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はじめに

本誌既刊号でもお伝えしている通り、弊社の投資哲学

の根本にあるのは、戦略を徹底的に分散することです。投

資対象や運用手法の分散が重要であることは、どの資産

運用の教科書にも書いてある話ではありますが、弊社が

これを実直に追求しているのは私自身の運用経験による

ところでもあります。

私は約25年前に米国フィラデルフィアの投資顧問会社

に出向する機会を得ました。国内債券運用を数年経験し

てから渡米した私が目の当たりにしたのは米国債券市場

の規模と多様性でした。米国市場にはモーゲージ債やハイ

イールド債等日本では発達していない市場があり、多くの

運用会社がこうした投資機会から多様な投資戦略をポー

トフォリオに反映して高い付加価値を創出していました。

一方、当時の日本の運用会社はアクティブ運用を提供す

るものの、ほとんどがベンチマーク並みかそれ以下のリタ

ーンにとどまっていたのが実情です。この差はどこにある

のか。両国の運用担当者のプロ意識の差もあったと思い

ます（残念ながら、この差はいまだに埋まっていないのか

もしれません…）。

それ以上に大きいのは債券市場の多様性の差、すなわ

ち、投資機会の差だと私は考えました。数年後に帰国し

20年以上にわたって国内債券アクティブ運用に携わるよう

になりましたが、どうしたら継続的かつ安定的に高い付加

価値を提供し続けることができるかを常に模索してきました。

デリバティブの活用やハイブリッド債券への投資は、市

場ベンチマークに含まれない投資機会を活用して戦略の

分散を行い、付加価値を生み出す手段として極めて有効

です。弊社は、こうした新しい投資機会を同業他社に先ん

じて発掘し、多様な運用戦略をポートフォリオに反映させ

ることで、優位性のある運用パフォーマンスを実現してま

いりました。

弊社は、1887年にカナダで設立された世界有数の金融

サービスグループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コー

ポレーションの一員です。日本で事業を開始して以来、グ

ローバルなリソースや経験をいかし、個人投資家ならびに

機関投資家のお客様に先進的な商品と質の高いサービス

を提供してまいりました。

私が率いる債券運用本部は、ポートフォリオ・マネージ

ャー 7人とクレジット・アナリスト5人の運用プロフェッシ

ョナルを擁し、公的・私的年金、金融機関、個人投資家等

のお客様に国内債券のアクティブ運用を提供しています。

私どもが、運用者として常に心がけていることは、継続

的かつ安定的に高い付加価値をお客様に提供し続けるこ

とです。ただし、低金利が継続し、クレジット・スプレッド

も低位で推移する国内債券市場でこの目標を達成するの

は簡単なことではありません。そのためには、しっかりとし

た投資哲学を持ち、それをチーム全員で共有すること、付

加価値を生む運用プロセスを確立しそれを実践すること、

さらにその運用プロセスを市場の変化に合わせて常に進

化させること、そして、これらすべてを組織（ゴーイング・コ

ンサーン）として行うことが何よりも重要です。これらを愚

直に実践してきたことが高く安定した運用パフォーマンス

の実現に繋がっております。

運用責任者 ：  
津本啓介

取締役 
債券運用本部長
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しかし、市場環境は常に変化するものです。今日の市場

