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期待したリターンを上げられ
なくなっている 

債券投資 — インデックス運用へのシフトが
加速 

Altaf Kassam, CFA 
インベストメント・ストラテジー & リサーチ・ヘッド、ヨーロッパ、中東、アフリカ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う著しい不透
明感の中で、グローバル債券市場では第1四半期にボラティリティが上昇し
環境が大きく変化した。リターンを追求する投資家は、これまでの方法で目
標を達成するのが難しくなっている。ソブリン債利回りが下限まで低下して
いるため、クレジット市場の投資機会に注目が集まっている。そして、イン
デックス投資を通じた債券エクスポージャー拡大のモメンタムに弱まる兆しは
ほとんどない。

世界金融危機（GFC）以降の期間における主な特徴は、金融政策が政策金利という伝統的手法と量的緩
和（QE）という非伝統的手法の双方で、積極的に打ち出されてきたことだ。 

主要先進国の中央銀行は現在、COVID-19のパンデミック（世界的な大流行）の影響を克服するために、利
下げ、QE、流動性供給プログラムなど、強力な政策措置に揃って乗り出している。こうした協調行動は、パンデミ 
ックの影響で発生し現在も続く需給ショックとともに、金利が当面の間ゼロ近傍またはそれ以下にとどまり、イールド
カーブがフラットな状態を続けることを示唆している。これは今後の債券投資にとって、深い意味合いを与え続ける
だろう。

2020年6月12日
（翻訳版）*

*当レポートの原本は
2020年5月27日発行
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世界金融危機以降の債
券投資のアロケーション 

世界金融危機以降の著しい金利引き下げとイールドカーブのフラット化を背景に、当時の欧州中央銀行（ECB）の
ドラギ総裁が「あらゆる手段を講じる」と宣言したことが大きなきっかけとなり、欧州投資家の債券市場に対する見方
は変化した。その後すぐに、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）の顧客の間で、リターンを求め
て資金を国債からスプレッド商品に移す傾向がみられた。 

ごく最近では、COVID-19と中銀の政策対応の影響が債券市場全体に表れている。図表1に示すように、先進国の
国債からリターンを得ることはあらゆる通貨で極めて難しくなっているようだ。それに比べて、投資適格社債の見通しはリ
スク/リターンの観点から相対的に良好で、ハイイールド社債にはさらに妙味がある。

10 図表1
クレジット市場は魅力的な エントリーポイントを提供
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出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2020年5月31日現在。 

インデックス運用へシフト

図表2 
2017年以後、パッシブ型債
券ファンドの運用資産残高
の割合が上昇 
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投資家は債券市場への投資方法にますます頭を悩ませている。スプレッド商品のエクスポージャーの取り方もその一
つだ。端的に言うと、債券投資家は、世界金融危機後の株式投資家と同じ方法でスプレッド商品への配分を行っ
ている ―― インデックス運用である。図表2が示すように、インデックス運用は現在、米国と欧州の市場全体の20 
％～30％を占めており、この基調は2017年以降急激に加速している。債券への資産配分はアクティブ運用とイン
デックス運用双方で伸びているが、そのペースはインデックス運用の方が速く、当社はこの傾向が続くとみている。 
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出所: モーニングスター・ダイレクト、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2019年12月31日時点。 
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アクティブ運用ファンドの
パフォーマンスは苦戦

図表3 
米国のアクティブ・マネージ 
ャーはベンチマークをアンダ 
ーパフォーム（ベンチマーク
をアンダーパフォームしたファ
ンドの割合、％）
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株式市場におけるインデックス運用（現在、市場の40％を占める）へのシフトを促したのと同じ要因が、債券インデ 
ックス運用へのシフトの背景にある、すなわちアクティブ・マネージャーのアンダーパフォームである。 

世界金融危機後、低金利の長期化が見込まれる中、多くの投資家は利回り補強戦略を模索した。そして魅力的
な投資手法として注目したのが、過去において運用報酬控除後でもアルファを獲得していたアクティブ・マネージャーで
あった。 

