ファクター投資をいかに成功させるかが重要なのです。

この問題に対する一つの解決策は、各ファクター間の相関関係が完全ではないことから、さまざまな
ファクターに分散投資することであると当社は考えています。例えば、モメンタム・ファクターは、歴史
的にボラティリティやクオリティとは緩やかな正の相関を示す一方で、サイズやバリューとは負の相関を
示しています（図8を参照）。不完全な相関関係にあるこれらのファクターをブレンドすることで、シ
ングルファクター戦略と比べて、リスク・リターンを改善し、ドローダウンの影響も緩和することができる
はずです。

す一方で、サイズやバリューとは負の相関を示しています（図8を参照）。不完全な相関関係に
あるこれらのファクターをブレンドすることで、シングルファクター戦略と比べて、リスク・リターンを改善
し、ドローダウンの影響も緩和することができるはずです。
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1998年12月–
2022年9月 (四半期毎)

ボラティリティ モメンタム クオリティ サイズ バリュー

ボラティリティ — 0.14 0.36 -0.25 -0.08

モメンタム 0.14 — 0.35 -0.24 -0.23

クオリティ 0.36 0.35 — -0.54 -0.55

サイズ -0.25 -0.24 -0.54 — 0.48

バリュー -0.08 -0.23 -0.55 0.48 —

図8
ファクター投資によるアクティ
ブ運用のリターンは完全に
相関してはいない

1998年12月–
2022年9月

MSCI 
ワールド

マルチファク
ター戦略

ボラティリティ モメンタム クオリティ サイズ バリュー

年率換算リターン 4.98 7.25 5.89 7.36 6.59 8.10 7.15

年率換算標準偏
差

17.50 16.36 12.24 18.09 16.04 20.87 19.90

リターン／リスク 0.28 0.44 0.48 0.41 0.41 0.39 0.36

1四半期の最大ド
ローダウン

-49.05 -46.14 -39.93 -49.67 -40.40 -52.53 -53.32

図9
マルチファクター・アプ
ローチのリスク調整後
パフォーマンス

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。四半期ごとの指数の純トータル
リターンを使用しています。インデックスのリターンは非管理型で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターン
は、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映
しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・スト
リート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

このようなアプローチによる分散投資の潜在的なメリットを図9に示しました。ここでは、各ファクター
を単純に均等加重した組み合わせによる定型的な「トップダウン」アプローチを用い、四半期ごとに
リバランスしました。この単純なアプローチは、リスクとリターンの中庸を見出し、時価総額加重平均
ベンチマークに対してリスク調整後の大幅なアウトパフォームを導くことが分かりました。

1998年12月–
2022年9月 

ローリング
1年(%)

ローリング
2年(%)

ローリング
3年(%)

ローリング
5年(%)

ローリング
10年(%)

ローリング
15年(%) 

ローリング
20年(%) 

ボラティリティ 50 56 63 66 86 86 88

モメンタム 61 77 81 93 100 100 100

クオリティ 60 66 80 79 100 100 100

サイズ 65 72 71 76 84 100 100

バリュー 55 59 54 50 52 64 100

マルチファクター戦略 68 83 87 88 98 100 100

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理
型で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロス
および該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの
信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

図10
マルチファクター・アプ
ローチの様々な期間
のリスク調整後パ
フォーマンス

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。インデックスのリターンは非管理
型で、手数料や費用の控除を反映していません。インデックのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスお
よび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの
信頼できる指標ではありません。出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

複数ファクターを組み合わせることのもう一つの利点は、ファクター・プレミアムを享受するために必要
な保有期間を短縮することです。この「トップダウン」アプローチでは、他のすべてのファクターに対し
て、各保有期間においてアウトパフォームを達成しています（図10を参照）。

0.48-0.55

10050
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図11
マルチファクター・アプ
ローチでは、連続的な
アンダーパフォームの
平均期間が短くなる

