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修士論文の概要



修士論文の構成

1. ヘッジファンドのパフォーマンス特性

個別ファンドごとに正規性、ランダムウォーク検定

2. ヘッジファンドのリターンにi.i.dを仮定したVaRモデルの検証

サブプライム危機時にVaRが有効に機能したかの検証

Relative Value戦略のヘッジファンドのVaRモデルは有効に機能しなかった。

3. ヘッジファンドのスタイル分析3. ッジファンドのスタイル分析

ヘッジファンドのリスクファクターの抽出

スタイル分析の結果を利用したヘッジファンド・リプリケーション

4. スタイル分析で抽出したリスクファクターを利用したVaRモデルの拡張

本資料 は 2 リ ク管理と3 タイ 分析に関し 説明を行う本資料では、2、4のリスク管理と3のスタイル分析に関しての説明を行う。
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修士論文研究成果

サブプライム危機前後のデータを利用し、VaRモデルの実証分析を行った。
（ヘッジファンドのVaRの検証を詳細に行った先行研究はない。またサブプラ（ヘッジファンドのVaRの検証を詳細に行った先行研究はない。またサブプラ
イム危機を含む期間でのヘッジファンドリターンの実証分析も少ない。）さら
にVaRモデルの拡張を行い、Relative Value戦略のリスク管理の精度の
改善を行った。改善を行 た。

スタイル分析において、Relative Value戦略、CTA戦略のヘッジファンドの
新たなリスクファクターを抽出した。特にテクニカル指標を利用したファクター新たなリスクファクタ を抽出した。特にテク カル指標を利用したファクタ
は、Fung and Hseih(2001)で同戦略に対しえて提案されたファクターよ
りもリターンの説明力を上げる効果があった。

ヘッジファンド・レプリケーションにおいて、個々のヘッジファンドのレプリケー
ションを利用した新しいレプリケーション手法を示した。

個々のヘッジファンドに対して、さまざまなVaRやスタイル分析のモデルを当
てはめる大量計算を実現することで、詳細なデータ分析を実現した。
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ヘッジファンドとは？ヘッジファンドとは？
研究の背景



ヘッジファンドの特徴

株式や債券インデックスをベンチマークとするミューチャ
ルファンド（投資信託）と比較し 投資対象（株 債券 FXルファンド（投資信託）と比較し、投資対象（株、債券、FX、
商品、デリバティブ等）や投資手法（Long（買い）,Short
（売り）ポジションをダイナミックに変える等）の自由度が
高い。

一般的に月次リターンしか公開せず、投資手法も公開し
な 透 性が低ない。（透明性が低い）

ミューチャルファンドと比較をして、コスト（運用報酬）が高
いい。

金融市場で頻繁に取引されない流動性の低い資産に投
資を行うため ヘッジファンドの解約をしても資金が直ぐ資を行うため、ヘッジファンドの解約をしても資金が直ぐ
に返還されない。（流動性が低い）
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ヘッジファンドのパフォーマンス

2008年は、1990年以降 低のパフォーマンスを記録。年は、 年以降 低の ォ ン を記録。

それ以前の数年は、非常に安定したリターンであった。

2009年は、その損失を取り戻している。、そ 損失 戻 。

長期で見るとリスク調整後のリターン（Shape Ratio）は、
株（MSCI World）や債券（JP Morgan Hedged GBI）
のインデックスよりも高い。

※ 表中のHFRIは、HFR社が提供するヘッジファンドの戦略ごとのパフォーマンスのイン
デックス。HFRI Weighted Compositeは、ヘッジファンド全体のインデックス。
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ヘッジファンドの戦略の説明①

Equity Hedge戦略

株式及びそのデリバティブ（先物、オプション）に主に投資を行う。

株式市場への一定のエクスポージャを持つファンドが多く、そのリターン
は、株インデックスで多くの部分が説明される。

Macro戦略

流動性が高い資産に投資をし、マーケットの上昇・下落の予測に基づき
投資判断を行う 他の戦略と比較をしても ロング・ショート（買い・売り）投資判断を行う。他の戦略と比較をしても、ロング・ショ ト（買い・売り）
ポジションを日々ダイナミックに切り替える。

日々、ロング・ショートのエクスポージャを変化させるため、月次リターン
を回帰したモデルの説明力は低いを回帰したモデルの説明力は低い。

2008年のサブプライム危機時のマーケットの大きな下落の際にも良好
なパフォーマンスを記録した。
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ヘッジファンドの戦略の説明②

