アウトパフォームまでの
険しい道のり

バンガード®・リサーチ

エグゼクティブ・サマリー アクティブ運用のミューチュアルファンド
は、平均するとベンチマークをアンダーパフォームすることが、これまで
の数多くのリサーチで明らかになっている。しかし、投資家の間では相変
わらずアクティブ運用の人気が高い。これは、たとえわずかなアウトパ
フォームであっても、長期的にはポートフォリオの価額に大きな影響を与
える可能性があるためである。このようにアルファを追求する投資家は、
ベンチマークに勝ちそうなファンドマネジャーを見つけ出すために相当の
時間や労力を費やしているかもしれない。
投資家はファンドマネジャーの選択にとらわれるあまり、アクティブ運用
の成功にとって同じぐらい重要な因子――すなわち、超過リターン1 には
一貫性のなさがつきものだと認識すること――を見過ごしかねない。これ
は、過去のリターンを主な基準としてファンドマネジャーの採用・非採用
を決定するような投資家に、特に当てはまる問題といえる。

1 バンガードでは、ファンドのリターンと、そのファンドに関連するモーニングスター・スタイルボックス・ベンチマークのリター
ンとの差異を、「超過リターン」と定義している。
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本稿では、「ベンチマークをアウトパフォームするアクティブ運用ファンドマネジャーは
少数である」とした過去のリサーチを検証する。次に、「最も成功しているファンドマネ
ジャーの生み出した超過リターンでさえ一貫性がない」という点を検証する。1998年初
の時点で存在した米国株式アクティブ運用ファンドすべての、その後15年間の記録を調べ
ると、15年という長期の運用期間で見てベンチマークをアウトパフォームしたファンドは
18%と少数だっただけでなく、それらのファンドはたびたびアンダーパフォームを記録し、
しかも多くの場合アンダーパフォームの時期は長引いたことがわかる。実際、運用期間15年
としてベンチマークをアウトパフォームしたファンドのほとんどすべてが、15年間のなかで
単年のアンダーパフォームを少なくとも5回（計5年）記録した。さらに、同15年間のなか
で、3分の2のファンドが、3年以上連続したアンダーパフォームを記録した。
この分析から導き出される結論とは、「アウトパフォームを追求する投資家はアウトパ
フォームするファンドマネジャーを見つけて選ばなければならないばかりか、選んだファン
ドマネジャーがアウトパフォームするまで辛抱強く待たなければならない」というもので
ある。

過去20年のあいだに発表された諸研究によれば、平均
的なアクティブ運用ファンドのリターンは、コストを
差し引いた後ではベンチマークを下回ることが示され
ている。2 一方で、困難に打ち勝って長期的にアウト
パフォームし、投資家に更なる利益をもたらしている
アクティブ運用ファンドもある。

例えば、バンガードのリサーチによると、2012年
12月までの15年間という長期の運用期間で見てベン
チマークをアウトパフォームした株式アクティブ運
用ファンドの、超過リターンの中央値（メジアン）
は、年率で1.1パーセンテージ・ポイント（運用報
酬を差し引き後）だった。仮に、この「アウトパ
フォーム・メジアン・ファンド」に10,000ドル投資
したとして、ファンドに対応するベンチマークと比
較すると、このファンドは運用期間15年間でベンチ
マークを5,410ドル上回るリターンを生み出したこと
になる（最終的なポートフォリオの価額はファンド
が24,900ドル、ベンチマークが19,490ドル）。3 投

資家にとってこのような超過リターンはかなり重要
だろうが、それを達成するのは困難かもしれない。
本稿でその理由を検証する。

長期的なアウトパフォームはまれ
過去のアウトパフォームを数値化するため、バン
ガードは、1998年の年初時点で米国の投資家が投資
可能だったアクティブ運用の米国株式ミューチュア
ルファンド1,540本すべてについて、ファンドのその
後15年間のパフォーマンスを分析した。4
まずは、15年経過後も存続していたファンドの割
合を計算した。次に、存続したファンドのうち、運
用期間15年として、それぞれ対応するベンチマー
クをアウトパフォームしたファンドの割合を計算し
た。結果を図1に示すが、当初のファンド1,540本の
うち、15年経過後も存続していたのは55%に過ぎ
ず、残りの約700本は合併または清算された。5 さら
に、当初の1,540本のファンドのうち、15年間存続

