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債券投資のクオンツトレンド
債券投資は近年、大きな変革期を迎え
ています。まず初めに、当初はMSCIなど
の指数プロバイダーによって広まり、株
式ポートフォリオでよく見られるファクタ
ー投資はいまや債券にも浸透していま
す。1「スマートベータ」や「システマティッ
ク運用」と呼ばれることもあるこうした
定量的（「クオンツ」）投資戦略は、（バリ
ュー、モメンタム、クオリティなどの）ルー
ルに基づくファクターを用いてアクティブ
リターンを獲得することを目指していま
す。このルールに基づくファクターとは、
超過リターンをもたらす持続的な定量ド
ライバーを特定することです。クオンツベ
ースのファクター投資は、理論的には市
場ベータに基づくパッシブインデックス
運用と「アルファ」（市場全体の収益率で

ある「ベータ」では説明できない超過リ
ターン）の獲得を目指すアクティブ運用
の中間に位置する新しい投資カテゴリー
（図表１）に属します。2

ファクター投資は比較的新しい概念かも
しれません。しかし、株式の資産価格の
メカニズムは、株式市場の超過リターン
の仕組みを説明したユージン・ファーマ
氏やケネス・フレンチ氏、リスクファクタ
ーのパイオニアであるバー・ローゼンバ
ーグ氏らによって何十年にもわたり学会
で研究されてきました。指数を算出する
プロバイダーやクオンツ運用の担当者が
こうしたファクターを測定、捕捉できる
透明性のある手法を開発したことで真の
変革期が訪れました。市場をアウトパフ
ォームするのはアクティブ運用の専売特

許と言われてきましたが、突如としてク
オンツ運用でも市場をアウトパフォーム
することが可能になりました。誤解のな
いように言えば、ファクター投資は固有
リスクに基づくミスプライス（アルファ）
を特定するわけではありませんが、アク
ティブ運用の領域に足を踏み入れていま
す。ファクターを用いるクオンツ運用によ
って同じ結果を出すことができるなら
ば、財務諸表を子細に検討する大勢の
クレジットアナリストは不要になるので
しょうか？ 

債券へのファクター投資の登場でクオン
ツ運用とアクティブ運用の間で激しい応
酬の口火が切られました。歯に衣着せぬ
クオンツ運用の担当者が債券のアクティ
ブ運用では大半のケースで真のアルファ
をほとんど提供することはできないとホ

概要

債券投資はこの10年間で激変しています。ファンドマ
ネジャーによっては、一部のアクティブ運用の伝統的
手法ではなく、新しいテクノロジーと定量的技法を取
り入れることによって独自の視点を確保し、顧客に超
過リターンをもたらすことができる有利な立場にある
と考えられます。 

しかし、一部の運用会社はこの変革を二者択一を迫ら
れるものと解釈しています。啓発的なクオンツ手法と、
資本市場の基本的な経済法則に固執する時代遅れの
「伝統的な」アクティブ運用との対立です。我々はこう
したクオンツ対アクティブの議論は誤った二分法であ
ると考えています。本稿では定量的視点をアクティブ
運用に取り入れることによって、どのように「アクティ
ブクオンツ」の投資プロセスを編み出したかについて
解説します。

主なポイント
• 最初にファクター投資の起源と、債券ポートフォリ
オ運用のあり方を根底から覆しつつある機械学習
の手法の幕開けについて解説します。

• トップダウン式のマクロ経済リサーチについて議
論し、機械学習のアルゴリズムを使ってマルチセ
クター債券投資のユニバースの資産価格の予測
プロセスにどのように客観性と規律を取り込んで
いるかを説明します。

• ファクター投資は超過リターンをもたらす持続的
な定量ドライバーを特定する手法ですが、これを
伝統的な信用証券分析と対比しながらボトムアッ
プ式の銘柄選択プロセスについて明らかにしま
す。次にリスクプレミアム（リスクフリーレートを上
回る超過リターン）を評価する際に徹底的なクレ
ジットリサーチが依然として不可欠である理由に
ついて説明します。

アクティブクオンツ債券投資
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ワイトペーパーで主張したことをきっか
けに1つの論争が始まり、マスコミを賑わ
しました。クオンツ運用の担当者は、超
過リターンは企業の信用リスクに対する
「パッシブ」エクスポージャーによって概
ねもたらされると主張しました。3債券の
アクティブ運用の重鎮は、そうした非難
はナンセンスで、経験豊富なクレジットア
ナリストによる巧みな銘柄選別はまだ有
効であるなど、その理由を詳細に指摘す
る論文を書いて応戦しました。4

しかし、債券投資ではやはりのクオンツ
トレンドはファクター投資だけではあり
ません。アルファの獲得を主な使命とす
るアクティブ運用やヘッジファンドにとっ
てビッグデータと機械学習のアルゴリズ
ムの台頭は「第4次産業革命」とも呼ば
れる新たな投資パラダイムをもたらしま
した。5 機械が車を運転し、人間の言葉
を解釈することができれば、アルゴリズ
ムはアクティブ運用で見逃される可能性
がある市場のシグナルや投資機会を確
実に特定することができます。こうした
機械と人間という対立の構図の中で、一
部のヘッジファンドはいまやマーケティ
ング資料の中でデータサイエンスや機械
学習のモデルは真のアルファを獲得し、

