
 

 

 

モメンタム投資はもはや有効でないのか？ 
 

要約 

モメンタム投資戦略はここしばらくアンダーパフォーム

しており、一部の投資家はモメンタムがリスク・ファク

ターとして有効でなくなったのではないかと疑っている

ようです。しかし、弊社はこの質問に対して、はっきり

と「No」と答えます。 

モメンタムはポジティブなリスク・プレミアムを生み出

すことが実証されているリスク・ファクターの一つであ

り、依然として非常に有効です。しかし、すべてのモメ

ンタム投資戦略のパフォーマンスが良好であるわけでは

ありません。端的に言えば、より単純化された手法を採

用しているモメンタム投資戦略のパフォーマンスは回復

しない可能性があり、それが妥当であると考えられます。

モメンタムによりリスク・プレミアムを獲得することは

決して容易ではなく、現在使用されている一部の単純な

戦略では、着実にパフォーマンスをあげることは困難だ

と思われます。 

本稿では伝統的なトレンドフォロー戦略手法のパフォー

マンスを分析した上で、最先端のモメンタム戦略にとっ

て弊社が考える最適な設計をご紹介しています。弊社が

モメンタム 2.0 と呼んでいる、複合化、統合化、効率化

されたモデルを採用すれば、モメンタム・ファクターが

非常に有効であり、現在でもなおモメンタム投資がポー

トフォリオに利益をもたらすことのできる戦略として活

用できることがご理解いただけるでしょう。 

モメンタム自体は有効であるが、モメンタム戦略の多く

で活かされていない 

最近までモメンタム投資は、しばしば「テクニカル分析」

と揶揄され、経済理論または金融理論の現実的な根拠に

欠けていると広く見なされていましたが、以下の二点が

示されるようになり、その評価が改善しました。 

1）行動科学の知見を取り入れた学術研究が行われ、実証

されているバリュー、期間、流動性と並んで、モメンタ

ムは実際にポジティブなリスク・プレミアムを生み出す

リスク・ファクターであること。 

2）実際にモメンタム戦略によって収益を獲得できること。 

重要ポイント 

• 近年、多くのモメンタム戦略の

パフォーマンスは不調で、一部

の投資家は「モメンタム投資は

もはや有効でないのか」という

疑問を抱いています。 

• モメンタム投資に対する単純化

された手法のパフォーマンスが

不調である一方で、弊社がモメ

ンタム 2.0 と呼ぶ最新手法は、

現在でもポートフォリオに利益

をもたらすことができる戦略と

して有効です。 

• モメンタム 2.0 とはパフォーマ

ンスにとって不可欠である 4 つ

の要素（複数のルックバック期

間を用いて複数のトレンドをフ

ォロー、多次元手法の採用、マ

ルチアセット・ポートフォリオ

の構築、適切で長期にわたる投

資期間の順守）で構成されてい

ます。 

• この最先端の手法により、長期

的にリスク調整後リターンが改

善される可能性があります。 

• モメンタム投資は依然として有

効であり、正しく活用されれば、

かつてなく強力で安定した手法

であると考えられます。 
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これらの進展に伴い、モメンタム戦略は主流となりましたが、

