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市場参加者は常に、米国や欧州の市場で指摘される高い連動

性の枠外にある資産クラスを用いた取引機会を模索してい

る。その意味では、アジア太平洋地域の経済環境を背景とし

ていることから、豪債先物には、そうした機会を提供できる

余地がある。豪州は、製造業を主体としたアジア経済に素材

を提供する国であり、アジアの製造業は米国の製造業の主要

なエンジンとしての役割を果たしている。従って、こうした

経済的なリンクを背景に、豪債と米国債、商品などの資産ク

ラスで、ある程度の連動性があるのは当然と言える。ただ、

ヘッジ手法を流動的に用いることで、豪州やアジアの経済に

独特な要素など、非連動的な要因を選好することが可能であ

るのと同時に、仕掛け／仕切りのタイミングを戦略化し、純

粋なパッシブ運用に比べ、効率係数（シャープレシオ）を格

段に向上させることが可能なのである。

このレポートでは、他市場の影響を最小限にした上で、豪

債先物の収益を実現する手法を紹介する。また、水準やタ

イミングなどで仕掛けを最適化する方法を示し、現在の市

場環境に存在する取引機会を具体的に紹介する。以下に掲

載した一連のチャートでは、経常赤字に連動性の集中が見

られる。この事実はまた、過去15年間の豪債の利回りにつ

いて、その3分の1から5分の1を説明してしまうものでもあ

る。連動率では次にGDP（国内総生産）、そして、間を置い

て、CPI（消費者物価指数）の10%以下が続く。財政に関す

るデータについては、連動性がほとんど見受けられない。

要するに、伝統的な債券利回りの影響要因である発行条件

やインフレ率は、あまり大きく影響していないのである。

代わって、経済活動に影響を与える経常赤字が、重要性を

負っている。ここに掲載したチャートでは、比較を容易に

するため、経常収支の数値を上下反対にしてある。債券利

回りの上昇は、経常収支の赤字額の増加方向に呼応してい

るのである。

このレポートで考慮されている変数で、経常収支が唯一、50%

以上の連動性を示している。実際、（このレポートには掲載

していないが）多変数回帰を用いた検証でも、検討した8つの

変数全てに対して50%以上を示すなど、経常収支は高い連動性

を持つ。ただ、こうした変数は直接的な取引対象ではないた

め、ここでは検証要素としての扱いに留めておく。

マクロのリスク
最初に、豪州と米国のマクロ経済要素と豪債の連動性を確認
する: 

http://www.cmegroup.com/ja/
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市場リスクの連動性

基本的な統計経済学上の連動性を簡単に確認したところで、ここ

から本レポートの中核的な分析部分に入っていく。露出リスクを

最大化する目的の下で、豪債利回りにおける市場リスクを個別に

抽出する、という作業である。ここでは、米国債利回り、豪ドル／

米ドルの為替レート、商品市場での銅、金、原油、鉄鉱石、石炭の

価格、S&P500種株価指数、中国株式市場など、豪州経済に影響を

与え得る9つの要因を考慮する。こうした要因のほとんどは、掲載

したチャートにある様に、先物価格で表記されている。考慮要因

（ヘッジ・バスケット）に豪州株式市場が採用されていないのは、

豪州経済に関するリスクの露出を最大化するのが、今回の目的だ

からである。

最初に、豪10年債とそれに相当する米国債の利回りを見ていく：

両者の利回り格差は、縮小傾向となっているのが分かる。この傾

向は、日中や月間などの時間軸でも顕著である。換言すれば、米

国債に直接投資している豪州の投資家などを通じて、米国債の市

場リスクの大部分が豪債に持ち込まれているのである。そして、次

のチャートでは、今後数年の米国GDPが2.5%から3%で推移するとい

う（楽観的な）予想と、年間インフレ率は高まったとしても2%、実

際にはそれ以下、である状況を想定した上で、米国10年債とそれぞ

れの市場の連動率を試算した結果である。ここでの結果として

は、今後数年における収益で、年間5%を超える水準を期待するこ

とはできない、ということなる。

豪債が最大の連動性を示しているのは、米国債市場や基本的な

（特に原油価格）商品市場となっている。一方で、通貨や株式な

どの市場との連動性は一様に低い。豪州経済に対するリスク露出

を最大化するのが目的ならば、XM1（豪債先物期近限月）を取引す

る際に、連動性が低いこれらの市場におけるリスク露出の増大は

避けるべき、ということになる。「回帰ヘッジ」は、比率（レシオ）

に基づいて、特定資産とそれに対応する別個の資産の差異を最

小化する手法である。共通要素（連動要素）を使って、特定資産

クラスに固有のリスク要素だけを残すことを目的とした方法であ

る。ここで、この手法を使い、今回の検証要素に対するヘッジ・レ

シオを確定し、残差収益率（回帰ヘッジによるスプレッド比率を

用いた結果）のボラティリティーを検討する。
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当然ながら、連動性が一番高かった資産クラスをヘッジとして用