リスクを効率的に管理するカギになると
主張しています。6     

あらかじめ述べておきたいのは、こうし
たクオンツ対アクティブ、機械対人間と
いう議論は誤った二分法であるというこ
とです。債券のファクター投資であれ、ク
オンツ運用のヘッジファンドであれ、多
くの場合、従来型の教育を受けたエコノ
ミスト、ポートフォリオマネジャー、トレー
ダーが多数在籍していることがわかりま
す。彼らはみな基本的な経済法則にどっ
ぷりと浸かっています。人間の直感を機
械学習のアルゴリズムによって完全に置
き換えることはできません。精緻なモデ
ルであっても、専門の金融知識を持つプ
ロフェッショナルによって正しく導かれな
ければ、誤った結論が導かれる可能性が
あります。ファンダメンタルズ重視のクレ
ジットアナリストであれば、ファクターベ
ースの方程式で見過ごしたり、理解でき
ないような価値のある知見を明らかにす
ることができます。純粋なクオンツ手法
（実際に存在するとは思いませんが）で
は極めてダイナミックな動きをする資本
市場や飽くなき利潤の最大化を求める
経済的な力には太刀打ちできません。7 

ファクター投資は完璧では 
ない 
それではなぜマーケティング資料で「アク
ティブ運用アプローチ」という表現を避
けたがるファクター投資の運用担当者が
いるのでしょうか？特にファクター投資だ
けでは完璧な解決策にはならないという
証拠が明らかにされている状況で、その
理由は不明です。代表例として、株式のフ
ァクター投資は2019年の「ひどい」運用
実績に苦しんでいます。これはモーニング
スターが主催するミューチャルファンドの
年次総会に参加したクオンツのパイオニ
アのひとりがもらした率直な感想です（こ
の運用担当者は何が何でもファクター投
資にしがみつくつもりです）。8 

なぜ運用成績は悪いのでしょうか？景気
サイクルの後期に当たる2019年は、従
来、反対の動きを示してきたバリューや
モメンタムなどの株式ファクターが同じ
方向に動き始めました。クオンツ運用の
担当者はシステマティックファクターが
マクロ経済要因に敏感であることは長ら
く認識していました。個別では、長期間
にわたってアンダーパフォームする可能
性があります。無相関のマルチファクタ
ー戦略を構築することで理論的にはこう
した問題を軽減することができました。
この分散ファクター戦略は機能したよう
に見えましたが、一定期間後に機能しな
くなりました。こうした気まぐれな環境は
長くは続かないことから、不安な株式投
資家は冷静さを保って静観するように言
われました。 

我々も含め、マルチファクターエクスポー
ジャーの固定化が一因と考える見方もあ
ります。失業率や社債市場の信用の質な
ど、マクロ経済要因の変化に応じてファ
クターエクスポージャーはダイナミックに
変動する必要があります。ファクター投
資の運用実績の悪さは巧みな銘柄選別
がファクター投資より優れている証拠だ
と公言してはばからない人もいます。我々
が考える別の提案があります。なぜ従来
のアクティブ運用とファクター投資のそ
れぞれ独自の知見を同時に活用しない
のでしょうか？ 

データサイエンティストは複数のアルゴ
リズムのそれぞれ異なる視点を組み合わ

ファクター
投資

パッシブ運用 アクティブ運用

アクティブリターンの世界に広がるクオンツ
図表1:ベータとアルファ間に存在するファクター

市場リターン
　（ベータ）

ルールベースの
ミスプライス

アクティ
ブリターン

固有要因に基づく
ミスプライス
（アルファ）

ルールベースのファクター
（例えば、バリュー、モメ
ンタム、クオリティ）は市
場参加者や市場の構造的障
害の行動学的な違いによっ
て持続的な超過リターンを

もたらします。

経験豊富な運用担当者はト 
ップダウン式のマクロマー
ケットタイミング、国の選
別、セクターローテーショ
ン、ボトムアップ式の銘柄
選択を通じて市場を上回る
超過リターンやファクター
リターン（アルファ）を獲
得します。 

出所：フランクリン・テンプルトン
上記は例示目的に限ります。
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せて予測精度を改善するプロセスを「ア
ンサンブル法」という言葉で表現してい
ます。ファンダメンタルズ重視のアクティ
ブ運用とクオンツ運用の視点を組み合
わせる手法は「直交思考」とも呼ばれ、
一見すると無関係な視点を活用すること
でユニークな知見が発見されるという科
学用語です。例えば、直交プロセスは生
物学が物理学を応用することでヒトの遺
伝情報が発見された際に決定的な役割
を果たしました。 

機械学習は救いの手を差し伸
べられるか？ 
ファクター投資が完璧な解決策にならな
いのであれば、機械学習はアルファを創
出する手法として適しているのでしょう
か？米国のシリコンバレーやニューヨーク
市、イスラエルのテルアビブなどのテクノ
ロジーハブからの情報によると、データ
本位のアルゴリズムは思いもよらない結
果をもたらしていると言います。機械はい
まやコンピューターの視覚を持ち、倉庫
で食料品を包装し、車を運転し、消費者
の信用力や投票行動まで予測します。 

