Sponsored by

ベータ（市場平均連動性）に
スマートさを

スマートベータは人によって違う意
味を持つ可能性があります。 クリ
Q
ス、 スマートベータを私たちのために
定義し、何がスマートな（賢い）のか教
えてください。

クリス・ツェ: 株価指数の観点から見
て、従来の時価総額加重平均型を使
A
わない、運 用ルールに基づいた戦略の

総称と理 解できます。従 来の時 価総額
加重平均型は、過大評価された株の割
合を大きくし、逆に過小評価された株の
割合を小さくするため、最適以下のリタ
ーンを生むと批判されてきました。 スマ
ートベータ指数は時価総額に替えてボ
ラティリティーや配当などを利用してウ
ェイト付けを行うことにより、従来の時
価総額 加重平均型指数よりも優れたリ

スク/リターン・トレードオフを実現する
傾向にあります。
それがスマートにさせる理
由ですか？
Qケビン、
ケビン・ハーディー:投資家はこれま
で、もう少しよいリスク調整後リター
A
ンを実現する、小さな何かをずっと望ん

論会はFTSEのホンコン支店で

できました。殆どの投資家はこれをシャ
ープ・レシオまたはインフォメーション・
レシオを用いて判断します。スマートベ
ータ指数 は投資家に運用会社間の違い
を理 解したり、時 価総 額 加重平均型で
はないベンチマークを使う機会を与え、
その結果よりよいリスク調整後リターン
を得られる可能性があるのです。また、
投資家は自分のポートフォリオに実際ど
んなリスクがあるのかをよりよく理解す
ることができます。

行われ、
カリフォルニアから一人、

ダイヤルインでリ・フェイフェイも

それは世界金融危機が理由で、あ
るいは投資家がより洗練されてき
Q
ているからでしょうか?

加わりました。
ライブオーディエ

ンスもアンケート調査に参加し、

ハーディー:その両方です。リスクツ
ールが以前にも増して普及していま
A
す。しかしながら金融危機の間にすべて

アジアン・インベスター誌、
FTSE

とブラックロックは、
スマートベー

タが残り続ける理由を討論する
ためウェビナーを催しました。討

が一つに関係づけられたのです。投資家
は自分のポートフォリオをコスト効率よ
く分散化する新しい方法が必要になりま
した。スマートベータは 投資家によりよ
いリスク調整後リターンを与え、それが
指数のメソドロジーを通じて実行され、
ターンオーバーは通常低く、それに、いい
ですか、結果は投資家がアクティブ・マ
ネジャーの多くを通じて得たであろうも
のと似たようなものなのです。

メールで出席者グループに質問
を投げかけました。
Live webinar
参加者
ポール・コルウェル

ジェーン、スマートベータについて
投資家と話し合われる内容は、時
Q
価総額加重平均型指数に基づいたプロ

タワーズ・ワトソン、
シニア・インベストメント・コンサルタント

ダクトについての内容と違いがあります
か？

ケビン・ハーディー

ブラックロック、
アジア太平洋ヘッド・オブ・ベータ・ストラテジー

ジェーン・レオン:クライアントにど
うしたら私たちの指数連動資産をよ
A
りよく活用できるかきかれます。しかも

ジェーン・レオン

上場投資信 託がもたらす透明性、分散
化と流動性を求めながらです。スマート
ベータによるアプローチではクライアン
トは上場投資信託を使ってコア・ポート
フォリオを完成させることと、特定のリ
スク軽減あるいはよりよいリスク調整後
リターンを求めることで戦術的になるこ
との両方が実現できるのです。