で有用な投資機会が数年後には単なるコモディティにな

っている可能性もあります。その時点で新たに生まれた投

資機会を発掘し、その変化に応じて運用プロセスを進化

させることで、再現性のある付加価値の提供が可能となり

ます。

投資機会の発掘も、運用プロセスの進化も、運用担当

者一人ひとりの属人的な仕事ではありません。将来にわた

って再現性のある付加価値を提供するためには、ベテラン

から若手までの運用担当者がそれぞれ貪欲に投資機会を

模索して運用パフォーマンスの向上に邁進するというパフ

ォーマンス・カルチャーを共有していることが必要です。

債券運用本部では、この春、ポートフォリオ・マネージ

ャー 1名とクレジット・アナリスト2名が新しくチームに加

わりました。近い将来には、彼らも新しい投資機会の発掘

や運用プロセスの進化の一端を担ってくれることと期待し

ています。今回の「ポートフォリオ・インサイツ」では、金利

戦 略主担当のベテラン・ポートフォリオ・マネージャー 

金丸壮史が、デリバティブの活用を含めた金利戦略の運

用プロセスとその進化の実際をお伝えします。

変化が激しく厳しい市場環境の中で、お客様や社会の

ニーズを的確につかみ、多様な運用ソリューションをお届

けできるよう引き続き努めてまいります。

債券運用本部 2020年9月撮影

金利戦略主担当 ：  
金丸壮史

シニア・ポートフォリオ・ 
マネージャー



Portfolio Insights  |  2020年9月03 Portfolio Insights  |  2020年9月03

目次

1．金利戦略の運用実績� P.04
▶︎ 安定した業界トップクラスの実績

2．金利戦略の概要� P.05
▶︎ 日本債券運用の投資哲学
▶︎ 金利戦略の運用プロセス
▶︎ 金利戦略における柔軟性と機動性
▶︎ ダイナミックなアクティブ運用

3．ステップ①マクロ要因分析� P.08
▶︎  中長期的なマクロ見通しを策定

4．ステップ②市場分析� P.09
▶︎ 市場分析をもとに短中期的な見通しを策定
▶︎ 市場サイクル分析
▶︎ 市場変動パターン分析
▶︎ 市場バリュエーション分析

5．ステップ③投資アイデア創出� P.�11
▶︎ 分散手法
▶︎  マーケットの構造的な歪みを活用した多様な戦略例



Manulife Investment Management 04

1.�金利戦略の運用実績

安定した業界トップクラスの実績

弊社では、様々な投資対象・投資手法を活用することで、良好な実績を残してきました。運用を受託する日本債券運用の
代表口座（弊社が運用する日本債券運用戦略のうち、代表的な口座）は、金利とクレジットの双方からバランスの取れた
超過収益（アルファ）を獲得することで、類似カテゴリーの運用実績ランキングで長年にわたりトップクラスの実績を誇り
ます（図1）。

図1�：�弊社が運用を受託する日本債券運用の代表口座のパフォーマンス（2006年3月末～ 2020年6月末）
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算出基準：時間加重収益率、運用報酬等控除前。算出基準日： 2020年6月末。
＊1  対NOMURA BPI総合
＊2  金利要因には、キャッシュ要因および残差が含まれます。
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＊3  Mercer Insightの日本債券アクティブ・ユニバースに属するファンド・口座を対象に過去の一定期間の運用実績を分析したものです。上記の代
表口座のパフォーマンスは運用報酬控除前のものです。代表口座のパフォーマンスは参考情報として掲載しております。公募投資信託として提
供されている商品ではありません。

出所：Mercer Insightのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社が作成　2020年3月末時点

※過去の実績は将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
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2.�金利戦略の概要

日本債券運用の投資哲学

弊社の日本債券運用の投資哲学は、戦略の徹底した分散、戦略・投資対象への深い専門性、新しい戦略・投資対象の開
拓を融合させたダイナミックなアクティブ運用を通じて再現性のあるアルファを獲得することです。この考え方は金利戦
略においても同様です。

図2�：�弊社の日本債券運用の投資哲学のイメージ

再現性のあるアルファの獲得
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アクティブ運用 戦略・投資対象への専門性

を深め、確度の高い投資判断
をポートフォリオに反映

新たな戦略や投資対象を開
拓し続けることで、パフォー
マンスの再現性を向上

戦略の分散を徹底し、様々な
市場環境において安定的に
収益を獲得

金利戦略の運用プロセス�：�3つのステップを通じてポートフォリオ構築

弊社の金利戦略運用プロセスでは図3に示すように、①マクロ要因分析で中長期的なマクロ見通しを策定、②市場分析
をもとに短中期的な見通しを策定、③多くの投資アイディアの中から柔軟に投資アイデアを選択します。