過去 10 年にわたり、多くのトレンドフォロー戦略は期待に応

えることができませんでした。図表 1 が示すように、2010～

2019 年の間にモメンタム戦略のパフォーマンスは概ね不調

でした。近年では特に大幅に出遅れており、SG トレンド指

数の 2016 年 1 月 1 日～2019 年 8 月 15 日の年率リターンは

0.93%に留まっています。一方、同期間の S&P500 インデッ

クスの年率リターンが 11.8%、ブルームバーグ・バークレイ

ズ米国総合債券指数が 4.1%であったのとは対照的な結果と

なりました。 

弊社ではモメンタム戦略がアンダーパフォームした原因は、

モメンタム・ファクター自体の欠陥ではなく、投資家がモメ

ンタムのリスク・プレミアムを獲得するのに使用した戦略自

体にあると考えます。現在のモメンタム戦略の多くが、以下

の極めて重大な欠陥を共通して抱えています。 

• 一定の「ルックバック期間」のみの単独のトレンドに依

存している。 

• 一次元的、つまり方向性のみを考慮しその他の潜在的に

関連する要因を考慮していない。 

• 単独の資産クラスで運用されている。 

• 投資期間が短すぎる。 

モメンタム 2.0 

弊社ではモメンタムに対して最先端の手法を採用することで、

投資家は成功の可能性を高めることが可能であると考えます。

このモメンタム 2.0 戦略は、「複数のルックバック期間を用い

て複数のトレンドをフォローする」、「多次元手法を採用する」、

「マルチアセット・ポートフォリオを構築する」、「適切かつ

長期にわたる投資期間を順守する」という四つの要素で構成

されています。各要素について、以下詳説します。 

複数のルックバック期間を用いた複数のトレンド： 

モメンタム戦略にとって最適なルックバック期間、すなわち

予測力が最大となる期間が 8～9 カ月であることが、調査研究

により示されています。しかし、1）ルックバック期間の予測

力は変化し、2）それぞれのルックバック期間のモメンタム・

リターンは長期にわたり完全に相関しないことが示されてい

ます。別の言い方をするならば、たった一つのトレンドが存

在するというよりも、時間の経過とともに相対的な魅力度が

相互に変化し重複するトレンドが多数存在すると言えます。

これらの研究結果を踏まえると、トレンドのシグナルを特定

するためには単独の「最適な」ルックバック期間を使用する

のではなく、ルックバック期間を組み合わせて使用するのが

最も有効な手法であると言えます。複数のルックバック期間

（1 カ月、3 カ月、6 カ月、9 カ月、12 カ月など）を組み合わ

せることで、これらのルックバック期間のどれか一つを使用

する場合よりも、長期的に安定した超過収益が生み出されま

す。 

多次元手法： 

一次元が最も一般的なトレンドの考え方であり、単独の指標

として方向性のみを組み込むことを意味します。対照的に、

実際の市場サイクルのトレンドは二次元的で、方向性と強度

の二つの指標により特徴付けられています。 

 

トレンドの強度の考え方をモメンタム戦略に追加することで、

投資家には大きな利点がもたらされます。その理由として、

トレンドの強度がトレンドの期間に影響を及ぼすことが挙げ

られます。（統計学における意味で）トレンドの強度が通常の

範囲内にある限りトレンドが長く続く傾向があることが、調

査研究により示されています。また、上昇トレンドは、その

強度が行き過ぎた水準に達した後も、弱いながらも続く傾向

にあります。下落トレンドは、その強度が行き過ぎた水準に

達した後、弱い勢いで続くか、反転する傾向にあります。 

これらの研究結果は、モメンタム戦略に強度を組み入れる場

合に投資家に対して三つの明確な指針を提供します。 

1. 強度が通常の範囲にある限り、トレンドをフォローする。 

2. 強度が行き過ぎた水準に達した場合、トレンドをフォロー

し続けない。 

3. 強度が行き過ぎた水準に達したからといって、トレンドの

反転に期待しない。 

強度の概念とこれらのルールを戦略に組み入れることで、投

資家はシグナルの予測力を改善することが可能になります。 

マルチアセット・ポートフォリオの構築： 

通常、各資産クラスのモメンタム・リターンは、時間の経過

とともにそれぞれ独立した動きを示し、リターンは実質的に

相関していません。したがって、マルチアセット手法を使用

し適切なポートフォリオを構築することで、リターン源泉を

分散することができます。この場合、最適なポートフォリオ

を構築する手法の一つが、相関していないシグナルに分散す

るリスク配分です。四つの相関していないシグナル源と効率

的なポートフォリオ構築とともに、この枠組みを使用するこ

とで、リスク調整後超過収益（リスク・リターン・レシオ）

が 2 倍まで改善する可能性があります。 

  

図表 1：モメンタム戦略は近年不調 
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マルチアセット手法では、V 字型市場の影響を軽減すること

