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債券投資の課題と投資対象の多様化について
前回までの 2 回のレポート（
『特勘☆NEWS』
）では、債券投資についての基本的な考え方と、日本からの
為替ヘッジ外債投資についてご紹介いたしました。今回は、債券ベンチマーク運用の課題を確認した上で、ベ
ンチマークに拘らない債券運用の可能性（投資対象の多様化）についてご紹介します。
まず、第１章では債券ベンチマーク運用についての課題を確認します。第２・３章では、債券種別や投資対
象国を広げた場合のリスクリターン効率への影響・効果について確認します。
１．内外債券投資におけるベンチマーク運用の課題
（1）国内債券運用の課題
長年、国内債券は、企業年金にとって主要な投資対象でしたが、超低金利環境の中（図表１参照）、収益性
が低下しています。国内債券運用のベンチマークには、NOMURA-BPI 総合インデックスが多く使用されますが、
当該インデックスは時価総額加重インデックスのため、時価総額に占めるウェイトが高いものの相対利回りが
低い国債が主な投資対象であり、日銀によるマイナス金利政策の影響でマイナス利回りの債券も含まれている
という課題が顕在化しています。2018 年 8 月末時点で、NOMURA-BPI 総合インデックスの約 8 割に日本国債が
組み込まれており、そのうちおよそ半数がマイナス利回りとなっています。また、国債の発行年限長期化やク
ーポン水準の大幅低下に伴うインデックスのデュレーション長期化も課題となっています。
図表 2 の通り、NOMURA-BPI 総合インデックスのデュレーションは 2003 年 3 月末では約 5 年でしたが、2018
年 3 月末時点には約 9 年となっており、この 15 年間でデュレーションは 2 倍近くまで長期化しました。デュ
レーション 5 年の債券は利回りが 1％上昇すると債券価格は 5％下落しますが、デュレーション 9 年の債券は
利回りが 1％上昇すると債券価格が 9％下落します。すなわち、デュレーションが 2 倍になるということは、
債券（インデックス）の価格変動リスクが 2 倍になることを意味します。一般的に、国内債券は安全性資産と
位置づけられますが、超低金利の進行により、2018 年 8 月末現在、NOMURA-BPI 総合インデックスの複利利回
りはわずか 0.18％と極めて収益性は低く、米国を中心とした金利反転という環境変化を鑑みると、安全性資
産としての位置づけにも疑問符がついています。
（図表 1）日本国債利回り推移

（図表 2）国内債券インデックスのデュレーション推移
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（2）為替ヘッジ外債運用の課題
為替ヘッジ外債運用は、外債投資（為替オープン外債）における為替リスクを排除した運用手法で、国内では 2000
年代半ばから国内債券代替手段として脚光を浴びてきました。銀行や生損保等の機関投資家に加え、国内年金でも
採用が進みましたが、為替ヘッジコストの上昇等の課題も見えてきました。ベンチマークには、FTSE 世界国債インデッ
クスの FTSE-WGBI（日本除く、円ヘッジ・円ベース）（以下、「FTSE-WGBI」）が多くの年金で採用されています。
投資対象は先進国国債（投資適格債）のみで、各国の国債発行量に応じて各国債券の組入れ比率が決まります。
従って、FTSE-WGBI は、GDP 対比で債務残高が多く、格付けが低いイタリアのような国債が相対的に多く組み入れら
れる傾向にあります。 また、利上げ局面入りしている米国を例に取ると、短期金利上昇により為替ヘッジコストが大幅
に上昇し、為替ヘッジコスト控除後の米国債利回りは他国に比べ魅力的とは言えない水準にあります。
図表 3 は FTSE-WGBI の組入れ構成国比率をグラフにしたものですが、 （図表 3）FTSE-WGBI 国別構成比
財 政懸 念の大きい イタリア 国 債が相対 的に多く 組み 入れ られて お り
（10.0％）、利上げ局面にある米国債も高い比率（41.9％）で組み入れられ
ています。
一方、図表 4 は、2018 年 3 月時点における現地通貨ベースでの国債利
回り、為替ヘッジコスト控除後の利回りを比較したグラフです。現地通貨ベ
ースでは利上げ局面入りしている米国の利回り水準が最も高くなっていま
すが、為替ヘッジコストを控除した利回りではスウェーデンやデンマーク、
ドイツが相対的に高くなっています。ちなみに、これらの欧州各国では短
期金利がマイナスとなっており、日本の短期金利よりもマイナス幅が大きい