図3�：�金利戦略の運用プロセス

※上記は運用プロセスを単純化したイメージ図であり、実際の運用とは異なる場合があります。

ポートフォリオ構築

ステップ①　マクロ要因分析
中長期的なマクロ見通しを策定

ステップ②　市場分析
市場分析をもとに短中期的な見通しを策定

ステップ③　投資アイデア創出
多くの投資アイデアを創出し、柔軟に選択
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金利戦略における柔軟性と機動性

図4は、過去5年間の主なマーケットイベント及びそれを受けた金利変化をまとめたものです。

図4�：�マーケットイベントと金利変化
年 イベント 金利変化

2016 日銀、マイナス金利導入 ブル・フラット化

2016 日銀、イールドカーブコントロール導入 ベア・スティープ化

2016 米国、トランプ大統領選出 ベア・スティープ化

2018 日銀、利回りの許容変動幅を拡大 ベア・スティープ化

2018 リスクオフ→FRBは利上げを打ち止め 金利急低下

2019 FRB、利下げスタンスに転換、バランスシート縮小方針を撤回 ブル・フラット化

2019 米中貿易摩擦激化→米中合意 ブル・フラット化後、ベア・フラット化

2020 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大 ブル・フラット化後、ベア・スティープ化
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利
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出所：マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

ここ数年、ほぼ毎年のように想定困難なイベントが発生してきました。日本銀行（日銀）の金融政策も、市場の動きを複
雑化させています。このような状況下、市場環境の変化を正確に予想することはますます困難になっています。

弊社ではリターンを安定的に獲得するためには市場見通しの精度を高め、それらの見通しに基づいて多様な戦略をポ
ートフォリオに効率的に反映させることが重要と考えています。
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ダイナミックなアクティブ運用�：�機動的なデュレーション戦略とイールドカーブ戦略

不確実性が継続する中では、市場変化に応じて戦略を柔軟に軌道修正することが非常に重要です。

弊社の投資哲学であるダイナミックなアクティブ運用の例として、機動的なデュレーション戦略があります。これは
マクロ市場見通しに応じて、金利低下と金利上昇の双方の局面で安定的に超過収益を獲得することを目指すものです。
図5に示す通り、弊社の代表口座における運用では、金利環境に応じてデュレーションを機動的に調整していることが
分かります。

図5�：�代表口座のデュレーション戦略（2006年1月～2020年2月、月次）
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出所：ブルームバーグのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社が作成

また、イールドカーブの形状変化に着目したイールドカーブ戦略もダイナミックなアクティブ運用の一例です。この戦略
は、金利水準に関わらず、安定的に超過収益を獲得することを目指します。図6は、局面に応じてイールドカーブのポジショ
ニングを機動的に調整していることを示しています。

図6�：�代表口座のイールドカーブ戦略（2006年1月～2020年2月、月次）
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出所：ブルームバーグのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社が作成

このように、見通しの変化に応じてポートフォリオのポジションを機動的に調整できるプロセスが必要となります。これ
を可能にしているのが、３つのステップで構成される弊社の運用プロセスです。これらのステップについて次頁以降で具体
的にご説明していきます。
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中長期的なマクロ見通しを策定�：�5つのマクロ要因の方向性および相対ウェイトを分析

ステップ ① で は、金 融 政 策 や 債 券 需 給 等 のマクロ
要因分析を通じて、中長 期的なマクロ見 通しを策定し
ます。

5つのマクロ要因（期待成長率、期待インフレ率、金融政
策、財政リスクプレミアム、債券需給）について分析を行
い、それぞれの方向性および相対的な重要性（相対ウェイ
ト）を評価します（図7）。

こうしたマクロ要因分析を通じて、金利の方向性と変動
幅を検討し、想定金利レンジの形で見通しを策定します。
また、メインシナリオの予想だけではなく、各種不確実性
を踏まえたリスクシナリオを事前に整理しておくこともマ
クロ要因分析の狙いです。

