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いかに先見の明のある投資家でも、新型コロナ感染

症大流行以降の市場の動きを予想するのは難しかっ

たでしょう。 

それでも多くの投資家は、ほとんどの危機時と同様に、
今回の市場混乱を受けてダウンサイドプロテクションの

メリットに注目しています。 

ダウンサイドプロテクションにはいくつかの異なる方法が

あるため、様々な手法を検討し、環境や投資家の目
的を考慮 に入れ、最終的に選択する体系的なアプ

ローチを取ることが重要です。 

本稿では、投資家が現在利用できる主な選択肢に

ついて概説します。 
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最初にすべきこと 

 

まず、投資を行うにあたっての第一の目的について考えてみるとよいでしょう。  

1. ダウンサイドリスクを限定しつつ、ポートフォリオのリターンをその目標近くに維持すること。 

2. 高リスク資産と低リスク資産のバランスをダイナミックに変更することで、ポートフォ リ オの  

リスク（ボラティリティ）をその目標以下に抑えること。  

3. ポートフォリオの価値を一定の水準以上に維持するために、ダイナミックなリバラン スある

いはオプションの購入により、一定のプロテクションを確保すること。 

 

 

適切なダウンサイド 

プロテクション戦略の

選択 

 

様々な選択肢について理解しやすいように、以下のディシジョンツリー（意思決定のための選

択肢を階層状にまとめたもの）を作成しました。ダウンサイドプロテクションの主な目的とそれに

関連する主な特徴を選んだら、必要な目標ユニバースを基にさらに推奨戦略を絞り込みます。

次頁以降では、それぞれの目的を達成するための方法と戦略の詳細を説明します。  

 

図表1 

ダウンサイドプロテクションのディシジョンツリー 

 
 

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの分析。 上記の情報は、例示のみを目的としたものです。
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1. ダウンサイドリスクを

限定しつつリターンを

維持 

ディシジョンツリー1列目：

主な目的＝リターン 

 

このアプローチのメリットを享受できるのは、中長期的に一定水準の期待リターンを達成する

必要はあるが、その過程でボラティリティが多少上昇しても耐えられる投資家です。たとえば今

後５～10年でファンディングギャップ（積立不足）を埋め合わせたいが、短期的にはまだ

キャッシュフローを管理できる確定給付年金基金などが当てはまります。  

また、債券の配分比率が多い投資家の中には、利回りが依然として予定利率を下回る状

況で、実質リターンが必要なことから、今は期待リターン向上のために株式リスクプレ ミア ムの

獲得を目指す向きもあるでしょう。ただその場合も時価総額ベースの株式指数に基づくリ スク

をすべて負うことは避けたい、そう考える投資家にもこの戦略は有効です。  

さらに、株式中心の資産配分によって、現在の危機の間、ボラティリティに直面し、 リ ス クバ

ジェットを過度に使用することとなった投資家は、この先予想リスクは抑えたいが、株式のリス

クプレミアムを獲得するために株式投資は続けたいと考えているかもしれません。このア プ ロー

チはそうした投資家にも役立つでしょう。 

 
 

リスクを削減しつつ株式

への投資を維持 ―  

マネージド・ボラティリティ

およびディフェンシブ株式 

 

投資家が株式への投資を続けられるよう、このアプローチでは、時価総額ベースの株式指数

へのそのままのフル配分から、リスクを抑えた資産にシフトさせます。ステート・ストリート・ グ ロー

バル・アドバイザーズ（当社）のマネージド・ボラティリティ（MV）戦略とディフェンシブ・エ クイ

ティ（DE）戦略はそれを可能とします。 

両戦略とも、投資家は引き続き株式にフル組み入れで投資できますが、定量的な手法で銘

柄のスクリーニングを行い、個別銘柄ベースならびにポートフォリオ全体でリスクを抑えます。  

投資家は、時価総額ベースの株価指数に代わるより好ましいものとして、MV戦略または DE

戦略にシフト、あるいは保有株式の一部をこれらに配分し直し、景気サイクルを通じて株式リ

スクプレミアムを獲得し続けます。そしてそのままフルに株価指数を保有するよりもポー トフ ォリ

オ全体のリスクを抑えることができます。  

 
 

どの様に選択するのか 

 

