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 株式会社フィナンシャルヴィレッジ 

＜大学＞ 

 6 時限目 運用モデル 

（スワップ重視型の長期保有モデル） 

それでは今回から２回にわたってより実践に近いモデルを構築していきますが、まずは外国為替証拠

金取引の大きな特徴であるスワップ重視型のモデルを構築していきます。 

ただし運用目標や運用資産などには投資家個々に個人差がありますので、参考例として捉えてくださ

い。 

運用資金

年換算運用益

獲得利益目標

1年後の運用資産

¥5,000,000

35.0%

¥1,750,000

¥6,750,000  

運用資金を 500万円とし、運用目標は、スワップ重視ということもあり比較的低めで年間利益率 35％

を目指します。つまり 500 万円の運用資金を、１年後に 35％の利益＝175 万円を獲得し 675 万円に

する運用計画となります。 

 

運用環境

現値レベル

証拠金率

スワップ （1万通貨）

政策金利　（H23.06.20)

豪ドル円 キウイ円

¥65.00

4.00%

¥40

2.50%

¥85.00

4.00%

¥110

4.75%
 

次に正確なシミュレーションを行うために運用環境を表のように設定します。ここでは、スワップは

変動しないものと仮定しますが、実際には変動要因となります。 

また今回はスワップ重視型のモデルケースを構築していますので、高金利通貨であるオーストラリア

ドル円とキウイ円（ニュージーランドドル円）を運用の対象とします。2011年 6月 17日現在政策金

利ベースではオーストラリア 4.75％、ニュージーランド 2.50％、スワップもそれぞれ 1万ドル１日当

たりオーストラリアドル円が 110円、ニュージーランドドル円 40円となっています。 

他にも平成 23年 6月現在では、南アフリカランド円が高金利通貨とあげられますが、基本的に売買

スプレッドが広いため運用対象から外します。 
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（資金配分） 

さて 500 万円という運用資金の配分についてですが、スワップ重視長期運用型で一番重要であるの

は、余剰資金の厚さになります。余剰資金が少なくてポジションを決済しなければならなく事象は、絶

対に避けなければなりません。かといって余剰資金が厚すぎれば、全体のパフォーマンスは望めません。

そこで以下のような運用配分にしてみました。 

キウイ円 20万NZD 運用資金 ¥520,000 想定枠 ¥2,000,000

65.00円 利回り換算 利益目標
118% ¥350,000

1日/10万 1日/ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 年間／ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

¥400 ¥800 ¥292,000

利益目標 スワップ分 目標残 目標残/値幅
¥350,000 ¥292,000 ¥58,000 0.29

直近 2カ月後 4カ月後 10カ月後 12カ月後
¥57.60 ¥57.36 ¥57.12 ¥56.40 ¥56.16

オージー円 30万AUD 運用資金 ¥1,020,000 想定枠 ¥3,000,000

85.00円 利回り換算 利益目標
143% ¥1,300,000

1日/10万 1日/ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 年間／ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

¥1,100 ¥3,300 ¥1,204,500

利益目標 スワップ分 目標残 目標残/値幅
¥1,300,000 ¥1,204,500 ¥95,500 0.32

直近 2カ月後 4カ月後 10カ月後 12カ月後
¥77.60 ¥76.61 ¥75.62 ¥72.65 ¥71.66

運用計画

目標金額

ロスカット

運用計画

スワップ

ロスカット

スワップ

目標金額

 

それぞれ余剰資金を含めた想定枠としてニュージーランドドル（キウイ）円に 200 万円、オースト

ラリアドル（オージー）円に 300万円として、その枠の中でキウイ円 20万キウイを 65.00円で買い

ポジション、オージー円 30万オージー85.00円で買いポジションを持った運用シナリオになります。 

それぞれの証拠金がキウイ円＝65.00×20 万×4％＝520,000 円、オージー円＝85.00×30 万×4％

＝1,020,000円となり証拠金合計 1,540,000円で余剰資金が 3,460,000円となります。 

ここでのリスクを時系列で直筋、２か月後、４か月後、・・１２カ月後にそれぞれロスカットレベル

を提示してあります。このロスカットレベルチャートで見るように日々計上されるスワップ分だけ下降

していきます。 

また目標達成のレベルも同様に下降します。 
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このケースでは、現在値で全てのポジションをメークしていますが、マーケット下落時に段階的に

拾っていく手法を取るべきでしょう。但しポジションを持たないことによってスワップが計上できな

くなりますので、時間軸とマーケットの動きに合わせてポジションを構築しましょう。 

この例では、投資金額の 35％の利益率であれば、１年でほぼ価格が動かくなくても達成します。

ここで注意するのは、時間をにらみながらポジションの平均コストをできるだけ低く抑えること、お

よびロスカットレベルに到達してしまうことにあります。マーケットの波動に合わせて一旦決済して

買い直しも考慮に入れましょう。 
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（ポートフォリオ型モデル） 

このモデルは、スワップをターゲットにする部分でより安定的な収益を目指し、変動する値動きを

収益に転嫁することにより高いパフォーマンスを追及するポートフォリオ方のモデルとなります。 

このモデルでの重要なポイントは、リスクとリターンのバランスに焦点を当て、売買ごとに明確な

リスクとターゲットを打ち出し運用目標達成を目指していきます。 

前回のスワップ重視型モデル同様、運用目標や運用資産などは投資家個々に個人差がありますので、

参考例として捉えてください。 

運用資金

月間運用目標

利益償還率（月）

年換算運用益

20%

57%

¥7,000,000

4.0%

 