ステップ①は、ステップ②から最終的な投資アイデアの
選択やポートフォリオ構築に繋がる大前提となります。

相対ウェイトの評価は弊社の金利戦略運用プロセスの
特徴です。債券市場は様々な要因を均等に織り込んだ平
均値というより、その時々の重要性の高い市場テーマに沿
って動きます。

実際、弊社が過去の局面で重要性が高いと考えたマク
ロ要因は金融政策と債券需給であり、それ以外の要因の
重要性は低い傾向にありました。

相対ウェイトの評価は市場の実態に即したプロセスで
あり、債券市場において何が重要かを見極めることを主眼
としています。これまで重要性が低かった要因が今後もそ
うあり続けるとは限りません。弊社では、そうした重要な
要因が変化する可能性を踏まえた上で検討を進める運用
プロセスとしています。

3.�ステップ①マクロ要因分析

図7�：�マクロ要因分析の分析項目

5つのマクロ要因

①期待成長率
方向性

相対ウェイト

②期待インフレ率

③金融政策

④財政リスクプレミアム

⑤債券需給

×

※上記はマクロ要因分析を単純化したイメージ図であり、実際の運用とは異なる場合があります。
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対照的に、「正常化初期」は短期に終わる傾向がありま
す。初回利上げの半年ほど前には市場における利上げの
織り込みが終わる傾向にあるため、実際に利上げが始ま
る頃には材料が出尽くし、金利が低下に転じるケースが多
く見られます。つまり「正常化初期」においては、初回利上
げを想定したポジションを構築済みであれば、利上げが織
り込まれた時点でいち早くポジションを手仕舞うのが理
想的ということになります。

逆に、事前にポジションを構築できなかった場合には、
利上げに追随するのではなく、次の展開として金利低下に
備えたポジションを構築するのが得策です。こうした金融
政策サイクルとその持続期間を分析することで、ステップ
①における中長期的なマクロ見通しを補強することが可
能になります。

4.�ステップ②市場分析

市場分析をもとに短中期的な見通しを策定

ステップ①で中長期的なマクロ見通しを策定した後、ステップ②では短中期的な市場見通しを策定するための分析を実
施します。主な分析手法は、市場サイクル分析、市場変動パターン分析、市場バリュエーション分析です。

ステップ②市場分析
短中期的な市場見通し

ステップ①マクロ要因分析
中長期的なマクロ見通し

市場サイクル分析�：�金利動向に強い影響を与える金融政策サイクル

金利の動きは金融政策と連動する傾向が強いことか
ら、金利戦略において最も重視すべきは金融政策と言え
ます。弊社では金融政策をサイクルで捉え、6つに分類して
います（図8）。

2020年については、3 ～ 4月頃が「緩和初期」、足元は「緩
和期」に相当すると考えられます。この「緩和期」は長期化
する傾向があり、中央銀行が景気回復を優先させるため
に金融引き締めに慎重になることなどが背景と考えられ
ます。

したがって足元の「緩和期」はしばらく続き、当面は金利
が低位に推移すると想定されます。仮に反発が見られたと
しても、あくまでも緩和期の中での動きであり、ある程度
金利が上昇した後には、再度横ばいまたは低下に向かうこ
とを想定しています。

図8�：�金融政策サイクル

①正常化初期

④正常化末期

②正常化中期⑥緩和期

③正常化後期⑤緩和初期

※上記は金融政策サイクルを単純化してイメージ化したものです。
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市場変動パターン分析�：�市場が不確実性を織り込む過程で見られる変動パターンに着目

債券市場は、不確実性を織り込む過程に
おいて一定の変動パターンを示すことがあ
り、前述の「正常化初期」の動きもその典型
例です。他にも、金利上昇がピークアウトす
るタイミングを判断する際には、国債オプシ
ョンの建玉比率の変動（図9）の分析が有効
です。建玉比率が上昇する背景として、市場
参加者が金利上昇懸念から保険としてのプ
ットオプションを買い急ぐ可能性が考えら
れます。建玉比率が上昇する局面では、債券
が売られ過ぎとなることが多く、金利上昇を
想定したポジションを手仕舞うべき局面と
言えます。