実際に機械のほうが優れている分野が
あります。2000万枚もの写真の中から5
分以内に95％の精度で猫を特定するこ
とができるのは機械を置いて他にありま
せんが、9人間のほうが優れている分野も
あります。自動車通勤でラッシュアワー
時に車を運転し、泣く子供を後部座席に
乗せたまま仕事の会話をする（コンピュ
ーターでは不可能）というような状況で
す。また、自動運転車はまだ静止した物
体に衝突する事故を起こしており、雨天
では方向感覚を失うことがあります。 

それでは車から出て自問自答してみてく
ださい。シグナルとノイズで溢れ返る複
雑かつダイナミックな資本市場にアルゴ
リズムは対応することができるでしょう
か？アルゴリズムは金融というノイズが
多い環境下で基本的なタスクを完了する
ことが求められますが、そこでのシグナ
ルは弱く、一時的に現れることが多いと
いう特徴があります。学者はこうした環
境ではSN比（信号と雑音の比）は低いと
言います。 

しかし、朗報があります。最近、発表され
た調査研究によると、有能な投資のプロ
フェッショナル（エコノミストやポートフォ
リオマネジャー）と組み合わせることでア
ルゴリズムは真価を発揮することができ
ます。10機械はそれだけではマーケットレ
ジームに変化をもたらす可能性がある政
治家や中央銀行関係者の複雑な反応を
予測するのは困難です。しかし、エコノミ
ストの仮説の枠組みの中で活用すると、
アルゴリズムは大いに満足できる精度で
予想リターンを予測することができます。
その精度は予測値が近似値や推定誤差
の影響を受けやすい通常の統計学的手
法よりはるかに高いものとなります。 

クオンツの視点をアクティブ
に導く 
債券投資の将来はアクティブ対クオンツ
という行き詰まり状態から脱却する必要
があると思います。理想的な投資プロセ
スはトップダウン式のマクロ経済リサー
チとボトムアップ式のファンダメンタルズ
重視の銘柄分析という2つの馴染みのあ
る次元から始まります。 

こうした分業の根拠は比較的単純明快
です。ほぼすべての債券銘柄（ソブリン

債以外）のパフォーマンスに影響を及ぼ
す要因は、マクロ経済のファンダメンタル
ズ（インフレ率や信用サイクルの段階な
ど）と個々の発行体に固有のボトムアッ
プ式のミスプライスによる原因が独自に
絡み合ったものです。教育を受けたエコ
ノミストのスキルは、特定の業界のミク
ロ経済を専門とするクレジットアナリスト
とは異なります。図表2に示すように、超
過リターンを獲得するには両者の視点が
必要です。 

図表2にも示すように、アルファを獲得す
るにはファンダメンタルズ重視のアクティ
ブ運用とクオンツサイエンスの2つの次
元がさらに必要になります。ファクター
投資の銘柄選別と機械学習の手法は債
券投資に新たなスキルと新鮮な視点を
もたらしています。しかし、アクティブ運
用とクオンツ運用の視点を組み合わせる
目的は、台所にあるミキサーのようにポ
ートフォリオの中で両者を混ぜ合わせる
ことではありません。 

クオンツ手法によってより高い精度でフ
ァンダメンタルズ面の視点が磨かれる場
合があります。また、クオンツ手法によっ
てファンダメンタルズ重視のクレジットア
ナリストやポートフォリオマネジャーが立

アクティブ運用とクオンツ運用の視点を組み合わせる
図表2:モデルポートフォリオでは4次元のアイデアを織り込む

出所:フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。

モデルポー
トフォリオ

アクティブファ
ンダメンタル
セクター分析

有能なトレーダー 
クレジット分析 

クオンツサ
イエンス
機械学習
統計モデル

ファクターに基づ
く銘柄選択 

トップダウン式
マクロ経済

ファンダメンタルズ

ボトムアップ式
債券ユニバース
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てた前提の妥当性が問われることもあり
ます。健全な議論や調査の深掘りによ
り、ファンダメンタルズ重視のアナリスト
は別の結論に導かれるか当初の仮説を
再確認することになるかもしれません。 

我々の経験からすれば、結局のところ、
クオンツ手法はマクロ経済学やファンダ
メンタルズ重視の銘柄分析という学問分
野に由来する従来の人間の視点と組み
合わせることで真価を発揮します。資産
価格の予測では機械が必要とされる精
度を提供していることは確かです。しか
し、複雑な市場を理解するには人間の深
い知識が必要であることに変わりはあり

ません。機械はビジネスサイクルの転換
点の評価や利益追求型のトレーダー 
の集団行動の予測は得意ではありま 
せん。 

図表3が示すように、次のセクションでは
トップダウン式のマクロ経済リサーチと
ボトムアップ式の銘柄選択について解説
します。トップダウン式についてはアルゴ
リズムを使ってマクロ経済リサーチを正
確なリターン予測に変換するプロセスに
ついて議論します。これは異なる言語を
話すセクターチームにマクロ経済的視点
を伝える橋渡し役になります。ボトムアッ
プ式についてはファクター投資の視点を

ファンダメンタルズ重視のクレジットアナ
リストの視点と比較します。ファクターは
幅広い銘柄に高い精度を保証しますが、
リスクプレミアムを評価するには徹底し
た信用調査が不可欠であることに変わり
はありません。 