iシェアーズ、
アジア太平洋マネージング・ディレクター

リ・フェイフェイ

リサーチ・アフィリエーツ、
ヘッド・オブ・プロダクトリサーチ・
アンド・マネージメント

クリス・ ツェ

フェイフェイ、銘柄の特定要素に基
づいて構成された指数のリサーチ
Q
は金融危機以前のものです。金融危機

FTSE グループ、
アジア、
ディレクター

はその調査にどのような影響を与えた
のでしょうか？

モデレーター
ジェーム・ディ・ビアシオ

リ・フェイフェイ:金融危機は投資家
のリスクアペタイトと株のリスクを好
A
む姿勢を変えました。投資家は今では、

ヘイマーケット・フィナンシャル・メディア、
エディトリアル・ディレクター

決断のタイミングから何を得られるかに
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ハーディー:多くの機関投資家は長
期リターンを確保するために投資し
A
ます。その背後にあるポリシー決定は、
今なお時価総額 加重ベンチマークに基
づくアセットアロケーションに基づいて
います。これはすぐに変わるものではあ
りません。しかしかなり以前の1980年
代でさえ、バリューやサイズといったリタ
ーンの多様な推進要因を探すリサーチ
が始められていました。でも今はもっと
沢山のデータが簡単に手に入ります。ス
マートベータはこのような理論を取り入
れ、系統的枠組みに入れ、そのような要
因により重点を置くベンチマークを生み
出します。言わば新しい瓶に入った古い
ワインといったところでしょうか。でも今
日の興味深い点は、投資家が利用すべ
き要因の数やどの要因を利用すべきかで
はなく、市場サイクルの利点を得るには
どういった要因の組み合わせにすべきか
が重視されていることです。その組み合
わせによりスムーズな乗り心地でありな
がら、しかもインフォメーション・レシオ
で測った運用成績が向上するのです。

オフベンチマークにしても、戦術的
決 定を下す必 要があります。それ
はパッシブなブラックボックス・アプロ
ーチではありません。

Q
ポール・コルウェル どの戦略を使うか、
選ぶのに賢明でなければならないのは
投資家。
もっと関心を持っています。金融危機の
直後、投資家はダウンサイドリスクに対
する保護の強化と共に、低ボラティリテ
ィ戦略に大変関心を持っていました。
コンサルタントの観 点から見てポ
ール 、ここでベー タのスマートな
（賢い）点は何でしょうか？

Q

ポール・コルウェル:スマートベータ
はプロダクトの付け札ではありませ
ん。これは時 価 総 額に基づく指数をよ
りよくし、アクティブ運用の要素を組み
入れようと試みる投資家のコンセプトで
す。一部のアクティブ戦略ではマネジャ
ーはバリュー投資、クオリティやリスクフ
ァクターといったものを重視します。テク
ノロジーが利用でき、多くのデータをテ
ストできるため、何十年も前からある量
的分析のような戦略が非常に低コストで
利用できるようになったのです。ですか
ら今ではスマートベータは殆どの投資家
が利用できますが、それはスマート（賢
明）なことでしょうか？必ずしも戦略自
体がスマートなのではなく、投資家はど
のプロダクトと戦略を自分のポートフォ
リオのためにどのように選ぶかについて
スマートである必要があります。

A

投資家が従来の時価総額加重ベン
チマークをまったく利用しないよう
Q
になる時点があるのでしょうか？
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Aハーディー:アクティブな決定です。
レオン:アジアの準政府機関と各国政府
クライアントが、時価総額加重平均型で
ない指数をコア資産のアロケーションに
採用することに関心を示している現状を
付け加えたいと思います。金融危機が彼
らをリスク調整後ターンに敏感にさせま
した。それを低コストで達成させながらも
状況変化に対応できるようにしたいので
す。流動性が今はもっと重要なのです。
ツェ:時価総額加重平均型指数はキャパ
シティー（運用可能資産残高）が一番大
きいので、いまだに中心的位置を占めて
います。また、ターンオーバーが最少でコ
ストも最低です。それにこれは今も多く
の投資家にとっては最も理解しやすい指
数です。しかしより賢明な機関投資家の
一部は、スマートベータ指数を使うべき
かどうか、そしてパッシブマネージャー
を活用してより多くの資金を低コストで
運用できないかどうかを考えています。
それからそう、アルファを生むファクター
を活用したいと思っている人もいるので
すが、それには投資家が投資見解及び、
ファクター投資に基づいたスマートベー
タを活用して目標達成できるということ
の両方について強い信念が必要です。
て遅れています。なぜでしょうか？
Qアジアでの採用は他の地域に比べ
コルウェル:殆どの投資家にとって、
パッシブで広 範な時 価 総 額 加重平
A
均型指数は実行しやすいので、今も悪く

