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出所：シュローダー
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本日のトピック

2020年の債券アンコンストレインド戦略のパフォーマンスと傾向
～債券アンコン戦略をとりまく環境と、今後の課題～

ストラテジック・ボンド戦略の特徴

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



2020年の債券アンコン戦略のパフォーマンスと傾向



出所：シュローダー、マーサーインサイト、ブルームバーグ、JPモルガン、2020年6月
＊マーサー・インサイトにおける債券アンコン戦略のうち、運用残高が100百万米ドル以上有する各戦略月次パフォーマンスと、グローバル投資適格社債市場（ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル投資適格社債指数）、グロー
バル・ハイイールド社債市場（ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債指数）、エマージング債券（EMBIグローバル・ダイバーシファイド指数）との相関係数を算出し、相関係数を単純平均して算出
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2020年の債券アンコン戦略のパフォーマンスと傾向

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。

コロナ禍で、アンコン戦略はリスク性資産との相関係数が上昇
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クレジット（ボトムアップ）

マクロ（通貨・金利）

主な運用方法

クレジット型
・社債のセクター配分、個別銘柄選択
・オーバーレイでデュレーションリスクと通貨リスクを調整

バランス型
・リスク・ローテーションを行う
・マクロ（通貨・金利）とクレジットに分散

アルファの源泉(イメージ図)

マクロ型
・主に通貨リスクと金利リスクで収益を稼ぐ

出所：シュローダー

超過収益源泉別に採用マネジャーを定義

債券アンコン戦略における従来の運用スタイル整理

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



出所：シュローダー
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コロナ禍で露呈した債券アンコン戦略の課題

低金利環境下、収益獲得を目指すアンコン戦略は類似の資産を保有する可能性

危機時の流動性低下は、アンコン戦略の機動性を奪う可能性

危機時は、債券アンコンのマネジャー分散が一時的に機能不全に陥る可能性

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。
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出所：シュローダー

債券アンコン戦略の今後の課題

リスク性資産との相関係数を低下させる

機動的なリスク調整により、収益に安定性を持たせる

より本格的な債券利回り上昇対応を実施

今後、どのような債券アンコン戦略が求められるか？

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



ストラテジック・ボンド戦略の特徴



ストラテジック・ボンド戦略の概要
絶対収益追求型の債券運用戦略

1)  運用報酬控除前、1金利サイクルを通じたリターン、 2)  当戦略コンポジットの運用残高

投資対象 全ての債券種別・通貨

目標リターン 年率米ドル3ヵ月Libor＋4% 1)

目標推定リスク 4％

運用開始日 2004年9月30日

運用残高 1,110億円（2020年3月末現在）2)

為替ヘッジ 可能
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ポートフォリオ・デュレーション -3年 ～ +6年

国別デュレーション -6年 ～ +6年

イールドカーブ 各主要年限 -10年 ～ +10年

通貨 先進国通貨：±100％、エマージング通貨：±60％

投資適格社債（DTSベース*） -3年 ～ +12年

ハイイールド社債（DTSベース*） -3年 ～ +10年、最大組入比率：40％

戦略概要

主な内部ガイドライン

出所：シュローダー、2020年8月
＊DTS：Duration Times Spreadの略で、スプレッド・デュレーション（スプレッド変化に対する社債価格の感応度）を活用し、「スプレッド・デュレーション×（スプレッド変化幅 / スプレッド水準）」で求められる

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。
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出所：シュローダー
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ストラテジック・ボンド戦略の投資哲学

マルチセクター債券運用の投資哲学：

o グローバルに存在する投資機会をより有効に、より確実に獲得するためには、分散効果を最大限に享
受すべく、互いに独立したトレード・アイデアを数多く組み入れることが重要であり、それによって、市場
環境に左右されない、高いリスク調整後リターンを実現することができる

ポートフォリオ構築/リスク・マネジメントが成功のカギ：

o 分散：超過収益源泉（金利・通貨・クレジット）、および投資ホライズン（時間軸）の分散が必要

o テーマ型運用：グローバルなマクロ経済分析に基づき複数の投資テーマを設定する

o リスク配分とモニタリング：投資テーマ毎にリスクを配分し、損益モニタリングを日次で行う

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



出所: シュローダー2020年3月

あらゆる資産クラスをカバーするグローバルな運用チームとの情報連携を徹底

シュローダーの債券運用体制
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ニューヨーク／
フィラデルフィア
– 金利
– クレジット
– エマージング債
– ABS
– 地方債