アルファを生み出すプロセスに4次元手法を導入
図表3:フランクリン・テンプルトンのアクティブクオンツ投資プロセス  

• 有能なトレーダー

マクロ経済ファンダメンタルズ

予測の不確実性•
近接性分析•

• オポチュニティ・セット
• 制約
• 目標リターン 

マクロ予測•
機械学習•

スプレッド分布•

ポートフォリオ制約•
リスクパラメーター•

ファクター選定•
機械学習ティルト•

トップダウン

ファンダメンタル
セクター分析

セクター視点
調整 

レジームスプレッド
モデリング

予想超過リターン

戦略固有パラメーター感応度分析

ボトムアップ

アロケーシ
ョンバンド

アクティブ・
クオンツ・トレーデ
ィング・システム

投資可能な債券銘柄ユニバース 

ファンダメンタルズ
重視のクレジット・リサーチ

業界/
銘柄調整

クオンツクレ
ジットランキング

出所:フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。

モデルポー
トフォリオ アクティブファンダメンタルクオンツサイエンス
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アルファを生み出すプロセスに4次元手法を導入
マクロ経済にアンカー
金融分野の学会で言う「リスクプレミア
ム」（リスクフリーレートを上回る超過予
想リターン）を獲得するには、十分な情報
を織り込んだマクロ経済見通しの構築
が不可欠です。アルファの獲得を目指す
債券のアクティブ運用やクオンツ運用の
ヘッジファンドにとってこの種の調査は
通常、投資プロセスの基本になります。

マクロ見通しをスプレッド予測に変換
図表4:（例）マクロ変数が回帰木のアルゴリズムをフィード
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出所:フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。 
*上記の仮説例はいかなる投資もしくは投資戦略のパフォーマンスの予想または予測を示唆すものではありません。あくまで証券分析に関する
見解を示したもので、例示目的に限ります。

マクロ経済予測
パフォーマンス（スプレッド）予測は12カ月
間のマクロ見通しから始まります。株式、コ
モディティ、通貨、インフレなどの一連のマ
クロ変数を分析し、各変数の水準のみならず
、トレンドやボラティリティ（可能な場合）
も予測します。数値を当てはめるかわりに、
変数が過去のレンジの下位、中位、上位に当
てはまるかを決めます。仮説例では石油のト
レンドは今後12カ月間*にわたってミッドレ
ンジに上位シフトすると考えられます。

機械学習のインプット
一連のマクロ変数の見通しが出揃ったところで
データサイエンス・チームは機械学習の決定木
を使ってこれらの変数をマクロ経済レジ ームの
予想に変換します。この予想レジームの中で債
券ユニバース（銀行ローンや課税対象のハイ
イールドの地方債など）のスプレッドを予想*す
ることで各セクターがどのように反応するかを
アルゴリズムが計算します。これによって異な
る言語を話すメンバーで構成されるチームは標
準化され、反復可能な方法でコミュニケ ーショ
ンを取ることができます。

債券スプレッド予測
スプレッド予想では、各セクターのチームは予
想マクロレジームが各セクターのスプレッドに
どのような影響を与えるかを視覚化します。重
要なことは、スプレッドが縮小する可能性があ
るのか、拡大する可能性があるのかを示すだけ
でなく、カーブの形状によって示されるスプレ 
ッドの分布を明らかにすることにあります。仮
説例では、予想スプレッドは拡大する可能性が
高い（青色の点線）一方、スプレッド分布は広
がっています（青線）。*この二峰性のカーブは
不確実性が高いこと、すなわち、スプレッドは
ほぼ変わらないか大幅に拡大する可能性がある
ことを示唆しています。データチームはどのマ
クロ変数がスプレッドに最も大きな影響を及ぼ
すかを説明します。

資本市場の複雑さやダイナミックな特性
からすると、無数の経済変数によって予
想資産価格がどのように形成されるかを
理解するには経験豊富なエコノミストが
不可欠です。

マクロ経済チームが見通しを形成する際
に用いる一連のシグナルは通常、実に多
様であり、ビジネスサイクルは成長（個人

消費、住宅及び非住宅ローン、鉱工業生
産、サービス、外需など）をけん引するサ
ブサイクルの集合体であるという認識に
よってもたらされます。サブサイクルは相
互依存関係にあり、金融財政政策のフィ
ードバックループをけん引し、資産価格
に影響を及ぼします。 
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変換の科学 
セクターリターンの予測は従来から測定
誤差の多い骨の折れるプロセスでした。
アナリストは通常、平均回帰（資産価格
は最終的に長期平均に戻るという理論）
などの統計学手法や移動平均などの平
滑化技術を使い、価格トレンドを予測し
ます。過去に遡って現在のマーケットレ
ジームと最も良く似た状況を探し出そう
とするアナリストもいます。これらの手法
は主観的になりがちで、債券リターンは
平均に回帰するまで予想以上に時間が
かかる可能性があるという結論に陥りが
ちですが、データサイエンティストはより
良い方法を見つけました。 

先頃、発表された機械学習の予測と資
産価格に関する研究では我々が独自の
アルゴリズムを用いて予想セクターリター
ン（スプレッド）をモデル化した経験を
明らかにしています。アルゴリズムモデル
（特に複数の変数間の複雑な非線形関
係を扱う決定木）によって従来の手法に
比べ「リターン予想は明らかに改善し、 
11ポートフォリオのシャープレシオも改善
することができます。12アルゴリズムの回
帰木の大きな強みは、複数の変数間の
複雑な相互作用を理論的に捕捉すること
ができる点にあります。人間のアナリス
トでは通常、捕捉するのは難しく、しかも
多くの労力と時間を費やします。 