Relative Value戦略

リターンの相関の高い資産セットのうち、割安な資産をロンリタ ンの相関の高い資産セットのうち、割安な資産をロン
グ（買い）、割高な資産をショート（売り）するマーケットニュー
トラル戦略。流動性の低い資産は理論価格よりも割安となり
やすいため 流動性の低い資産を保持する傾向があるやすいため、流動性の低い資産を保持する傾向がある。

マーケットニュートラル戦略とは？
例えば株式マーケットニュートラル戦略とは、株マーケットのβ（ヘッジファンドのリターンを株マー
ケ トに回帰したとき 係数）を0とする と 株式 ケ ト 変動 影響を受けな 運用手法ケットに回帰したときの係数）を0とすることで、株式マーケットの変動の影響を受けない運用手法。

リターンに負のskewnessや大きなkurtosisという非正規
性や自己相関が見られる。

Event-Driven戦略

企業のコーポレートアクション（買収、合併、増資、企業再生
等）に伴う株価や債券価格の変動により利益を得る。

9



ヘッジファンドのパフォーマンス特性

Macro戦略は、正規性、ランダムウォークが棄却されたファンドの比率が低かった。

Relative Value戦略は 両検定とも多くのヘッジファンドが棄却されたRelative Value戦略は、両検定とも多くのヘッジファンドが棄却された。

サブプライム危機（金融危機）を含まない期間の方が両検定とも棄却されにくい。

先行研究(Malkiel(2005),Lo(2004)等)では、ヘッジファンドのリターンに非正規性、系列
相関があるとされるが、その特徴は金融危機の際に現れるという結果となった。
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研究の動機と目的

2008年のサブプライム危機時にヘッジファンドは想定以上の大きなドローダウンを被り、
ヘッジファンドへの投資家も損をした。一方で2009年は、非常に良好なパフォーマンス
であったが、解約していたため高いリターンを得られなかった投資家も多かった。

ヘッジファンドの大きな損失は予測可能であったか？

2009年のヘッジファンドの高いパフォーマンスの予測できたのか？

ヘッジファンドは 絶対リターンであったのか？ヘッジファンドは、絶対リタ ンであったのか？

絶対リターンとは？
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ここでいう絶対リターンとは、マーケットリスクをとらず、低いボラティリティでαが得られる。
（回帰式のαがそれなりに大きく、βがゼロで、εの分散が小さい）

マーケット下落時にヘッジファンドのリターンも下落した・・・

βがゼロとは言えず 絶対リタ ンではない・・・？βがゼロとは言えず、絶対リターンではない・・・？

マーケットリスクは、とっていなかったが他のリスクをとっていたのでは？

例えば、流動性リスク(Relative Value)、マーケットの予測リスク（Macro）
マーケットリスク以外の要因で、サブプライム危機時に大きく下落したのでは？マ ケットリスク以外の要因で、サブプライム危機時に大きく下落したのでは？

ヘッジファンドのパフォーマンス特性やリスク要因を分析することで、ヘッジファンドへの
より良い投資手法やリスク管理・パフォーマンス評価の手法を論理的に示すことはでき
ないだろうか・・・
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修士論文での研究①修士論文での研究①
ヘッジファンドのリスク管理



Value at Risk(VaR)について

VaRは、金融機関で も利用されるリスク尺度

Value at Risk(VaR)の定義
あるα(αは0から1の任意の値)が与えられたとき、当該資産（もしくはポートフォリ
オ）に対する信頼水準αのVaRは、損失Lがlを超える確率が1-α以下となる 小
の の値と定義される。（MaNeil, Frey, and Embrechts(2005)）

分布を損失分布と呼ぶ 典型的な値 も くLの分布を損失分布と呼ぶ。αの典型的な値は0.95もしくは0.99

}.)(:inf{}1)(:inf{ ααα ≥ℜ∈=−≤>ℜ∈= lFllLPlVaR L
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リスク管理の目的と重要性

金融資産（もしくはそのポートフォリオ）に投資を行う際に
は、対象資産のリターン（or 損失）の分布もしくは確率過、対象資産 リタ （ 損失） 分布も く 確率過
程を仮定し、対象資産の評価及びリスク管理を行う。

デ 推定 が 枠 あモデルやその推定方法が、大枠であっている（大きく間
違っていない）ことが求められる。

ヘッジファンドへ投資を行う際も同様ヘッジファンドへ投資を行う際も同様。

実際には、特にサブプライム危機等の金融危機の際に仮
定したモデルが機能せず、想定以上の損失を被ることが多定したモデルが機能せず、想定以上の損失を被ることが多
い。