は無いスタート地点です。より多くの機
関投資家が新戦略を考慮するようにな
るでしょうが、チャレンジとなるのはそ
の複雑さです。つまり、どの代替戦略を
選ぶのでしょう？要因の背後にある理
論と、ある特定の時点においてなぜうま
くゆく、あるいはいかないのかを理解し
なければなりません。サイクルを理解す
る必要もあります。指数ベースのポート
フォリオを維持し、その指数にスマート
ベータを選ぶ 投資家は、そのパフォー
マンスが株式時価総額ベンチマークに
対して測られることになるのです。そこ
には 同調リスク、後知恵リスク、選択リ
スクの要素があります。つまり、投資家
は株式時価総額のそれとは違って見え
るパフォーマンスに耐えられるでしょう
か？
キャリアリスクです。頭を突き出す
のは特に報酬がない場合、怖いこ
とです。でもアメリカでもヨーロッパで
もそうだったでしょう。機関投資家に試
そうとさせるきっかけは何でしょうか？

Q

ツェ:クライアントははっきりとした
投資目的をもっていますが、一方で
ジレンマもかかえています。アジアの機
関投資家の多くはもっぱらパフォーマン
ス志向です。ですからよりよいリターン
を得られる可能性のあるものに注目し
ますが、リターンの分析をしてみるとそ
の手法が負っているリスクが目的にそぐ
わないと思う場合もあります。

A

コルウェル:どのアセットクラスでもそう
であるように、機関投資家は自分達が
勉強し、関係者を含めてまわりの者にも
教える必要があります。スマートベータ
で典型的な質問は、特定の要因にどれ
だけ配分するかということです。
タイミングはどうでしょうか？アセ
ットクラスで違うのですか？

Q
コルウェル:株式の要因とスマート
ベータについて書かれた情報は以
A
前より多くあります。要因のサイクル性

を理解する方が簡単です。でも株式のタ
イミングは難しい。限界があります。債
券はモデルと戦略において現在進行中
です。でもこれについてもクライアント
と見てみました。複雑性の曲線に沿い
ながら、株式から債券に、そして現在は
複数資産かつ複数要因を網羅したスマ
ートベータに移動しています。
ハーディー:単一要因(シングルファクタ
ー)の課 題は、サイクル性のあるそのパ
フォーマンスです。例えば変動率を最低
に抑える戦略はある市場サイクルではよ
い結果が出ず、そのサイクルが深い場合
もあります。クライアントは複数の要因
を組み合わせることを好み、それでその
問題は緩和されるかもしれませんが、ア
ップサイドをいくらか失うことになるか
もしれないのです。
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「投資家は株式時価総額と違う
ようなパフォーマンスに耐え
られるか？」
タワーズ・ワトソン、ポール・コルウェル

Qそれは一種の分散投資ですか？
ハーディー:全くそうです。クライア
ントは自分 のアクティブ 運 用目標
A
で、豊富な組み合わせの要因を既に経

験しています。より効率的な基準で一番
ポジティブなクオリティを取り出し、もっ
とスケールアップできないか、と。
ポートフォリオに一番大きな影響を
及ぼすのはどの要因でしょうか？

味でレバレッジを上げることもできるで
しょう。もしそのマネジャーのリターン・
ストリームの推進要因を判別できれば、
スマートベータを使うことによりその模
倣を試みることができます。しかしその
リターンの推進要因を把握することに自
信がなければなりません。
どの程度まで投資家は スマートベ
ータをレバレッジのために使ってい
るのでしょうか？