フランクリン・テンプルトンのアクティブ
クオンツのプロセスは熟練エコノミスト
がマクロ経済見通しを提供することから
始まります。マクロ経済チームはデータサ
イエンス・チームに石油価格、為替レー
ト、金利、インフレ関連指標などの変数

に関する一連の経済予測を提供します。
データサイエンス・チームはこうした予測
を標準化されたマクロ変数に変換し、 回
帰木のアルゴリズムにフィードします（ 図
表4）。 

レジームモデリングアルゴリズムによる
アウトプットは、各セクターチームが理解
できるようにマクロ経済チームの見通し
をセクター視点に効率的に変換します。
アルゴリズムは橋渡し役として機能し、
チーム内でのセクター予測の比較や議論
を促します。こうした徹底的な議論（い　

わば、調整プロセス）の結果は四半期ご

との刊行物に要約され、機関投資家向
けに提供されます。 

その後、調整後のセクター視点をグロー
バルマルチセクター債券ユニバースの12
カ月間の予想リターンに変換します。こ
れが独自のセクターアロケーションプロ
セスのベースになります。ウエイトの最適
な組み合わせを決定するには、まずスプ
レッドの不確実性を認めることから始め
ます。スプレッドの不確実性は共分散行
列のボラティリティと相関関係やマーケ
ットレジームモデルを用いて計算されま
す。その結果、理想的なアロケーションま
たはアロケーションの効率的フロンティ
アに沿う「起点」を示します。次に、デー
タサイエンス・チームはあらゆるポートフ
ォリオの制約を分析することによって、す
べてが理想的な起点の「近隣」に位置す
る一連のアロケーションを算出します。
この近隣エリアはポートフォリオのリス 
クとリターンのパラメーターを満たしてい
ます。 

図表5が示すように、こうした最適化プロ
セスによってポートフォリオマネジャーは
アロケーションバンドにわたって資産配
分を柔軟に行うことができます。仮説例
ではポートフォリオマネジャーは米国の
投資適格債を最大許容値までアンダー
ウエイトにする一方、銀行融資と信用リ
スク移転（CRT）をオーバーウエイトにし
ます。これによってポートフォリオのリス
クプレミアムはチームの最も高いコンビ
クションの視点で効率的に配分されるほ
か、一貫性と再現性があり、説明責任に
も対応します。13

ポートフォリオマネジャーはバンド内で柔軟に配分可能
図表5:ポートフォリオのアロケーションパラメーター  

出所:フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。
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アクティブクオンツボトムアップ
死角を取り除く
債券ファクター戦略のメリットを要約す
ると、マーケティング資料では通常、以下
のようになります。債券ファクター戦略
は補償されないリスク（行き過ぎたクレ
ジットリスクや金利リスク）を取らずに（
バリューやモメンタムなどのファクター
を使って）投資アイデアをシステマティッ
クに実行するというものです。これはアク
ティブ運用では反対のことをしている、
すなわち、投資アイデアを非システマテ
ィックに（無節操に）実行し、補償されな
いリスクエクスポージャーにさらされる
可能性があることを暗に示しています。 

我々はバイアスのかからない正確な手法
を用いて幅広い銘柄を系統的（かつ辛抱
強く）に分析することができるなど、ファ
クター投資にはいくつかの利点があるこ
とは認めています。しかし、ファクター投
資には大きな死角があります。それは債
券スプレッドの拡大や縮小をもたらす要
因を見極めることができないことです。
表面的には大きなスプレッドはファクタ
ー投資には魅力的に映るかもしれませ
んが、長期的な嵐雲が警戒シグナルを送
っていることに全く気づかない可能性が
あります。14 

経験豊富なクレジットアナリストによるフ
ァンダメンタルズ調査（クオンツ担当者が
「オルタナティブデータ」と呼ぶもの）に
よって補完されなければ、こうした死角
はリスクが高まる恐れがあります。マクロ
経済とミクロ経済のメカニズムが資産価
格にどのように影響するのかを理解し、
投資家にとって潜在的にどのような意味
があるのかを説明するのがクレジットア
ナリストの仕事です。クレジットアナリス
トは複雑なビジネスモデル、特異稀な才
能を持つ（あるいは愚かな）経営陣から
環境、社会、ガバナンス要因に至る様々
な情報を分析に取り入れます。 

図表6が示すように、フランクリン・テン
プルトンのアクティブクオンツプロセスで
はクオンツ運用のファクターベースの銘

柄ランキングとファンダメンタルズ重視の
アクティブ運用のクレジット推奨を組み
合わせ、銘柄レベルで優先順位を付けた
潜在的な買いと売りのリストを作成して
います。

ファクターモデルとクレジットアナリスト
はチームごとに独自の見解を維持し、互
いに独立した業務を行っています。業界
レベルでは各チームの「ベストアイデア」
が公式の「調整」会議で提示され、クレ
ジットアナリスト、ポートフォリオマネジャ
ー、データチームがなぜ業界の見方が同
じなのか、あるいは反対なのかを議論し
ます。反対意見は大いに歓迎され（クオ
ンツファクターもクレジットアナリストも
完璧ではありません）、通常は分析や議
論の深掘りを通じて決着が図られます。
銘柄調整については後程、ケーススタデ
ィを通じて解説します。 

