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米国債のイールドカーブ（利回り曲線）の形状

が変化すると、ポートフォリオには、壊滅的な

打撃となるかもしれません。しかし、米国債 

先物には、より高いリターンを求める人に 

とって、魅力的な機会となるかもしれません。 

 

 

自己勘定のトレーダーやポートフォリオのマネジャーは、 

米国債のイールドカーブの形状変化が固定金利のポートフォ

リオに逆風となることは、よく理解していると思います。 

ただ、こうしたイールドカーブの変化が予測されるのであれ

ば、米国債先物を利用してリスク管理と成績向上の両方を 

実現する取引戦略をいろいろと立ててみるのはいかがでしょ

うか。 

 

米国債先物市場には優れた流動性があります。それは、自分

の金利観を割安な執行コストで即座に相場に反映できること

です。そして同じぐらい重要なことがあります。それは、 

イールドカーブの見通しが変わったら、仕掛けたときと同様

の費用対効果と容易さで取引を手仕舞えることです。 

イールドカーブ取引を構築する 

 

イールドカーブ取引を考案するとき、米国債のイールド

カーブが利回り（金利）で論じられ、米国債先物取引が

価格で論じられることを前もって理解しておく必要があ

ります。そしてイールドカーブ取引を計画するにあたっ

ては、次のシンプルな４つの手順に従って設定すること

で、比較的容易に適切な調整ができるでしょう。 

 

• イールドカーブの見通しを立てる  

• スプレッドのロジックを確認する  

• 外的影響を取り除く  

• 起こり得る結果について評価する  

 

イールドカーブの見通しを立てる 

 

イールドカーブ取引を考案するには、まず取引期間中に金

利の動きに米国債のイールドカーブがどう反応するか判断

します。 

 

一般に、利回りが低下すると、イールドカーブの勾配はス

ティープ化（急斜化）し、利回りが上昇すると、イールド

カーブの勾配はフラット化（平坦化）します。こうした変

化が生じるのは、FRB（米連邦準備理事会）の政策変更と

いったイベントに対し、短期債の利回りが、長期債の利回

りよりも得てして大きく反応するからです。 

 

簡単な例を挙げます。イールドカーブの勾配は、長期債の利

回りと短期債の利回りの差を表しているにすぎません。表1

の利回りシナリオで考えてみましょう。当初のイールドカー

ブの勾配は97 bps（ベーシスポイント）です。ところが、

米国債現物の利回りが、5年物で20 bps、10年物で10 

bps、それぞれ低下すると、イールドカーブの勾配は107 

bpsとなりました。10 bpsスティープ化したわけです。 



 

 

 

逆もまた然りです。一般に、利回りが上昇すると、イールド

カーブはフラット化します。表2のように米国債現物の利回

りが5年物で20 bps、10年物で10 bps、それぞれ上昇した

としましょう。すると、イールドカーブは10 bpsフラット

化し、勾配は87 bpsとなりました。 

 

表2 

利回り上昇で勾配がフラット化 

 当初の利回り 利回りの変動幅 最終の利回り 
 (%) (bps) (%) 

5年物米国債現物 1.99 +20 2.19 
10年物米国債現物 2.96 +10 3.06 

勾配 0.97  0.87 

 

なお、こうした一般的なイールドカーブの展開は、イベント

によって妨げられる場合がある点に留意してください。例え

ば、FRBが金融引き締めに入ると、米国債のイールドカーブ

はフラット化するのが普通です。ところが、市場が「FRBの

対応はインフレの上昇を抑えるのに十分ではない」との合意

に達すれば、長期債は短期債よりもインフレ懸念に敏感なた

め、長期債の利回りが短期債の利回りよりもさらに大きく上

昇するかもしれません。その場合、たとえ利回りが上昇した

としても、イールドカーブはスティープ化するかもしれない

のです。 

 

FRBに何の動きがなくても、ある債券の需給に不均衡があれ

ば、イールドカーブが特異な変化を示す場合があります。例

えば、全体的に利回りが低下しているなか、5年債が大量に

発行されたために需要が弱まり、その利回りに上昇圧力がか

かった場合、これがイールドカーブの勾配に変化を加える

かもしれません。極端な場合、普通なら5年物－10年物の

カーブがスティープ化すると予想されるときに、フラット

化することもあり得るのです。 

 

こうした要素を意識しておくと、イールドカーブの見通し

を修正できるかもしれません。そしてイールドカーブの変

化をどう予測しようと、イールドカーブスプレッド取引を構

築し、利用することができます。 

  

表1    
 

利回り低下で勾配がスティープ化   
 

 当初の利回り 利回りの変動幅 最終の利回り 
 

 (%) (bps) (%) 
 