※2018 年 3 月末時点

ことからヘッジコストはマイナス（ヘッジすることで収益が増加する）となっています。一般的に、デフォルトリスクのない
債券投資の世界では、利回りの高い債券が有利といえますが、為替ヘッジ外債においては為替ヘッジを考慮した上で
の利回り比較が重要と言えます。
このように利上げ局面にある国への為替ヘッジ外債投資では為替ヘッジコストを勘案することが重要なポイントの１
つとなりますが、利上げ局面の初期から中期段階においては国債利回りについても上昇過程にあるケースが多いこと
にも留意が必要です。また財政懸念がある国債については、他国国債との金利差が一時的に広がることもあります（図
表 5）。
金利の局面判断にも依りますが、前述した時価総額加重インデックス運用においては、投資魅力の低い債券や信
用リスクのある債券への投資を部分的かつ一時的に行う可能性をはらんでいる事が課題と考えられます。
（図表 4）10 年国債利回りとヘッジコスト

（図表 5）イタリア 10 年国債の対独スプレッド推移

控除後の 10 年国債利回り

利回りとヘッジコスト控除後の 10 年国債利回り

※2018 年 3 月末時点
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２．内外債券一体インデックスの考え方
上記で国内債券とヘッジ外債に分けて、ベンチマーク運用の特性を挙げましたが、内外債券を一体化したグローバ
ル債券（＝国内債券＋為替ヘッジ外債）という捉え方も可能です。この中で代表的なベンチマークは、前述した
FTSE-WGBI に日本を含んだものと、国債、政府関連債、社債、資産担保証券から構成されるブルームバーグ・バー
クレイズ・グローバル総合インデックス（円ヘッジ・円ベース）の 2 つがあります。
（図表 6）FTSE とバークレイズインデックス推移1

FTSE-WGBI とバークレイズ（以下 BBG 総合）のリスク対比リターンを比べると、BBG 総合の方が運用効率が高いこと
を確認できます。BBG 総合の特徴は以下の通りで、国債のみを投資対象とする FTSE-WGBI よりも様々な債券種
別に投資していることが確認されます。
（１）債券種別の特徴
FTSE-WGBI の投資対象が国債のみなのに対し、BBG 総合は、国債 54％、政府関連債 12％、社債 19％、
資産担保証券 15％と、組入れ債券の種別が多岐に渡っています。
（図表 7 参照）
また、FTSE-WGBI と比較し、組み入れ構成国数、時価総額、銘柄数が大きくなっています。
（図表 8 参照）
（図表 7）BBG 総合の債券種別構成比
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（図表 8）BBG 総合と FTSE-WGBI の比較
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※2018 年 3 月末

