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時価総額や投資スタイルの違いが好成績ファンド

インデックス運用とアクティブ運用、
どちらがより高いリ

ターンを得られるでしょうか。それは、その時アクティブ運

の入れ替えをもたらす

状況によって変わります。

大型株は市場の時価総額の70%近くを占めているため、
大型株と市場平均のパフォーマンスが同じような動きに
なるのは当然です。大型株と小型株のパフォーマンスが
大きく異なる時は、時価総額の多くを占める大型株が、
市場とファンドのパフォーマンスに大きな影響を与える
ということになります。

用が市場平均に勝っているか、
または負けているか、その

バンガードの調査から、ファンド・マネージャーの運用能
力や運用コストといった違いよりも、マーケット環境こそ
が相対的なパフォーマンスに大きな影響を与えることが
分かりました。大型株と小型株、
グロース株とバリュー株と
いった、相対する投資スタイル間でパフォーマンスに大き
な違いが出た時には、アクティブ運用と市場平均の間で
1
も動きが大きく異なっていました。

図1から、1999年までの10年間には、大型グロース株
ファンドが他の投資スタイルを大きく上回っていること
が分かります。市場平均は個々のセグメントのパフォー
マンスに加え、多くのアクティブファンドにも勝つ、
という
結果になりました。

10年で入れ替わる好成績ファンド
10年という期間は、多くの投資家にとって充分長い投資
期間だと思います。ただ、
これだけ長い期間でみても、過

もちろん逆の場合もあります。2008年末までの10年間を
みてみると、大型グロース株は他のすべての投資スタイ
ルに負け、市場全体のリターンを押し下げました。そし
て、1999年にITバブルで苦戦を強いられた小型バリュー
株ファンドは、
この期間では高いリターンをあげていま
す。2013年までの期間でも、市場全体のリターンが大型
株の各セグメントに勝っています。ただ、各投資スタイル
別のリターンの差は小さくなってきており、過去の期間
と比べ、
リターンの追い風や逆風となる要因が少なく
なっていることが分かります。

去のパフォーマンスは参考にはならず、将来の値動きを
予測することも出来ません。
また、
アクティブ運用と市場

平均の相対的なパフォーマンスを10年単位でみてみる

と、期間によって大きく異なります。

例えば、1999年12月31日までの10年間は、71％のアク

ティブ運用が米国株の市場平均に負けました。一方で、
2008年12月31日までの10年間では、アクティブ運用が
米国株の市場平均に負けた割合は37%にまで下がり、9

年で34%も改善されています。
この運用成績の変化をも

たらす要因は何でしょうか？

1 バンガード・リサーチ：
「アクティブか、パッシブか：マーケット循環と移りゆく好成績ファンド」
（フィリップス、キニリー、
ウォーカー、2014年）。
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図1. 投資スタイル別トータル・リターン・ランキング
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使用したベンチマークのリストは付録を参照のこと。

突然上がった、
という可能性はあるものの、ポートフォリオの

図2は、1999年、2008年、2013年までの各10年間の投資スタイ

構成銘柄の違いと、大型グロース株のパフォーマンスが変動

ル別ベンチマークと、アクティブファンドのパフォーマンスを

比較したものです。図1に見られるパフォーマンスの変動は、
こ

の要因である可能性の方がはるかに高いと言えるでしょう。

こでも明らかに現れています。例えば1999年までの10年間

アクティブ運用がベンチマークに勝つためには、ベンチマーク

は、76%の大型グロース株ファンドがベンチマークに負けてい

と違う構成銘柄でポートフォリオを組む必要があります。その

ますが、2008年までの10年間では、負けた割合は40%にまで

ためにファンド・マネージャーは、構成銘柄や組入比率を変え

下がっています。
ファンド・マネージャーの銘柄選択の腕前が

図2. 好調な運用アプローチの入れ替わりは、投資スタイル別パフォーマンスにも現れている
アクティブファンドが対象とするベンチマークに負けた割合
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出所：バンガード、MSCI、CRSP
使用したベンチマークのリストは付録を参照のこと。
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率の違いによるものだと考えられます。ベンチマークに勝つ、

