
債券ETFの仕組み：
設定、交換、バスケットのプロセスを解説 

SPDR キャピタル・マーケット・チーム

債券ETF は世界の投資家の間で幅広く活用されるよう
になり、この投資商品について基本的な仕組みを理解す
ることは不可欠となっています。本稿では、ETF の設定／
交換、またそれに関連し、債券ETF において一般的に使
用されるバスケット設定のプロセスについて、その概要を説
明します。

上場投資信託（ETF）の重要な特徴の1つは、発行（プライマリー）市場を通じて ETF 受益
証券の設定および交換が可能である点です。

大半の投資家は流通（セカンダリー）市場で ETF を取引していますが、ファンドによって承認され
た一部の金融機関のトレーダーに限り、発行市場においてファンドと直接取引することができます。

ETF受益証券の設定（クリエーション）においては、指定参加者（AP）がファンド管理者に現物
または現金を拠出する換わりに、同等価値の ETF 受益証券を受け取ります。一方、交換（リデ
ンプション）の際は、指定参加者がファンド管理者に対して受益証券を受け渡す換わりに、現物ま
たは現金を受け取ります。この設定または交換により、取引時間終了時において、ETF の資産お
よび発行済受益権口数が変動することになります。
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交換について

図 1 
ETF 受益証券の設定／
交換の方法

出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ。上記の図は例示のみを目的としています。

発行市場

流通市場

取引所買い手 売り手

指定参加者

ETF プロバイダー

ETF 
受益証券

原証券 （金銭設定／現物交換）



2債券 ETF の仕組み：設定、交換、バスケットのプロセスを解説

指定参加者による ETF 受益証券の設定／交換が可能な仕組みを通じて、流通市場における 
ETF の需給バランスが維持されることで、ETF の市場価格と本源的価値の乖離の抑制に繋がり
ます。

指定参加者は、自身の都合のみならず、他の市場参加者（在庫を抱えている他の証券会社な
ど）に代わり、ETF 受益証券の設定／交換を発注することができます。

ETF の種類により、設定／交換を現金または現物で行う場合があります。

ETF 発行者は、設定／交換に際して受け入れるまたは受け渡す原資産のリストを意味する「バス
ケット」を日々公表しています。バスケットは、ファンド全体（指数連動商品の場合は指数）
の一部分であり、そのポートフォリオ特性を代表してます。

スタンダード・バスケット 資産の流動性次第で、カスタマイズを必要としないスタンダード・バスケット
を利用することができます。例えば、ごく限定的なユニバース（1～3年の米財務省証券、1～3か
月の米短期国債など）に対して完全法で運用するETFの場合、スタンダード・バスケットが利用さ
れる傾向があります。

原資産を容易に調達できる場合においても、スタンダード・バスケットが利用される傾向があります。

ETF によっては、カスタム設定／交換バスケット（「カスタム・バスケット」）を利用する場合もあり、
それにより、ポートフォリオ・マネージャーはファンドの投資プロセスの範囲内で、一定の柔軟性が与え
られることを意味します。

カスタム・バスケット ETF発行者は、ポートフォリオのより効率的な管理および、設定／交換プロセ
スにおけるコスト効率性の観点から、債券ETFにおいてカスタム・バスケットを利用する傾向があり、
そのことが裁定取引の効率化にもつながっています。このような効率性の高さは、バスケットに柔軟
性がない債券ETFと比較してタイトなビッド・アスク・スプレッドおよび、より小さなプレミアム／ディスカ
ウントという形で、投資家にも還元されています。1

カスタム・バスケットがETF、指定参加者および投資家にとって有益な理由は以下のとおりです。

1. ETF にとっては、インデックスに対するポジションの乖離を調整する上で、指定参加者が保有す
る在庫リストの中から適切な銘柄を選択できるため、市場で調達するよりも指定参加者と直接
取引をする恩恵を受けることができます。

2. 指定参加者にとっては、債券在庫の入れ替えができることや、ビッド・アスク・スプレッドの拡大や
設定／交換コストの上昇を通じて最終的に投資家に対して転嫁される取引コストの増加要因
である他ディーラーからの調達量を削減することができます。