リスクおよびパフォーマンスデータに関する注記：すべての投資は、投資元本の損失などのリスクを伴い
ます。過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありません。指数に直接投資すること
はできないため、指数のパフォーマンスは特定の投資を正確に表すものではありません。
2
3
4
5

2

例えば、Sharpe (1991)およびPhilips他 (2013)を参照されたい。
この仮説例は特定の投資のリターンを表すものではない。
バンガードでは様々な長さの期間について分析を行ったが、いずれも結果は同様だった。
ミューチュアルファンドの存続性、および合併・清算されたファンドのパフォーマンス低迷に関する詳細分析は、Schlanger and Philips (2013)を参照されたい。
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The
fate of 1,540 actively managed U.S. equity funds,
アクティブ運用の米国株式ファンド1,540本を追跡
（1998年〜2012年）
1998–2012
すべてのファンド
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存続し、かつ運用期間15年として
ベンチマークをアウトパフォーム
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注記：ファンドのリターンは、このページの右に記載したベンチマークに対し
Note:
The funds’ returns were measured against the benchmarks listed
on
this page.
て評価したものである。
出所：モーニングスターのデータに基づき、バンガードが算出。
Source:
Vanguard calculations using data from Morningstar.

バンガードが算出に利用した指数
市場ベンチマークに対するファンドのパフォー
マンスを評価するため、バンガードはそれぞれ
のモーニングスター・スタイルボックスに適合
する指数を使用した。どの指数を使用するかの
決定にあたっては、1998年1月から2012年12月
の期間中に利用可能だった指数の中から、関連
する市場の特性を的確に表すと思われるものを
選択した。各スタイルについて使用した指数は
以下の通り。
大型株ブレンド̶2002年11月まではS&P 500指
数、それ以降はMSCI米国プライムマーケット
750指数。 大型株バリュー̶2002年11月までは
S&P 500バリュー指数、それ以降はMSCI米国プ
ライムマーケット750バリュー指数。 大型株グ
ロース̶2002年11月まではS&P 500グロース指
数、それ以降はMSCI米国プライムマーケット
750グロース指数。
中型株ブレンド̶2002年11月まではS&Pミッド
キャップ400指数、それ以降はMSCI米国ミッ
ドキャップ450指数。 中型株バリュー̶2002年
11月まではS&Pミッドキャップ400バリュー指
数、それ以降はMSCI米国ミッドキャップ450バ
リュー指数。中型株グロース̶2002年11月にか
けてはS&Pミッドキャップ400グロース指数、
それ以降はMSCI米国ミッドキャップ450グロー
ス指数。
小型株ブレンド̶2002年11月まではS&Pスモー
ルキャップ600指数、それ以降はMSCI米国ス
モールキャップ1750指数。小型株バリュー̶
2002年11月まではS&Pスモールキャップ600
バリュー指数、それ以降はMSCI米国スモール
キャップ1750バリュー指数。小型株グロース̶
2002年11月まではS&Pスモールキャップ600
グロース指数、それ以降はMSCI米国スモール
キャップ1750グロース指数。
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アウトパフォームしたファンドであっても、アンダーパフォームの時期を5回は経験
Even
successful funds experienced multiple periods of underperformance

Figure
図2. 2.
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ベンチマークをアウトパフォームしたアクティブ運用ファンド275本が、アンダーパフォームした単年の数（1998年〜2012年）
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Note: Successful funds are those that survived for the 15 years and also outperformed their style benchmarks. The funds’ returns were measured against
注記：ベンチマークをアウトパフォームしたファンドとは、15年間存続し、かつ運用期間15年としてベンチマークをアウトパフォームしたアクティブ運用ファンド
the benchmarks listed on page 3.
を指す。ファンドのリターンは3ページに記載したベンチマークに対して評価されたもの。
Source: Vanguard calculations using data from Morningstar.
出所：モーニングスターのデータに基づき、バンガードが算出。

し、かつ 運用期間15年としてベンチマークをアウト
パフォームしたのは18%に過ぎなかった。これは、
「アウトパフォームの達成は困難である」とした過
去のリサーチ結果と一致している。6