いた場合、ボラティリティーが最も低下する。ヘッジ・レシオは、以

下の様になっている：

 以下では更に、豪債／1単位の買いに対して米国債／0.68単位を売

り、ヘッジした場合を検証している：

 上のチャートでは、豪債単体のポジション（黒線）に比べて、ヘッ

ジ・ポジション（オレンジ線）は明確に低ベータとなっている。同等

のボラティリティーを許容するのであれば、このヘッジ手法を背景

に、豪債のポジションを22%ほど引き上げることが可能となる。XM1

（豪債先物期近限月）におけるDV01を1単位購入するのに対して、

同0.68単位をTY1（米国10年債先物期近限月）で売る、ということで

ある。

ヘッジ効率の改善要因
前述の方法で、豪10年債に対する純粋な露出を最適化すること

が可能になる。長期投資などにおいて、これは通常、有効な手法

となる。一方で、取引頻度が高い投資家にとって、この事実はあま

り意味をもたない。実際、この例では、米国債に起因するVaR（予

想最大損失額）を低下させたものの、ヘッジを仕掛けるタイミング

に関する指標は得られていない。前出のチャートについても、2つ

の線はトレンド傾向を示し、平均への回帰傾向を示すと言うより

も、（一方は最適化されているにも関わらず）両線は同様の形状

を描いている。ただ、トレンド傾向を示すことは、必ずしも悪材料

ではない。マクロの材料で取引する市場参加者は、こうしたトレン

ド性を求めているのである。ただ、平均への回帰で示される、そ

の後の市場展開を予測させる様な示唆は、ここでは得られない。

一方で、変数をより多く用いる回帰手法を使うことで、平均への回

帰の示唆を得ることが可能となる。

こうした系列回帰は収益性を考慮したものではないが、全体を見

た場合、乖離を最小化する効果がある。従って、収益性のボラティ

リティーの最小化に（前述ほど効果的ではないにしろ）ある程度

の成果をもたらすものの、各変数のトレンドの類似性に影響され

る。この違いを認識するには、「連動」と「複合」をインターネット

で検索してみるのも一考である。典型的で分かり易い「複合」の説

明には、例えば「泥酔者と彼の飼い犬」がある。ランダムな歩みを

進める両者は、短期的に乖離（非連動）幅を広げるが、必然的に

同じ場所へと回帰する（長期的には、両者の歩みには類似性が生

じる）。以下のチャートは、3つのヘッジ変数に対して徹底的なデ

ータ分析を実行した例である：
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上記の系列では、4年超の期間において、データは2標準偏差以内

