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• 投資においては、どのような環境でアウトパフォームまたはアンダーパフ
ォームするのか、その要因や他の資産との関係を知っておくべきだが、
これは現時点でビットコインには当てはまらない。
• ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）は、現在の
ビットコインには投機的なリスク資産の性質があるとみなしている。引き
続きその動きを注視し、分散投資ポートフォリオにおけるビットコインの
位置付けをさらに明確にしたいと考えている。
機関投資家は十分に分散したポートフォリオに、ビットコインを資産クラスとして組み入れることを検討すべきなのか? 暗

号通貨の価値や時価総額について取り上げた業界紙の記事を読むと1、真剣に検討した方がよさそうだと思うかもしれ
ない。実際、当社にはこのテーマについて助言を求める声が多く寄せられている。リスク/リターン要件や制約は顧客によ
って様々であり、対応方法も異なることが多いため、暗号通貨に関する質問に単一の回答を示すことはできない。

それよりも大半の当事者にとって重要なのは、当社がビットコインやその他の暗号通貨についてどう考えているのか、そし

てなぜそう考えるのかであろう2。ポートフォリオにおける投資では、どのような環境でアウトパフォームまたはアンダーパフォー
ムするのか、その要因や他の資産との関係を知っておくべきだ。これは現時点で、ビットコインやその他の裏付けのない暗
号通貨には当てはまらない。

本稿では、機関投資家の投資対象としてのビットコインの妥当性について掘り下げる。まず、機関投資家のポートフォリ
オにビットコインを配分する目的について検証する。次に、ビットコインに投資する機関投資家が直面するとみられている
問題に注目し、裏付けのない暗号通貨を機関投資家の適切な組入資産とするために明確にすべき、あるいは解決す
べき課題について議論する。最後に、この市場は急速に成長し急激に進化しているため、暗号通貨が今後どのように
発展し、それが機関投資家の将来の投資判断にどのように影響する可能性があるのか考察する。

ビットコインを組み入れる
潜在的な目的

通貨の代替：ビットコインは一般的に、国家の「十分な信頼と信用」を裏付けに発行される不換通貨の代替にな
ることを目的に2009年に発行された。中央銀行や政府などの中央機関による市場操作の影響を受けない、独立し
た価値保存および交換手段になることを目指したものだ。
ビットコインの開発者3は、既存通貨と中央銀行/政府の間にあるような暗黙のつながりを排除したいと考えた。これは、
政府が不安定化あるいは信頼できなくなった場合、投資家が暗号通貨を魅力的な価値保存手段と考える可能性が
あることを意味する。とりわけ資本規制の歴史を持つ諸国に関しては、当該国の政治情勢と無関係であることはメリッ
トかもしれない。
通貨には主に3つの特質がある。交換手段として広く受け入れられ、計算単位の役目を担い、安定した価値保存手
段であることだ。ビットコインは確立された通貨になることを目指しているが、これら3つの特質を基準にすると、現時点で
はそれは難しい。
資本保全：ビットコインを資本保全のための資産と考える場合、金が比較対象のベンチマークとなる。投資家の関
心が金に集まるのは実質金利が低い時で、そうした局面では株式市場のボラティリティやドローダウンも上昇する場合が
多い。ボラティリティが高まり、市場が大幅下落した最近の2つの局面 ―― 2018年第4四半期の米中間の貿易戦
争過熱時と2020年第1四半期の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的な大流行）
時 ―― では、ビットコインは著しく売り込まれ、下値は十分に支えられなかった。図表1に示したように、ビットコインの最
大ドローダウンはグローバル株式と金を大幅に上回った。ビットコインは「価値保存」の特性に欠けているようだ。

図表1
2つの市場ドローダウン時のビッ
トコインのパフォーマンス

指数

最大ドローダウン
2018年第4四半期

2020年第1四半期

NYSEビットコイン指数

-51.11

-50.42

MSCIワールド指数

-17.60

-33.99

-2.93

-11.80

ダウジョーンズ・コモディティ・ゴールド
注：指数のドローダウンは％、米ドル建てで算出。
出所：ニューヨーク証券取引所、MSCI、ダウ・ジョーンズ、ファクトセット.