ができるため、単独資産クラスを用いた戦略の成績を上回る

ことが可能です。一般的な V 字型市場では、最初の市場の下

落によって下落トレンドが新たに生じたと判断されることで、

ポートフォリオにおいてアンダーウェイト・ポジションが構

築されます。しかし、市場はそこから反転し、下落した期間

と同程度の期間で元の水準まで回復します。この V 字型市場

が形成される終わりの段階で、モメンタムの下落シグナルが

弱まり、より中立的水準に戻ることで、ポートフォリオのア

ンダーウェイト・ポジションが解消されます。この一連の動

きを通じて、投資家は低い価格で売却した資産を高い価格で

買い戻すことになり、損失を被ります。 

しかしながら、V 字型市場は全ての資産クラスにおいて発生

するものの、資産クラスで横断的に同時発生しないことが調

査研究により示されています。そのため、マルチアセット・

モメンタム戦略には分散のメリットがあり、個別資産クラス

の V 字型市場の影響からポートフォリオのリターンを守るの

に貢献します。 

また、過去において、マルチアセット・モメンタム戦略のリ

ターンと株式・債券のベータとの相関は極端に低くなってい

ます。この特徴により、株式市場で調整が最も深刻で長引い

た期間でも、ドローダウンが抑制され回避される可能性さえ

あります。1927 年以降での株式市場の調整幅が大きかった

11 年（暦年）の全てで、マルチアセット・リスクバランス型・

モメンタム戦略のリターンはプラスとなり、平均で年率

12.4%に達しました。 

適切かつ長期の投資期間： 

トレンドフォロー戦略は、短期の戦術的なポートフォリオの

調整に基づき超過収益を生み出しますが、その目標はモメン

タムによる長期のリスク・プレミアムを獲得することにあり

ます。マルチアセット・モメンタム戦略の 1927 年以降のリ

ターンを見てみると、これらの戦略のリターンは暦年ベース

で 10 年に一度大幅なマイナス（-10%以上）になっているこ

とが分かります。同期間で 5 年間の同戦略の年率リターンが

ほぼ 0%であったことは 3 回ありました。しかし、10 年単位

で見ると、マルチアセット・モメンタム戦略のリターンは、

株式市場と同様に一貫してプラスでした。これらの研究結果

を踏まえて、モメンタム戦略にとって最適な投資期間は 10

年であることは明らかです。 

弊社の調査研究に基づき、モメンタムは依然として有効であ

るといると言えるでしょう。それどころか、かつてなく強力

かつ安定した戦略となっています。 

ここ最近においてトレンドフォロー戦略がアンダーパフォー

ムしているのは、リスク・ファクターとしてモメンタムが有

効でなくなったのではなく、一般的な手法にはいくつかの基

本的な欠陥があるためだと考えられます。これらの欠陥は、

標準的なトレンドフォロー戦略にいくつかの重要な要素を追

加することで克服することが可能です。 

最先端の手法に移行することで、長期におけるリスク調整後

リターンを改善することが可能です。以降のページにおいて、

改良された手法のパラメーター、調査研究の詳細およびモメ

ンタム戦略のポートフォリオへの統合方法に関する弊社の考

え方をご紹介します。 

導入 

モメンタム投資（またはトレンド投資）
1
は非常にシンプルな

考察に基づいています。それは、ある資産のパフォーマンス

は同一の方向を維持するという考えです。上昇している資産

の価格は上昇し続け、下落している資産の価格は下落し続け

ます。 

過去 25 年間、この基本的な考え方は投資家と研究者の関心を

集め、市場参加者の間でかなりの論争が起こりました。いわ

ゆるテクニカル分析（この用語は幸にもあまり使用されなく

なりました）の批判者は長きにわたり、トレンド投資が幻想

であり、経済理論または金融理論の十分な裏付けがないと主

張してきました。しかし、徐々にトレンド投資に対する評価

は変化を遂げ、リターンを上げることが実証された一方で、

行動経済学の知見により、モメンタム投資が実際に機能する

理由と機能し続ける理由の根本的な理解が進みました。今日

ではモメンタムは株式リスク・プレミアム、規模、バリュー、

デュレーション、社債プレミアム、流動性プレミアムなどの

他のリスク・ファクターと同様にポジティブなリスク・プレ

ミアムを生み出すリスク・ファクターとして位置付けられて

います。 

モメンタムについての当初の研究は、上場株式の個別銘柄（過

去 12 カ月間のパフォーマンス）を対象としたものでした。  

カーハート（1997）
2
は、ファーマ/フレンチ（1992）

3
の先

駆的な 3 ファクター・モデル（市場、規模、バリュー）を拡

張しこれらにモメンタムのファクターを追加しました。カー

ハートやその他の研究者により、上昇および下落トレンドが

平均して約 3～12 カ月続くことが示され、以降はモメンタム

の定義の一例として、直近月を除いた 12 カ月間が採用される

ようになり、短期的なシグナル反転の抑制またはポートフォ

リオにおけるモメンタムのシグナル発生の遅れを適切に反映

するために活用されてきました。 

この定義に基づきアスネスら（2013）
4
は、株式市場指数、

債券市場指数、商品および通貨に対しても研究を行い、トレ

ンド継続のパターンが存在するという証拠を発見しました。 

 

  

1
 「モメンタム」と「トレンド」は同義語として使用。 

2
 Carhart, 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, The Journal of Finance. 52 (1): 57–82. 

3
 Fama/French, 1992, The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance 47, 427–465. 

4
 Asness/Moskowitz/Pedersen, 2013, Value and Momentum Everywhere, The Journal of Finance, Vol. LXVIII, No. 3, June 2013. 
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しかしながら、アンダーパフォームする期間が続いた後、一