ブプ今回の検証では、サブプライム危機を含む期間でのヘッ
ジファンドのVaRモデルの検証を行った。
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VaR算出方法（損失分布の推定方法）

VaRの算出（損失分布の推定）方法は、さまざまなものが提案
されているが修士論文では以下の手法の検証を行った。

デルタ法（分散共分散法）

損失分布 規分布を仮定損失分布にi.i.d、正規分布を仮定

ヒストリカル法

i i dを仮定i.i.dを仮定

モンテカルロ法

i i dを仮定i.i.dを仮定

Gaussian Mixture, 三浦(1998)等
Johnson Distribution  Kaplan and Knowles(2004)Johnson Distribution, Kaplan and Knowles(2004)

non-i.i.d
時系列モデルの利用、リスクファクターのデータを利用
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Gaussian Mixture

正規分布よりもヘッジファンドのリターンの特徴を捉えら
れると考えられる。
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Johnson Distribution

正規分布よりもヘッジファンドのリターンの特徴を捉えら
れると考えられる。
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VaRモデルの検定方法

2006/4～2009/3の36ヶ月（データ数:36）の検証期間
うちVaR超過回数が5回以上の場合に対象のVaRモデうちVaR超過回数が5回以上の場合に対象のVaRモデ
ルを棄却した。
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VaR検証結果①
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VaR検証結果②
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VaR検証結果③

"Cnt of Over VaR" ： 各ヘッジファンドのVaR超過回数の平均値

"Rejected Ratio" ： 棄却されたヘッジファンドの比率

Macro戦略は、i.i.d、正規性を仮定したVaRにおいても機能した。

正規性、ランダムウォーク検定の結果と一致正規性、ランダムウォ ク検定の結果と 致

Relative Value戦略は、すべてのモデルのVaRが棄却された。
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Relative Value戦略のパフォーマンス特性

Relative Value戦略のファンドの平均月次リターンのヒストグラム（1989/4 ～ 2009-3）

1998/08 3 58%1998/08 -3.58%
1998/10 -2.58%

2008/09 -5.85%
2008/10 -8.78%

リタ ンに系列相関が見られる （流動性が低い資産に投資することが原因か？）リターンに系列相関が見られる。（流動性が低い資産に投資することが原因か？）

LTCM危機、サブプライム危機の時に大きなドローダウン、他の期間はほとんどの月で正の安定し
たリターン。

i.i.d.を仮定した分布で、サブプライム危機のときの損失を予測することは無理があるか・・・
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Relative Value戦略におけるVaRの問題点

大きな損失が起こ た後にV Rが大きくなる ⇔ その後のリタ ンは高い大きな損失が起こった後にVaRが大きくなる ⇔ その後のリターンは高い

安定したリターンが続くとVaRが下がる ⇔ レバレッジを上げる等リスクは増加

ヒストリカルのデータから推定した損失分布と直感的な損失分布は一致しない。
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Relative Valueのαの源泉

Relative Value戦略の特徴

リターンの相関の高い資産セットのうち、割安な資産をロング（買い）、割
高な資産をシ ト（売り）する ケ ト トラル戦略 流動性の低高な資産をショート（売り）するマーケットニュートラル戦略。流動性の低
い資産は理論価格よりも割安となりやすいため、流動性の低い資産を
保持する傾向がある。

Relative Value戦略のαの源泉

モデルリスクとそのプレミアム

独自のアセットプライシングモデルに基づくトレーディング

例えば、APTの独自のファクターを知っている等

流動性リスクプレミアム

アセットプライシングモデルがあることで資産価格の凡その価格が分かるこ
とで、流動性のない資産のトレードが行われ易くなる

M&AのときのCAPM
BSによるオプションのプライシング

流動性をマーケットに供給することでリターンを得る
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流動性の代理変数としてのクレジットスプレッド

クレジットスプレッドの特徴

クレジット（信用力）の差によるイールドの差（以下は本論文での定義）

プクレジットスプレッド = Moody's Baa 10年イールド - 米国債10年イールド

金融危機の際にクレジットスプレッドがワイドになる。

マーケットの流動性が低下する際に投資家は、信用力の高い国債もしくは現
金を保持し、Baaなどの格付けの低い債券を売る傾向がある。これにより国
債価格は上昇し、Baa債の価格は下落することにより、クレジットスプレッド
がワイドになる。