インフレヘッジ：当社がインフレヘッジのベンチマークに使用するのは幅広いコモディティで構成される指数である。
コモディティは供給が限られているため、景気サイクルを通じてインフレを速やかに反映する。ビットコインの供給も限定
的であり、暗号通貨はインフレヘッジの手段と喧伝されることも多い。だが、現時点では、あまり根拠のある説には思
えない。
図表2に示したように、コモディティとインフレの相関性は十分に確立しているが、ビットコインはインフレと相関性がある
とは言えない。この議論では、ビットコインの価格データの期間が不十分であることに留意する必要がある。暗号通貨
が流通し始めてからこれまで、インフレは概ね極めて低水準にあるからだ。
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図表2
コモディティとビットコイン
のインフレとの相関
ビットコイン
ブルームバーグ・コモディティ
指数

注：コア消費者物価指数の前月比上昇率の12ヵ月ローリング相関。出所：ブルームバーグ、2021年1月31日現在。

ポートフォリオの分散：ビットコインと他の資産クラスの市場動向の相関性が長期的に見て総じて低いことは、ビッ
トコインがポートフォリオ全般の分散拡大に寄与する可能性があることを示唆する（図表3を参照）。相関が低い資
産を組み入れるとポートフォリオのリスク調整後リターンの向上につながることが多く、一部の研究は、ビットコインがまさ
にそうした資産であることを示している4。
図表3
MSCIワールド指数と
金のビットコインとの60
日ローリング相関
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金
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出所：ブルームバーグ、2021年2月11日現在。

ローリングベースの相関は、その関係が散発的であることを示している。例えば、ビットコインとMSCIワールド指数の5
年間の相関係数は0.25で、この間にローリングベースの相関係数はプラス圏とマイナス圏を上下している。
ビットコインは最終的にはポートフォリオ分散化の手段として合理的かもしれないが、それは投資家が高水準のボラテ
ィリティを許容できること、そしてリターン獲得の可能性をどのように評価しているかにかかっている。投資家のボラティリテ
ィ許容度が高く、リターンが過度にマイナスにならないと評価されていれば、分散投資の観点に限りビットコインの組み
入れは考えられる。言い換えると、高いボラティリティと深刻な損失による影響を上回る分散効果が得られるのであれ
ば、ビットコインを分散化の手段に使うことも可能ということだ。様々な資産クラス間の相関性については付録を参照
のこと。
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リスク資産：ボラティリティはビットコイン投資に際して検討すべき重要な要素である。図表4に、過去5年間のビッ
トコインの年間リターンを示す。過去5年間の値動きによると、年率換算のボラティリティは86％である。リターンが正
規分布であるとの前提で、これは統計的に年間リターンが+/-86%を超える確率が32％あることを意味する。これに辛
うじて近い値動の幅をもつ資産クラスは原油だけで、その年率換算ボラティリティは50％だ。高水準のボラティリティは、
ビットコインへの投資で利益を獲得できる可能性があることを示唆しており、現在のような低利回り環境では投資家
を引き寄せる可能性がある。
図表4
ビットコインの年間
リターン

Source: NYSE, as at 31 December 2020.出所：NYSE、2020年12月31日現在。
出所：ニューヨーク証券取引所、2020年12月31日現在

当社はこうしたボラティリティの高さを踏まえ、現時点でビットコインは成長資産ではなく、主として投機の対象と見るべ
きだと考える。暗号通貨はまだ新しい資産クラスであり、伝統的な資産クラスと比べると、十分に分散したポートフォリ
オにおけるバリュエーションや値動きを真に理解するのは容易ではない。また、ビットコインが誕生してから株式市場は
上昇し続けており、インフレは低水準にとどまっていることにも留意すべきだ。とは言え、ビットコインの今後の軌道につい
て考え、暗号通貨が機関投資家にとって信頼できる投資対象となるために解決すべき課題を評価することは役に立
つだろう。