MV戦略とDE戦略の大きな違いはポートフォリオ構築のアプローチです。  

MV戦略は、それぞれのケースで、ベンチマーク指数より予想ボラティリティが低い株式のポート

フォリオを構築することにより、長期的にベンチマークに比べて競争力のあるリターンを提供 し、

ボラティリティを低く維持することを目指します。独自の「ルールに基づく最適化」プロセスを用い

て運用され、相対的に予想ボラティリティが低い証券を重視するためにリスク制約（絶対ベー

スおよびベンチマーク対比ベース）を設けており、ベータのような市場リスク・ファクターへ のエク

スポージャーが低い証券や、銘柄固有リスクが低い証券を選好します。  

相場下落時に下値を限定することで、長期的に複利効果を享受することを目指します。 MV

戦略の実現ボラティリティは通常、ベンチマークを大きく下回りますが、ベンチマークに対するト

ラッキングエラーは大きくなる可能性があります。  
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DE戦略も同様にベンチマークを上回るトータルリターンの提供と低ボラティリティの維持 を目

指しますが、独自のアクティブな銘柄選択モデルを使用します。また、MV戦略が純粋に低ボ

ラティリティのみを重視するのに対して、DE戦略はバリューやセンチメントなどのファクターを取り

入れた広範なマルチ・ファクター・アプローチを用いてポートフォリオを構築しています。  

これらの投資戦略は、低ボラティリティ株式に投資することで長期的には時価総額ベ ースの

株式ユニバース（市場 全体）への投資と同じリターンを獲得できる、という見解に基づいて

います。ただし、いずれのアプローチにおいても、投資家は銘柄選択やポートフォリオ構築の技

術では対処しきれない極端なイベントが起きるテールリスクにさらされている点に留意が必要

です。 

 
 

ダイナミック・アセット・ 

アロケーションを通じた 

マルチアセット・アプローチ 

 

いかなる形でも株式リスクプレアムを必要としない投資家には、ダイナミック・アセット・ ア ロケー

ション（DA A）が有効かもしれません。DA Aの出発点となっているのは戦略的アセッ ト ・ア ロ

ケーション（SAA）、すなわち、多様な資産を組み合わせれば景気循環を通じて安定したリ

スク／リターン・プロファイルを実現できるとの考え方のもと、ポートフォリオにおいて様々な資産

クラスに投資するものです。 

しかし、多くのS AAポートフォリオが運用の柱としている国債と先進国株式による分散投資は、

インフレ加速懸念を受けた金利水準の上昇により、最近は分散効果の実現が難しくな って

います。 

さらに、2020年3月の新型コロナ感染症大流行を発端としたドローダウン時に見られたよ うに、

市場にストレスがかかると、不安が広がり、表向きは分散された資産の間での相関が高ま り

完全に連動し始めます。 

そこで登場するのがDA Aです。市場観測および投資家センチメントに基づくシグナルを リ スク

管理に用い、市場のリスクが上昇する局面では低リスク資産の配分を増やし、安定局面で

は成長資産の配分を増やします。 

DAAは、株式60％／債券40％という伝統的な資産配分の枠を超え、幅広い資産を対象

にしており、投資適格社債、ハイイールド債、小型株、新興国株式、コモディティ、 オルタナ

ティブなどを多く使います。ターゲットレベルや満期のエクスポージャーを調整するために デリバ

ティブ戦略を使用することもあります。そのため、より複雑になることから、伝統的なバラン ス 型

ポートフォリオに比べて流動性は低く、資産クラスの入れ替え頻度が上昇するため、取引 コス

トが増大する可能性もあります。 

 
 

どのような投資家に相

応しいのか？ 

 

このアプローチの恩恵を受けるのは、（特定の資産クラスへの注目は低くし）ポートフ ォリ オ全

体のリスクを重視する投資家です。たとえば確定給付年金基金、あるいは確定拠出年金の

ターゲット・デート型運用のグライド・パス（資産配分の推移）の後期段階（資産の緩やか

な成長と資産保全の両立を目指すステージ）においても、このアプローチは有効です。  

DAAソリューションはファンドとしてパッケージできるため、受託者（トラスティー）も年金スポン

サーも同様に対応が楽になります（特に経営資源が限られる小規模企業）。  

DAAの効果が市場サイクル全体を通じて増大する傾向にあることも重要です。通常このプ ロ

セスに必要なリスクバジェットはS AAよりも小さく、高リスクの絶対リターン戦略とはみ なされま

せん。その結果、DAAは通常、低コストでボラティリティは低位に抑えられます。  
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2. 高リスク資産と低リ

スク資産のバランスを

調整することでリスクを

目標以下に抑制 

ディシジョンツリー2列目： 

主な目的＝リスク 

 