3. 投資家にとっては、指定参加者が保有在庫を有効利用できれば、転嫁される取引コストが低
下するため、よりタイトなビッド・アスク・スプレッドで取引することができます。

バスケットの仕組みの
概要
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ETF 保有銘柄 vs. 
指数構成銘柄 vs. 
設定／交換バスケット

債券 ETF では、指数における構成銘柄数が極めて多いため、すべての銘柄を保有することはでき
ません（米国投資適格社債指数は 6,000 近い銘柄で構成されており、同指数への連動を目指
す ETF において指数を構成する全銘柄の保有は困難）。ポートフォリオ・マネージャーは、指数のリ
スク特性を層化サンプリング法によって複製を目指すことが一般的であり、指数を構成するすべての
銘柄を保有することは行いません。リスク特性とは、指数の通貨配分、デュレーション、イールドカ ー
ブ、および発行体の信用エクスポージャーのことであり、同等のリスク特性を有するポートフォリオを構
築することを意味します。

多数の銘柄から構成される広範な債券指数に対し、すべての銘柄を調達することが困難である場
合、層化サンプリング法は、ポートフォリオを効率的に構築するための手法の一つです。流動性の低
い債券の調達には高い取引コストを伴うことから、指数への連動という投資目的を追求するうえで
完全法による複製が常に可能であるとは限らず、また望ましいとも限りません。サンプリング法を活用
することで、ポートフォリオ・マネージャーは指数と同じ特性を有するポートフォリオを構築することが可
能になります。

設定／交換バスケットの観点では、指数構成銘柄が広範にわたり、すべての銘柄について適正な
価格で取引できる流動性が担保されていないことを鑑みると、大半の債券 ETF において、全銘柄
で構成する設定／交換バスケットは不可能または非現実的です。したがって、SPDR の債券 ETF 
において最も一般的なバスケットの形式は、交渉で決定するカスタム・バスケットとしています。カスタ
ム・バスケットは、層化サンプリング法を活用した銘柄選択によるポートフォリオの構築と同様の手法
で、ポートフォリオ運用チームが ETF の保有銘柄の中から抽出した銘柄群となっています。

カスタム・バスケットは、すべての指定参加者にとって利用可能な適格銘柄から構成されるユニバ
ース、あるいは指定参加者がポートフォリオ運用チームに提出した在庫リストに基づいて組成されま
す。設定／交換にかかる注文は、カスタム・バスケットの構成銘柄がポートフォリオ運用チームによっ
てレビューされ、承認された後に受理されます。かかる判断はすべて、当該ファンドおよび受益者の
最善の利益に基づいて行われます。

債券ETFへの投資について詳細は、取引方法のウェブページ をご覧いただくか、キャピタル・マーケ
ット・チーム（GlobalSPDRCapitalMarkets@ssga.com）までメールでお問い合わせください。

インテリジェントな債券インデクシングは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの DNA に
組み込まれています。当社は世界トップレベルの債券機関投資家および ETF 投資のパイオニアと
して、独自の専門知識とリソースを活用して債券ETFを運用しています。

当社はさまざまな地域やセクターにおいて、市場に関する知識、商品の専門知識、優れた規模を
組み合わせ、SPDR 債券ETFを提供しています。米国で最初に上場した ETF の生みの親である
当社は、25 年以上にわたり、投資家の皆様が強力で柔軟なポートフォリオを構築するお手伝いを
してきました。

5,470 億ドルの債券資産2 

140 名以上の専任の債券プロフェッショナル

24 年間の債券インデクシング経験

詳細情報

債券 ETF の専門知識

巻末注 1 バスケットの柔軟性の利点についての詳細は、規則案6c-11に関するICIコメントレターの35～57ページを参照してください。 
(https://sec.gov/comments/s7-15-18/s71518-4403410-175592.pdf)。