 ボラティリティ  　　　　
モメンタム  

クオリティ
 サイズ
 バリュー
 マルチファクター戦略

注︓この図に使用されているMSCIインデックスの詳細については、巻末の注釈をご参照ください。アンダーパフォームとは、MSCI
ワールド・インデックスよりも劣るパフォーマンスと定義されます。インデックスのリターンは非管理型で、手数料や費用の控除を反映
していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲイン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその
他のインカムゲインの再投資を反映しています。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。
出所 ブルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在

トップダウンか
ボトムアップか︖

ファクターを組み合わせるために「トップダウン型」アプローチ（つまり、ファクター構成以外の明示的な
株式証券選択を行わない）に従った単純な均等加重スキームは有効であることが分かりました
が、歴史的には「ボトムアップ型」アプローチはそれをはるかに超えるものであり、例えばMSCIワール
ドセレクト5ファクターESG低炭素ターゲットインデックスでは、対象ファクターの銘柄ごとの個別スコア
を組み合わせて株式証券選択がなされています。

いくつかの学術研究では、トップダウン型アプローチと比較して、ボトムアップ型アプローチの相対的な
優位性が指摘されています。これらの研究は、さまざまな要因の相互作用を考慮することで、このよ
うなアプローチは、より豊富な入力データセットを使用することができると結論づけています。6,7,8

このところ、市場のパフォーマンスが一部のファクターに集中しているため、マルチファクター・アプローチ
が比較的有効でないことに留意する必要があります。それでも、マルチファクター・アプローチは、連続
したアンダーパフォーマンスを抑制することができています。

ファクター投資を検討する際に、トップダウン型アプローチとボトムアップ型アプローチのどちらを取るか
という点に話を戻すと、過去10年間の時価総額加重平均ベンチマークに対して測定した場合、
トップダウン型とボトムアップ型のどちらも付加価値をもたらしていますが、ボトムアップ型アプローチの
方が一貫してアウトパフォームしていることが分かります（図12を参照）。

マルチファクター・アプローチは、「満期保有」のアウトパフォーム確率を向上させるだけでなく、投資家
がさらされる連続的なアンダーパフォームの平均期間を短くし、最終的なアウトパフォームへの道のり
を滑らかにします（図11を参照）。

パフォーマンスの不振が連続した四半期の数
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図12
トップダウン型とボトムアッ
プ型のバックテストによる
パフォーマンス実績

 MSCIワールドセレクト　　　
5ファクターESG低炭素 　　
ターゲット指数（ボトムアップ
型）

 マルチファクター均等配分型
ブレンド(トップダウン)

注︓四半期ごとにリバランスを行ったと想定しています。MSCIワールドセレクト5ファクターESG低炭素ターゲットインデックスの設定
日は2018年9月であるため、それ以前の実績は同指数の現行手法に則り、その時点で入手可能なデータを用いて算出したも
のです。マルチファクター均等加重スキームのリターンは、指数のリターンを表すのではなく、5つのファクター指数の実際のパフォーマ
ンスデータを数学的に組み合わせて得られたものです。パフォーマンスは、取引およびリバランスのコストを想定していないため、実
際の結果とは異なる場合があります。表示されているパフォーマンスデータは、説明のための仮定の例示であり、ステート・ストリー
ト・グローバル・アドバイザーズの商品の過去または将来のパフォーマンスを示すものではありません。バックテストによるパフォーマンス
は、実際の取引結果を表すものではなく、後になってから設計されたモデルを遡及的に適用することで得た結果です。実際のパ
フォーマンス結果は大幅に異なる可能性があり、利益だけでなく損失も発生する可能性があります。バックテストのパフォーマンス
は、アドバイザーの実際の意思決定に影響を与えるような重要な経済・市場要因を考慮していない場合があります。パフォーマン
スには、リターンの低下につながる管理報酬、取引費用、およびお客様が負担するその他の手数料や費用が反映されています。
インデックスのリターンは非管理型であり、手数料や費用の控除を反映していません。インデックスのリターンは、すべてのインカムゲ
イン、キャピタルゲイン、キャピタルロスおよび該当する場合は配当やその他のインカムゲインの再投資を反映しています。出所 ブ
ルームバーグ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2022年9月30日現在。