資産担保証券
※2018 年 3 月末

1

FTSE-WGBI：FTSE-WGBI（日本含む、円ヘッジ・円ベース）、バークレイズインデックス：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合
（日本含む、円ヘッジ・円ベース）。測定期間：2003/4～2018/3。リスク値は月次リターンの標準偏差（年率換算後）。
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（２）政府関連債
BBG 総合に含まれる政府関連債券は、47％がエージェンシー債、24％が地方債、10％が他国通貨建て国債、
19％が国際機関債が占めています。
（2018 年 3 月末時点）
政府関連債の約半分を占めるエージェンシー債とは、一般的に政府系機関の発行する債券を指し、米国に
おいては連邦住宅抵当金庫のファニーメイや連邦住宅抵当貸付公社のフレディマック等が主な発行体とし
て挙げられます。政府による直接的な保証は付いていないものの、国債に準じる高格付に特徴があります。
地方債は、州、郡、市等の地方自治体が発行する債券で、一般財源の補完として発行される債券のほか、
インフラ整備のための資金調達手段（いわゆる、レベニュー債）として発行されること債券等が含まれま
す。
（３）社債
BBG 総合に含まれる社債の国別の構成比を確認すると、米国は 56％で時価総額は 50,609 億 US ドル、欧
州は 37.8％で時価総額は 35,711 億 US ドルであり、米国と欧州の社債がインデックス構成銘柄の大半を占
める点に特徴があります。また、BBG 総合の社債の組み入れ基準は、BBB 格以上であり、実際の格付別構成
割合は、図表 10 の通りです。
（図表 9）BBG 総合社債の国別構成比
日本：3%
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（図表 10）BBG 総合社債の格付別構成比
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一般に投資家は、社債の利回りには国債利回りに対するプラスのスプレッドを求めますが、BBG 総合に
含まれる社債の平均 OAS（対国債の利回り差）はリーマンショック後は低下傾向にあり、2018 年 3 月末時
点で 1.07％となっています。
（４）資産担保証券
資産担保証券とは、各種資産の信用力やキャッシュフローを裏付け（担保）として発行される債券の総称
であり、MBS（Mortgage Backed Security）は住宅ローン、ABS（Asset Backed Security）は主に消費者向け
ローン（自動車ローン債権やカード債権等）、CMBS は商業用不動産、工場等に対するローンを裏付けとし
て発行される債券を指します。カバードボンドは、信用力の高い住宅ローンや公共部門向けの債権等を担
保として発行する債券で、発行体は大半が金融機関になります。
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資産担保証券の多くを占めるエージェンシーMBS は、MBS のうち、政府または政府関連機関が元利金の
支払いを保証した債券を指し、米国における主な発行体は、ファニーメイ、フレディマック、ジニーメイ
であり、それらの発行体の信用力は高いとされます。
（図表 11）資産担保証券の内訳構成比
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※2018 年 3 月末

３.債券種別拡張と投資対象国拡張の効果
これまで、国債以外の債券種別について概観しましたが、投資対象国を拡張することによりリスクリター
ン効率が向上する可能性も考えられます。
ここで、上記２つの観点で、BBG 総合に含まれる US 国債・US 政府関連債・US 社債・USMBS 及び JP モ
ルガンの算出するドル建の新興国国債インデックス（EMBI+）の各リターンにおけるの相関係数を算出する
と、図表 12 の通りとなります。この中では US 国債と US 社債との相関、US 国債と EMBI+の相関が相対的
に低く、債券種別・投資対象国拡張による分散効果が期待されます。
（図表 12）債券種別ごと2の相関係数3
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使用している指数は以下の通りとなります。
バークレイズ US 国債：ブルームバーグ・バークレイズ US 国債、バークレイズ US 政府関連債：ブルームバーグ・バークレイ
ズ US 総合（政府関連）、バークレイズ US 社債：ブルームバーグ・バークレイズ US 社債、バークレイズ USＭＢＳ：ブルームバ
ーグ・バークレイズ USMBS、EMBI+：J.P.モルガン EMBI プラス
相関係数は、測定期間 2003 年 4 月～2018 年 3 月における月次リターンにより算出。
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上記のうち、US 国債との相関が相対的に低いバークレイズ US 社債・EMBI+と US 国債とのスプレッドは
以下の通りの推移となっており、債券投資の根幹であるインカム収益の水準が高いことが確認できます。
（図表 13）バークレイズ US 社債・EMBI+と米国国債との利回り格差
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また、バークレイズ US 国債、バークレイズ US 社債、EMBI+の円ヘッジベースの実際の収益率は以下の
通りとなっており、US 社債と EMBI+の投資効率の高さが確認できます。
（図表 14）US 国債・US 社債・新興国国債インデックス（為替ヘッジ）の収益率4
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４．最後に
本レポートでは、日本の企業年金に多く使用される債券ベンチマーク運用の課題認識から始まり、債券種
別や投資対象国を広げる効果について概観しました。
日銀の異次元金融緩和による国内金利の低位推移の長期化や為替ヘッジコスト上昇等により、これまでの
4