ビットコイン投資家が
直面する課題

ビットコインが投資家から正当な投資対象とみなされるためには、様々な課題を解決する必要がある。例えば、バリ
ュエーションを巡る懸念、ビットコインが持つ複雑さに起因するリスク、ビットコイン市場の長期的な持続可能性など
が挙げられる。
バリュエーション：物的な裏付け、利回り、インカム収入がないことが、ビットコインの価値評価のプロセスを複雑
にしており、ボラティリティ水準が高い一因となっている。
ビットコインのような裏付けのない暗号通貨の本源的価値を決定するための課題は数多く、そして複雑だ。既存の
不換通貨のバリュエーションは、最終的に国の成長やインフレの傾向とつながっている予想キャッシュフローやバリュ
エーション指標によって部分的に決定される。ビットコインには、現在価値に割り引くことができる将来の予想キャッシュ
フロ ーはない。従って、バリュエーションは需給要因のみで決まり、将来の投資家はこの無形資産により多くを支払
うだろうという期待の上に成り立っている。結果として、ビットコインがその価値のほぼ全てを失うリスクの大きさは無視
できない。
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ビットコインの目標価格には市場の観察者によって大きなばらつきがあり、それは暗号通貨の価値評価の難しさを示
す1つの指標である。ビットコインは「デジタル・ゴールド」として、金に代わる価値保存の主要手段になる可能性がある
との意見もある。それに関連して言うと、JPモルガンは先般、世界の民間部門による金の保有額（2兆7,000億ド
ル）に匹敵する市場規模になるには、ビットコインは長期的に14万6,000ドルに上昇する必要があると指摘した5。
12月には、グッゲンハイム・インベストメンツの最高投資責任者（CIO）が、ビットコインの適正価値は40万ドルであ
るとの見解を示した6。一方、UBSは先ごろ次のような見解を示している。「（ビットコインが）実社会で必要不可欠
な手段として使用されるのか、やや懐疑的である...[そして]投資資金を全て失うリスクがあると認識している」7。
リスク：暗号通貨の場合、理論と実際の差はかなり大きい ―― 暗号通貨のエクスポージャー拡大を検討する機
関投資家にとってはなおさらだ。バリュエーション以外に、ビットコイン投資の複雑さには多くの側面があり、ほとんどの投
資家が管理できないようなリスクが含まれている。例えば、暗号を支える技術に関する理解不足によるリスク、細分化
された規制の枠組み、技術上の脆弱性（コードのバグ、情報などを窃盗するサイバーセフトのリスクなど）、競争上
のリスク（例えば、新たな暗号通貨の参入障壁が弱いこと）、暗号通貨への会計規則適用に関する不透明性、
新たなビットコインのマイニングに必要な電力などエネルギーに関する環境面の懸念などが挙げられる。
サステナビリティ：純粋に需給関係に基づき変動する ―― そして認識可能なあらゆる投資ファンダメンタルズか
ら意図的に切り離されている ―― 資産の裏付けがない暗号通貨市場では、特定の暗号通貨が機関投資家のポ
ートフォリオの運用期間を通じて存在し続けるのか、という当然の疑問は根強い。上記のUBSのコメントが我々にこの
問題について改めて考える機会を与えてくれたのは確かだ。