まとめると、アクティブクオンツは潜在的
な買売リストと忌憚のない議論、分析を
組み合わせます。目標は他のリスクや戦
略特有の制約を満たす条件で、業界内で
チームが最も確信度の高い（徹底的に精

査した）銘柄をポートフォリオに組み入れ
ることです。

ファクターベースの銘柄ランキ
ング  
ファクター投資は過去に長期的に好成績
をもたらしてきた定量的要因を通じて幅
広く持続性のある超過リターンのドライ
バーを特定するもので、当初は銘柄選別
の戦略として人気を博しました。株式フ
ァクターと同様に、最も長い実績を持つ
社債のファクタースタイルにはバリュー、
モメンタム、クオリティのファクターなど
が含まれています。行動バイアスや構造
障壁など一般的に観察される市場のダ
イナミクスこそファンダメンタルズ重視の
ファクター投資が利用できる投資機会を
もたらしますが、10頁の「ファクターベー
スの銘柄算定」で解説するように、各フ
ァクターはそのような一般的に観察され
る市場のダイナミクスをベースとしてい 
ます。 

従来から債券のファクター投資では複数
のファクターを組み合わせて分散戦略を
構築し、単一ファクターによるアンダーパ
フォーマンスの影響を軽減しています。
あらゆる債券はマクロ経済の変化に敏
感であり、一定期間にわたってアンダー
パフォームする可能性があります。バリュ
ーやクオリティなどのファクタースタイル
は相関関係が低い傾向にあるため、両フ
ァクターへの固定エクスポージャーを維
持することによって、マクロ環境の変化に
かかわらず、理論的にはアンダーパフォ
ームの期間を短縮することができます。 

しかし、短期的なクレジットサイクルを
暗に予測できるとしたらどうなるでしょ
うか？その場合、予想されるマクロ環境
に応じてファクターのウエイトを機械学
習のアルゴリズムによってダイナミックに
最適化することで潜在的なドローダウン
を軽減し、ポートフォリオのシャープレシ
オを高めることができます。 

アクティブ運用とクオンツ運用
の推奨を統合
図表6:プネットの方形を使って目標
ポートフォリオを特定 
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アルゴリズムファクター・ティ
ルト 
データサイエンティストはクレジット環境
を予測するにあたって勾配ブースティン
グをプログラミングし、失業率、米連邦
準備制度理事会（FRB）のバランスシー
ト、投資適格債、ハイイールド債市場な
どの一連のマクロ経済変数を組み合わ
せました。このように組み合わせた変数
をベースにバリュー、モメンタム、クオリ
ティのカテゴリーにまたがる６つのスタ
イルファクターの将来の相対的なパフォ
ーマンスをアルゴリズムが予測します。 

バックテストでは世界的な金融危機時の
ファクターエクスポージャーをアルゴリズ

ムによってダイナミックに調整しました。
すなわち、株式モメンタムのファクター
へのエクスポージャーを引き下げ、レバレ
ッジのファクターやカバレッジのファクタ
ー（企業の利息支払能力を算出）によっ
て測定されるデフォルト率の低い債券へ
のエクスポージャーを引き上げました。 

図表7が示すように、アルゴリズムは
2007年7月に運用を開始し、ファクター
エクスポージャーの76%をバリュー
に、21%を株式モメンタムに配分し、ク
オリティは3%にとどめました。4ヵ月の
2007年10月にダウ・ジョーンズ平均工業
株価指数は1万4000ポイントを超え、最
高値を付けました。 

クレジットアナリストのチームは今年、ファクター投資の銘柄ラ
ンキングと比較しながら自動車業界に対する見方について議論
しました。データサイエンス・チームのファクターモデルでは自
動車業界についてオーバーウエイトを推奨し、フォード、ゼネラ
ルモーターズ、自動車部品メーカーのボルグワーナーをトップ
10にランキングしました。いずれもスプレッドは大きく、信用格
付けやスレッドボラティリティに比べ利回りは魅力的な水準に
あるように見えました。しかし、自動車セクターのクレジットア
ナリストは自動車セクターに対して完全なアンダーウエイトを推
奨しました。なぜこのように見方が分かれたのでしょうか？ 

世界の自動車業界では3大メガトレンド（電動化、自動運転、配
車サービス）が世界の自動車業界で設備投資の激増をもたらす
一方、景気循環に基づく米国の自動車販売（特にセダン）の低
迷により業界収益は反対方向に向かっています。ファクターモ
デルでは自動車販売の長期的な変化や景気循環の影響は全く
考慮されていませんでした。 

フォードについては、クレジットアナリストは以前のラインナッ
プのミスで逆境に置かれていることを認識していました。フィア
ット・クライスラー・オートモービルズは2016年に「ダッジ・ダ
ート」や「クライスラー200」などのセダンの減産に乗り出
し、SUV「ジープ」やピックアップトラック「ラム」に注力しまし
た。いまや米国ではセダンよりSUVやピックアップトラックのほ
うに人気があります。フォードは2018年になって米国でセダン
の生産・販売からほぼ撤退し、車齢が古くなっているSUVのラ
ンナップを刷新する計画を発表しました。フォードも様々な生
産拠点の閉鎖や中国、南米における販売低迷で風当たりが強
まりました。 