Relative Value戦略とクレジットスプレッド
Baa格の債券をロングし、国債をショートするマーケットニュートラル戦略を考える。
クレジ トスプレ ドに大きな拡大がなければ スプレ ド分のリタ ンが得られるクレジットスプレッドに大きな拡大がなければ、スプレッド分のリターンが得られる。
しかし、流動性低下時に、Baaのイールドが上昇し、クレジットスプレッドが広がる
と、Baaの債券価格が下がり、評価損が出る。

（後ほど説明を行う）スタイル分析により実証を行った結果 Relative Value戦（後ほど説明を行う）スタイル分析により実証を行った結果、Relative Value戦
略をクレジットスプレッドの月次差分に回帰するとその係数がマイナスとなり、線
形関係が見られることが分かった。
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クレジットスプレッドの時系列とその特徴

金融危機のときに大きく拡大をする（ワイドになる）。 ⇔ この時、ヘッジファンドは大き
な負のリターンを記録する

平均回帰する。 ⇔ スプレッドが縮小していく仮定で、ヘッジファンドは正のリターンを
記録する

ヘッジファンドのリターンよりもモデリングがしやすく、１期先の予測が行いやすい

→ クレジットスプレッドの時系列モデルを推定し、ヘッジファンドとクレジットスプレッドの関係を利
用することでVaRの精度の改善を試みる
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クレジットスプレッドの状態空間モデル①

vtがGaussian MixtureとなっているvtがGaussian Mixtureとなっている

µjが大きな拡大の平均値

qは、大きな拡大がおこる確率
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クレジットスプレッドの状態空間モデル②

クレジットスプレッドの大きな拡大の分布を指数分に変更クレジットスプレッドの大きな拡大の分布を指数分に変更

指数分布にすることで、大きな拡大の値を正に限定

λは大きな拡大の平均値
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クレジットスプレッドの状態空間モデル③

τは、前回クレジットスプレッドの大きな拡大が起こった時からの期間

クレジットスプレッドの大きな拡大の平均値をτの増加関数とすることクレジットスプレッドの大きな拡大の平均値をτの増加関数とすること
で、大きな拡大が起こっていない期間が長いほど大きな拡大の大き
さが増加するように変更。
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モンテカルロ・フィルタによるパラメータ推定とサンプリング

モンテカルロ・フィルタにより、パラメータ推定とクレジットスプレッドの
サンプリングを行った
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パラメータ推定結果

AICは、モデル２が も低かった。

クレジットスプレッドの平均θ、大きな拡大が起こる確率qは、どのモ
デルも同じような値となった。デルも同じような値となった。

モデル1の大きな拡大のサイズの平均µjとモデル2の大きな拡大の
サイズの平均λ及びモデル3の大きな拡大の閾値ξも似た値となった。
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条件付分布によるVaR算出方法①

モンテカルロ法によるVaR算出

クレジットスプレッドとヘッジファンドリターンの線形関係からヘッジ
ファンドリターンのサンプリングを行う。

パラメータ（α、β、σ）の推定は、回帰分析により行う。
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条件付分布によるVaR算出方法②

モンテカルロ法によるVaR算出。

クレジットスプレッドとヘッジファンドリターンの同時分布からヘッジファンドリターンのクレジットスプレッドとヘッジファンドリタ ンの同時分布からヘッジファンドリタ ンの
サンプリングを行う。

クレジットスプレッドとヘッジファンドリターンの分布は、Gaussian Mixtureと
Johnson Distributionからgoodness-of-fit testにより選択。g
同時分布は、Gaussian, Student, Clayton, Gumbel, Frank コピュラから
goodness-of-fit testにより選択。

周辺分布、同時分布にi.i.dを仮定しており、クレジットスプレッドのモデルと前提が一
致しないが、2変量の依存関係を回帰分析より正確に捉えることができるかもしれな
いので検証を行った。

Conditional Copula(Hotta and Palaro(2006)) 等を今後検討したい。
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VaR検証結果

i.i.dを仮定したVaRよりもVaR超過回数の平均や棄却されたヘッジ
ファンドの比率が改善した。ファンドの比率が改善した。

状態空間モデル3のCopulaによるVaRモデルは、棄却されなかった。
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修士論文での研究②修士論文での研究②
ヘッジファンドのスタイル分析