この種のアプローチでは、適切なリスク水準または目標を選択した後、高リスク資産と無リスク

資産（通常キャッシュ）の配分レベルを変更することで、リスクを目標水準に維持します。  

当社のボラティリティ・ターゲティング戦略は、「ターゲット・ボラティリティ・トリガーズ（ TV T）」 と

言います。TV T戦略は、高リスク・ポートフォリオとキャッシュに資産を配分するDAAプ ロセス と

考えることができます。アロケーションは、ボラティリティの予想（目標水準との対比）に基づき

システマティックに行われます。よって、複雑性を高めるのは、新たな資産クラスではなく 、 ポー

トフォリオをリスク目標に調整するために必要なトレーディングです。  

TVT戦略は投資家がボラティリティの目標水準を選ぶことができるため理解しやすい戦略で す。

また当戦略はポートフォリオとキャッシュの配分を変更するだけなので、導入コストは市場状況

にあまり左右されません。 

ただTV T戦略は、ポートフォリオのボラティリティが市場の取引開始時に「急上昇」するよ う な

極端な市場の動きを常に予測できるわけではありません。前日の終値と著しく異なる水準で

取引が開始するような場合、ボラティリティ予想は事実上役に立ちません。これは相場の下

落ペースが著しく速い時に問題になります。こうした戦略では、キャッシュ比率を削減するのに

時間がかかるため、急激なラリーにおいても多くの場合、市場に出遅れます。  

 
 

どのような投資家に相

応しいのか？ 

 

リターンの獲得よりもリスク管理を重視する投資家には、ボラティリティ・ターゲティング・ア プ ロー

チが有効でしょう。たとえば、保険会社はリスクバジェットの制約があるため、このアプ ロー チを

好む傾向があります。 

またリターンのばらつきは多少許容できるが大幅なドローダウンは受け入れられないという投資

家にも、このアプローチはメリットがあります。たとえば確定給付年金の受託者とスポン サーは、

ファンディングギャップ（積立不足）を埋め合わせるには成長資産が必要だが、積立比率は

注視されており負債は市場のボラティリティ直撃に耐えられない水準に近づいている とい う状

況に直面する可能性もあります。こうした投資家のポートフォリオにボラティリティ・ターゲ テ ィン

グ・オーバーレイを採用すれば、コスト効率的に問題に対処できるでしょう。  

 

 

3. リバランシングまた

はオプションの購入に

よりポートフォリオを保

護 

ディシジョンツリー3列目： 

主な目的＝プロテクション 

 

リスク管理よりも損失回避を重視する投資家もいます。当社はそうした投資家に適 したアプ

ローチを主に２つ提供しています。 

1. オプション戦略：オプションを用いてオプション発行銀行にリスクを効果的に移転する保

証付きプロテクション戦略で、一種の保険契約と言えます。  

2. マネージド・ターゲット・プロテクション（MTP）：当社が開発した戦略で、特 に資産

運用の要件を念頭に設計されています。 

 

 

どのような投資家に相

応しいのか？ 

 

いずれのダウンサイドプロテクション・アプローチも、資産価値が一定の水準を下回ることを特に

回避したい投資家にメリットがあります。たとえば退職時期に差し掛かった人の確定拠出年

金は、損失回避傾向が極めて強くなるため、こうしたアプローチは有効です。基金や財団も、

資産価値の大幅減少は支出能力の低下につながり、目標を達成できなくなる可能性があ

るため、こうしたアプローチは効果があります。  
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オプション戦略について 