QIF
四半期投資
フォーラム

サンパウロ／
ブエノスアイレス
– 金利
– クレジット
– エマージング債

ロンドン／チューリッヒ
– 金利
– クレジット
– 通貨
– 転換社債
– ILS

シンガポール／香港／台北／
ソウル／ジャカルタ
– 金利
– クレジット
– エマージング債
– 通貨
– 転換社債

シドニー
– 金利
– クレジット

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



債券マルチセクター・チーム
多様な専門性をもったスペシャリスト集団
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債券運用スペシャリスト
(ポートフォリオマネジャー数)

債券リサーチスペシャリスト
(リサーチ・アナリスト数)

プロダクトスペシャリスト
(プロダクト・スペシャリスト数)

クレジット 金利 エマージング債
その他*
(地方債・
ABS等)

欧州
クレジット

米国
クレジット

アジア
豪州/

エマージング
クレジット

クオンツ/戦略
/経済

ポートフォリオ
マルチセクター / 

EMD
クレジット / 
証券化

20 22 8 12 14 16 14 18 9 16 14

Paul Grainger

ヘッド・オブ・
グローバル･マルチセクター

Bob Jolly

ヘッド・オブ・
グローバルマクロ・ストラテジー

ストラテジー
アセット・アロケーション／金利／通貨／
リクイディティ・ファンド／テクニカル分析

クレジット・セクター／
銘柄選択

James Bilson

Alice Leedale

Marcus Jennings

Jean-Christophe Alario

James Ringer

Jamie Fairest

Robbie Boukhoufane

Thomas Gabbey

Edmund Weeks

George Thompson

Matt Johnson

Alix Stewart

James Macintyre-Ure

Chris Ames

Rick Rezek

Martha Metcalf

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。

*地方債, 証券化商品, 転換社債などを含む。 出所:シュローダー 2020年3月31日時点
なお、ボブ・ジョリーは2021年6月に現役引退予定となっております。2020年内はこれまで同様の同ポジションにてヘッドを担当し、2021年1-3月期はストラテジストとして、通常業務を実施しつつ、ポー
ル・グレインジャーにレポートを行います。2021年4-6月期は、顧問として同チームに所属します。



安定的な超過収益（アルファ）を追求するための規律ある運用プロセス

出所：シュローダー 2020年８月
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運用プロセス

トレード・アイデア同士の相関を把握 ダウンサイドリスクの管理トレード・アイデアごとの損益モニタリング

Correlations

経済ロードマップ
・3-5個の「投資テーマ」を設定
・フォーラム：四半期投資フォーラム（QIF）

市場ロードマップ
・センチメント、ポジショニング、複数の想定シナリオを特定
・フォーラム：日次、週次、月次ミーティング

リスク配分＆ポートフォリオ構築: 確信度に応じた機動的なリスク配分 既存ポートフォリオとのリスク相殺効果に注目

ポートフォリオ

リスク管理 & コントロール: ポートフォリオ運用プロセスの一環としてのリスク管理に加え、独立したモニタリングを行う

トレード・アイデア

1 2

3

4

市場間の相関係数組入れトレード リスク相殺効果金融/財政政策経済成長 インフレ率

四半期投資フォーラム（QIF）

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



①経済ロードマップによるコアポジションの構築
投資テーマ（2020年4-6月期）と、それぞれの投資方針
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出所：シュローダー

投資テーマ 金利戦略 通貨戦略 クレジット戦略

米ドル高を支えてきた材料の消失：
米ドル安のサポート材料の増加

米金利の相対的魅力度の消失
→高利回りのEM債の投資妙味

米ドル高トレンドの転換
→景気循環通貨上昇見込み

-

金融・財政政策は、格差を生み出す：
財政出動余地と効果は各国事情が異なる

中国利回り低下
欧州周縁国の対ドイツ利回り格差縮小

金融・財政政策の恩恵が期待される国の
通貨上昇 (対ユーロでの東欧通貨等)

-

中央銀行が果たすべき責務：
今後は、物価安定だけに留まらない

債券利回り上昇の構造的抑制 - クレジット市場に金融緩和の恩恵

岐路に立つユーロ圏の存続：
域内の結束を強めることが出来るかは、
新型コロナ対策がカギ

欧州周縁国の対ドイツ利回り格差縮小 ユーロ上昇 欧州クレジット市場に恩恵

エマージング国の二極化：
短期的な回復局面を迎える国と短中長期でファン
ダメンタルズが悪化する国が発生

一部のEM国で利下げ継続
→利回り低下

エマージング通貨内での乖離

経済成長

金融・財政政策

金融政策

経済成長

経済成長

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



②市場ロードマップによる機動的なポジション構築
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出所：シュローダー