5年物米国債現物 1.99 -20 1.79 
 

10年物米国債現物 2.96 -10 2.86 
 

勾配 0.97 
 

1.07  

 
 

    
 



 

 

スプレッドのロジックを確認する 

 

スプレッド取引のロジックは単純明快です。イールドカー

ブがスティープ化すると予測するのであれば、通常はスプ

レッドを買うことになります。イールドカーブがフラット

化すると予測するのであれば、通常はスプレッドを売るこ

とになります。そしてこのスプレッドの売りと買いは、ス

プレッドの短期側をどうしたいかによって決まります。 

 

例えば、イールドカーブのスプレッドが広がる（つまりイ

ールドカーブがスティープ化する）と予測した場合、5年物

米国債先物を買い、10年物を売ることで、スプレッドを買

ったことになります。イールドカーブのスティープ化によ

って5年物米国債現物の利回りが10年物よりも大幅に下落す

れば、5年物米国債先物の価格は10年物よりも大きく上昇す

るでしょう。つまり、5年物先物の買いポジションによる利

益が、10年物先物の売りポジションによる損失を上回るわ

けです。 

 

表3は、5年物米国債現物の利回りが当初の1.99％から20 

bps下落することで、5年物米国債先物の価格が30/32ポイ

ント押し上げられたことを示しています。同時に、10年物

米国債現物の利回りが、当初の2.96％から10 bps下落する

ことで、10年物米国債先物の価格が24/32ポイント押し上

げられました（なお、5年物米国債先物の価格はポイントと

1ポイントの1/32のさらに1/4刻み、10年物米国債先物の価

格はポイントと1ポイントの1/32のさらに1/2刻みで表示さ

れます）。 

 

表3 

利回り低下に対する価格の反応 

 当初の 現物利回りの 最終の 先物価格の 
 先物価格 変動幅(bps) 先物価格 差額 
5年物米国債先物 119-080 -20 120-060 0-300 

     

10年物米国債先物 123-010 -10 123-050 0-240 
     

 

 

 

逆にイールドカーブがフラット化すると予測した場合、5

年物米国債先物を売り、10年物を買うことで、スプレッ

ドを売ったことになります。フラット化によって5年物米

国債先物の価格が10年物よりも大きく下落すれば、5年

物の売りポジションで得られる利益は、10年物の買いポ

ジションで被る損失を上回ることになるのです。一例を

表4に挙げました。 

 

表4 

利回り上昇に対する価格の反応 

 当初の 現物利回りの 最終の 先物価格の 
 先物価格 変動幅(bps) 先物価格 差額 
5年物米国債先物 119-080 +20 118-100 0-300 

     

10年物米国債先物 123-010 +10 122-090 0-240 
     

 

外的影響を取り除く 

 

真のイールドカーブスプレッドとは、利回りの方向の変

化（平行移動）による影響を除外し、カーブの勾配の変

化（非平行移動）だけに反応するものです。例えば、ス

プレッドを買い、5年物と10年物の現物の利回りが共に

10 bps下落したとします。表5は、イールドカーブが10 

bps平行に移動したとき、5年物と10年物の先物価格が

どう変化するか示したものです。 

 

表5 

利回り低下に対する価格の反応 

 当初の 現物利回りの 最終の 先物価格の 
 先物価格 変動幅(bps) 先物価格 差額 
5年物米国債先物 119-080 -10 119-230 0-150 

     

10年物米国債先物 123-010 -10 123-250 0-240 
     

 

  



 

 

 

見てのとおり、たとえイールドカーブの形状が変わらなくて

も、5年債先物買いと10年債先物売りのスプレッドポジショ

ンには損が出ています。イールドカーブの形状の変化から優

位性を得るポジションを求めているとすれば、これはけっし

て満足な結果とはいえません。 

 

目指すのは、利回りの方向の変化による影響を除外し、イー

ルドカーブの形状の変化だけに反応するスプレッドを考案す

ることです。そのためには、イールドカーブが平行移動した

とき、短期側の先物ポジションで生じる利益（損失）が長期

側の先物ポジションで生じる損失（利益）を確実に相殺する

スプレッドを作る必要があります。こうしたスプレッドを作

る最善の策が、1ベーシスポイントの利回りの変動に対する

ドルベースの変動幅（DV01、デルタ）で、短期側のポジシ

ョンと長期側のポジションの枚数を合わせる方法です。

DV01とは、1ベーシスポイントの利回りの変動によって、1

枚の先物ポジションに生じる損益をドルベースで概算したも

のを指します。 

 

例を挙げましょう。5年物米国債先物のDV01が47.94ドル

で、10年物のDV01が77.91ドルのとき、5年物のDV01を

10年物のDV01で除した0.6153（＝47.94÷77.91）がスプ

レッドレシオとなります。 

 