だが、図表3に示すように、米国の債券アクティブ・マネージャーの中長期的な運用成績は、結局のところ期待外れ
だった。過去15年間ではすべてのセクターで90％以上のマネージャーがアンダーパフォームしており、10年間でも同様
に惨憺たる結果に終わっている（MBSを除く）。注目は、新興国債券とハイイールド社債のアンダーパフォームだ 。
両市場の非効率性はアクティブ・マネージャーに適すると考えられているからだ。それにもかかわらず、国債など、より効
率的なセクターと同様にアンダーパフォームしている。 
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出所：S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズLLC、ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ、2017年12月31日時点。アンダーパフォーマンスは
均等加重ファンドのデータに基づく。ファンドのパフォーマンスは運用報酬控除後。指数のリターンはいずれもトータル・リターンを使用。図表は例示
のみを目的とする。過去のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。 

COVID-19感染拡大
が課題を浮き彫りに  

そしてこれは長期パフォーマンスだけに当てはまることではない。アクティブ・マネージャーは短期間でも明らかに
アンダーパフォームしている。図表4に示すように、欧米のアクティブ・マネージャーの2020年第1四半期のパフ
ォーマンスの中央値は、あらゆるセクターでベンチマークを下回った。これらのマネージャーは言わば、「強気相場
に乗っていただけ」とも言える。相場の上昇局面ではアウトパフォームするが、下落局面ではアンダーパフォーム
となる。
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図表4 

債券アクティブ・マネージャー
の2020年第1四半期の超過
リターン

米国 投資適格社債(%) ハイイールド社債 
(%) 

現地通貨建て新興
国債券(%) 

ハードカレンシー建て
新興国債券(%)

コア(%) コア・プラス(%)

第5パーセンタイル 2.7 4.2 -1.5 3.1 1.6 -0.7

第25パーセンタイル -1.2 0.8 -1.7 -0.6 -1.2 -3.0

中央値 -1.8 -0.5 -2.2 -2.0 -2.3 -4.7

第75パーセンタイル -3.6 -2.1 -3.7 -3.8 -3.6 -6.2

第95パーセンタイル -10.8 -10.8 -5.5 -6.8 -5.9 -9.5

欧州 投資適格社債(%) ハイイールド社債
(%)

現地通貨建て新興
国債券(%)

ハードカレンシー建て
新興国債券(%)

分散型(%) フレキシブル(%)

第5パーセンタイル 1.3 4.9 4.0 3.4 0.7 -1.2

第25パーセンタイル 0.1 2.0 0.1 -0.8 -0.4 -3.4

中央値 -0.6 0.5 -1.0 -3.0 -1.5 -5.5

第75パーセンタイル -1.6 -1.6 -1.7 -4.8 -3.7 -9.0

第95パーセンタイル -5.0 -8.8 -6.2 -10.8 -7.6 -15.7

出所: モーニングスター・ダイレクト、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2020年3月31日時点 — 超過リターンはすべて運用報酬控除前。過去
のパフォーマンスは将来の運用成果を保証するものではありません。 

アクティブ・マネージャーが市場の好不調にかかわらず真価を発揮できていないことが主な原因となり、債券投資家がイ
ンデックス運用にシフトする傾向は今後数年で加速し、あらゆるセクターに浸透すると当社はみている。

クレジット市場に投資機会 市場が適正価値から乖離する局面では、米国投資適格社債とハイイールド社債の対米国債スプレッドは
拡大することが多く、今回のコロナ禍でもその通りとなった。投資家が魅力的な投資機会を見出せるのは特
にこうした危機時であり、状況の正常化に伴うスプレッド縮小から恩恵を受ける可能性がある。イラクのクウェ 
ート侵攻、9.11同時多発テロ事件、世界金融危機などの出来事はいずれも、投資家が取引を開始する
タイミングに応じて多大な利益を上げるきっかけとなった。だが、リスクは常に存在しており、混乱時に投資す
る際は、投資家は慎重に構え、様々な結果を想定しておく必要がある。
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