Q

Q
レオン:ETF（上場投資信託）をレバ
リ:調査によると、バリューやクオリ A レッジのため使っています。そこでの
ティのようにいくつかの要因はより 課題は、ご自分の全ポートフォリオのリス
A
堅 調な結果を生みます。そこには相関 クと内訳を理解することです。このため
性があります。バリュエーションについ
ての情報を無視すると、クオリティを要
因として使うのはよくないかもしれませ
ん。また、低ボラティリティと低リスク・
プレミアムは世界中で、また異なる時期
を通して堅 調であることもわかりまし
た。これは本当に持続性ある要因で、こ
れに比べクオリティは購入する価格レベ
ルにより左右されます。
ではなぜ単にバリュー重視型を使
わないのですか？

には投資家が自分のポートフォリオを分
解し、レバレッジだけのため、あるいはス
マートベータの目的で使われているETF
がご自分の望む結果をどのように達成で
きるのかを理解する必要があります。

もし投資家がETFまたはUSハイ・
イールドのような比較的非流 動性
Q
のアセットクラスを使う場合、スマート
ベータにおける流動性リスクの役割はど
の程度でしょうか？

Q
コルウェル:全アセットクラスにスマ
リ:株価純資産倍率(PBR)あるいは A ートベータ・プロダクトを広げると流
株価収益率(PER)のようなもののた 動性の問題を発生させる可能性がありま
A
めのスクリーンに基づくバリュー・ポート す。債券、オルタナティブ投資や通貨、
フォリオを構築できます。私たちのファ
ンダメンタル・インデックスには、キャッ
シュフローと配当など経済規模の大きい
企業を含みますが、成長の可能性を持
つ企 業も除外しません。それは投 資家
が必要とするダイナミックなエクスポー
ジャーを提供します。スタティックな要
因に基づいたポートフォリオとは非常に
違った結果が出る可能性があります。

ライブオーディエンスからご質問
です。
「スマートベータがどのよう
Q
にキャパシティに制約された戦略のレ
バレッジを上げるのか、もっと詳しく説
明してくれませんか？」

コルウェル:それはキャパシティ制約
が何かによります。もしそれがマネ
A
ジャーレベルのものであれば、スマート
ベータを使ってご自分のポートフォリオ
のエクスポージャーを拡大するという意
www.asianinvestor.net

し、スマートベータの分野で多くのアクテ
ィビティがありました。いいですか、殆ど
の指数には最初、流動性スクリーンがあ
ります。もちろん指数の中には欠点があ
るものもあり、それについてクライアント
と話し合う必要があります。指数の中に
は、時価総額 加重平均型指数より流動
性がないものもあり、それは当然より流
動性のある証券に傾き、ターンオーバー
が少なくなります。当座の勢いで築かれ
たベンチマークはターンオーバーがより
多いのですが、それはトレード戦略では
当然です。ですから投資家のポートフォリ
オの大部分で常にコアとなっています。
スマートベータを実行するに当た
って何が一 番心配なのか、オーデ
Q
ィエンスに聞いてみましょう。そ の 間
に、実行する際に何が課題となるのでし
ょうか？

コルウェル:まず、ポートフォリオの
中に何があるかを理解すること。次
A
に、スマートベータに潜在するインパクト

と、それを自分がいかに測定するかの両
方を理解すること。もしそれがシングル
ファクター・ベンチマークなら、ポートフ
ォリオがそのファクターのパフォーマン
スの方に動くことが予想されます。しか
し何の意味ででしょうか。株式市場全体
の時価総額加重平均指数と比較してで
しょうか？ 多くのクライアントが時価総
額加重平均指数を測定基準に使いたが
りますが、これは機会費用について考え
る上で簡単な方法と見なされからです。
ツェ:リターン分析に関しては、単にリス
クとパフォーマンスだけを見るだけでは
不十 分かもしれません。スマートベー
タ・ポートフォリオのキャパシティ、マー
ケットインパクト・コストとトラッキング
エラーも考慮する必要があります。より
多くの要素を見て全体的な評 価を行な
うのです。