結論 それぞれの単一ファクターは、歴史的にみて、長期的には時価総額加重平均ベンチマークを上回
る超過リターンを生み出してきました。投資家にとってはファクター投資アプローチを行うか否かではな
く、どのように行うかが問題であると当社は確信しています。

一方で、個別のファクターに固執すると、投資家は、振幅が大きく変動し得る個別ファクターのパ
フォーマンスに左右されることになります。また、このような戦略は、長期的なアンダーパフォーマンスや
急激なドローダウンにも悩まされ、投資家はそれに耐えるのが難しいと感じる可能性があります。他
方では、ファクター・タイミング戦略は、ポートフォリオのターンオーバーによる影響を打ち消すために、
非常に高度なスキルと正確さを必要とします。

様々なファクターを融合したマルチファクター・アプローチであれば、どちらのアプローチにも内在する課
題に正面から立ち向かうことなく、両者の利点を組み合わせることができます。ファクターのエクスポー
ジャーを分散することで、単一ファクターの超過リターンに関連する投資の循環性を平滑化するだけ
でなく、比較的費用対効果の高い方法でアルファを生み出すことができます。投資家には、ファク
ター投資へのアプローチを策定する前に、リスク許容度、ファクターの確実なタイミングを図る能力、
そして関連するコストを慎重に検討することを推奨します。
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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

• 厳格さが礎
• 幅広い選択肢からの構築
• スチュワード（受託者）として
• 将来への投資

過去40 年にわたり、これらの原則のおかげで当社は激しく変動する投資の世界で翻弄さ
れることなく、数百万もの人々の金融面の将来を守る手助けを行ってきました。これは、世
界29拠点で活動する従業員の存在、そして、常に向上しようという全社共通の強い信念
がなければ実現できなかったと確信しています。その結果、約3.26兆ドル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 & Investments Research Center、2021年12月末時点。
2 2022年9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
（「SSGA FD」）が取り扱うSPDRの残高約551.2億ドルを含みます。SSGA FDはSSGAの関連会社です。

当社は、世界各国の政府、機関投資家、金融アドバイザーを顧客とし、顧客の皆様が
財務上の目標を達成する手助けを行うために、指針となる以下の原則を毎日実践してい
ます。

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。上記の目標値は、ステート・ストリート・グ
ローバル・アドバイザーズ／第三者による一定の仮定および分析に基づく推定値です。これらの推定値が実現する保証はありません。本書
で述べられている見解は、2022年11月9日に終了した期間におけるインベストメント・ストラテジー＆リサーチグループの見解であり、市場
およびその他の状況によって変更となる可能性があります。本書には、将来予想に関する記述とみなされる可能性がある特定の記述が含
まれます。このような記述は、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果または展開は、予測されたものとは大きく異なる可
能性があることに留意してください。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。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のも
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。投資には、元本割れリスクを含むリスクが伴います。言及されている銘柄は、必ずしもステー
ト・ストリート・グローバル・アドバイザーズが投資している保有銘柄ではありません。特定企業の株式への言及は、推奨または投資助言とし
て解釈されるべきではありません。記述および意見は、市場およびその他の状況に応じて随時変更となる可能性があります。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。過去のパフォーマンスは、将来の成果を保
証するものではありません。株式証券の価値はは、個々の企業の活動や一般的な市場および経済状況によって変動し、大きく下落する
可能性があります。ここで言及されている商標およびサービスマークは、それぞれの所有者の所有物です。第三者のデータ提供者は、デー
タの正確性、完全性または適時性に関していかなる保証または表明も行わず、また、かかるデータの使用に関連するいかなる種類の損害
に対しても責任を負いません。

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345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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The views expressed in this material are 
the views of the Investment Strategy & Research 
Group through the period ended 9 November 
2022 and are subject to change based on market 
and other conditions. This document contains 
certain statements that may be deemed 
forward-looking statements. Please note that any 
such statements are not guarantees of any future 
performance and actual results or developments 
may differ materially from those projected. 