O/W：オーバーウェイト（強気スタンス）、U/W：アンダーウェイト（弱気スタンス）

潜在リスク（2020年4-6月期）とヘッジ・トレード例

潜在リスク リスク相殺効果を持つ投資アイデア（例）

新型コロナウイルスの第二波到来：
各国政府がロックダウン解除を急ぎ、新型コロナウイルスが再度蔓延

【通貨】日本円のO/W（vs. ユーロ）

【金利】米国債のO/W

ロックダウンによる社会不安：
ロックダウンが世界中で社会不安を引き起こし、結果、政府がロックダウン解除を決断し、多数の死者が発生する

【通貨】日本円のO/W（vs. 米ドル）
【金利】米国債のO/W
【クレジット】欧州社債のO/W

サウジアラビアとロシアが大規模な原油の減産に合意：
トランプ大統領の圧力に屈する形で、両国が原油の減産に合意する

【通貨】ノルウェー・クローネのO/W（vs. ユーロ）
【通貨】ロシア・ルーブルのO/W（vs. 米ドル）
【金利】米国インフレのO/W

国債と社債の一斉格下げ：
新型コロナ蔓延による深刻な経済減速によって、企業や国の財政が悪化し、格付け機関が一成格下げを実施する

【通貨】日本円のO/W（vs. 米ドル）
【通貨】南アフリカ・ランドのU/W（vs. 米ドル）
【クレジット】投資適格社債のO/W（vs. ハイイールド社債）

新型コロナウイルスをきっかけとした米中関係の悪化：
中国の新型コロナウイルスに対する情報開示が限定的であることをトランプ大統領が非難し、米中関係が悪化する

【通貨】日本円のO/W（vs. 米ドル）

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



③リスク配分＆ポートフォリオ構築
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超過収益源泉の分散

※出所：シュローダー、ブルームバーグ、2020年8月末

様々な超過収益源泉を活用

イールドカーブ
戦略

通貨戦略

クレジット・
ベータ戦略

クレジット・
セクター戦略

レラティブ・
バリュー戦略

国別選択戦略

デュレーション
戦略

利回り曲線の形状

個別通貨の相対価値

社債セクター間の相対価値

国、地域間の相対価値

クレジット・スプレッドの方向性

個別発行体間の相対価値

金利の方向性

金
利

ク
レ
ジ
ッ
ト

通
貨

超過収益源泉戦略名

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。

アクティブ金利ポジション（2019年12月末-20年8月、デュレーション寄与度ベース）

アクティブ通貨ポジション（2019年12月末-20年8月、組入比率ベース）

アクティブ社債ポジション（2019年12月末-20年8月、組入比率ベース）
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④リスク管理＆コントロール

出所：シュローダー、2020年8月末
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アクティブなリスク管理&コントロール

– 損益管理システム（トレード毎の損益モニタリング）

– クイックリスク（投資テーマ毎のリスク配分量）

– ストレステスト（潜在リスク）

– 債券分析ツール

– シナリオ分析の強化

– カウンターパーティリスク管理

– 発注前コンプライアンス・チェック

– ポートフォリオ・コンプライアンス・チーム

– 銘柄データ管理

持続的な超過収益獲得のためのリスク管理 安定したポートフォリオ運用を行うためのリスク管理

運用チームによるリスク管理 独立したリスク管理チームによるリスク管理

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



④リスク管理＆コントロール
コロナ禍のマーケット環境を受けた今後の改善：変動性の低いアルファ獲得に向けて
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【リスク管理】

-各テーマごとのリスク・モニタリングの精緻化

-シナリオ分析およびストレステストの実施

-ストレス環境時の流動性分析をより重視

【ポートフォリオ構築の工夫】

①リスク相殺トレード：リスク相殺トレードが機能する極端な市場
環境においては、リスク相殺トレードは過度に買われる傾向がある。
今後は、幅広いリスク相殺トレードの組入れを実施するほか、危機
時における利益確定ポイントの延長を実施

②オプション取引の活用：中央銀行の大規模緩和により、特に
先進国市場においてボラティリティの低下が顕著となっている。このよ
うな環境における絶対収益型戦略においては、オプション取引の更
なる活用が有効