ファクターモデルではフォードの債券リターンの価値を正しく算
定しましたが、業界が直面している重大な長期的変化や、フォ
ード債の値動きを左右する収益への景気循環要因の影響が考
慮されていませんでした。こうした因果関係の視点はファンダメ
ンタルズ重視のクレジットアナリストだからこそ可能です。 

ファクターモデルが高い順位を与えなかった会社の１つにアプ
ティブがあります。同社はもともと、1999年にゼネラルモーター
ズから分社化した米国の自動車部品メーカー（旧デルファイ・
オートモーティブ）です。アプティブはここ数年で自動運転のソ
フトウェアを専門とする有力ハイテク企業に進化していま
す。15,000人の科学者とエンジニア、広範な特許を擁するアプ
ティブは自動車業界を根底から覆す3大メガトレンドを完全に
取り込んできました。特に欧州や北米で顧客ニーズが高い車両
の電動化システム、アクティブセーフティ、コネクティビティの製
品化で豊富なノウハウを有しています。アプティブはライドシェ
アを視野に独自の自動運転技術を開発しており、米国のライド
シェア大手リフトと組んでネバダ州ラスベガスで車両のテストを
行っています。 

何度か議論を重ねた後、クレジットアナリストと投資適格クレジ
ット運用のポートフォリオマネジャーは、業種別組入率の推奨
要因を変更し、自動車セクターをアンダーウエイトとしました。
また、アプティブやフィアット・クライスラー・オートモービルズ
のように買い替えが長期になる傾向のある良好な企業に対し
てアンダーウエイトとしました。そうした変更の6ヵ月後、ムーデ
ィーズはフォードの信用格付けをジャンク級（投機的水準）に引
き下げました。 

ケーススタディ:差し迫る自動車事故 

翌年、景気が悪化すると、アルゴリズム
はクオリティのファクターへのエクスポー
ジャーを追加的に引き上げる一方、株式
モメンタムとバリューへのエクスポージ
ャーを引き下げました。2008年9月にリ
ーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに
世界中がパニックに陥ると、アルゴリズ
ムは2008年11月にはクオリティへのエ
クスポージャーを41％に引き上げ、バリュ
ーは52％に、株式モメンタムは6%にと
どめました。 

固定的なバイ・アンド・ホールド戦略とは
異なり、勾配ブースティングのアルゴリズ
ムは全般的なマクロ経済環境に合わせ
てファクターエクスポージャーをダイナミ
ックに変更します。 
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ドローダウンの軽減を目指す
図表7:世界的な金融危機の際はクオリティにシフト
2007年7月～2010年7月

ウエイト %

出所:フランクリン・テンプルトン、上記は例示目的に限ります。

100%

0%

80%

60%

40%

20%

7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月
2007年 2008年 2009年 2010年

スプレッド
対クレジット

リターン
ボラティリティ

スプレッド
ボラティリティ

株式モメンタム レバレッジ カバレッジ
バリュー モメンタム クオリティ

バリューファクター 
バリューファクターの基本的なコンセプトとして、割安な債券（
本質的リスクに対するスプレッド）は長期的には割高な債券を
アウトパフォームする傾向があるということです。バリューファ
クターを構築する方法は数多く存在しますが、多くの場合、最
初に債券の現在のオプション調整後スプレッド（OAS）を用い
てこれを信用格付けやリターンボラティリティなどの一連のリ
スク特性と比較します。

データサイエンスのチームはバリューの範疇に属するそれぞれ
別個の３つのファクター計算を使用します。最初はスプレッド対
クレジットのファクターで、業界特有の景気循環要因やスプレッ
ドデュレーションを調整しながらOASとクレジット・リスク（信
用格付け）を比較します。他の2つのファクターは信用格付けも
測定しますが、業界特有の景気循環要因やスプレッドデュレー
ションを調整しながらリターンボラティリティをリスク評価に組
み入れます。リターンボラティリティのファクターでは12カ月間
の超過リターンのボラティリティを用いてリスクを測定します。
一方、スプレッドボラティリティのファクターでは3カ月間のスプ
レッドの変化を測定することでボラティリティを測定します。 

モメンタムファクター 
資本構成上、債券は株式に優先するため、足元で株価が好調
な上場企業の社債は良好なパフォーマンスを示す傾向があり
ます。データサイエンティストは発行体の3カ月間の株式リター
ンを用いて株式モメンタムのファクターを構築します。

クオリティファクター 
デフォルトの確率が特に低い社債は信用低下時には利回りが
高い債券をアウトパフォームする可能性があります。多くの場
合、こうした社債のスプレッドは割安な社債のスプレッドと同じ
水準にはなりません。その代わり、「リスクオフ」の環境ではデ
ィフェンシブな特性が真価を発揮します。信用格付けを通じて
債券のディフェンシブな特性を測定する代わりに、データサイ
エンスのチームは四半期財務諸表にある2つの別々の指標を
使います。レバレッジファクターでは社債の発行体の企業価値
（純有利子負債と株式時価総額の合計額）に対する純有利子
負債の比率を使用します。カバレッジファクターでは12カ月間
の支払利息に対する企業利益（利払い前・税引き前・償却前利
益（EBITDA））の比率を用います。 