にほとんど収まっており（定常）、ほぼ完璧に平均への回帰が示さ

れている。また、定期的に発生する非常に収益性の高い突出が、

系列の中でも見分けやすくなっている。ここでは、ベーシスポイン

トが+30、または‐30を超えた場合、平均へ回帰する確率が高いと

言うことが出来る。ただ、この事実は、明らかにヘッジを複雑化す

る要因ともなる。例えば、豪10年債における100米ドル（ここでは、

ベーシスポイントをパーセンテージに変換して用いる）に相当する

DV01（XM1‐2.69単位）に対して、同1.234米ドル相当を米国10年債で

（TY1 – 2.70単位）、ポイント当たり0.0090米ドル相当分を鉄鉱石

で（TIO1 – 53.9単位）、同0.0151米ドル相当を石炭で（COA1 – 52

単位）、それぞれ売らなくてはならない。現在、ヘッジ系列が＋16

ベーシスポイントとなっている状況では、豪10年債先物は他の3つ

の資産クラスに比べて割安と言える状況であり、更に上昇する可能

性に対して、下落する可能性はその3倍となっている。もちろん、こ

れは過去のパターンが継続するという前提での可能性であり、系

列が正規分布を示していることから、実際には、下落の可能性が3

倍あるという解釈には至らない。過去データが示す現実的な可能

性は、2対1程度である。ただ、それでも、充分に有益な情報ではあ

る。豪10年債は現状で既に割高となっているものの、＋30ベーシス

ポイントに接近するまでは、平均への回帰が強く促される水準に

至らないのである。

ここで用いられた3つの変数（米国10年債、石炭、鉄鉱石）の必然

性についても、重要なので説明しておきたい。今回の検証では、1

次、2次、3次変数までの回帰を組み合わせ、最良の組み合わせを

選択した。通常、こうした検証には、スプレッド・シート（チャート

参照）ではなく、コンピューター・プログラムが用いられる。スプレ

ッド・シートは、課題に対する答えを効率的に提供してくれるもの

の、問題の次元の捉え方が限定的だからである。その意味で、2

次元的なパラダイムに限定されないコンピューター・プログラムで

は、より深淵な分析が可能となる。

追補1：回帰ヘッジ・レシオの計算方法
回帰ヘッジの原則は、チャート上に2本の系列が示されていた場

合、両者の縦軸における乖離を平均として最小化することである

（ただ、ここで問題を複雑化させるのは、「乖離」とは実際には距

離の二乗だということである。従って、重要なのは乖離している「

点」、と言うことになる）。一方の資産クラスを売り、もう一方を買う

ことで、投資家はそれぞれのP&L（損益）最小化を可能にする。

1次変数の回帰はマイクロソフトのExcelにあるSLOPE機能を使うこ

とで、また、このレポートで扱った様な複次変数の回帰はLINEST

機能を使うことで、それぞれ比較的簡単に検証することが出来

る。SLOPEでは、特定資産クラス（依存資産）の1単位に対する回帰

ヘッジ・レシオが算出される。ただ、このソフトでは、その資産に適

用される特別な尺度を含めて、利回りと価格などが区別されるこ

とはないので、注意を要する。取引に際しては、2系列の資産にお

ける取引単位毎の米ドル相当のリスクと、回帰ヘッジに用いられて

いる単位との間で、整合性が保たれていることを確認する必要が

ある。LINESTについては、複数のスロープ（ヘッジ・レシオ）に加え

て、ダイアグノスティックスも提供されるため、アウトプットはより複

雑になる。ただ、ここでも、1つの変数を他の変数と組み合わせるこ

とでヘッジする、という検証の目的に変わりはない。

以下は、LINESを使って、豪10年債のヘッジを米国10年債券、鉄鉱

石、石炭の組み合わせで検証した例である。このスプレッド・シー

トをご希望の方は thomas.browne@itcmarkets.com までご一報頂

きたい：
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このスプレッド・シートは、米国10年債先物、鉄鉱石先物、そして石