今後：規制

暗号通貨を支える技術革新は、この先世界の決済市場を変えると当社は確信している。取引が清算される
まで数日待つという概念は、小切手を郵送して郵便配達員がそれを届けるのを待つことのように、時代遅れに
なるだろう。ただ、残る疑問はビットコインがその決済の将来像であるどうかだ。現時点ではそうでない。
規制は、管理主体がないという暗号通貨の存在意義を否定する方向に向かっているが、暗号通貨が規制対
象になれば、交換手段や価値保存として安定度は高まり、通貨のような資産クラスとしてみなされる道が開か
れるだろう。規則や規制が整備されれば、経済の主要主体から受け入れられ採用されるようになり、広く受け
入れられれば、さらに多くの資本が市場に流入し、その結果、流動性は上昇し、最終的にボラティリティの低下
につながるだろう。
先ごろ米国8と欧州9で示された規制の指針は、暗号通貨の規制を明確にするための規制当局による初の試
みであり、暗号通貨全般の合法化プロセスの加速につながるとみられる。一方で、さらなる規制には、権力を
警戒する投資家や、暗号通貨の匿名性に魅力を感じている投資家の関心を損なうという逆効果もある。そ
れでも、当社は機関投資家の間で暗号通貨が普及するためには、規制が必要だと考えている。

まとめ

過去数年間にわたり、機関投資家の暗号通貨への関心は高まっている。ビットコインは分散効果が見込めるものの、
価値を決定し、リスクとリターンを左右するファンダメンタルズを特定することの難しさが、幅広いポートフォリオにおけるそ
の役割と目的を理解する上での大きなハードルとなっている。

Perspectives on Bitcoin as an Institutional Investment

5

ビットコインは現在、暗号通貨のリーダーだが、いつまでも市場を支配できるとは誰にも断言できない。暗号通
貨に戦略的な長期保有資産として資産配分するつもりであれば、暗号通貨の分散バスケットが適切かもしれ
ない。その他の選択肢として挙げられるのは、トレンドフォロー戦略を採用するCTA（商品投資顧問業者会
社）やその他のタイプのヘッジファンドを通じて、エクスポージャーを保有する方法だ。これらのファンドの多くは、
確立されたリスク・ガイドラインを基に、リアルタイムでリスク・モニタリングを実施している。
最後に、ポートフォリオにおける投資では、どのような環境でアウトパフォームまたはアンダーパフォームするのか、その要因
や他の資産との関係を知っておくべきだと当社は考えている。当社は、現在のビットコインには投機的なリスク資産
の性質があるとみなしている。引き続きその動きを注視し、分散ポートフォリオにおけるビットコインの位置付けを
さらに明確にしたいと考えている。
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付録
図表5
ビットコインとマルチ資産クラスの相関性
指数
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（年率換
算）
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ブン・インフ
レ率

NYSE
ビットコイン
指数

86.74

1.00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

MSCI
ワールド指数

15.01

0.25

1.00

—

—

—

—

—

—

—

—

MSCI
新興国
市場
MSCI AC

17.45

0.22

0.82

1.00

—

—

—

—

—

—

—

18.67

0.23

0.97

0.82

1.00

—

—

—

—

—

—

ブルームバーグ・
バークレイズ
米国総合
ブルームバーグ・
バークレイズ
米国投資適格
社債

3.13

0.21

0.01

0.12

0.01

1.00

—

—

—

—

—

5.78

0.33

0.52

0.56

0.55

0.76

1.00

—

—

—

—

ブルームバー
グ・バークレイ
ズ米国ハイイー
ルド社債

7.75

0.24

0.81

0.75

0.86

0.20

0.74

1.00

—

—

—

ダウ・ジョーン
ズ・コモディテ
ィ・ゴールド

13.08

0.18

0.01

0.23

-0.01

0.55

0.40

0.13

1.00

—

—

S&P GSCI
原油

49.74

0.07

0.51

0.38

0.54

-0.14

0.24

0.62

-0.15

1.00

—

—

0.01

0.00

-0.05

0.00

-0.22

-0.12

0.00

-0.30

0.15

1.00

ワールド・スモー
ル・キャップ

米国10年
ブレークイーブ
ン・インフレ率

注：月次データは2015年12月～2020年12月、ドル建ての価格。出所：ニューヨーク証券取引所、MSCI、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、S&P、ファクトセット、2020年
12月現在。
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脚注

1

2

3

ビットコイン価格は2020年9月末から2021年2月
後半まで に約10,700ドル か ら53,000ドル超へと
5倍に値を上げた。2021年3月1日時点で、ビット
コインの時価総額は9,060億ドル、そして世界の暗
号 通 貨 市 場 に は 8,000 種 以 上 の 通 貨 が あ り 、 時
価総額は全体で1兆5,000億ドル近い。

4

下記を参照のこと。
https://static.bitwiseinvestments.com/Research/ BitwiseThe-Case-For-Crypto-In-An-Institutional-Portfolio.pdf.

