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過去のデータによると、すべての銘柄にロングポジションをとるパッシブな商品先物投資は、株並みかそれを
上回るリターンを上げた。さらに、経済学における「保蔵理論」に基づいて商品の銘柄選択を行うアクティブな
戦略をとると、パッシブ戦略よりもシャープレシオが大幅に向上することが、過去のデータから実証できる。

第１章で手短に要約した後、第２章以降は、アク

はじめに

ティブな投資戦略の背後にある経済理論と、その

株・債券を補完するアセットクラスとして商品
先物が最近注目を集めている。私は別稿（注１）で、

戦略のパフォーマンスの実証結果を紹介する。
本稿で紹介するパッシブ投資についての実証結

商品先物へのパッシブな分散継続投資が良好なパ

果は、Gorton and Rouwenhorst［2006］とGorton・

フォーマンスを示すという最近の実証研究を紹介

林・Rouwenhorst［2006］ に、 ま た ア ク テ ィ

した。本稿では、そこでは十分に説明ができなか

ブ 投 資 に つ い て の 結 果 は、Gorton, Hayashi, and

ったアクティブな商品先物投資戦略についての最

Rouwenhorst［2007］に依拠している。これら三

近の研究結果の紹介を行う。

つの論文は、いずれもAIGファイナンシャル・プ

パッシブな商品先物投資についての実証結果を

林
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る。Gorton、林、RouwenhorstはいずれもAIGファ

言えば、商品先物で100円のロングポジションを

イナンシャル・プロダクツ・コープ・グループの

とると同時に、100円の元金を証拠金として積む

コンサルタントである。本稿で紹介するアクティ

というレバレッジなしの投資戦略は、そのリター

ブな商品先物投資戦略に基づく、適格投資家向け

ンに証拠金からの金利を含み（すなわちリターン

のファンドは、既に国内アセットマネジャーによ

はトータル・リターン）、最悪の場合でも元金を

り設定されている。

失うが負債は残らないという点で、株・債券など

なお、本稿で述べる商品先物投資のパフォーマ

と比較ができるオルタナティブ投資になる。

ンスについての実証結果は、あくまで過去のデー

小麦の例から分かるように、先物からの超過リ

タに基づくものであり、将来のパフォーマンスを

ターンは、将来の満期時の商品のスポット価格に

約束するものではないことを明記しておく。

依存し、不確定だ。不確定な超過リターンの期待
値は、リスクプレミアムと呼ばれるが、先物の場

１．商品先物投資のリスクプレミアム
商品先物のリスクプレミアムとは
本誌の読者にとっては釈迦に説法だが、商品先
物取引とは、将来の一定期日である満期（例えば

合、それは予想スポット価格から現在の先物価格
を引いたものになる。リスクプレミアムは期待値
だから、商品先物市場で継続的にロングポジショ
ンをとれば、大数の法則により、平均リターンは
リスクプレミアムに収束する。