2 出所：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、2020年12月31日現在。

債券 ETF の仕組み：設定、交換、バスケットのプロセスを解説
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免責事項 本資料は、情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法およびその他日本の法律に基づく開示資料ではあり
ません。本資料は、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を含むそのグループ会社が提供する外国籍ETF
等に関する情報を含む投資情報の提供を目的として、グループ会社により作成された資料を元に作成しており、投資の勧誘
等を目的とするものではありません。本資料には、日本国内での募集の取扱い等に係る金融庁への届出等がされていない外
国籍ETFに関する情報も含まれています。国内の金融商品取引所に上場していないETFについて、金融商品取引法に基づ
いた発行者開示は行われていません。

本資料は各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するも
のではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。また、本資料に記載している各種情報・
データは、特に記載のない限り作成時点のものであり、これらは市場動向やその他の状況等によって随時変動し、あるいは変
更されることがあります。

本資料に記載している各種シミュレーション・データは、過去のデータに基づき当社モデルを利用したバックテスト結果であり、将
来の運用収益を保証するものではありません。実際の運用収益はバックテスト結果から大きく異なる可能性があります。過去
の実績は将来の成果を保証するものではありません。本資料内の意見は全て当社あるいはグループ会社の判断で構成されて
おり、事前に通知することなく変更される可能性があります。なお、本資料中のステート・ストリートに関する記述には、ステー
ト・ストリート・コーポレーションおよびその関係会社が含まれる場合があります。 ステート・ストリートの関係会社は、本資料の
ETFに関するサービスを提供すると同時に、信託報酬ないしその他の報酬等を受け取ります。

＜登録商標等について＞
“Standard & Poorʼs®”、”S&P®”、”SPDR®”は、Standard & Poorʼs Financial Services LLC（以下「S&P」）の
登録商標です。”Dow Jones”は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標で
す。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・
コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社
及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリートが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣
伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品へ
の投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責
任を一切負いません。

その他のインデックス、登録商標ないしサービスマークに関しては、各会社及びその関係会社に帰属し、ステート・ストリートが特
定の目的で使用許諾を得ています。本資料のETFの合法性や適合性について、インデックスあるいは登録商標等の帰属する
各会社及びその関係会社は、何ら判断を下していません。また、発行・後援・裏書・販売・宣伝もしていません。インデックスあ
るいは登録商標等の帰属する各会社及びその関係会社は、ETFに関していかなる保証も責任も負いません。また、ETFの資
産運用や販売に関していかなる責任も負わず、管理運営に携わることもありません。

＜投資にかかるリスクについて＞
ETFは、主に株式や債券などの有価証券、また金などのコモディティ、あるいはその他の資産に投資を行います。投資対象とし
ているこれらの資産の値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。これらの資産への投資には、市場リスク、金利
リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらの
リスク要因により、ETFの市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETFは流通市
場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能である
とは限らず、市場環境が悪化している場合は、取引価格が大幅なディスカウントとなる可能性があります。ETFには上場廃止
リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上
場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

なお、コモディティETFやコモディティ指数連動証券は、市場全体動向の変化、金利の変化、および対象資産となるコモディ
ティへの投機や裁定に係る取引活動に加え、天候や病気、通商条件あるいは政治や規制の展開の様な他の要因によって影
響を受ける可能性があります。

＜ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞
① 元本保証はされていません。
② ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。
③ 市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

＜手数料・費用について＞
ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。その他ETFを保有する際には、それ
ぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ資産の売買の際に
発生する手数料、ライセンス・フィー、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、事前に上限額
を示すことができません。本資料の掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により将来予告なく変更
されることがあります。

※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判
断下さい。
※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わ
せ下さい。

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 Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345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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