まして再保険などと株式の流 動性は比
較できません。流動性は根本的戦略に
及ぼすインパクトに関するものであり、こ
ういった資産が取引されるときのNAV（
純資産価値)に及ぼすであろうインパク
トについてです。それがETFを償還する
際のビッド-オファーに影響を与えること
になります。金融危機の間に流動性が金
融システムからなくなってしまったときに
は、ETFのいくつか、投資グレードの債
券ETFでさえもビッドとオファーの差は
非常に大きなものになりました。

ハーディー:でもそれは従来のベンチマ
ークで、スマートベータのことではあり
ません。全アセットクラスが世界金融危
機でダメージを受けました。殆どのスマ
ートベータ指数は多分2007年後にでき
たものです。ですから金融危機の後、学
習時期が生まれたわけです。その後、指
数業界は産業革命のようなものを経験

クリス・ツェ アジアの機関投資家はリタ
ーンに駆立てられるが、リスクがその目
標に合わないかもしれない。
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ラ イ ブ オ ー ディエ ンス に よる
オーディエンスから、もう一つの調
と、45%がスマートベータを実行 Q 査結果です。スマートベータが様々
Q
する際の最 大のチャレンジはパフォー な方法で実行できるとすると、どの種類
マンスの解釈とアトリビューションだと
言っています。あと45%は持続可能性
について心配だと言っています。12％だ
けがコストについて言っており、計算の
透明性が一番の心配事だという人は一
人もいませんでした。

リ:RAFIのようなファンダメンタル加
重平均指数は、殆どのスマートベー
タ・ソリューションの中でも非常に透明
度の高いものです。投資家は文字通りに
そのような指数を複製できるのです。ス
マートベータは簡単で低コスト、透明性
があり系統的なエクスポージャーをよく
知られたエクセスリターンの効力に与え
ます。我々がしていることを人々に100
％理解してもらうことが大事です。

A

持続可能性というのはケビンの挙
げた要因のサイクル性に関連しま
Q
す。そのアルファを生み出す力はあった
りなかったりです。投資家はどのような
頻度でスマートベータ戦略を再検討し
なければならないでしょうか？

リ:投資家の行動バイアスは長期間
継続します。例えば、キャリアリスク
A
を心配する投資家は時価総額加重平均

型ベンチマークに対するトラッキングエ
ラーの高い低ボラティリティ戦略を避け
るかもしれません。他の投資家は高ボラ
ティリティの高ベータ株に潜在するレバ
レッジを利用したいかもしれません。こ
のようなアクティビティは皆、低リスクプ
レミアムの推進要因です。行動バイアス
はなくし難いものです。このようなバイ
アスが続くことが長期的なスマートベー
タの高パフォーマンスをもたらす要因と
なっているのです。

の戦略が最も魅力的でしょうか？ポー
ルが言ったように、スマートベータ はプ
ロダクトではなく考え方です。ケビン、ど
の戦略、プロダクトがアジア太平洋地域
では一番人気があるのですか？

ンチマークに言及しています。このよう
なプロダクトは受け入れが一番早かった
のです。しかし今日では、より多くの投
資家がこのような要因の詳しい検討に
実績があります。単独要因で決まるスポ
ーツではないのです。一つだけで光り輝
くファクターはありません。チームスポ
ーツであり、このような多くの要因が影
響を及ぼします。アクティブ・マネジャー
を任命することはポリシー・ベンチマー
クから乖離してしまいます。スマートベ
ータだと、決定場所を変えているだけで
す。指数環境の中でアクティブ・マネジ
ャーがもしベンチマークを上回る運 用
成績を出せば、任務を達成しているかも
しれませんが、もしそうでないなら、投
資委員会がそれについて討 議すること
になり、そこにリスクがあります。スマー
トベータの場合には、投資のあらゆる面
で説明責任があります。つまりポートフ
ォリオ・マネジャーはベンチマークを厳
しくトラックしなければならず、投資家
はスマートベータのある特定要因が、あ
るいは複数の特定要因がポリシー・ベン
チマークからどのように逸れるのか決定
しなければなりません。
我 々の 調 査 結 果 が 出 ました 。
40%の人がスマートベータの投資
がパッシブ戦略のリスク調整後リターン
を改善することに関心を示しています。
そこで 質問です。投 資家はパッシブ 運
用からスマートベータに配分しているの
でしょうか？調査結果から見るとそのよ
うですが、アクティブ運用から来るべき
でしょうか？