１カ月後）に一定の商品を売るまたは買うことを

ロングポジションをとる投資家は、価格リス

約束して、その価格（先物価格）を現時点で決め

クを負担するわけだから、正のリスクプレミアム

る取引である。買う約束をすることを、ロングポ

を要求する。これに対し、小麦農家などの生産者

ジションをとるという。例えば小麦の１カ月もの

は、収穫時の売り値を確定したいので、現在の先

の先物価格が100円、１カ月後のスポット価格が

物価格よりも高い値段で将来生産物が売れると予

120円としよう。小麦先物で100円のロングポジ

想していても、先物市場で売り契約をする誘因が

ションをとった投資家は、１カ月後に小麦を100

ある。このように、ヘッジのニーズが売り手にあ

円で買い、120円で売れるから、20円のリターン

れば、先物価格は予想スポット価格より割安に設

を獲得する。スポット価格が90円なら、逆に10

定され、リスクプレミアムは正になる。つまりリ

円の損失（負のリターン）を被る。

スクプレミアムは、価格リスクが生産者から投資

ここで留意すべきなのは、先物市場で買いや売

家に転嫁される際に生産者が払う保険料と解釈で

りのポジションをとること自体には元金は必要で

きる。ケインズは、1930年に出版された『貨幣論』

ないので、先物からのリターンは超過リターンで

で、平均的な商品については、リスクプレミアム

ある。株からのリターンのうち金利を上回る部分

は正であると論じた。

も、超過リターンと呼ばれるが、このリターン部
分は、やはり元金がいらない株の信用取引から得
られるリターンに等しいからそう呼ばれる。逆に

商品先物の分散継続投資のパフォーマンス
もしケインズが正しければ、広範な商品先物

（注１） 林［2007a, b］。
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市場で継続的にロングポジションをとるという

同様のリスク・リターン特性を持つ。

パッシブ分散投資戦略からの超過リターンは、少

さらに、商品先物からのリターンは、米国株と

なくとも長期的には、正になる（トータル・リタ

はゼロあるいは負の相関、債券とは負の相関を示

ーンは金利を上回る）はずである。この点につい

す。したがって、過去のデータによると、株・債

ては、ペンシルバニア大学のGorton教授とエール

券から成るポートフォリオに商品先物を組み込め

大学のRouwenhorst教授の最近の実証研究がある

ば、ポートフォリオ全体の平均リターンを維持し

（Gorton and Rouwenhorst［2006］
）
。彼らは、北米

ながら、ボラティリティを大幅に削減できる。ま

のすべての商品先物とLME（ロンドン金属取引

た、商品先物のリターンは、当然のことながらイ

所）の商品の集合（2004年現在では36商品）に

ンフレと相関するので、インフレヘッジになる。

均等額のロングポジションをとるという分散投

この証拠金100％を積む均等分散継続投資から

資戦略から得られる月次の超過リターンを計算し

得られる累積リターンの各時点での値は、GR-

た。1959年から2004年という長期間の平均によ

EWイ ン デ ッ ク ス（Gorton-Rouwenhorst Equally

り推定したリスクプレミアムは、ケインズの理論

Weighted Index）と呼ばれる。59年６月末を100

通り、正で統計的に有意であった。

とすると、GR-EWインデックスの07年７月末の

驚くべきことに、この平均は、
年率５％強で（す

値は、16,754。すなわち、59年６月末に100ドル

なわち、先物価格は予想スポット価格より５％強

の元金で投資を始め、毎月のリターンを再投資す

割安に設定され）
、米国株の超過リターンの平均

れば、07年７月末には約１万7,000ドルの残高に

とほぼ等しく、標準偏差で測ったボラティリティ

なる。これに対しSP500からの同じ元金・期間の

も、株とほぼ同水準だった（データを07年７月

累積投資残高は、約１万2,000ドルにとどまる。

まで伸ばせば、平均リターンは商品先物の方が上

これらはドルベースの話だが、円ベースではど

回る）
。言い換えれば、証拠金を100 ％積んでこ

うか。初年度に100円を米ドルに換え、これを元

のようなロングポジションをとるという、レバレ

手に北米とLMEで上場される全商品に投資し同

ッジなしの国際商品先物分散投資からの（証拠金

額分だけ証拠金を積むという分散投資を行う。図

からの金利を含む）トータル・リターンは、株と

表１は、こうした投資戦略を継続し毎月のトー

図表１

株式・債券・商品先物のパフォーマンス
（1965年１月－2007年７月）
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（出所）日本株は日本証券経済研究所、日本債券は野村ボンド・パフォーマンス・インデックス、商品先物はAIG
Financial Products Corp. のデータに基づき筆者作成。
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タル・リターンを再投資することから得られる累