炭先物に対して適切な加重処理を行い、豪10年債先物と正確に連

動する資産クラスとして多変数回帰を検証したものであることに留

意してほしい。時間の経過と共に加重比率が変化しないとも限らな

いことから、（スタート時点では適切であるものの）このレポートで

示した回帰戦略を盲目的に実行する前に、データを徐々に移動さ

せていく（Rolling Window）回帰分析法や複次的な検証法など、よ

り高度な手法も参考にするべきである。ただ、ここまでの検証で、ト

レンドよりも（比較的小さな）乖離が形成されるスピードが速いの

は明確であることから、こうした場合には、トレンド変化が発生し

た場合であっても、P&Lはプラスであると考えられる。この取引戦略

で重要なのは、保守的に収益を確保すること（例えばそれは、平均

まで完全に回帰するのを待つのではなく、「頭と尻尾は相場にくれ

てやる」というスタンス）であり、取引頻度を高めることである。

更に、Excelでは、既に特定された系列におけるヘッジ・レシオを

探し出すことが出来る。ここで取り上げた例では、当初の段階で、

どの系列の組み合わせが最もヘッジに適切かを割り出すための大

規模な検証が行われたことを前提にしている。前述の様に、こうし

た種類の分析では、概してスプレッド・シートは不十分であり、コン

ピューター・プログラムの登場となる。必要なのは、インプットされ

た複数の対象から、最適な対象を選択するプログラムである。この

レポートでは、R言語の「leaps」と名付けられたライブラリーにある

「regsubsets」という機能を用いた。これは、徹底的な回帰検索を

実行する機能である。著者の経験では、Python、Matlab、Scala、C

言語やその他のプログラム言語にも、同様の機能がある。こうし

たテクニックをご自身の日々の取引に取り入れたいとお考えの方

は、thomas.browne@itcmarkets.comまでご一報頂きたい。

追補2：　米国10年債先物と豪10年債先物の基本的な 
背景情報
CMEに上場されている米国10年債先物（価格ベース、32分の1刻

み、利回り低下は残存期間を加速的に長期化させることから、債

券価格は加速的に上昇する）。最終決済は現物決済。引き渡し対

象は受渡最割安銘柄。

ASXに上場されている豪10年債先物（100－利回りで取引される、

利回りベース、利回り低下で債券価格は上昇するが、ティック・バリ

ューも上昇する）。最終決済は差金決済。

両先物は、それぞれの国の通貨建てとなっている。従って、累積

P&Lは豪ドル／米ドルの為替レートへのリスクを高めることになる。

追補3：　豪10年債と米国10年債のスプレッドにおける 
長期的傾向
ここまで述べてきたことの1つに、ヘッジ・レシオの継続性がある。

下のチャートでは、各レシオの過去11年における推移を異なる色の

点で示し、回帰の水準を線で示してある。前述した3次元の変数ヘ

ッジに対して、ここでは（米国10年債先物に対してのみの）単変数と

なっている。

回帰線の傾斜（ヘッジ・レシオ）には、変動が多くあるのが分か

る。ただ、ここまで論じてきた様に、回帰が継続的に発生する限り

において、結局は回帰することになる平均からの乖離は、投資家が

比較的早期に（平均から1.25偏差をお勧めしておきたい）利益を確

定する前提では、P&Lを保護する効果が期待できる。回帰ヘッジが

機能しない唯一のシナリオは、相場危機が生じている状況である。

こうした場合、資産クラス間の連動性は完全に崩壊し、回帰線はフ

ラットな直線となる。イベントを背景としたパラダイム変換となるこ

うした市場環境では、多くの場合10台に達するなど（市場の崩壊を

反映して）ｚ値は高い数値を記録する。その後、（4偏差以上になっ

ているなど）市場の正規分布も崩壊しているなら、賢明な投資家は

損切りしてポジションを閉じる。注文執行の際のスリッページを考

慮しても、こうした場合の損失は、通常収益の数か月分程度に抑え

ることが出来る。これに関する詳細ば検証結果については、著者に

ご一報頂きたい。
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追補4：　豪州と米国の10年債スプレッドに対する雇用統計
の影響度
分析の完成度という観点から、豪10年債先物に対する米雇用統計

の影響度合い、特にこの統計が事前の市場予想と大きく異なって

いた場合を検証した。以下では、過去10年間のNFP（非農業部門雇

用件数）について、事前予想と実際の発表値の差異をチャート化し

たものある。

以下では、市場にとってはサプライズの度合となる両者の差異を回

帰分析し、豪10年債と米国10年債の統計発表日の初値ベースと終

値ベースのスプレッドと比較している：

In Touch Capital Markets Ltd〈ITCマーケッツ〉は、債券・固定金利市場のマーケット情報と研修サービスを機関レベルで提供している。

ロンドン: +44 (0)20 8879 1234 ｜ ニューヨーク: +1 212 878 6685 - www.itcmarkets.com

免責
このレポートは情報の提供を目的としたものであり、取引の勧誘や金融商品の売買を推奨するものではない。また、ここに掲載された情報について、In Touch Capital Markets Ltd〈ITCマーケッツ〉は
その正確さや完全性を保証するものではない。ここに掲載された情報に誤りや欠落があった場合であっても、またこの情報を使用したことで発生した商業的な損失、収益、または直接的、間接的、偶発的
な損害に対して、このレポートの発信者やITCマーケッツは、をその責を負うものではない。



InTouch Capital Markets provides institutional level market information and training services for the fixed income & rates markets

London: +44 (0)20 8879 1234  l  New York: +1 212  878 6685  -  www.itcmarkets.com

This document and materials within are for informational purposes only. Its purpose is not to solicit, offer or facilitate a decision to buy or sell any financial instrument. In Touch Capital Markets Ltd does not warrant 
the accuracy or completeness of this information. No liability is accepted by it or the sender for any error or omission, nor for any loss of business, profits or any indirect, direct or incidental damages arising from the 
use of this information.