図9�：��日本国債先物プット・コール建玉比率と日本国債先物価格
（2016年6月末～2018年5月末、日次）
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出所： ブルームバーグのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント
株式会社が作成

市場バリュエーション分析�：�市場の不確実性の影響を受けにくい材料に着目

市場バリュエーション分析では、様々なバ
リュエーション分析を実施し、投資判断に
活用します。中でも重視しているのが、米国
10年国債利回りとFRB（米連邦準備制度理
事会）の政 策 金 利であるFFレートの今 後
10年間市場予想値です（図10）。金融緩和局
面においては、FFレート市場予想値が米国
10年国債利回りの実質的な上限となってい
ることが多く見られます。これを現在に当て
はめると、大規模な金融緩和局面であるこ
とを勘案すれば、米国10年国債利回りの上
昇余地は1.0%程度までと想定でき、これに
金利感応度を考慮して日本10年国債利回り
を推定することが可能となります。

市場バリュエーション分析は不確実性が
高い局面において特に重要です。FFレート
市場予想値は低下し続けており、これは潜
在成長率と共通する部分があります。市場
環境や景気循環などの不確実性に影響を
受けにくい指標として、投資判断に有用と考
えています。

図10�：��米国10年国債利回りとFFレート今後10年間市場予想値�
（2012年6月末～2020年6月末、週次）
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出所： ブルームバーグのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント
株式会社が作成
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2020年6月末時点における投資アイデアについてご紹
介します。ステップ①のマクロ見通しは、金融緩和の長期
化、失業率の高止まりやコロナ禍後のサプライチェーン問
題、米中対立などによる潜在成長率の低下など、継続的に
金利低下圧力がかかる状況にあります。一方、ステップ②
の市場見通しにおいては、経済活動再開による金利低下
圧力の後退の程度と持続期間など、より短期的な動きに
注目しています。

金利が上昇する場合には、日銀がイールドカーブ・コン
トロール（YCC）による金利上昇抑制に動く可能性が高い

ため、10年国債利回りは最終的には0％近辺に戻る展開
が想定されます。

金利が低下する場合には、経済活動再開による回復局
面が腰折れしないとの前提で、国内投資家のマイナス金
利に対する拒否感を背景に金利は低下しても、その後マイ
ナス金利幅は縮小する展開が想定されます。特に10年国
債利回りについては、YCCによる0%近辺でのコントロール
が期待値となっているため、海外金利動向に関わらずマイ
ナス幅が大きく拡大する可能性は低いと考えます。

5.�ステップ③投資アイデア創出

ステップ③では、ステップ①と②において策定した中長期的なマクロ見通しと短中期的な市場見通しに基づき、投資ア
イデアを創出します。可能な限り多くの投資アイデアを創出することによって、各アイデアについて客観的かつ相対的に評
価することができます。結果として、多様な投資アイデアの高度な分散が可能となり、市場環境に大きく左右されない安
定したリターンの実現につながると考えています。

ステップ③投資アイデア創出
●多様な投資手法による高度な分散

● 市場環境に大きく左右されない 
安定リターン

ステップ①マクロ要因分析
中長期的なマクロ見通し

ステップ②市場分析
短中期的な市場見通し

ステップ①中長期的な金利低下�
ステップ②短中期的な金利低下�を想定した場合

●  YCCの恩恵を受ける中長期年限（5 ～ 10年）につい
てはデュレーション・ロング戦 略に妙 味があり
ます。

● 日銀が金利上昇を抑制したとしても、金利低下に
転じない可能性もあります。この場合には、デュレ
ーション・ロング代替としてプット・オプションの売
りも妙味があります。