Investing involves risk including the risk of loss 
of principal. 

The whole or any part of this work may not be 
reproduced, copied or transmitted or any of its 
contents disclosed to third parties without 
SSGA’s express written consent. 

Asset Allocation is a method of diversification 
which positions assets among major investment 
categories. Asset Allocation may be used in 
an effort to manage risk and enhance returns. 
It does not, however, guarantee a profit or 
protect against loss. 

Diversification does not ensure a profit or 
guarantee against loss. 

This document provides summary 
information regarding the Strategy. This 
document should be read in conjunction 
with the Strategy’s Disclosure Document, 
which is available from SSGA. The Strategy 
Disclosure Document contains important 
information about the Strategy, including a 
description of a number of risks. 

The trademarks and service marks referenced 
herein are the property of their respective 
owners. Third party data providers make no 
warranties or representations of any kind 
relating to the accuracy, completeness or 
timeliness of the data and have no liability for 
damages of any kind relating to the use of 
such data. 

The “value” style of investing emphasizes 
undervalued companies with characteristics for 
improved valuations, which may never improve 
and may actually have lower returns than other 
styles of investing or the overall stock market. 

A “quality” style of investing emphasizes 
companies with high returns, stable earnings, 
and low financial leverage. This style of 
investing is subject to the risk that the past 
performance of these companies does not 
continue or that the returns on “quality” equity 
securities are less than returns on other styles 
of investing or the overall stock market.” 

The Fund may emphasize a “growth” style of 
investing. The market values of growth stocks 
may be more volatile than other types of 
investments. The prices of growth stocks tend 
to reflect future expectations, and when those 
expectations change or are not met, share 

prices generally fall. The returns on “growth” 
securities may or may not move in tandem with 
the returns on other styles of investing or the 
overall stock market. 

The Fund may employ a momentum style of 
investing that emphasizes investing in 
securities that have had higher recent price 
performance compared to other securities, 
which is subject to the risk that these securities 
may be more volatile and can turn quickly and 
cause significant variation from other types 
of investments. 

Low volatility funds can exhibit relative low 
volatility and excess returns compared to the 
Index over the long term; both portfolio 
investments and returns may differ from those 
of the Index. The fund may not experience lower 
volatility or provide returns in excess of the 
Index and may provide lower returns in periods 
of a rapidly rising market. Active stock selection 
may lead to added risk in exchange for the 
potential outperformance relative to the Index. 

Equity securities may fluctuate in value and can 
decline significantly in response to the activities 
of individual companies and general market and 
economic conditions. 

All information is from SSGA unless otherwise 
noted and has been obtained from sources 
believed to be reliable, but its accuracy is not 
guaranteed. There is no representation or 
warranty as to the current accuracy, reliability 
or completeness of, nor liability for, decisions 
based on such information and it should not be 
relied on as such. The information provided 
does not constitute investment advice and it 

should not be relied on as such. It should not be 
considered a solicitation to buy or an offer to 
sell a security. It does not take into account any 
investor’s particular investment objectives, 
strategies, tax status or investment horizon. You 
should consult your tax and financial advisor. 

The information contained in this 
communication is not a research 
recommendation or ‘investment research’ 
and is classified as a ‘Marketing 
Communication’ in accordance with the 
Markets in Financial Instruments Directive 
(2014/65/EU) or applicable Swiss 
regulation. This means that this marketing 
communication (a) has not been prepared 
in accordance with legal requirements 
designed to promote the independence of 
investment research (b) is not subject to 
any prohibition on dealing ahead of the 
dissemination of investment research. 

This communication is directed at professional 
clients (this includes eligible counterparties 
as defined by the appropriate EU regulator 
who are deemed both knowledgeable and 
experienced in matters relating to investments. 
The products and services to which this 
communication relates are only available 
to such persons and persons of any other 
description (including retail clients) 
should not rely on this communication.
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