て、独自のポートフォリオをつくります。
ファンドの相対的なパ

フォーマンスは、
ファンドの構成銘柄や組入比率がベンチマー

または負ける銘柄が増えれば、
ファンドとベンチマークの全体

は下落したかによって決まります。

ティブファンドのパフォーマンスは、
どのような組み入れ方針

例えば、1999年の大型バリュー株ファンドの時価総額の中央

積み重ねによって、アクティブファンドは市場が堅調な局面で

クとどのくらい違うか、そして構成銘柄がどのくらい上昇、
また

的なパフォーマンスの差が拡がります。そして、特定期間のアク

を採っているかによって大きく左右されます。
こうした要因の

値は242.3億米ドルでしたが、ベンチマークは317.6億米ドルで

はベンチマークに大きく負けることになり、反対に市場が低迷

した。
このような状況では、他の条件がすべて同じと仮定した

している局面ではベンチマークに大きく勝つことになります。

は、時価総額の中央値の違いによって、ベンチマークがアク

アクティブか、パッシブか：
アクティブ運用の本質を理解する

場合、1999年のように大型株がベンチマークを上回る状況で

ティブファンドの大半に勝つことになります。調査期間全体を
通じて、各投資スタイルの中央値は、株価収益率（PER）、時価

アクティブ運用とベンチマークのパフォーマンスを比較するに

総額、またはその両方が常にベンチマークと異なっていまし

は、構成銘柄の時価総額、投資スタイル（株価収益率や株価純

た。

資産倍率（PBR））、そして相対的なポジションなど、アクティブ

図3は、アクティブファンドとそのベンチマークの関係が、時間

運用毎の投資戦略の違いを常に意識する必要があります。

見ると、アクティブファンドの相対的パフォーマンスの好不調

そして、
アクティブ運用とインデックス運用、
どちらが「より優れ

ていると考えられます。1998年から1999年は大型グロース株

ください。アクティブ運用はベンチマークに勝つ可能性があり

ンチマークに勝つことは困難でした。

コスト分だけリターンが削られ、結果的にベンチマークに負け

の経過に伴って常に変化していることを表しています。
これを

た」戦略かを見極めるには、アクティブ運用の本質に注目して

は、各投資スタイルの長期的な相対的パフォーマンスと連動し
が最も好調な時でしたが、
この間大型グロース株ファンドがベ

ますが、得てして運用コストがインデックス運用より高く、その

る可能性があります。反対にインデックス運用は、ベンチマー

一方で、大型グロース株が他の投資スタイルを下回った2007

クに勝つことはありませんが、
リターンから差し引かれる運用

年と2008年には、大型グロース株ファンドは比較的簡単にベ

コストが低く、ベンチマークとほぼ 同 じようなリターンをあ

ンチマークに勝っています。
こうした循環的な変化は、おそらく

げることが出来るため、多くの同種同等アクティブファンドに

アクティブファンドのポートフォリオとベンチマークの組入比

勝ってきたという長い実績があるのです。

図3. 投資スタイル別に見た株式ファンドのパフォーマンスの推移
アクティブ運用の大型グロース株ファンドと大型グロース株インデックスの移動分布（10年間の超過リターン）
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大型グロース株インデックスに負けたアクティブファンドの割合
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使用したベンチマークのリストは付録を参照のこと。
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付録：本調査の分析に使用したベンチマーク
中型バリュー株：ラッセル・ミッドキャップ・バリュー・インデックス（2002年11月30

株式のベンチマーク指数は以下の通り。市場全体：ダウ・ジョーンズ・ウィルシャー

5000インデックス
（2005年4月22日まで）、MSCI USブロード・マーケット・インデッ

日まで）
、MSCI USミッドキャップ・バリュー・インデックス（2013年4月16日まで）、

大型ブレンド株：ラッセル1000インデックス（2002年11月30日まで）
、MSCI USプ

セル2000インデックス（2003年5月16日まで）
、MSCI USスモールキャップ1750イ

CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックス（それ以降）。小型ブレンド株：ラッ

クス（2013年6月2日まで）、CRSP USトータルマーケット・インデックス
（それ以降）
。
ライム・マーケット750インデックス（2013年1月30日まで）、CRSP USラージキャッ

ンデックス（2013年1月30日まで）
、CRSP USスモールキャップ・インデックス（それ

クス（2003年5月16日まで）、MSCI USプライム・マーケット・グロース・インデックス

で）、S&Pスモールキャップ600／Barraグロース・インデックス
（2003年5月16日ま

以降）。小型グロース株：ラッセル2000グロース・インデックス（1993年12月31日ま

プ・インデックス
（それ以降）。大型グロース株：S&P 500／Barraグロース・インデッ

で）、MSCI USスモールキャップ・グロース・インデックス
（2013年4月16日まで）、

（2013年4月16日まで）、CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス（それ以

CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックス（それ以降）。小型バリュー株：

降）。大型バリュー株：S&P 500／Barraバリュー・インデックス（2003年5月16日ま

で）、MSCI USプライム・マーケット・バリュー・インデックス（2013年4月16日まで）
、

ラッセル2000バリュー・インデックス（1999年12月31日まで）
、S&Pスモールキャッ

ミッドキャップ400インデックス（2003年5月16日まで）、MSCI USミッドキャップ

ャップ・バリュー・インデックス
（2013年4月16日まで）、CRSP USスモールキャップ・

プ600／Barraバリュー・インデックス（2003年5月16日まで）
、MSCI USスモールキ

CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス（それ以降）。中型ブレンド株：S&P

バリュー・インデックス
（それ以降）。

450インデックス
（2013年1月30日まで）、CRSP USミッドキャップ・インデックス
（そ

れ以降）。中型グロース株：ラッセル・ミッドキャップ・グロース・インデックス
（2002
年11月30日まで）
、MSCI USミッドキャップ・グロース・インデックス（2013年4月16

日まで）
、CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックス（それ以降）。
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