Q

です。また、アクティブ・マネジャーをカ
バーしているチームは、スマートベータ戦
略についてもパフォーマンスをモニター
する経験とツールを既に持っています。
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戦略的、および戦術的レベルでこ
のような選択によるタイミングはど
Q
のように決まるのでしょうか？

リサーチ・アフィリエーツ、リ・フェイフェイ

ハーディー:時間の経 過に伴って変
化してきました。大型投資家は公に
A
レオン:株式やアセットクラスのタイ
スマートベータを試し、ファンダメンタ A ミングを決めることと同じように、ス
ル・ベンチマークと低ボラティリティ・ベ マートベータのタイミングを一貫して行

ツェ:アクティブ戦略からスマートベ
ータに乗換えを考慮している投資家
A
が増えてきています。コストが下がるから

ジェーン・レオン 何が各ファクターを駆
動するか理解すると、パフォーマンスへ
の洞察が得られる。

「行動バイアスはスマートベータの長
期高パフォーマンスの駆動力。」

いつも得ていない、と感じるかもしれな
いですし、高確信度、高トラッキングエ
ラー・マネジャーにマンデート（投資対
象）のバランスを持たせたいと思うかも
しれません。

コルウェル:これはその二つが統合した
ものです。自分のパッシブな株 式 時 価
総額型ポートフォリオから金額を取り出
し、リスクファクターに分散する投資家
もいます。それはパッシブ・エクスポージ
ャーを改善しようとしているわけです。
でも他の場合では、クリス [ツェ]と同感
です。投資家は トラッキングエラーに
関して自分のお金相応に叶ったものを

もあれば、負の相関もあります。よって
これらファクターの組み合わせ方がポー
トフォリオ構築の基幹となります。

うのは難しいです。しかし各ファクター
を駆動しているのは何かを理解すると、
パフォーマンスの高低がいつ発 生する
かについて洞察を得ることができます。
ETFにより投資家は決断を効果的に、そ
して即時に実行できます。よくデザイン
されたマルチファクター戦略はタイミン
グに頼ることが少ないのです。それは様
々な市場条件でよいパフォーマンスを行
うはずのものだからです。ですから投資
家の目的によります。

コルウェル:アジアの機関投資家にとっ
て ポートフォリオ構築に関してはスマー
トベータと、株式を含むどのアセットク
ラスとの間にも一 般的に違いはありま
せん。投資家は多分アクティブ・マネジ
ャーを数名雇用しているでしょう。投資
家は既にそのマネジャー達が取るリスク
と、
マネジャー達がポートフォリオにもた
らすリスクの集中をすでに理解していま
す。スマートベータでも違いはありませ
ん。違ったファクターと戦略を検証し、

オーディエンスから別の質問です。
「スマートベータに割り当てるべ
き株式ポートフォリオの割合はどれくら
いですか？パッシブ、あるいはアクティ
ブ・アロケーション全体をスマートベー
タに変換できますか？」

Q

コルウェル:この質問が出たのは、そ
の投資家がポートフォリオ構築の見
解からご自分のポートフォリオを全体的
に見ているということです。それはいい
ことです。つまり、個々の戦略をケース
バイケースで見ているだけではないから
です。このご質問への回答は、どの程度
の長期投資家なのか、リファレンス・ポ
ートフォリオから離れることにどの程度
敏感かなど、機関投資家そのものにより
ます。短期的な機関投資家であれば、そ
のようなことはしたくないかもしれませ
ん。しかしより長期的な観点を持てて、
このような現象を裏付ける理論を信じ
られるなら、ポートフォリオにより多く
のリスクを許すべきでしょう。しかし、ス
マートベータはポートフォリオの20%や
50%であるべき、と言えるようなマジッ
クナンバーはないのです。