使用している指数は以下の通りとなります。
バークレイズ US 国債：ブルームバーグ・バークレイズ US 国債、バークレイズ US 社債：ブルームバーグ・バークレイズ US 社債、EMBI+：
J.P.モルガン EMBI プラス、為替ヘッジコストは当社にて算出しています。測定期間：2003/4～2018/8.リスク値は月次リターンの標準偏
差（年率換算後）。
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国内債券や為替ヘッジ外債のパッシブ運用は多くの問題を抱えているのが現状です。
2016 年 1 月より運用を開始した当社の債券総合口は、一般的な債券運用のベンチマークに投資効率を考慮
し、投資対象を先進国国債のみから、投資適格級の社債、新興国国債に投資対象を広げ、為替はヘッジして
います。また、債券総合口は、期待インカムや為替ヘッジコスト等も考慮した上で投資効率の高いポートフ
ォリオを構築しています。
現在の債券運用では、投資対象・格付け制限等の制約を外した運用も出てきていますが、当社の債券総合
口は従来の債券運用のステップアップという形で、お客さまの債券運用の課題を少なからずカバーできるも
のと考えています。
以 上
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●本レポートは、第一生命保険株式会社がマーケット情報をご紹介する目的で作成したものであり、特定の金融商
品を勧誘するものではありません。お申込にあたっては、「ご契約のしおり」をご覧願います。●特別勘定特約は、一
般勘定（主契約）の責任準備金（保険料積立金）の一部を特別勘定で運用し、この運用実績を直接、責任準備金（保
険料積立金）に反映させる仕組みの商品です。●特別勘定は、国内外の公社債、株式等を運用対象とするため、「
株価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価値の下落」等といった投資対象資産の
価格下落リスクは責任準備金（保険料積立金）の下落要因となります。資産運用の結果は、その損失も含めてご契
約者に帰属します。●経済情勢や運用成果のいかんにより高い収益を期待できる反面、元本（特別勘定に投入され
た保険料の合計額）の保証はなく、運用実績が元本を下回ることがあり、損失を生じる可能性があります。●特別勘
定における資産運用の成果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者がご契約者に何らか
の補償、補填をすることはありません。●特別勘定での運用にあたっては、ご契約者が特別勘定の特徴を十分理解
した上で、ご契約者の判断と責任において行わなければなりません。●債券総合口に係る手数料（付加保険料）は
時価平均残高に応じて経過責任準備金の最大 0.59％（消費税別）となります。●その他、投資信託に係る信託報酬
を運用費用の一部として間接的にご負担いただく場合がありますが、運用会社や投資対象資産によって手数料率が
異なる等の理由から、計算方法を表示しておりません。

一般勘定（主契約）の手数料等について
●ご契約の管理・運営にともなう費用として徴収させていただくご契約の一般勘定部分の保険事務費（固有の保険事
務費）は、一般勘定部分（有期利率保証特約部分を除く）の責任準備金に比例し、所定のランクごとの経過責任準備
金（確定給付企業年金保険・新企業年金保険（Ⅱ）の場合は月始元本平均残高、厚生年金基金保険（Ⅱ）の場合は
月央元本平均残高）にこれに対応する率（上限：0.575％、下限：0.150％）を乗じた金額の合計額となります。●保険
事務費のうち、業務委託の保険事務費につきましては、個別に業務委託契約を締結する際にご説明させていただき
ます。●「市中金利に応じた解約調整金等の計算に関する特則」にかかる追加の手数料はありません。●消費税は
別途申し受けます。●上記の手数料には、年金数理人費、その他の各種計算サービスは含まれておりません。●詳
細につきましては、「ご契約のしおり」、「約款」をお読みください。

第一生命保険株式会社
東京都千代田区有楽町１－１３－１
電話 ０３（３２１６）１２１１（大代表）
ホームページアドレス http://www.dai-ichi-life.co.jp/

(登)C18S7070（2018.10.16）
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