部の投資家からモメンタムが予測力を失っているのかといっ

た疑問を投げ掛けられ、モメンタム投資が有効であるのか懐

疑的な意見も聞かれています。本稿では、これとは反対に、

モメンタムは依然として十分に有効であり、適切な戦略を活

用することによって、モメンタム投資により長期的なリター

ン向上が達成可能であることを示しています。 

これを示すため、1872～2018 年の 147 年間にわたる米国株

式市場の月次リターンを研究しました
5
。本分析では、標準的

な 12 カ月よりも短いトレンドも対象とし、以下の疑問に基づ

いて行われました。 

 トレンドはいつ始まりいつまで続くのか。 

 トレンドの継続は統計的に有意であるのか。 

 モメンタム・リターンはどのくらいの水準で、どの

程度安定しているのか。 

 一つのトレンドをフォローすべきか、あるいは複数

のトレンドを組み合わせてフォローすべきか。 

 トレンドのフォローのみを追求すべきか、あるいは

トレンドの反転も追求すべきか。 

 モメンタムはマルチアセット運用においてどのよう

な機会をもたらすのか。 

 最終的にモメンタムは有効か否か、仮にモメンタム

が有効であるならばリスク・プレミアムを獲得する

ために投資家はどのような戦略を採用すべきか。 

モメンタム：考え方および基本要素 

学術的な意味において、モメンタム投資は、リターンに正の

自己相関がみられるという事実に基づいています。こうした

考え方を適用するためには、価格トレンドの方向性と強度を

決定するためのルックバック期間およびトレンドが継続する

と想定される予測期間を定義する必要があります。 

この仮説を基に、トレンドの期間または強度を考慮せず、過

去の価格トレンドの方向性のみを対象として検証を行いまし

た。この過程において、1 カ月、2 カ月から 12 カ月までの 12

の期間をルックバック期間とし、トレンドの継続が翌月に観

察される頻度と統計的有意性を測定しました。また、トレン

ドのシグナルが最初の翌月以降にどの程度の期間続くのか判

定するために、その後の 11 カ月に関して月毎にトレンドの継

続の頻度を測定しました。 

ヒット率の結果は図表 2 の通りです。左の図表はさまざまな

ルックバック期間・予測期間のヒット率を、右の図表はヒッ

ト率の統計的有意性を表しています。 

左の図表のヒット率は色分けされています。53%、54%およ

び 55%は青色、56%は緑色、57%は黄土色、58%はオレンジ

色、59%以上は赤色となっており、以下の事を示しています。 

• 1～4 カ月のルックバック期間における翌月のヒット率は

54%～56%である。 

• 5～12 カ月のルックバック期間における翌月のヒット率は

若干上昇し 58%～59%で、トレンドの継続が観察される。 

• どのルックバック期間のヒット率も 50%を下回っていない

ため、1～12 カ月のすべてのルックバック期間の最初の翌

月に関して、トレンド継続の仮説が支持される。 

• しかし、これらのヒット率はルックバック期間が 4～12 カ

月の場合のみ、統計的に有意である、信頼水準が 90%を超

える有意性は右の図の赤色で示されている。概ね、ヒット

率が 55%を超える場合に有意性が示される。 

  

5米国株式は、1872 年 1 月から 1925 年 12 月まで Goetzmann, Ibbotson and Peng NYSE 株式指数、 1926 年 1 月から 2018 年 12 月まで

Ibbotson IA SBBI 米国大型株指数（配当込み、米ドル建て）を使用。数値は、1872 年 1 月から 2018 年 12 月までの月次リターンに基づく。 

図表 2：トレンドの継続が観察され、4 から 12 ヶ月のルックバック期間において最も継続しやすい。 
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トレンドのシグナルは、最初の翌月以降どの程度の期間にわ