スタイル分析とは？

.
1
∑ ⋅+=
m

i

i
t

i
tt XR βα

Rt ： ヘッジファンドの月次リターン

Xt ： リスクファクターの月次リターン

1=i

スタイル分析とは

ファンドのリタ ンから各リスクファクタ の感応度（β）を推定することでファンドのリターンから各リスクファクターの感応度（β）を推定することで、
運用スタイルを推定する手法。(Sharpe(1992))
各リスクファクターに対するβを推定することで、ヘッジファンドがどのよう
なリスクをと ているかを推定するなリスクをとっているかを推定する。

パラメータ推定は、回帰分析により行われることが多い。フィルタリング
やMCMCでパラメータ推定を行う研究もある。(Kobayashi, Sato, 

d T k h hi(2005)等)and Takahashi(2005)等)
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スタイル分析の目的

ヘッジファンドのヒストリカルのリターンのみからでは、ヘッジファンド
のリスク管理やパフォーマンス評価は難しい。のリスク管理やパフォ マンス評価は難しい。

ヘッジファンドのリターンは、月次リターンしか報告されない。

日々マ ケットで観測可能もしくは取引可能なリスクファクタ を利用す日々マーケットで観測可能もしくは取引可能なリスクファクターを利用す
れば、ヘッジファンドのリスク管理の精度を高めることやヘッジファンドの
ヘッジも可能となる。

サブプライム危機までは、ヘッジファンドの営業をする際に、ヘッジ
ファンドは絶対リターンを追及しており、マーケットリスクをとらず、ド
ロ ダウンが低く リスクが小さく リスク調整後リタ ンが高いとうローダウンが低く、リスクが小さく、リスク調整後リターンが高いとう
たっていた。

しかし、サブプライム危機時には、大きなドローダウンを記録した

マーケットニュートラルではあったが、他のリスクファクターに対して、大
きなリスクをとっていたのではないか？
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リスクファクターについて

主に先行研究で提案されている31個のリスクファクターを利用。
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独自に追加したリスクファクターについて

クレジットスプレッド月次差分

クレジットスプレッドは、金融市場の流動性が低下した際にワイドになるといわれ
るる。

Relative Value戦略のヘッジファンドの一部は、流動性のない資産に投資をし、
マーケットに流動性を供給することで、流動性リスクをとりそのリスクプレミアムを
得ていると考えられる。得ていると考えられる。

流動性はマーケットでは観測されないが、その代理としてクレジットスプレッドの
月次差分を利用。

Relative Value戦略のリスクファクターとして、抽出されることが期待される。

テクニカル指標から作成したファクター

CTA戦略のヘッジファンドは、テクニカル分析によりポジションを決定しているとい
われている。

テクニカル分析の もメジャーな手法であるゴールデンクロスとデットクロスから
ポジションを作成し、そのリターンをファクターとした。

CTA戦略 リ ク クタ とし 抽出される とが期待されるCTA戦略のリスクファクターとして抽出されることが期待される。
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モデル選択方法

回帰分析によるパラメータ推定

31個のファクターの3～7個のすべての組み合わせの回帰分析を行
い、自由度調整済決定係数が 大のモデルを選択

下表は、戦略ごとの回帰分析の自由度調整済み決定係数
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モデル選択の結果

Macro戦略（CTA戦略を含む）でテクニカル指標から作成したファクターが多く利用さ
れた。

Fung and Hseih(2001)で同戦略に対して提案されたルックバックストラドルのファFung and Hseih(2001)で同戦略に対して提案されたルックバックストラドルのファ
クターよりも決定係数を上昇させる効果があった。

Relative Value戦略では、流動性の代理として利用したクレジットスプレッドの月次
差分が多く利用された。
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ヘッジファンド・リプリケーションについて

ヘッジファンド・リプリケーションとは？

ヘッジファンドのリターンをマーケットで取引可能な金融資産（株、債券、
為替 商 デ バ ブ等） 投資を行う と 複製する と為替、商品、デリバティブ等）に投資を行うことで複製すること。

ヘッジファンドに投資を行わずに、ヘッジファンドに投資をした場合と同
様のリターンを得ることができる。

ヘッジファンド・リプリケーションの意義

ヘッジファンド投資は、リスク調整後リターンが高く、伝統資産との相関ッジファンド投資は、リスク調整後リタ ンが高く、伝統資産との相関
が低い等のメリットがある一方で以下のようなデメリットがある。