③流動性を考慮したポジション上限設定：危機時に流動性が低
下する特定資産クラスに関しては、ポジション上限を設ける内部モ
ニタリング・ルールを設定

Source: Schroders/Bloomberg. 
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パフォーマンス：設定来の運用実績

出所: Bloomberg、 シュローダー、 2020年8月

過去のリターン（米ドルベース、報酬控除前）

*2004年10月～2005年3月の実績
**設定日2004年9月30日

ポートフォリオ：ストラテジック・ボンド戦略代表口座

18巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。

2004年度* 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

ポートフォリオ 2.11% 7.01% 5.30% 8.97% -2.62%

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

ポートフォリオ 10.76% 8.10% 1.01% 5.97% 3.04%

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

ポートフォリオ 1.43% -2.98% 6.08% 3.40% -0.72%

2019年度
2020年度

(4-8月)

ポートフォリオ -8.37% 12.49%

設定来**

リターン（年率)
3.69%

設定来**

リスク（年率）
5.14%

1.30%

2.12%

2.39%

3.69%

0%

1%

2%

3%

4%

3年（年率） 5年（年率) 10年（年率) 設定来（年率）

ポートフォリオ



投資テーマ 投資テーマ策定の背景 トレード・アイデア（例）

三大経済圏の大規模な財政出動：
経済モメンタム維持には更なるサポートが必要

– 2020年3月以降、新型コロナ対策として米国、中国、ユーロ圏が打ち出した財政出
動は大規模なものであり、経済下支え効果があった

– 今後数か月に亘り、各国政府は財政出動の継続が見込まれ、金融市場では既にリス
ク性資産の反発を織り込んでいる。しかし、市場予想を上回る財政出動が行われない
限り、今後のリスク性資産の回復は見込めないだろう

– 各国の財政出動の規模および効果が異なるため、金利・通貨市場で、国別格差が拡
大することを予想する

【金利】米国のスティープ化(長期債利回りＵ/Ｗ)
【金利】米国ブレークイーブンのO/W
【金利】豪州のO/W(vs. 米国)
【通貨】豪ドル、加ドル、ノルウェー・クローネ、スウェーデ
ン・クローナ、東欧通貨のO/W(vs. 米ドル、ユーロ)
【通貨】EMハイイールド通貨の選別的なO/W
【クレジット】IG社債とHY社債のローテーション

中央銀行のフル・コミットメント：
低ボラ環境と緩和的な金融環境が復活

– 世界中の中央銀行が大規模な流動性を供給し、緩和的な金融環境を提供している。
今後についてもこの状況は継続することが予想され、ボラティリティは低位で推移するだ
ろう

– 中央銀行の雇用に対する責務が注目される中、緩和的な金融政策は長期に亘り継
続するだろう。金融市場ではキャリー・トレードの妙味が高まると考えられる

– 先進国における緩和的な金融環境は、エマージング諸国の中央銀行にも金融緩和を
実施する余地を提供するだろう。今後現地通貨建てエマージング債券市場は投資機
会を提供すると予想する

【金利】残存５年未満の債券のボラティリティ低下を見
込むポジション
【金利】米国ブレークイーブンのO/W
【金利】中国債券のO/W
【金利】選別的な現地通貨建てEM債券のO/W
【通貨】EM通貨(インドネシア、ロシア、メキシコ、インド)
のO/W(vs. 米ドル、ユーロ、円)
【クレジット】IG社債とHY社債のローテーション

二歩前進したユーロ圏：
財政統合への道のりは平坦ではないが、
方向性は見えつつある

– 財政負担の大きいドイツ、フランスが復興基金設立を提案し、欧州委員会が復興基
金案を発表したことは特筆すべきことであり、ユーロ圏の財政統合に向けた歴史的な一
歩といえる

– 更なる統合が進む可能性は高いとみているが、その過程では一部の加盟国からの反
対が想定され、短期的には後退も予想される

– ECBは、先んじて大規模な債券買い入れプログラムの実施を決定し、ユーロ圏の結束
を深める強い意志を示した。経済減速が深刻なイタリアは特に、ECBの積極的な金融
緩和姿勢の恩恵を受けるだろう

【金利】欧州周縁国のO/W(vs. 欧州コア国)
【金利】イタリア国債（5-7年ゾーン）のO/W
【通貨】ユーロのO/W(vs. 米ドル)

（ご参考）投資テーマの詳細
2020年7-9月期
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O/W：オーバーウェイト（強気スタンス）、U/W：アンダーウェイト（弱気スタンス）