たり継続して効果を示すのか。トレンドの継続は強まるのか、

弱まるのかといった質問に答えるために、上記の図表におい

て特定のルックバック期間の数値を左から右に読む必要があ

ります。例えば、10 カ月のルックバック期間の場合、翌月の

ヒット率は月を追うごとに低下し続け、最初の翌月の 59%か

ら徐々に低下し、8 カ月目には約 55%、さらには 12 カ月目

には 53%に低下しています。赤色から、オレンジ色、黄土色、

緑色、青色、紺色に移動していきます。 

結論として、4～12 カ月のルックバック期間では、直近の継

続トレンドは最大になり、約 5 カ月続くことが示されました。 

モメンタムのリターンはどの程度の水準か。 

これらの方向性に基づいた予測により収益を上げることは可

能なのでしょうか。その場合、どの程度の収益を上げること

が可能なのでしょうか。図表 3 の左側では、方向性の予測が

上昇の場合に株式市場に 100%オーバーウェイトし、方向性

の予測が下落の場合に株式市場に 100%アンダーウェイトす

る戦略の平均超過収益（各月のパーセンテージポイント）が

示されています。右側では、これらの超過収益の統計的有意

性が示されており、ヒット率で観察されたのと似たような形

状をしています。1～12 カ月の全てのルックバック期間で、

直近の翌月（一番左）においてトレンドの継続が示されてい

ます。しかしながら、4～12 カ月のルックバック期間のみで

統計的に有意（t 値が 2 を超える）となっています。超過収益

は月率約 0.2～0.4%、年率約 2.5%～4.5%となっています。 

トレンドシグナルの予測力は、直近の翌月以降 8 カ月にわた

り継続しています。長期のルックバック期間（11～12 カ月）

では、約 2 カ月後にトレンドの継続力が失われ、約 1 年後に

トレンドが反転する傾向が見られます。 

短期トレンド（1～3 カ月）にも予測力があるものの、予測の

不確かさやばらつきは高水準となります。一方、中期トレン

ド（4～12 カ月）の予測力は相対的に高くかつばらつきは低

くなっています。また、中期トレンドの予測の有意性は約 14

カ月続きます（ルックバック期間と予測期間の合計）。 

  

図表 3：中期トレンドが超過収益獲得に最も有効 
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これらは、以下の通り要約されます。 

• 全体として、米国株式市場でトレンド継続のパターンが

確認された。 

• 短期トレンドよりも中期トレンド（4～12 カ月）から将

来トレンドを予測する方が有効であると考えられ、リス

ク・プレミアムを安定的に獲得できる可能性が高い。 

• 短期トレンドには予測力があるが、統計的有意性に欠け

ている。シグナルが変動しやすいことが要因として挙げ

られる。 

トレンドは単独と組み合わせのどちらが有効か 

上記の分析に基づき、8～9 カ月のルックバック期間を選択す

れば、リターンが安定すると考えがちです。しかし、最適な

ルックバック期間（10 年移動平均で認められるように）が時

間の経過とともに変動し不安定となる場合や、さまざまな  

ルックバック期間のモメンタム・リターンが時間の経過とと

もに十分に相関しないことが判明した場合（複数のトレンド

サイクルの存在を示唆する場合）、「最適な」ルックバック期

間を想定するよりも、トレンド継続のパターンを捉えるため

にルックバック期間を組み合わせる方が理にかなっている可

能性があります。 

図表 4 は、1 カ月、3 カ月、6 カ月、9 カ月および 12 カ月の

ルックバック期間に対する翌月のモメンタムの月間平均超過

収益（10 年移動平均）を表しています。 

異なるルックバック期間に対するモメンタムの超過収益が時

間の経過とともに互いに乖離し、場合によっては明らかにゼ

ロ近辺でばらついています。別の言い方をすれば、たった一

つのトレンドが存在するというよりも、互いの相対的な魅力

度が時間の経過とともに変化する重複するトレンドが多数存

在すると言えます。長期的に最も効果的なルックバック期間

を持つトレンドが、各時点における最適解とは限らないので

す。そのため各ルックバック期間を組み合わせることによっ

て、各ルックバック期間を単体で利用するよりも安定的に超

過収益を生み出すことは驚きではありません（図表 4 の太線

が示唆）。したがって、ルックバック期間を組み合わせること

はトレンドのシグナルを見つけるのに適していると考えられ

ます。 

モメンタムの拡張：市場サイクル手法 

トレンドは一次元の考え方に基づいています。将来のトレン

ドを予測するために、過去のトレンドの方向性のみを考慮し

ます。価格が反転する場合、シグナルは誤った予測を行いま

す。対照的に、市場サイクルの考え方は二次元に基づいてお

り、過去のトレンドの方向性と強度を考慮します。方向性は

上昇または下落で判定します。強度に関しては、統計的定義

に基づいて、「通常」の水準にあるか、「行き過ぎた」水準に

あるかを識別します
6
。トレンドの強度に基づき、予測が修正

され、さらに識別されます。トレンドの強度が通常の範囲内

にある場合は、トレンドの継続を想定します。トレンドの強

度が行き過ぎた水準強度をもつトレンドでは、トレンドの反

転ではなく（その予測は強すぎると考えられます）、トレンド

が継続しないことを想定します。 

6
 トレンドの強度について、シャープレシオで計測するリスク調整後リターンが実績ボラティリティの 2 倍の範囲に収まる場合を「通常」、

超える場合を「行き過ぎた」水準と定義。 

図表 4：複数ルックバック期間の組み合わせることでより安定した超過収益を獲得 
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この枠組みは、株式、債券、商品および通貨の 4 つの資産ク