超過リターンには一貫性がない
このように、アウトパフォームするアクティブ運用
ファンドマネジャーは、その数は少ないものの、
ポートフォリオのリターンを大きく改善する可能性
を持つことが確かめられた。バンガードは続いて、
アウトパフォームした18%のファンドのパフォーマ
ンスについて理解をより深めたいと考えた。投資家
の中には、有能なファンドマネジャーを選択できれ
ば、あとは比較的簡単に超過リターンが手に入ると
思っている向きもあるようだ。

6 Philips他 (2013)を参照されたい。
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そうした思惑を検証するため、バンガードは2012年
12月までの15年間存続し、かつ運用期間15年として
ベンチマークをアウトパフォームした275本のアク
ティブ運用ファンドのパフォーマンスデータを調査
した。以下の2点に注目し、各ファンドの年ごとのリ
ターンを調べて集計した。
1. 単年でアンダーパフォームした年の数
2. 3年連続したアンダーパフォームを免れたファン
ドの割合
運用期間15年としてベンチマークをアウトパフォー
ムしたアクティブ運用ファンドのほぼすべて、すな
わち97％に相当する267ファンドで、ベンチマーク
をアンダーパフォームした単年が少なくとも5回（計
5年）あった。実際、6割を超えるファンドで、アン
ダーパフォームした単年が7回（計7年）かそれ以上
あった。図2に、アンダーパフォームした単年の数に
よるファンドの分布を示す。

図3.
Figure 3.

3年連続のアンダーパフォームを免れたファ
Few
funds avoided three consecutive
ンドは少数
years of underperformance

アウトパフォームしたアクティブ運用ファンドでさえ、3分の2が
3年以上連続したアンダーパフォームを経験
Even among successful funds, two-thirds suffered such spells

全1,540ファンド

12%
6%

181ファンド 15年間存続し、かつ運用期間15年としてベンチ
Survived, outperformed, and experienced
マークをアウトパフォームしたが、3年以上連続し
at least three consecutive years
たアンダーパフォームを経験
of underperformance
Survived, outperformed, and never experienced
94ファンド 15年間存続し、運用期間15年としてベンチマーク
three consecutive years of underperformance
をアウトパフォームし、かつ、3年以上連続したア
ンダーパフォームを経験しなかった

注記：ファンドのリターンは3ページに記載したベンチマークに対して評価さ
Note: The funds’ returns were measured against the benchmarks listed
on page 3. Returns cover the period 1998–2012.
れたもの。リターンは1998年〜2012年までのもの。
出所：モーニングスターのデータに基づき、バンガードが算出。
Source: Vanguard calculations using data from Morningstar.

次にバンガードは、アンダーパフォームの連続した
年数に注目した。多くの投資家にとって、3年連続
のアンダーパフォームというのは、そのファンドの
売却を決断する転換点となる。これは、明確な規定
（例えば、あらかじめ投資方針に定められた条件で
ある場合）によることもあれば、あるいは心理的
な理由（例えば、3年連続のアンダーパフォームは
ファンドマネジャーの能力不足を表すと思っている
場合）によることもある。図3は、当初（1998年）
の1,540ファンドのうち、15年間存続し、運用期間
15年としてベンチマークをアウトパフォームし、か
つ 3年以上連続したアンダーパフォームを免れたアク
ティブ運用ファンドの割合を示している。結果は明
白で、これらの基準を満たしたのは当初の1,540ファ
ンドのうち、わずか6%、94ファンドである。言い換
えれば、ベンチマークをアウトパフォームしたアク
ティブ運用ファンドの3分の2が、3年あるいはそれ以
上連続したアンダーパフォームを経験したというこ
とである。

バンガード・リサーチを踏まえたポート
フォリオの構築
ポートフォリオを構築する際は、投資家が超過
リターンの一貫性のなさをどれだけ許容できる
か、また、アウトパフォームの可能性をどれだ
け要求するかが、重要な検討材料となる。それ
らを考慮した適切なポートフォリオ戦略には、
100%パッシブ運用から100%アクティブ運用ま
で幅があるだろうが、多くの投資家にとっては
パッシブとアクティブの組み合わせが妥当なソ
リューションと言えよう。
市場ベンチマークを上回るリターンの可能性を
望む投資家の場合、市場総合指数に連動する
ファンドをポートフォリオの「コア」とし、ま
たアクティブ運用ファンドを選別して「サテラ
イト」とする、そういったポートフォリオを構
築することにより、アウトパフォームの可能性
を維持しつつ、相対リターンの変動へのエクス
ポージャーを緩和することができる。アクティ
ブ戦略とパッシブ戦略を組み合わせたポート
フォリオに関する詳細な分析と解説は、Philips
他(2012年)およびWallick他(2010年)を参照され
たい。