であれば、この在庫の緩衝効果は限られたものと

積リターンの各時点での円換算価値を示したもの

なり、
スポット価格のボラティリティは上昇する。

だ（注２）。今年７月末のこの円ベースの累積トー

しかも在庫水準の回復には時間がかかるから、現

タル・リターンは、商品先物と株は拮抗し、平均

在ばかりでなく近い将来のスポット価格のボラテ

収益率はほぼ等しい一方、リスクは、日本株の方

ィリティも上昇する。商品先物は将来のスポット

が高い。図表からは明らかではないが、商品先物

価格リスクに対する保険だから、リスクプレミア

は、日本株と相関ゼロ、日本債券と負の相関を持

ムもそれにつれて上昇する。したがって、在庫水

つ。

準とリスクプレミアムに負の相関が発生する。
この在庫とリスクプレミアムの負の相関が意味

２．リスクプレミアムと在庫
以上の議論のポイントは商品先物から株並みか

するところは、低在庫の時にロングポジションを
とる投資家は、平均すればより高いリスクプレミ
アムを享受できるはずだということだ。この予想

それ以上のリスクプレミアムが取れるということ

をテストするため、GortonとRouwenhorstと私は、

だが、ここで、三つの自然な疑問が湧く。

69年から在庫の月次データが入手可能な31商品

①商品先物のリスクプレミアムは、どの商品でも

について実証分析を行った（注３）。それぞれの商

同じなのか？

品について、この在庫データの移動平均から得ら

②リスクプレミアムは時間を通じて一定なのか？

れるトレンドにより「正常在庫水準」を定義し、

③リスクプレミアムのファンダメンタルズ（根本

各月末について、実際の在庫水準とこの正常在庫

的決定要因）は何か？

水準の比率を計算した。次に、各月末について、

これらの疑問に答えるためのキーワードは、
「在

この在庫比率により商品をランクし、上位半分の

庫」である。在庫とリスクプレミアムの密接な関

商品だけにロングポジションをとるポートフォリ

係を理解するための第一歩は、商品先物を保険契

オ（高在庫ポートフォリオ）と下位半分だけにロ

約とみることである。商品先物は将来のスポット

ングポジションをとるポートフォリオ（低在庫ポ

価格のリスクに対する保険だから、このリスクを

ートフォリオ）を組成した。それぞれのポートフ

とる対価としての保険料は、価格ボラティリティ

ォリオは、毎月末に、在庫比率により銘柄の変更

が大きければ高いのは当然だろう。ここで価格ボ

があるばかりでなく、採用された銘柄（商品）の

ラティリティを在庫と結び付けるのが経済学にお

投資比率は均等になるようにリバランスされる。

ける「保蔵理論」
（Theory of Storage）である。こ

図表２は、90年12月から06年12月までの期間

の理論によると、需要・供給ショックが商品価格

について、この高在庫・低在庫二つのポートフォ

に及ぼす影響は在庫の存在により軽減される。し

リオから得られる累積トータル・リターンと比較

かし在庫は負にはなり得ないから、在庫が低水準

のため31商品のEW（equally weighted）Index（31

（注２） ただしトータル・リターンのうち証拠金からの金利部分については為替ヘッジをかけると想定してい
る（為替ヘッジをかけないとややボラティリティは上昇するが、基本的な結論は同じ）。詳細については、
Gorton・林・Rouwenhorst［2006］を参照。
（注３） Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst［2007］。
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商品すべてに均等比率でロングポジションをとる