ラスにおける実証研究により裏付けられています。 

図表 5 は、前述のトレンドの方向性と強度を条件とした、資

産クラスリターンのシャープレシオの平均値を表しています。

通常の強度をもつトレンドは、上昇、下落ともに継続する傾

向にあります。上昇トレンドの強度が行き過ぎた水準に達す

ると、トレンドは通常継続するものの強度は弱まります。下

落トレンドが行き過ぎた水準に達するとと、弱まった水準で

続くか、小幅な上昇トレンドに転換します。図表 5 の青色の

棒グラフのうちプラスの値を示すものは、通常の強度をもつ

上昇トレンドに続く、トレンドの強度を表しています。マイ

ナスの値を示すものは、通常の強度をもつ下落トレンドに続

く、トレンドの強度を表しています。右側のオレンジ色の棒

グラフは、強度が行き過ぎた水準に達した上昇トレンドに続

いて、弱いトレンドが継続することを表しています。左側の

わずかにプラスの値を示すオレンジ色の棒グラフは、強度が

行き過ぎた水準に達した下落トレンドに続く、トレンドの弱

い反転を表しています。 

本分析で得られる示唆は単純かつ明確です。 

1. 通常の強度をもつトレンドが続く場合、トレンドをフォ

ローする。 

2. 強度が行き過ぎた水準に達した場合、トレンドのフォ 

     ローを中止する。 

3. 強度が行き過ぎた水準に達したからといって場合、トレ

ンドの反転を見込まない
7
。 

マルチアセット・モメンタム戦略：2 倍の効率 

モメンタム戦略は、これまで資産クラス全般で有効である一

方で、そのリターンは資産クラス毎に独立して生み出されて

いるという、二つの興味深い特徴を有しています。図表 6 は、

主要な資産クラス（株式、債券、商品および通貨）に属する

8 つの資産クラスのモメンタムの超過収益に加え、株式市場

および債券市場の市場リターンとの相関を表しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで興味深いのは、各資産クラス間のモメンタムの超過収

益に長期的な相関が見られないだけではなく、株式市場と債

券市場のリターンとも相関が見られない点です。第 1 列目の

シャープレシオは、資産毎のモメンタムの超過収益のリスク

調整後リターン水準が同程度となっており、平均約 0.4 の水

準で、株式市場と債券市場のシャープレシオに極めて近いこ

とを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 1930 年代にジョン・メイナード・ケインズは「市場は、あなたが支払い能力を保てる期間よりも長く、不合理な状態を継続する」と

いう名言を残した。特に、行き過ぎた上昇トレンドにある市場にあてはまる。 

図表 6：各資産クラス間のモメンタム超過収益は互いに相関しない 

図表 5：平常時であればトレンドフォローは報われる 
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したがって、マルチアセット・ポートフォリオにモメンタム