標準的な運用実績報告では、複数年の運用期間につ
いて単一の年率リターンを表示するため、こうした
アンダーパフォームの存在は見えにくくなってしま
いがちである。投資家が単純に10年あるいは15年と
いった運用期間の平均年率リターンを見る場合、そ
の平均に至るまでのアウトパフォーム・アンダーパ
フォームの実績を十分に認識しない可能性がある。
6ページの図4は、年率換算した超過リターン
が、「運用期間15年としてベンチマークをアウ
トパフォームしたアクティブ運用ファンド275本
の超過リターンの中央値（年率1.1パーセンテー
ジ・ポイント）」に近い、そういうアクティブ運
用ファンド10本のパフォーマンス推移を示して
いる。このグラフは、そのようなファンド10本
の各ベンチマークに対する年次の超過リターン
の推移を示したものだが、これら10本のファ
ンドの投資家にとって最終的な超過リターン達
成までの道のりが平坦でなかったことは明らか
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図4.
Figure 4.

超過リターン中央値に近いアクティブ運用ファンド10本の、年次の超過リターンの推移
（1998年〜2012年）
Yearly
excess returns for ten median outperforming funds, 1998–2012

「超過」リターンは多くの場合マイナス――投資家にとって険しい道のり
‘Excess’ returns were often negative: A jolting ride for investors
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注記：ここで使用したアクティブ運用ファンド10本は、年率換算した超過リターンが、運用期間15年としてベンチマークをアウトパフォームしたアクティブ運用
Note:
The ten funds had annualized excess returns closely matching the median for all 275 successful funds: 1.1 percentage points above the relevant benchmark. Fund
returns
were measured against the benchmarks listed on page 3.
ファンド275本の年率超過リターンの中央値（ベンチマークに対し1.1パーセンテージ・ポイント）に近いものである。ファンドのリターンは、3ページに記載した
ベンチマークに対して評価されたもの。
Source:
Vanguard calculations using data from Morningstar.

出所：モーニングスターのデータに基づき、バンガードが算出。

である。また、ファンド10本の超過リターン
のパターンがランダムであることは、パフォーマン
ス向上のために投資家が時期を見計らってファンド
マネジャーを乗り換える「タイミング戦略」の困難
さを浮き彫りにしている。短期のパフォーマンスを
重視する投資家にとってタイミング戦略は非常に魅
力的に映るかもしれないが、これまでのリサーチで
は、そのような戦略は概して不成功に終わっている
ことが示されている。7

結論
本稿では、1998年初時点で投資家が投資可能で
あったアクティブ運用の米国国内株式ファンドす
べ て の パ フ ォ ー マ ン ス を 検 証 し た 。 2 0 1 2 年1 2 月
までの15年間にこれらのファンドが辿った軌跡
をみてみると、運用期間15年としてベンチマー
クをアウトパフォームしたアクティブ運用ファ
ンドの総数が少ないだけでなく、15年のあいだ
に短期的なアンダーパフォームの時期を免れる
ことができたファンドはそれ以上に少ないこと
がわかった。実際、調査対象となった1998年当
初の1,540ファンドのうち、15年間存続し、運