ている（図表には示していないが、シャープレ

ポートフォリオから得られる、証拠金からの金利

シオは低在庫ポートフォリオが0.86、EW Index

を含むトータル・リターンの累積リターン、上記

が0.55）。

GR-EW

Indexの31商品版）を示す（注４）。既に述

この結果は、保蔵理論と整合的だが実際に投資

べたように、高在庫ポートフォリオと低在庫ポー

戦略として採用することはできない。なぜなら、

トフォリオは毎月銘柄入れ替えをするという意味

在庫のデータが入手可能になるまでにラグがある

でアクティブだが、EW Indexはそのような銘柄入

し、後になってデータの改訂が行われるからであ

れ替えがないパッシブな投資戦略である。この図

る。そこで以下では、リアルタイムで入手可能な

表の過去のデータから次の二つのことが分かる。

先物価格のデータを使った二つの投資戦略を検討

①保蔵理論（Theory of Storage）の予想通り、低

する。

在庫ポートフォリオのリスクプレミアムは高在
庫のそれより高い（低在庫ポートフォリオの平

３．先物価格から在庫水準を推測する

均超過リターンは高在庫のそれより高い）
（図
表には示していないが、差は年率で８％を超え

実は経済理論によれば、在庫状況を先物価格か

る）
。

ら推測することは可能である。われわれの研究に

②低在庫ポートフォリオはEW Indexよりもボラ

よれば、二つの価格シグナルが在庫の情報を提供

ティリティは高いが、ボラティリティの上昇は、

してくれる。その二つとは、当該商品のベーシス

平均リターンの上昇により十分以上に補償され

（スポット価格から先物価格を引いたもの）と直

図表２ 在庫によるアクティブ戦略のパフォーマンス
1990年12月－2006年12月
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（出所）AIG Financial Products Corp. のデータに基づき筆者作成。

（注４） 以下で報告する結果は、いずれも90年末以降の期間についてである。69年以降のより長い期間につい
ても結果は同様である。
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近の先物からのリターンである。

それぞれについて、各月末のベーシスとその月末

ベーシスがシグナルとなり得ることは、保蔵

までの直近12カ月のリターンの平均を、低在庫期

理論から直接示唆される。当該商品について、供

と高在庫期に分けて計算した。ほぼすべての商品

給を減らすショックあるいは需要を増やすショッ

について、ベーシスも直近リターンも低在庫期の

クがあったとしよう。このショックにより現在の

方が高在庫期よりも高いことが分かった。

スポット価格は上昇し、在庫水準は低下する。で

結論は、現在と直近の先物価格から在庫状況が

は現在の先物価格はどう動くか。第１に、将来の

推測できるということである。
既に述べたように、

スポット価格も上昇すると予想されるが、在庫は

在庫はリスクプレミアムと連動しているので、先

徐々に回復するから、その上昇幅は、現在のスポ

物価格シグナルは先物のリスクプレミアムについ

ット価格の上昇ほどではない。
第２に、
在庫は徐々

ての情報を提供している。これらの考察から、ベ

にしか回復しないから、将来の在庫水準はショッ

ーシスと直近先物リターンを利用してアクティブ

ク前の水準より低いので、価格リスクが上昇し、

な先物投資戦略を構築するというアイデアが自然

リスクプレミアムも上昇する。したがって現在の

と出てくる。この投資戦略については、次章で展

先物価格は、予想スポット価格に対して、ショッ

開する。

ク以前よりも割安に設定される。この二つの理由
により、現在の先物価格は現在のスポット価格ほ
どには上昇しない。すなわち、供給減少あるいは
需要増加をもたらすショックにより、在庫は低下
しベーシスは拡大する。この理由により、ベーシ
スは、現在の在庫水準と負の相関を示すはずであ

４．ベーシス（Basis）とレラティブス
トレングス（Relative Strength）
による戦略
以上の議論を要約すれば、保蔵理論（Theory of
Storage）が示す通り、ベーシス（スポット価格