を適切に取り入れることで、分散効果を高めるだけでなく、

収益の源泉を分散することが可能です。 

仮に、現在株式のみを対象にモメンタム（トレンド）投資を

行っていて、ポートフォリオのリスク調整後リターンを 2 倍

にしたい場合を想定してみます。一般的には、二つの選択肢

があり、1）予測力を改善し 2 倍に高める（ほぼ不可能）、2）

債券、商品および通貨（すでに見込みがある）にも株式と同

様のモメンタム投資を行い、資産クラス間の無相関のシグナ

ルを活用することです。 

グリノルド（1989）
8
は、N 個のリターンの源泉が等しく有

効で互いに相関していない場合、N 個のリターンの源泉に対

して効率的なポートフォリオを構築することで、N の平方根

倍だけリスク調整後の超過収益が改善すると述べています。

図表 6 におけるモメンタムの超過収益の源泉である四つの資

産クラス（株式市場、債券市場、商品および通貨）のトレン

ドシグナルは、これらの条件を満たしています。しかし、適

切で効率的なポートフォリオを構築するのには、どのような

要素が必要かという疑問が残されます。 

ごく単純化すれば、モメンタムのシグナルに対してポート  

フォリオの資産クラスのウェイトを各資産クラスのボラティ

リティの逆数の比率で配分すれば、効率的なポートフォリオ

にかなり近づきます。例えば、ボラティリティの低いある資

産クラスのシグナルには、同じ強度のシグナルを持つボラ  

ティリティが 3 倍高い資産クラスの 3 倍のウェイトを与えま

す。 

このようなポートフォリオを構築する場合、リスク予算は無

相関のシグナルにほぼ等しく配分されます。これをリスクバ

ランス型・モメンタム・ポートフォリオと呼びます。この    

ポートフォリオ構築によって、分散効果を高めるだけでなく、

収益の源泉を分散することができます。四つの無相関のシグ

ナルと効率的なポートフォリオの構築により、リスク調整後

超過収益は、株式のみのトレンド投資と比較し、概ね 4 の平

方根すなわち 2 倍になります。 

図表 7 は、1927～2018 年における各資産クラスのモメンタ

ムの累積リターンを示しています。オレンジ色は商品（金お

よび原油）を、灰色は米ドル指数を、青色は米国株（米国大

型株および米国小型株）を、水色は米国債券（米国国債、米

国社債および米国ハイイールド債）を表しています。これら

の平均リスク調整後リターンは約 0.4 で、これらの線グラフ

の傾斜の平均と等しくなっています。 

  

8
 Grinold, Spring 1989, The Fundamental Law of Active Management, The Journal of Portfolio Management, 15 (3) 30-37. 

図表 7：単一資産運用と比較してマルチアセットモメンタム戦略はリスク調整後リターンが 2 倍になる 
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緑色は各資産クラスの線をすべて効率的なポートフォリオ構

築手法に基づき組み合わせたマルチアセットの組み合わせ、

つまり「リスクバランス型資産配分」を表しています。「リス

クバランス型資産配分」の線グラフの傾きは、ボラティリ   

ティがほぼ同水準の各資産クラスの 2 倍になっています。し

たがって、リスク調整後リターンは約 2 倍となっています。 

マルチアセット・モメンタム戦略：株式市場が大きく下落し

た際のクッション 

図表 6 は、モメンタムのリターン間の無相関を表しているだ

けではなく、資産クラスの伝統的なリスク・プレミアムとと

もにモメンタムのリターンの魅力度を表しています。これに

より、モメンタムのリターンは、特にマルチアセット戦略に

よって、伝統的な戦略的資産配分のポートフォリオに組み入

れた場合に有効になると言えます。長期的にモメンタムのリ

ターンは、株式市場のリターンと相関していないだけではな

く、株式市場の大きな調整に対してリスクを相殺する効果を

もたらし、ドローダウンのリスク管理の枠組みにおいてクラ

イシスアルファに寄与する可能性があります。 

図表 8 は、1927 年以降で最も株式市場の調整が大きかった

11 年（暦年）および同期間のマルチアセットのモメンタムの

リターン（目標ボラティリティは年率 10%）を表しています。 

同期間中の株式市場のリターンは、-10.1～-43.3%の範囲、平

均は-22.5%でした。マルチアセット「リスクバランス型・モ

メンタム」ポートフォリオのリターンは、市場の調整が深刻

であった全ての年で若干のプラスから大幅なプラスとなり、

平均で年率 12.4%を達成しました。 

マルチアセット・モメンタム戦略：適切な投資期間 

トレンド投資は、「モメンタム」と呼ばれる長期にわたるリス

ク・プレミアムを獲得することを目的としています。このリ

スク・プレミアムを獲得するためには、投資期間を 3 年では

なく、10 年程度またはさらに長い期間にすべきと考えます。

図表 9（次ページ）で、この事を非常に直観的に捉えること

ができます。 

棒グラフは、マルチアセット・モメンタム戦略の 1927 年以

降の暦年パフォーマンスを表しています。オレンジ色の線は

5 年のローリングリターンを、青色の線は 10 年のローリング

リターンを表しています。暦年別に見ると、リターンは-10%

を下回ることがあり、平均して 10 年に一度リターンがマイナ

スになることがあります。評価期間を 5 年に設定する場合、

リターンが 0%に近くなった年が 3 回（1942 年、1962 年、

1992 年）ありました。さらに、評価期間を 10 年とする場合、

期間中のリターンは一貫してプラスです。こうしたことから、

10 年以上の投資期間が、忠実なモメンタム投資に適している

と考えます。 

モメンタム：V 字型市場は依然として課題 

不安定な市場、トレンドのない市場および横ばいの市場にお

いては、誤ったシグナルが発せられる可能性があり、モメン

タム投資にとっては厳しい環境となります。V 字型市場（3

カ月間に 10%以上調整した後、翌 3カ月間にすべて回復）が、

一例として挙げられます。 

  

図表 8：マルチアセットモメンタム戦略は市場調整時のリスクを低減する可能性を持つ 
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市場が下落し始めると、下落トレンドのシグナルが発せられ、