5

JPモルガン（2021年1月）。

この議論の対象は資産の裏付けがない暗号通貨に
限られ、ビットコインはその代表格である。本稿では
「ビットコイン」を資産の裏付けがない暗号資産全て
の代名詞として使用している。資産の裏付けのある
暗号資産と裏付けのない暗号資産を区別すること
は有 用 だ。 中央 銀行 デジ タル通 貨（ CBDC ） や ス
テーブルコインは資産、あるいは不換通貨、コモディ
ティ、インデックスのような資産のバスケットで裏付け
られている。資産の裏付けを持たせるのは、暗号通
貨のボラティリティを低減し、投資機会でなく交換手
段としての有用性を高めるためである。

6

https://bloomberg.com/news/articles/2020-12-16/
guggenheim-s-scott-minerd-says-bitcoin-shouldbe- worth-400-000.

7

UBS（2021年1月）。

8

https://occ.gov/news-issuances/news-releases/2021/
nr-occ-2021-2a.pdf.

9

https://politico.eu/wp-content/uploads/2020/09/
CLEAN-COM-Draft-Regulation-Markets-in-CryptoAssets.pdf.

ビットコインは2009年1月に作られたデジタル通貨
で、サトシ・ナカモトという正体不明の謎の人物が論
文に発表したアイデアに基づいている。この技術を考
案した人物（または人物たち）の身元は依然として
謎のままだ。
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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

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。
•
•
•
•

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31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3.47兆ドル*を運用する世界第3位の資産運用会社へと成長しています。
*運用資産残高には、約751.7億ドル（2020年12月末時点）のステート・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（以下「SSGA FD」）が取り扱っているSPDRの残高を含みます。SSGA FDはSSGAの関連会
社です。

• 本稿はステート・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。
• 本資料は、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。
• 本資料に記載されている見解は2021年3月3日時点のものであり、市場およびその他の条件によって変更される場合があります。
• 本資料は、信頼しうると考えられる情報源から得たものですが、正確性・完全性は保証するものではありません。また、将来の投資成果を保証するもの
ではありません。
• 本資料に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。
• 本資料の二次使用、複写、転載、転送等を禁じます。

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

ssga.com
State Street Global Advisors
Worldwide Entities

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 views expressed in this material are the
views of the Investment Strategy and Research
team as of March 3, 2021, and are subject to
change based on market and other conditions.
This document contains certain statements
that may be deemed forward-looking
statements. There is no representation nor
warranty that such statements are guarantees
of any future performance. Actual results or
developments may differ materially from the
views expressed. The information provided

Currency risk is a form of risk that arises from
the change in price of one currency against
another. Whenever investors or companies have
assets or business operations across national
borders, they face currency risk if their positions
are not hedged. Cryptocurrencies are subject to
a number of unique risks, including but not
limited to valuation, enabling technology,
regulatory frameworks, and accounting rules.
Cryptocurrencies may decline in value and may
at any point be worth less than the original cost

For marketing use.

of the investment. There is a risk that nonasset-backed cryptocurrencies may lose most
or all of their value.
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.
Investing involves risk including the risk of loss
of principal.
All the index performance results referred to are
provided exclusively for comparison purposes
only. It should not be assumed that they
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represent the performance of any
particular investment.
The trademarks and service marks
referenced herein are the property of their
respective owners.
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.
© 2021 State Street Corporation.
All Rights Reserved.
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