オーディエンスから別の質問があ
ります。
「ポートフォリオ 構築方法
Q
はどれくらい大切ですか？」これは、ス
マートベータを含むポートフォリオの構

www.asianinvestor.net

討論を全てお聞きになりたい方は、次に
ご登録ください。
www.asianinvestor.net/webcasts

オーディエンスに尋ねよう
アジアン・インベスター誌はスマートベータにつき11月11日にライブウェブカストを行いまし
た。登録された400名以上のオーディエンスにイベント中にアンケート質問をしました。
次はその回答です。

A

ハーディー:アジアのプランが多く増えて
きており、アセットが常に増大していま
す。こういったプランはアセットをうまく
運用することができるのです。リスクに
対する見解を持ち、強く扱うスタティッ
ク・ポートフォリオはアセット全てをスマ
ートベータ指数に移行することもできま
す。本来長期的な傾向にある少数のクラ
イアントのため、どのように見えるかシ
ミュレートしました。

それを既にある一連のアクティブ・マネ
ジャーと統合しなければなりません。で
すからバリュー戦略を追求するマネジャ
ーを残すなら、バリュー傾向のスマート
ベータ戦略を加える必要があるでしょう
か？あるいはもしクオリティ投資に従事
しているアクティブ・マネジャーがいる
なら、多分 低ボラティリティのスマート
ベータ・プロダクトは必要ないかもしれ
ませんし、その逆かもしれません。n

ケビン・ハーディー スマートベータには
アカウンタビリティがある。
築に違いがありますか、という意味に解
釈します。
リ:低ボラティリティ戦略にとって、
限られたキャパシティを提供するポ
A
ートフォリオを作成するのは簡単です。

低ボラティリティを単にエクイティの分
野のサブセットに投資することと、比較
的小型株ファンドである多くの低ボラテ
ィリティ株を多く組み入れることと見な
す投資家もいます。そのようなケースで
は、巨大なアロケーションはないでしょ
う。ですからキャパシティが一つの問題
点です。しかし株式時価総額とベータの
間に相関性があるのでしょうか？私たち
のリサーチによると、アメリカでは株式
時価総額と株式の単独リスクに強い相
関性はないので、大型株もいくらか含ん
だ低ボラティリティ指数を実際作成する
ことができます。ですからこの観点から
見て、大型投資のキャパシティを持つ投
資ソリューションを作成できるので、ポ
ートフォリオ構築は非常に重要です。
ツェ:インデックス構築の観点からは、ど
のファクターをオーバーウェイト、あるい
は避けるべきかより、ファクター間の相
関性を重視します。正の相関を示すもの
www.asianinvestor.net

質問1
オーディエンスのスマートベータ使用について
20.0%
スマートベータへのアロケーションは今のところ考え
ておらず、すぐにもそうする計画はない。
スマートベータへのアロケーションを12～14ヶ月内
に加えるよう調べている。
スマートベータ戦略を既に採用した。
質問2
スマートベータ戦略の利用に関心があるのは、

40.5%
40.5%

6.4%

パッシブ戦略のリスク調整後リターンがよくなるから？
アクティブ戦略の低コストな代替品として？
追加の分散とリターンの源、特定の投資見解を表す方
法として？
非株式時価総額インデックス化として？
ファクター・モデリング？

質問3
スマートベータ実行について、あなたが一番心配なの
は何ですか？
パフォーマンスの解釈/アトリビューション
持続可能性
関連する全コスト（市場インパクト、モニタリング等。）
計算の透明性

12.9%
38.7%
19.4%
22.6%

12.1%
45.5%
42.4%
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