ポートフォリオにおいてアンダーウェイトのポジションが構

築されます。市場がその後下落を止め、元の水準まで戻る場

合、いわゆる V 字型市場が形成されます。この V 字型市場が

形成される終わりの段階では、中立水準に近づかないにして

も、モメンタムの下落方向のシグナルは弱まり、ポートフォ

リオにおいてアンダーウェイトのポジションが解消されます。

投資家は、低い価格で資産を売却し高い価格で買い戻すため、

損失を被ります。その結果、不安定で、横ばいの市場（V 字

型市場とラムダ市場（上昇した後、元の水準まで下落））では、

いわゆるボラティリティコストが増えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年、2016 年および 2018 年に V 字型市場が形成された

後、多くの投資家が V 字型市場の発生頻度が高まるかどうか

疑問に思っています。図表 10 は、1927～2018 年における米

国株式市場の V 字型市場の発生時期と規模を表しており、V

字型市場形成の頻度または規模に大きな変化がないことを示

しています。 

  

図表 9：10 年の投資期間では常にプラスの超過収益を獲得 

図表 10：米国株式市場における V 字型市場の分析 
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しかしながら、モメンタム戦略にとって、V 字型市場が対処

しなければならない課題であることに変わりありません。こ

の問題を解決するのに最適な手法は、正確な予測から始める

ことです。しかし、V 字型市場を予測するのは非常に困難で

あることも事実です。善後策として、V 字型市場が同時に全

ての資産クラスで発生しないことから、マルチアセット戦略

によるリターン源泉の分散を検討することが可能です。その

次に最適な手法は、戦略に忠実に忍耐強く投資を行うことで

す。V 字型市場が発生しコストが生じたとしても、その後に

続く市場のトレンドにより、リターンが生み出され、最終的

にボラティリティコストが埋め合わされる機会が提供される

ことがわかっています。 

結論 

モメンタム投資で成果を上げるには、多面的な要素が求めら

れます。資産クラスのトレンドを判断するために、一つの   

ルックバック期間を選択するだけではなく、それ以上の要素

が求められます。モメンタムのリスク・プレミアムを一貫し

て獲得するために必要とされる重要な要素が欠けている場合、

「モメンタム投資はもはや有効でないのか」という疑問を抱

くことになるでしょう。 

しかしながら、以下の特徴を備えた最新の手法であるモメン

タム 2.0 を採用すれば、モメンタムが依然として十分に有効

なファクターであることに気づくでしょう。 

• ルックバック期間を組み合わせ、複数のトレンドを捉える。 

• トレンドの方向性に加えて強度の概念を組み入れ、強度が

通常の範囲内である限りトレンドをフォローする。 

• 株式、債券、商品、通貨といった幅広い資産クラスを対象

に、モメンタムのシグナルに基づいた効率的ポートフォリ

オを構築し、分散効果だけでなくリターン源泉を分散する。 

• 伝統的な資産クラスのリスク・プレミアムとモメンタムの

リスク・プレミアムを組み合わせることによって、分散効

果を得ると同時に、クライシスアルファを獲得する。 

• モメンタムのリスク・プレミアムを長期的に獲得するため、

適切な投資期間を選択する。 

以上 
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【ご留意事項】 

 

• 本資料は、アリアンツ･グローバル･インベスターズ・グループ会社*（以下、当社）が作成したものです。 

• 特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。 

• 内容には正確を期していますが、当社が必ずしもその正確性・完全性を保証するものではありません。  

• 当社はAllianz SE傘下のグループ会社です。  

• 本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合

があります。  

• 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたものであ

り特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。  

• 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。  

• 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における資料

作成会社の見解であり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。  

• 本資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。  

• 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってくだ

さい。  

• 当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様

の意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。 

• 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の

行為はご遠慮ください。 

* ここでは、以下のグループ会社を総称しています。 

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. 

Allianz Global Investors U.S. LLC 

Allianz Global Investors GmbH 

Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd. 

Allianz Global Investors Singapore Ltd. 

Allianz Capital Partners GmbH 

 
投資顧問契約および投資一任契約のお客様は以下をお読みください。 

 

 対価とリスクについて  

1. 対価の概要について  

当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個

別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任

契約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場

合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行･ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負

担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、

当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管を

ご契約されている機関（信託銀行等）が決定するものであるため、また、契約資産額･保有期間･運用状況等により

異なりますので、表示することはできません。 

2. リスクの概要について  

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決

定させて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品（デリバティブ取引等）は、様々な指標等の変動の影

響を受けます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を

生じるおそれがあります。 ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。 

 

 アリアンツ･グローバル･インベスターズ･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424 号  

一般社団法人日本投資顧問業協会に加入 
一般社団法人投資信託協会に加入 

DBJE1017071-20191120 





 

 

 

 
 