財政政策

金融政策

経済政策

出所：シュローダー

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。



（ご参考）直近の潜在リスク
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潜在リスク リスク相殺効果を持つ投資アイデア（例）

真の財政支配：米国政府が財政赤字を大幅に拡大しつつ、中央銀行に低金利環境を強要

【金利】米国債イールドカーブのスティープ化

【金利】米国ブレークイーブンのO/W

【通貨】米ドルのU/W

先進国において財政健全化の議論が急台頭：当局者が国家財政とグローバル経済成長のバランスを意識し、財政
悪化を懸念。雇用の一時帰休制度が突如として終了し、中小企業を中心とした失業率の高止まりが発生

【金利】中国債のO/W
【クレジット】機動的な投資適格社債のU/W

米中関係が再度大幅に悪化：中国の新型コロナウイルスに対する情報開示が限定的であることをトランプ大統領が
非難し、米中関係が悪化する

【通貨】台湾ドル、韓国ウォンのU/W（vs. 米ドル）
【金利】豪州債、中国債のO/W
【通貨】豪ドルのU/W

債券投資自警団の登場：債券投資家が、国債の大量発行による国の利払い能力を懸念視し、債券市場に対して
大規模な弱気に転ずる

【金利】米国債イールドカーブのスティープ化

新型コロナウイルスのワクチン開発による金融緩和の終了：ワクチン開発に合わせ、経済が以前と同じ状況に戻り
始める中、中央銀行が金融緩和策からの出口戦略を模索する

【金利】米国デュレーションのU/W
【通貨】EM HY通貨のO/W（vs. 米ドル）

出所：シュローダー

O/W：オーバーウェイト（強気スタンス）、U/W：アンダーウェイト（弱気スタンス）

2020年7-9月期

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。
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出所：シュローダー

本日のまとめ

リスク性資産との相関係数を低下させる

機動的なリスク調整により、収益により安定性も持たせる

より本格的な債券利回り上昇対応を実施

アンコン戦略の課題に対する、ストラテジック・ボンド戦略のソリューション

巻末の【重要なお知らせ】を必ずご確認ください。

➡投資テーマ型の運用を実施し、7種類の超過収益源泉を活用し、市場との相関を低下させる

➡潜在リスクの活用に加え、オプションの活用を積極化し、ポスト・コロナの環境に対応

➡ガイドラインにおけるデュレーションの柔軟性を確保



重要なお知らせ

⚫ 本資料は、情報提供を目的としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成したものです。弊社あるいはシュローダー・グループが提供できる運用戦略をご紹介することを目的として
おり、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありません。弊社はお客様との投資一任契約の締結という形態にて機関投資家のお客様に運用戦略をご提供させて頂きます。本資料において特
定のファンドについて言及している場合は、弊社が当該ファンドについて設定・運用・販売等その運営に関する一切の行為を行うものでなく、弊社がお客様と投資一任契約を締結した際に、投資判断者がその運用指図により投
資を行う可能性のある運用対象の一つです。

⚫ 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀
損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。

⚫ 本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。

⚫ 本資料に記載された特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。

⚫ 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将
来予告なく変更する場合があります。

⚫ 本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また当該銘柄の株価の上昇または下落等を示唆するも
のでもありません。

⚫ 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。こ
れらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュロ
ーダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。

⚫ 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに
関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。

⚫ MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明示的・黙示的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかなる有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配
布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなるMSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行うこと（又は行わないこと）の推奨の根拠として提供される
ものではなく、また、そのようなものとして依拠されるべきものでもありません。

⚫ シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。

⚫ 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。

投資一任契約に関する重要事項

⚫ 本資料に記載されている特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を実現する際に投資一任契約口座にて投資対象となりうる有価証券を例示することを目的としたものであって、弊社が当該ファンドの
募集その他勧誘を目的としたものではありません。ご契約に際しては、必ず契約締結前書面をご熟読ください。
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流動性の下で取引が行えない市場流動性リスク、及び株式やその他の有価証券の発行体の信用リスク等の影響を受けます。また、外貨建ての資産は、為替変動リスクの影響も受けます。また、デリバティブ取引を利用する場
合、取引開始時に差し入れた証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。また証拠金の額や算出方法は取引の内容等により異なるため、取引の額の当該証拠金の額に対する比率は表示することができません。従っ
て、これらの影響により組入れ資産の価格が変動して損失を生じ、投資元本を毀損する可能性があります。受託資産の運用によって生じた損益はすべてお客様に帰属します。
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