ファクター投資の銘柄算定
バリュー、モメンタム、クオリティの債券ファクターの測定手法 
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4次元チェス
急速に進化する今日の投資環境の中で
機関投資家の債券運用担当者はこれま
で以上に継続して超過リターンを確保す
ることが求められていますが、そのため
に活用できる定量的なツールや手法は
大きく変化してきました。ファクター投資
戦略の登場を支持する歯に衣着せぬク
オンツ運用担当者は現状打破に挑んで
おり、アクティブ運用担当者に自らの存
在意義を証明するように迫っています。 

アクティブ運用の大家はこぞってこの試
練に挑む構えを見せており、競争力に磨
きをかけるためにビッグデータや機械学
習の手法を取り入れているケースもあり
ます。データサイエンスを人間の視点と
ともに取り込むことによってトップダウン
式とボトムアップ式の分析という単純な
2次元プロセスがファンダメンタルズ重視

のリサーチとクオンツサイエンスを取り
込んだ4次元チェスに変身しています。

今日のデジタル技術からすれば、クオン
ツに軍配が上がるという主張もありま
す。しかし、実際にはそのようにはなって
いません。アルゴリズムだけではノイズ
の多い金融環境では力を発揮できず、人
間の直感なくしてうまく機能することもで
きません。多くの場合、金融分野の知識
や直観に欠けるデータサイエンティスト
は望ましい投資成果をもたらしません。 

結局のところ、マーケットジームを左右す
る経済メカニズムやデータサイエンスで
追跡、分析することができるシグナルを
経験豊富なプロが説明することができる
かどうか、それこそが債券投資に最も重
要なスキルであることに変わりはありま

せん。債券投資の未来はすでに到来して
います。それはクオンツサイエンスとファ
ンダメンタルズ重視のアクティブ運用を
うまくマリアージュさせることです。 

フランクリン・テンプルトン債券グループ
ではシームレスなアクティブクオンツの
手法を編み出しました。ポートフォリオマ
ネジャー、アナリスト、トレーダー、データ
サイエンティストが1つのチームにまとま
り、クオンツ分析とファンダメンタルズ分
析の相乗効果のループを生み出していま
す。データサイエンスとファンダメンタル
ズ分析のノウハウをマリアージュすること
で厳しい投資環境を乗り越え、顧客のサ
ービスを改善する知見と競争力が得られ
ると考えています。 

巻末注記 
1.  出所: Baker, S.“Factor-based investing arrives for fixed income,” Pension & Investments, 16 October 2017. 
2.  出所: J. Bender, R. Briand, D. Melas, and R. Subramanian.“Foundations of Factor Investing,” MSCI Research Insight, December 2013. 
3.  出所: AQR, “The Illusion of Active Fixed Income Alpha,” Alternative Thinking, 17 December 2018. 
4.  出所: J. Baz, M. Devarajan, M. Hajo, and R. Mattu.“When Alpha Meets Beta:anaging Unintended Risk in Active Fixed Income,” PIMCO, Quantitative Research, May 2018. 
5.  出所: M. Kolanovic and R. Krishnamachari, “Big Data and AI Strategies—Machine Learning and Alternative Data Approach to Investing,” J.P. Morgan, May 2017. 
6.  出所: Two Sigma, “Our Approach,” September 2019. 
7.  出所: Fama, E.“Efficient Capital Markets:A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the 

American Finance Association, New York, N.Y., December 28–30, 1969 (May 1970).
8.  出所: Lee, J.“AQR’s Asness Is Right.It’s a ‘Crappy’ Time for Factor Investing,” Bloomberg Markets, 15 May 2019. 
9.  Brownlee, J.“How to Classify Photos of Dogs and Cats (with 97% accuracy),” Deep Learning for Computer Vision, 3 October 2019. 
10.  出所: S. Gu, B. Kelly and D. Xiu, “Empirical Asset Pricing via Machine Learning,” Chicago Booth Research Paper No. 1818-04. 13 September 2019.
11.  アルゴリズム、従来またはその他モデルのいずれもリターンを予測するもので、保証するものではありません。
12.  出所: S. Gu, B. Kelly and D. Xiu, “Empirical Asset Pricing via Machine Learning,” Chicago Booth Research Paper No. 1818-04. 13 September 2019.シャープレシオはボラティリテ
ィまたは総リスク1単位あたりのリスクフリーレートを上回った平均リターン収益です（リスク1単位あたりのリターン）。 

13.  ここでは、この最適化プロセスを採用することで投資結果に影響を与える、収益をもたらす、または損失を最小限にする保証はありません。
14.  分析においてオルタナティブ・データを含めたとしても、リスクが軽減または排除されるわけではありません。
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リスクについて 

すべての投資には、元本の割り込みの可能性を含むリスクが伴います。債券価格は通常金利と逆方向に変動します。そのた
め、ポートフォリオで保有する債券の価格が金利上昇の影響を受け変動した場合、ポートフォリオの価値は低下する可能性
があります。低格付け債券への投資には債務不履行および元本損失などの高リスクが含まれています。外国証券への投資
には為替変動、経済および政局の不透明感など特別なリスクを伴います。新興国市場の投資では、同じ要因に関連してのリ
スクが増大する一方で、市場規模や低流動性に関連したリスクも伴います。（歴史的に見て値動きが大きい）情報技術セク
ターなど急成長している業界の株式は、商品変更や商品開発のスピードの速さに加え、技術進化を重視する企業を取り巻
く規制が急に変更される可能性もあることから、特に短期的な変動幅が大きくなることがあります。
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