オプションは期限付き商品で、投資家はプロテクション の水準（権利行使価格） と期間

（満期）を決定し、1度の前払費用（プレミアム）を支払います。 

戦略を適切なものにするためには、以下のパラメーターのバランスを取る必要があります。  

1. ダウンサイドプロテクション：ポートフォリオの価値の棄損をどこまで許容するか。そ の水

準になれば市場の動きからポートフォリオを隔離する。  

2. 前払費用：支払い可能なプレミアム水準。 

3. 上値の追求（上昇局面での連動度合）：プレミアム軽減のために上値の追求を控

える意思はあるか。 

4. 満期とリバランス：プロテクションが必要な期間はどの程度か。一時的なのか、満期が

来たら延長し継続するのか。継続する場合、リバランスはスケジュールに沿って実施する

のか、なんらかのトリガーに基づいて実施するのか。  

5. 戦略的かダイナミックか：オーバーレイはルールに基づき戦略的に実施するのか、市場

の状況に合わせてダイナミックに実施するのか。  

オプション・オーバーレイがどのように実施されるのか、ゼロ・プレミアム・スプレッド・カラー 戦略を

例に見てみましょう。この戦略を使用するのは、リターンの上昇をある程度諦めても 、下値が

一定水準を下回ることは避けたい投資家です。投資家は現在の市場水準近辺でプ ッ トを

買い、プレミアムの一部を埋め合わせるため、そのプットよりもストライクが低いプットとス トライク

が高いコールを売り、プレミアムがネットベースでゼロになるようにします。このオプション戦略で は

プレミアムをゼロにする必要があるため、リバランスは必要ですが、戦略的ヘッジを恒久化する

ための選択肢として高い人気があります。 

より確実なプレミアム・バジェットを提供するオプション戦略に「ボラティリティ抑制株式に対する

オプション戦略（OV C）」があります。この戦略は以下の2つを組み合わせたものです。 

—  ボラティリティ抑制株式。株式エクスポージャーを対キャッシュでダイナミックに調整（上記

のTVT戦略を使用）。 

—  ボラティリティ抑制株式に対するプット・オプションのロングのオーバーレイにより、一定のコ

ストで下値を限定。 

オプション・オーバーレイでは、追加でドキュメンテーションや取引勘定を用意し、証拠金の調

達を行い、場合によっては最終投資家に教育を行う必要もあるなど、当社がカバーする他 の

戦略と比べて運用手続きが複雑になる傾向があります。またオプションのプライシングも他 の

戦略に比べて市場状況や需給動向に影響されやすい面があります。ただ投資家をギャッ プリ

スクから完全に守ることが可能で（他の戦略にそうした保証はありません）、コスト/リターン構

成は事前に決まっていて満期時に完全に実現し、経路に依存する 必要はありません。 

 
 

マネージド・ターゲット・

プロテクション 

 

ダウンサイドプロテクションを必要とし、ある程度のギャップリスクを許容できる投資家なら、マ

ネージド・ターゲット・プロテクション戦略（MTP）を検討してみるのもよいでしょう。 この戦略

の利点は容易に実施でき、第三者の関与を必要しないことです。  

この戦略は、上記のTV T戦略と同様に、プロテクションが必要な高リスク資産と、キャ ッ シュ な

どのリスクフリー資産に投資します。高リスク資産とキャッシュの間のリバランスは、戦略全体の

純資産価値（NA V）（高リスク資産とキャッシュの価値の合計）が目標とするプロテ クショ

ン水準を常に上回るよう行います。  
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通常プロテクション水準は、日次で観察される、事前に定められた過去の一定期間（たとえ

ば30日間のような短期の場合も260日間のように長期の場合もあります）のNAV の最大値

の85％または80％に設定されます。そのためオプションの場合のように、確定満期日の問題

は存在しません。次にリスク資産のエクスポージャーの許容レンジを決定します。レバレッ ジを

必要としない場合、最大エクスポージャーは100％となり、その場合キャッシュは0％になります。

最小エクスポージャーは、投資家が許容できるギャップリスクにより異なりますが、 10～ 2 5％あ

たりになると考えられます。 

MTP戦略の高リスク資産はシンプルな株式またはどんなポートフォリオ（毎日売買できる限り）

でもよく、使いやすいというのもポイントです。一方、オプション戦略は原資産にそのよ うに幅広

い高リスク資産を使用することは不可能です。  

MTP戦略は、相場下落局面においてリスクを削減するので効果を発揮します。ただ TV T戦

略の場合と同様に、同戦略はこのような相場が下落した時点で資産のほとんどをキャッ シュ に

配分しており、再びリスクを取るまで時間がかかるため、市場の反発局面でパフォーマ ン スは

出遅れます。 

 
 

MTPとオプション・プロテ

クションの違い 

 

MTP戦略とオプション戦略のどちらを選択するかは幾つかの要因によって異なりますが、鍵を

握るのは最大損失額の保証の重要度です。MTP戦略は、TV T戦略と同様に、リバ ラン スを

ダイナミックに行いますが、加えて、予想ボラティリティの変化だけでなく、投資家のポートフ ォリ

オが最大許容損失水準からどの程度離れているかという点もリバランスのトリガーになる という

特徴をもっています。 

通常リバランスの頻度は多くても日次ベースであるため、ギャップリスク（前日の終値 と著 しく

異なる水準で取引がスタートするリスク）にさらされやすい傾向があります。MTP戦略は、 ダ

イナミックなリバランスによりポートフォリオをそうした状況から守れる保証はなく、したがって投資

家は許容可能と考える以上の損失に見舞われる可能性があります。  

ギャップリスクが具体的に表れる状況は主に2つあります。ひとつは、市場が急落し、NA V がプ

ロテクション水準を下回る場合です。もうひとつは、高リスク資産の配分が最低水準にある中

で戦略のNAVが既に下限に達し、高リスク資産がさらに損失をこうむる場合です。  

これに対してオプション戦略は保証を提供します。前払いコストと引き換えにギャップリス クに 保

険をかけており、市場のストレス時には安心材料となります。しかし、オプションが未使用ある

いはアウト・オブ・ザ・マネーで満期を迎えた時には、他にもっと有効なコストの利用方法があっ

たように感じられる場合もあります。 

さらに、ガバナンスの観点からは、守るべき基準がフロアまたは最大損失額など変数が非常に

分かりやすいM TP戦略のようなケースと比べて、オプション戦略ではたくさんのことを決 める必

要があります。 
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結論 

 