7 詳細な分析および解説についてはGoyal and Wahal (2008)を参照されたい。

6

用期間15年でベンチマークをアウトパフォーム
し、かつ 3年以上連続したアンダーパフォームを免れ
たファンドは、わずか6%に過ぎなかった。
さらに、バンガードの分析では、運用期間15年とし
てベンチマークをアウトパフォームしたほぼすべて
のアクティブ運用ファンドが、少なくとも単年で5回
（計5年）はアンダーパフォームを経験したことがわ
かった。バンガードの分析結果は、投資家が短期間
のパフォーマンスを第一の基準として、アクティブ
運用のミューチュアルファンドを解約するべきでは
ない、または投資するべきではないことをはっきり
と示している。
長期的なアウトパフォームを達成するようなアク
ティブ運用ファンドであっても、短期的にはアン
ダーパフォームする可能性が高い。したがって、ア
クティブ運用を追求する投資家が成功の確率を高め
るためには、「ファンドが幾度もベンチマークを
アンダーパフォームし、またアンダーパフォームの
期間も長引く可能性がある」ということを投資家が
理解して、それに耐えられる意志を持つことが重要
となる。
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リスクに関する情報
・ここで紹介されるバンガードファンド（以下、当ファンド）およびバンガードETF™シリーズ（以下、当ETF）は、株式や公社債を実質的な主要投資対象としてお
り、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドおよびETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドおよ
びETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあり
ます。
・当ファンドおよびETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンド
について詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
・当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じま
す。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
手数料に関する情報
・ファンドの売買等取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
・ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代
金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
・ファンドおよびETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費
及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。当ファンドについて詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書（交付
目論見書）をご覧ください。
お取引に関する情報
・バンガードETFシリーズのETFを米国バンガードから直接購入する事は出来ません。バンガード・インベストメンツ・ジャパンはバンガードETFシリーズのETF
の売買に係る勧誘もしくは推奨を行なうものではありません。購入を検討される場合は、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社にお問い合わせ下
さい。
・バンガードETFはクリエーション単位での買い戻しのみ可能です。バンガードETFは証券会社の取り次ぎにより流通市場で売買することができます。
・バンガード・インベストメンツ・ジャパンは、金融商品取引業1種の登録を受けておりますが、お客様に金融商品取引の執行に関わるサービスを提供しており
ません。個別の金融商品取引に係わる説明、告知、もしくは報告等、および同取引に係わる売買代金の受け渡しも行っておりません。金融商品の売買を行う場合
は、当社以外の金融商品取引業者からあらためて必要な情報を入手し、法令上の手続きをお済ませのうえお取引下さい。
その他
・バンガードファンドは、目論見書等による開示を受ける事を条件に申込が可能です。
・すべてのETF商品は株式市場のリスクにさらされており、元金を失うおそれもあります。中型株および小型株のETF商品は、大型株ETF商品よりも通常大きく変動し
ます。世界各国への投資を行うETF商品には、通貨の変動あるいは特定の国々や地域における混乱などのリスクが加わります。新興国市場投資のETF商品のリスク
は一般的に、先進諸国向け投資のETF商品よりも高くなります。セクターETF商品はセクターのリスクおよび分散リスクにさらされているため、市場全体よりも大
きく変動します。さらにサンプリング法を採用しているセクターETF商品は、他のETFよりも大きなトラッキング・エラーを示すことがあります。債券ETF商品への
投資は金利、信用、およびインフレリスクを伴います。
・「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む、「Vanguard ETF」、「Vanguard ETFs」及び帆船を模したロゴは、「The Vanguard Group, Inc.」の商標です。
・CFA®はCFA Instituteが保有する商標です。
・Morningstar data © 2013 Morningstar, Inc. All rights reserved. ここに含まれる情報の著作権はMorningstarおよびそのコンテンツ・プロバイダーに帰属しま
す。ここに含まれる情報の無断転載を禁じます。Morningstarおよびそのコンテンツ・プロバイダーは、ここに含まれる情報の正確性・完全性・適時性を保証し
ません。Morningstarもそのコンテンツ・プロバイダーも、ここに含まれる情報を使用したことで発生した損害または損失に対して一切の責任を負いません。
・本資料に含まれる情報は金融商品の募集や取得の勧誘を意味するものではありません。そのような募集や勧誘が違法である管轄区において、または、ある人に対
しそのような募集や勧誘を行うことが不法である場合、または、募集や勧誘を行う人にその資格がない場合、本資料に含まれる情報は金融商品の募集または取得
の勧誘とみなすべきではありません。
・本資料は金融商品取引法に定義される開示資料ではありません。
・本資料の内容に関しては公正を期しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。本資料の内容は作成時の状況及び見解であり、今後、予告なし
に変更することがあります。
・本資料に掲載のコンテンツ（イラスト・写真・文章・表・グラフ等）の無断転載を禁じます。これらのコンテンツの著作権はThe Vanguard Group, Inc.あるいは引
用の注記が付されているものについてはその引用先に帰属します。
・弊社の事前許可なく本資料を第三者へ交付することはご遠慮下さい。
・投資にはリスクが伴います。
・特定の有価証券その他の商品への投資に係る最終的な判断は、目論見書その他関係資料等を参考の上、ご自身の判断でなさるようにお願いします。

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第146号
加入協会：日本証券業協会
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