コストが高い（ミューチャルファンドと比較すると運用報酬が高い）

透明性が低い（運用手法やポジションを公開しないため、リスク管理が困難）透明性が低い（運用手法やポジションを公開しないため、リスク管理が困難）

流動性が低い（解約をしても直ぐに返金されない。）

ヘッジファンド・リプリケーションは、ヘッジファンド投資のメリットを残しつ
つ デメリットを解消しえるつ、デメリットを解消しえる。

実際に複数のヘッジファンド・レプリケーション商品が存在している。
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スタイル分析を利用したヘッジファンド・リプリケーション

βの推定には、Rolling RegressionとKalman Filterを利用した。

ＨＦＲのヘッジファンドインデックス(HFRI)のレプリケーションを行っ
た。

HFRIのリターンは ユニバースとするヘッジファンドのリターンのHFRIのリタ ンは、ユニバ スとするヘッジファンドのリタ ンの
等平均により算出される。

レプリケーションのリターンも各ヘッジファンドのレプリケーションリ
ターンの等平均により算出。
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リプリケーションの結果①
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リプリケーションの結果②

ヘッジファンド全体のインデックスとの相関が0.95以上のレプリカやαがほぼ0のレプ
リカがあり 他の先行研究よりもよい結果とな たリカがあり、他の先行研究よりもよい結果となった。

先行研究では、ヘッジファンドインデックスにモデルをあてはめてレプリケーションをし
ているが、今回は各ヘッジファンドのレプリケーションの等平均をとったため、誤差の
部分が打ち消された結果レプリケーションの精度が上がったと考えられる部分が打ち消された結果レプリケ ションの精度が上がったと考えられる。

Macro戦略は、相関が低かった。

Macro戦略は、ポジションをダイナミックに変化させることが原因と考えられる。

新たなリスクファクターの抽出やβの確率過程のモデリングを行うことで改善したい。
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グリッドコンピューティングによる大量計算の実現

今回の分析では、VaR算出やスタイル分析等で、個々のヘッジファンドに対
して数千～数百万回のモデル推定を行った。これらの大量計算を実現させ

グ ピ グるために、グリッドコンピューティングによる並列処理の実装を行った。

オブジェクト指向により設計されており、汎用的に利用可能。
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研究成果と今後の課題



修士論文研究成果

サブプライム危機前後のデータを利用し、VaRモデルの実証分析を行った。
（ヘッジファンドのVaRの検証を詳細に行った先行研究はない。またサブプラ（ヘッジファンドのVaRの検証を詳細に行った先行研究はない。またサブプラ
イム危機を含む期間でのヘッジファンドリターンの実証分析も少ない。）さら
にVaRモデルの拡張を行い、Relative Value戦略のリスク管理の精度の
改善を行った。改善を行 た。

スタイル分析において、Relative Value戦略、CTA戦略のヘッジファンドの
新たなリスクファクターを抽出した。特にテクニカル指標を利用したファクター新たなリスクファクタ を抽出した。特にテク カル指標を利用したファクタ
は、Fung and Hseih(2001)で同戦略に対しえて提案されたファクターよ
りもリターンの説明力を上げる効果があった。

ヘッジファンド・レプリケーションにおいて、個々のヘッジファンドのレプリケー
ションを利用した新しいレプリケーション手法を示した。

個々のヘッジファンドに対して、さまざまなVaRやスタイル分析のモデルを当
てはめる大量計算を実現することで、詳細なデータ分析を実現した。
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今後の研究について

ヘッジファンドの投資手法、リターン（アルファ）の源泉

修士論文の研究においても ヘッジファンドのリタ ンの源泉として流動修士論文の研究においても、ヘッジファンドのリターンの源泉として流動
性のリスクプレミアムがあることや、ヘッジファンドの投資手法としてテク
ニカル指標を利用したスタイル分析がある程度機能した。

月次リタ ンのみでの ジフ ンドの分析には限界があると考えられ月次リターンのみでのヘッジファンドの分析には限界があると考えられ
るため、ヘッジファンドの投資手法やリターンの源泉の理解を深めること
で、より詳細な分析を行うことができると考えられる。

ヘッジファンドの経済的意義

ヘッジファンドがマーケットに流動性を供給し、流動性リスクに対するリ
スクプレミアムを得ているとするとヘッジファンドは経済全体に対して何
らかの貢献をしていると言えそう・・・

理論的、統計的な検証を試みたい。

日本のマーケットにおいても、今以上にヘッジファンドへの投資を増やし
た方が良いと言えるかもしれない・・・
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ご清聴ありがとうございました。清聴ありがとう ざ ました。
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