る。
在庫を推測する価格シグナルの第２は、直近の

と先物価格の差）は先物のリスクプレミアムを予

先物リターンである。先物リターンは、将来のス

測するのに有用であり、先物リターンにはモメン

ポット価格と現在の先物価格の差だから、将来の

タムがある。この結果を利用して次のような二つ

スポット価格の予想外の変動に依存するが、予想

の投資戦略を構築する。既にわれわれは、在庫比

された変動は先物価格に織り込み済みなので先物

率（実際の在庫水準と正常在庫水準の比率）によ

リターンに影響を与えない。したがって、直近の

り毎月銘柄を入れ替えするアクティブな投資戦略

先物リターンが高いということは、供給減少・需

を検討したが、ここで構築する戦略は、在庫比率

要増加要因となる予想外のショックが最近発生

の代わりにベーシスと直近リターンを用いる。

し、在庫が減少したことのシグナルとなる。同様

すなわち、第１の戦略は、毎月末に、一番期近

に、低い直近先物リターンは、供給増加・需要減

の先物価格と次に期近の先物価格の差を年率表示

少要因となるショックのシグナルとなる。この理

したものとして定義したベーシス（basis）により

由により、直近の先物リターンは、現在の在庫水

商品をランクし、上位半分の高ベーシス商品のみ

準と負の相関を示すはずである。

に均等比率でロングポジションをとり、残りの商

この理論を実証するため、われわれは、31商品
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成する。したがって、このポートフォリオは均等

Index）よりも平均リターンは高く、したがっ

ウェイトで毎月リバランスされている。

てリスクプレミアムは高い。

第２の投資戦略は、レラティブストレングス

②高ベーシスポートフォリオやRS（高直近リタ

（Relative Strength、
“RS”と略記）によるポート

ーン）ポートフォリオはEW Indexよりも標準

フォリオとも呼ばれるべきもので、毎月末ベーシ

偏差で測ったボラティリティはやや高いが、シ

スの代わりに直近12カ月の先物リターンを用い

ャープレシオがEW Indexのシャープレシオの

て商品をランクする。図表３は、これらの投資戦

約２倍に達することから分かるように、ボラテ

略から得られる累積リターンを示し、図表４では

ィリティの上昇は、平均リターンの上昇により

リターンの統計量が示されている。

十分以上に補償されている。

図表３、４の過去のデータから分かることは、

このように良好なパフォーマンスの理論的根拠

①保蔵理論の予測通り、ベーシスや直近の先物リ

は、これらの戦略が、在庫状況に連関する価格シ

ターン（RS）により銘柄を選ぶ戦略に基づく

グナルに基づいていることにある。在庫という同

ポートフォリオは、すべての商品に均等比率で

じ変数のシグナルであるから、これらの二つのポ

ロングポジションをとるポートフォリオ（EW

ートフォリオは大体同じ商品銘柄を選んでいるは

図表３

価格シグナルによる戦略のパフォーマンス
1990年12月－2006年12月
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（出所）AIG Financial Products Corp. のデータに基づき筆者作成。

図表４

ベーシスとRS戦略によるリターンの統計量

EW Index

高ベーシスポートフォリオ

RS（高直近リターン）
ポートフォリオ

年率リターン

9.0％

14.7％

16.7％

年率ボラティリティ

8.9％

11.5％

11.4％

シャープレシオ

0.55

0.92

1.11

（図表注）年率リターンとボラティリティは、トータル・リターンから計算。シャープレシオは、
平均超過リターンを超過リターンのボラティリティで割ったもの。
（出所）AIG Financial Products Corp. のデータに基づき筆者作成。
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ずである。このことは、ベーシスとRS（直近リ