● ポートフォリオ・マネジメントの観点では、買い余
力のコントロールが重要になります。

ステップ①中長期的な金利低下�
ステップ②短中期的な金利上昇�を想定した場合

● 短中期的にはデュレーション・ショート戦略に妙
味がありますが、中長期的な金利低下圧力を勘案
し、ポジションの大きさは抑制します。

● 具体的にはショート幅を抑制する他、金利低下時
にアウトパフォームしやすい先物をロングしつつ、
それ以外の年限をショートするなどの投資手法が
考えられます。

● デュレーション・ショート戦略に、ATMまたはOTM
のプット・オプションの売りを組み合わせることで、
金利低下リスクに対する一定の保険を設けるとい
った投資手法も可能です。

※ 上記の投資アイデアは、作成時点における運用担当者の見解を示したものであり、今後変更される場合があります。また、将来の市場環境や運用成果
等を示唆・保証するものではありません。
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分散手法�：�コア戦略とセミコア戦略の組み合わせ

弊社の金利戦略では、デリバティブの高度な活用によっ
て多様な投資手法の選択が可能になっています。図11に
示す通り、現物債券、国債先物・国債先物オプション、金利
スワップ、店頭オプション、物価連動国債、MBSなどを組み
合わせてポートフォリオを構築しています。

弊社では常時5つ以上の投資戦略をポートフォリオに反
映させるようにしています。まず、市場のボラティリティや
流動性を勘案し、デュレーション戦略およびイールドカー

ブ戦略をコア戦略としています。分散手法として、コア戦
略でリターンを獲得しながら、国債・国債先物・スワップ
を使ったレラティブバリュー戦略やオプションを絡めた
戦略などの金利の方向性と相関が低いセミコア戦略を組
み合わせることで、全体のリターンの底上げを図っていま
す。デリバティブを活用してポートフォリオを高度に分散さ
せることによって、リスク分散の徹底、および安定したリタ
ーンの獲得が可能になると考えます。

図11�：�投資アイデアの例

現物債券 国債先物 国債先物オプション
／店頭オプション 金利スワップ 物価連動国債

／ MBS

現物債券

●デュレーション・ロン
グ

●債券ベンチマーク対
比で、
>デュレーション・ショート
>イールドカーブ戦略

●対先物ゾーンのカー
ブ取引（例 ： 5-7ステ
ィープナー、7-10フラ
ットナー）

●先物ショートによる
金利リスクヘッジ

●カバードコール
●カバードプット
●シンセティックポジ
ションによるイール
ドカーブ戦略

●アセットスワップ
●5年受けvs7年JGB
ショート（先物）とす
るブルスティープナ
ー ： LIBORのアンカ
ー効果に着目

●先物ロング  vs 10年
払い ： 7年-10年JGB
スティープナーを複
製

●市場期待インフレの
ロング

●MBS ： 新発債と既発
債の裁定取引。先物
によって金利リスク
を効率的にヘッジ

国債先物

●現物代替として先
物使用（取引コスト、
マイナスのインプラ
イドレポ、海外金利
との高い連動性を
考慮）

●ショートポジション

国債先物オプション
／店頭オプション

●先物のデルタ代替
として ATM/OTM 
PUT売り ： タイムバ
リューに着目

金利スワップ

●アウトライトでの
2～ 5年受け/払い ： 
LIBORのアンカー効
果に着目

●スワップでのカーブ
ポジション（例：10-30
スティープナー）

物価連動国債
／ MBS

●消費税増税や金融
緩和など実質利回
りの低下が見込ま
れる場合に物価連
動国債をアウトライ
トロング

※ 上記の投資アイデアは、作成時点における運用担当者の見解を示したものであり、今後変更される場合があります。また、将来の市場環境や運用
成果等を示唆・保証するものではありません。
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まとめ 現在のような不確実性が継続する市場環境下においては、高度に分散さ
れた金利戦略を活用することで安定リターンを獲得することが重要である
と考えます。

弊社の金利戦略の運用プロセスにおいては、①マクロ要因分析、②市場
分析、③投資アイデア創出、という３つのステップに沿って入念な分析を行
いながらポートフォリオを構築しています。不確実性の高い金利環境におい
ては、見通しを柔軟に軌道修正すること、見通しの変化に応じてポジション
を機動的に調整すること、効率的にポートフォリオに反映させることが重要
です。このような問題意識のもと、様々な金利局面においてデリバティブも
活用しながら多様な投資手法を検討、選択することでリターンの積み重ね
が可能となります。