これらのダウンサイドプロテクションのアプローチがポートフォリオに与える影響はそれぞ れ異なり

ます。最も適したアプローチを選ぶためには、リスクとリターンの優先順位を明確にする必要が

あります。2頁目のディシジョンツリーは、投資家の目的に基づき最も適した選択肢を絞 り込む

のに役立ちます。 

 

ダウンサイドプロテクションの重要性 

明確な点は、市場の不確実性やボラティリティが高まる環境において、長

期的な投資目標の達成を見据え、市場の混乱を乗り切るためにポート

フォリオを守る手段の導入を検討すべきだということです。 
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ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ

ザーズについて 

 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバ イザーズは、過去 40年にわたり、各国政府や機関

投資家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密な リ

サーチや分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプロー チを も と

に、アクティブからインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案い た

します。そしてスチュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をも

たらすということを、お客様に理解を深めていただくよう努 めています 。インデックス運 用 と

ETF、ES G投資の先駆者として、投資における新しい世界を常に切り拓き、約 3. 4 8兆 ド

ル2を運用する世界第 4位 1の資産運用会社へと成長しています。 
 

1.  Pensions & Investmen ts Researc h Cente r、 20 21年1 2月末時点。  
2 .  2022年6月末時点、ステート・ストリート・グローバ ル・ア ドバイザーズ・フ ァンズ・ディス トリビューターズ・エルエルシー
（「SSG A FD」）が取 り扱 うS PD Rの残高約6 64 .3億ドルを含みます。 S SG A FDはSS G A の関連会社です。  

 
 

本書はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したもの で す 。

内容については原文が優先されることをご了承下さい。本書は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示 資 料で

はありません。本書は、弊社の運用手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目的の もの で は

ございません。弊社グループの運用戦略をもとに弊社が運用を再委託することにより提供可能となる運用戦略も含まれ ます。本書は、特 定 の金 融

商品の勧誘を目的とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。なお、投資 信 託の
場合は投資信託毎に設定された販売手数料、信託報酬やその他費用が、投資一任契約や投資顧問契約の場合は個別契約毎に運 用 報酬 、

信託報酬やその他費用がかかります。各金融商品に関する運用リスクや手数料等諸費用の詳細につきましては、契約締結前交付書面 やお客 様

向け資料等をご覧下さい。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの書面による明示的な同意なしに、本著作物の全部または一部 を複製 、

複写もしくは送信、またはその内容を第三者に開示してはなりません。本書で述べられている見解は、2022年 9月 1日に終了した期間におけるAl t a f 

KassamとH élèn e Veltman の見解であり、市場およびその他の状況によって変更となる可能性があります。本書には、将来予想に関する記述 とみ

なされる可能性がある特定の記述が含まれます。このような記述は、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果または展開 は、予 測

されたものとは大きく異なる可能性があることに留意してください。投資には、元本割れリスクを含むリスクが伴います。提供された情報は、投 資 助 言

に該当するものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。本情報は、有価証券の購入の勧誘または売却の申出とみなさ れるべ き
ものではありません。本情報は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したものではありません。ご自身の税 務・

財務アドバイザーにご相談ください。すべての情報は、別段の記載がない限り、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによる ものであ り 、信 頼

できると考えられる情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。これらの情報は、現在の正確性、信頼性もしく は 完

全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や保証はなく、これらの情報はそのような ものとして依拠されるべ きで は
ありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示す信頼できる指標ではありません。本書は 、オプションまたはオプション取引 戦 略 の利

用を促進または推奨することを意図したものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。ここで言及されている商標およびサ ー ビ ス

マークは、それぞれの所有者の所有物です。第三者のデータ提供者は、データの正確性、完全性または適時性に関していかなる保証また は 表明 も

行わず、また、かかるデータの使用に関連するいかなる種類の損害に対しても責任を負いません。 

ステート‧ストリート‧ グローバル‧ アドバイザーズ株式会社  

東京都港区虎ノ門 1-23 -1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25階  

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第 3 45号  

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証 券業協会   
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