度であったのかを検討しよう。
CTAは、パッシブでなくアクティブに商品先物

ターンが価格シグナル）
によるポートフォリオは、
その４半期リターンの相関が（表の形では示して

に投資したい投資家の投資対象である。われわれ

いないが）0.85であることから推測できる。

の戦略と異なり、CTAはショートポジションをと

これも図表では示さないが、これらのルールに

り、レバレッジをかけ、金融先物にも投資できる。

基づいたアクティブな戦略（ベーシス、RS）は、

このような違いはあるが、ファンダメンタルズに

パッシブ投資の指数であるEW Indexと似通った

基づいたわれわれのアクティブな戦略は、やはり

ポートフォリオ効果を持つ。すなわち、これらの

アクティブな戦略をとるCTAのパフォーマンスを

戦略は、米国株のリターンと無相関、米国債券か

評価するのに有用なベンチマークになる。

らのリターンと負の相関にある。また、EW Index

そのために、われわれの三つの戦略のそれぞれ

と同様、インフレと正の相関を示しており、イン

からロングショートのバージョンを構築し、やは

フレヘッジという商品先物投資のメリットを引き

りロングショート戦略をとるCTAと比べてみる。

継いでいる。

これらのバージョンは、図表３で示した戦略と
ただ一つの点で異なる。すなわち、ベーシスある
いは直近リターンでランク付けしたとき、上位半

５．CTAとの比較

分の銘柄をロングするだけでなく、下位半分をシ

これらのルールに基づいたアクティブな戦略の

ョートする。図表５はこれらのロングショート戦

理論的根拠は、商品先物のリスクプレミアムに関

略のリターンの統計量と相関指数を示す。比較の

するファンダメンタルズだが、これらの戦略のパ

s CTA
ため、CTAのベンチマークとして、Barclay’

フォーマンスがCTA（Commodity Trading Advisor、

indexを用いる。CTAのリターンは手数料込みな

商品投資顧問業者による、商品先物に投資するヘ

ので、比較のため、われわれのロングショート戦

ッジファンド）に比べて過去のデータではどの程

略の累積リターンからは、CTAの通常の手数料水

図表５

ベーシスとRS戦略のロングショート版によるリターンとCTAの比較
CTA

高ベーシス、ロング
ショートによる
ポートフォリオ

RS（高直近リターン）、ロング
ショートによる
ポートフォリオ

年率リターン

5.8％

7.8％

9.7％

年率ボラティリティ

8.6％

6.1％

6.9％

シャープレシオ

0.20

0.63

0.83

CTA

1.00

相関係数
高ベーシス
RS

0.11

0.16

1.00

0.52
1.00

（図表注）ベーシスとRS戦略のリターンからは年率２％を控除。年率リターンとボラティリティは、トー
タルリターンから計算。シャープレシオは、平均超過リターンを超過リターンのボラティリテ
ィで割ったもの。相関係数はトータル・リターンについて計算。
（出所）AIG Financial Products Corp. のデータに基づき筆者作成。
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準である２％を控除している。
この図表の過去のデータから分かることは、

６．結論

①われわれのルールに基づいたダイナミックなロ

商品先物のリスクプレミアムは、経済理論の

ングショート戦略からのリターンは、手数料の

予測通りに時間を通じてあるいは商品ごとに、在

s indexで測
２％を控除した後でさえ、（Barclay’

庫状況により変化する。在庫データはリアルタイ

られた）平均的なCTAをしのぐ。しかもボラテ

ムで得ることはできないが、現在および直近の先

ィリティはCTAより低い。CTAは、レバレッジ

物価格は在庫状況についての有用な情報を提供す

や投資対象という点でわれわれのルールに基づ

る。したがって、価格シグナルに基づいた簡単な

いた戦略よりはるかに柔軟な戦略をとれるにも

投資戦略により、低在庫の時に発生するリスクプ

かかわらず、われわれの戦略に劣る。

レミアムを獲得することが可能である。

②CTAのリターンが、商品先物市場全般からのリ
ターンの尺度であるEW Indexとほとんど相関
を示さず（図表にないが相関係数は0.15）、さ
らに驚くべきことにわれわれの二つのロングシ
ョート戦略ともほぼ無相関であることである。
この相関のなさは、平均的なCTAは、ファンダ
メンタルズに基づくわれわれの投資戦略と非常
に異なる戦略をとっているか、あるいは、その
名前にもかかわらず、商品先物以外に投資を集
中していることを示唆している。
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