Por tfolio Insightsでは引き続き、弊社の日本債券運用を支えるさまざま
なテーマに焦点を当てて解説させていただく予定です。

マーケットの構造的な歪みを活用した多様な戦略例

戦略例1�：�日銀の国債大量購入による貸借料の上昇で、現物よりも先物の魅力度が上昇
日銀が大量に国債購入を行った局面では、市場での国債流通量が枯渇し、その貸借料が大幅に上昇しました。この

ような局面では、現物国債の代わりに国債先物をロングしたり、国債先物をロングしてスワップをショートするなどの
投資戦略が有効となりました。

戦略例2�：�ヘッジコスト低下に伴い、ヘッジ外債に対して超長期国債の魅力度は低下
日銀のマイナス金利政策導入以降、超長期ゾーンはプラス利回り需要を背景として概ねアウトパフォームしてきまし

た。しかしながら、2020年3月以降、為替ヘッジコストの低下によってヘッジ外債の利回りが超長期国債の利回りより
も高くなったため、超長期国債の需給は軟化しています。今後はヘッジコストが再度上昇するか、日銀が超長期国債に
対する関与を強めない限り、コロナ禍以前のような超長期ゾーンのアウトパフォームは期待しにくいと考えられます。
このような局面では、超長期ゾーンのショート・ポジションが有効な投資戦略の一つとなります。

戦略例3�：�担保提供が必要という構造的な需給要因で年限が10年以下の国債の魅力度が高い
日銀の資金供給プログラムは、参加する金融機関にとって金利インセンティブが付与されるなど魅力的な内容とな

っています。ただし、同プログラムに参加するためには日銀に対して国債などの担保を提供する必要があるため、足元
の金融機関の保有国債は不足気味であり、構造的な需給改善要因となっています。また日銀のYCCについては、10年
国債利回りを0％程度とすることとの整合性、およびこれまでの指値オペの水準などを考えると、5年国債利回りは
-0.05％程度に留めざるをえないと考えられます。つまり、仮に、金利が上昇したとしても、需給要因および日銀のYCCと
いう大きな力によって10年以下の金利は低下に転じる可能性があります。こうした水準を想定したデュレーション・ロ
ング戦略も有効な投資戦略の一つとなります。

※ 上記の投資アイデアは、作成時点における運用担当者の見解を示したものであり、今後変更される場合があります。また、将来の市場環境や運用成果
等を示唆・保証するものではありません。



主なリスク（リスクは下記に限定されるものではありません）

日本債券運用は、値動きのある有価証券等に投資しますので、投資元本は保証されるものではなく、投資元本を割り込む
ことがあります。運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。

価格変動リスク 有価証券の価格は、市場における取引価格や評価価格の変動、為替相場の変動及び金利水準
の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。債券については、期限前に
償還される場合があり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク 有価証券等の発行者やデリバティブ取引の相手方の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失ったりすることがあります。

流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場
実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。

デリバティブ取引に 
関するリスク

デリバティブ取引等を行う場合、取引額は委託証拠金その他の保証金（以下「委託証拠金等」と
いいます。）の額を上回る可能性があり、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他
の指標の変動により委託証拠金等を上回る損失が生じる可能性があります。

費用・手数料等

お客様にご負担いただく運用報酬その他の手数料等（以下「手数料等」といいます。）は、お客様との契約内容や運用状況
等により異なるため、それぞれの金額や上限額、料率等をあらかじめ表示することはできません。このため、手数料等の
合計額や上限額、料率等をあらかじめ表示することはできません。

デリバティブ取引等を行う場合、委託証拠金等の額や計算方法は取引の態様や取引相手に応じて異なるため、デリバ
ティブ取引等の額の当該委託証拠金等に対する比率をあらかじめ表示することはできません。
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