このスプレッドレシオが示しているのは、イールドカーブが

スティープ化すると予測した場合、5年債先物を1000枚買

い、10年債先物を615枚売ることです。そうすれば、この

スプレッドポジションは、イールドカーブがスティープ化す

れば常に利益が生じ、平行移動すれば損益は出ず、フラット

化すれば常に損が生じます。 

 

 

 

 

 

 

目指すのは、方向の変化による影響

を除外し、イールドカーブの形状の

変化だけに反応するスプレッドを 

考案することです。 

 

  



 

 

起こり得る結果について評価する 

 

表6は、異なる6つのシナリオ――イールドカーブが平行移

動したとき、イールドカーブがスティープ化したとき、イー

ルドカーブがフラット化したときに、それぞれ利回りが低下

していた場合と上昇していた場合――で、イールドカーブス

プレッドの買いポジションを評価したものです。ここからイ

ールドカーブスプレッドが適切な割合で設定されているか精

査できます。この結果は表計算ソフトのスプレッドシートで

簡単に複製できるでしょう。 

 

表の1列目が示しているのはスプレッドを構成する2つの先

物のDV01です。2列目はその現物債利回りの変動幅（ベー

シスポイント単位）、3列目はDV01で加重したスプレッド

を設定するのに必要な先物の枚数、4列目は前の3列から算

出した結果となります。そして表の下にある「スプレッ

ド」とは、スプレッドを構成する各先物の利益や損失を通

算した正味の額です。この手順で作成したスプレッドシー

トは、この種の取引の可能性を探るのに大いに役立つでし

ょう。  

 

こうして構築されたDV01加重スプレッドは、イールドカー

ブの形状の変化のみに反応します。表6の平行移動したとき

の2つのシナリオから分かるように、イールドカーブがどち

らの方向に動いても、基本的に平行移動では損益が発生しま

せん。差額の253.50ドルは、端数処理で生じた誤差を反映

したにすぎず、取引の規模に比べればごく少額です。次の2

つのシナリオから、イールドカーブがスティープ化するかぎ

り、利回りの上昇や低下に関係なく、この取引から利益が生

じると分かります。そして最後の2つのシナリオから、イー

ルドカーブがフラット化すれば、利回りの方向性に関わらず

損失が発生すると分かります。 

 

 

 

 

表6 

イールドカーブ取引の可能性を評価する 

イールドカーブが平行移動したときに利回りが低下していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 -10 1,000枚買い +$479,400.00 
10年物米国債先物 $77.91 -10 615枚売り -$479,146.50 

     

スプレッド    +$253.50 

 

イールドカーブが平行移動したときに利回りが上昇していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 +10 1,000枚買い -$479,400.00 
10年物米国債先物 $77.91 +10 615枚売り +$479,146.50 

     

スプレッド    -$253.50 

 

イールドカーブがスティープ化したときに利回りが低下していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 -20 1,000枚買い +$958,800.00 
10年物米国債先物 $77.91 -10 615枚売り -$479,146.50 

     

スプレッド    +$479,653.50 

 

  



 

 

表6（続き） 

イールドカーブがスティープ化したときに利回りが上昇していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 +10 1,000枚買い -$479,400.00 
10年物米国債先物 $77.91 +20 615枚売り +958,293.00 

     

スプレッド    +478,893.00 

 

イールドカーブがフラット化したときに利回りが低下していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 -10 1,000枚買い +$479,400.00 
10年物米国債先物 $77.91 -20 615枚売り -$958,293.00 

     

スプレッド    -$478,893.00 

 

イールドカーブがフラット化したときに利回りが上昇していた場合 

 先物の 現物債利回りの 枚数 計算結果 
 DV01 変動幅(bps)  

5年物米国債先物 $47.97 +20 1,000枚買い -$958,800.00 
10年物米国債先物 $77.91 +10 615枚売り +$479,146.50 

     

スプレッド    -$479,653.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論 

 

イールドカーブスプレッドは積極的に利益を狙う取引です。

ただしその勘所は、金利（価格）の方向性に基づくポジショ

ン設定から、イールドカーブの形状変化の予測に基づくポジ

ション設定に変わります。したがって、金利（価格）の方向

性を懸念することなく、イールドカーブのスティープ化また

はフラット化だけを考えればよいため、より優位な取引とい

えるでしょう。しかも米国債先物のスプレッド取引には、証

拠金の優遇措置があります。この種の戦略は、イールドカー

ブの見通しを利用する、あるいはイールドカーブの変化によ

る逆風からポートフォリオを守る低コストの手段となり得る

のです。 

 

詳細は www.cmegroup.com/interestrates を 

ご覧ください。 
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