運用資金を 700万円とし、運用目標は、月間 4.0％を目指します。そして拠出された運用益の 20％

は月ベースで運用から除外し再投資を行わず利益を確保していきます。 

このスタイルですと年間の運用利回りが 57％になり、次のような運用計画となります。 

運用期間 1M 2M 3M 4M 5M 6M

期初バリュー ¥7,000,000 ¥7,224,000 ¥7,455,168 ¥7,693,733 ¥7,939,933 ¥8,194,011

期末バリュー ¥7,280,000 ¥7,512,960 ¥7,753,375 ¥8,001,483 ¥8,257,530 ¥8,521,771

期間運用益 ¥280,000 ¥288,960 ¥298,207 ¥307,749 ¥317,597 ¥327,760

還元利益 ¥56,000 ¥57,792 ¥59,641 ¥61,550 ¥63,519 ¥65,552

再投資分 ¥224,000 ¥231,168 ¥238,565 ¥246,199 ¥254,078 ¥262,208

還元利益累積 ¥56,000 ¥113,792 ¥173,433 ¥234,983 ¥298,503 ¥364,055

目標　　Net Asset Value ¥7,280,000 ¥7,568,960 ¥7,867,167 ¥8,174,916 ¥8,492,513 ¥8,820,274

運用期間 7M 8M 9M 10M 11M 12M

期初バリュー ¥8,456,219 ¥8,726,818 ¥9,006,076 ¥9,294,271 ¥9,591,687 ¥9,898,621

期末バリュー ¥8,794,468 ¥9,075,891 ¥9,366,319 ¥9,666,041 ¥9,975,355 ¥10,294,566

期間運用益 ¥338,249 ¥349,073 ¥360,243 ¥371,771 ¥383,667 ¥395,945

還元利益 ¥67,650 ¥69,815 ¥72,049 ¥74,354 ¥76,733 ¥79,189

再投資分 ¥270,599 ¥279,258 ¥288,194 ¥297,417 ¥306,934 ¥316,756

還元利益累積 ¥431,705 ¥501,519 ¥573,568 ¥647,922 ¥724,655 ¥803,844

目標　　Net Asset Value ¥9,158,523 ¥9,507,595 ¥9,867,838 ¥10,239,609 ¥10,623,277 ¥11,019,222  

この運用計画表からこのモデルでは、700万円の当初資金を 12ヵ月後に約 1100万円に増やす計

画となります。 
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運用環境

現値レベル

証拠金率

スワップ           受

           払

豪ドル円 ユーロ円

¥115.00

4.00%

¥330

¥-380

¥85.00

4.00%

¥1,100

¥-1,150

 

前回同様、シミュレーションを行うために運用環境を上記表のように設定します。ここでは、スワ

ップは変動しないものと仮定しますが、実際には変動要因となります。 

今回の運用対象は豪ドル円でスワップ益を目的とする長期運用、値幅が取りやすいかつスワップの

絶対値が低いユーロ円で短期運用とします。短期運用でスワップの低い通貨ペアを選択するのは、波

動によって下げの波動を売りで取りに行く際に運用の邪魔にならないということで有効に作用しま

す。 

 

（資金配分） 

さて運用資金の配分についてですが、今回はポートフォリオ的なモデルとなりますから、明確に資

金に目的を持たせて運用を行うことが重要です。 

このモデルでは、運用資金 700 万円を長期運用資金＝3、余剰資金＝4、短期運用資金＝4 の割合

で配分します。それによって資金配分の金額は、長期運用資金＝\1,900,000、余剰資金＝

\2,560,000、短期運用資金＝\2,540,000となります。 

割合 資金配分

長期運用 3 ¥1,900,000

短期売買 4 ¥2,540,000

余剰資金 4 ¥2,560,000  

 

（運用方針） 

前出しました運用環境で証拠金率がそれぞれ 4％となっていますので、それぞれの資金の中で運用

対象となる通貨ペアの保有ポジションの及び売買単位を計算しますと、長期運用は豪ドル円、現在値

85.00円（H23.6.20現在）ですから 10万オージーですと 85.00×10万×4％＝340,000円となり、

運用枠 190万円の中で（1,900,000÷340,000=5.58）50万オージーのポジションを保有すること

になります。 

一方、短期運用部分ではユーロ円現在値 114.00円（H23.6.20現在）ですから、10万ドルですと

114.00×10万×4％＝456,000円となり運用枠 254万円の中で（2,540,000÷456,000=5.57）50

万ドル単位で売買していきます。 
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長期運用 余剰資金 ¥2,560,000 余剰資金

利回り換算 利益目標 総資産
105% ¥2,000,000 ¥3,507,689

利益按分比 1日/10万 1日/ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 年間／ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

50% ¥1,100 ¥5,500 ¥2,007,500

利益目標 目標残/値幅 目標/値幅
¥2,000,000 ¥0.00 ¥4.02

直近 2カ月後 4カ月後 10カ月後

¥79.48 ¥78.82 ¥78.16 ¥76.18

短期売買

利回り換算 利益目標 総資産 勝 負 勝率
83% ¥2,100,000 ¥4,640,000 1 2 33%

利益按分比 年間目標 月間目標 週間目標 日次目標 ターム

50% ¥2,100,000 ¥175,000 ¥40,385 ¥8,077

¥4.20 ¥0.35 ¥0.08 ¥0.02

¥85.00

豪ドル円
運用計画

50万AUD

ユーロ円
運用計画

50万EUR

スワップ

m

目標金額

ロスカット

¥1.05

目標金額
必要値幅

 

このモデルでは全体で年間 57％（400 万円）運用益を目標とするわけですが、その利益按分比を

おのおの長期で 50％（200万円）、短期で 50％（210万円）をターゲットとします。 

それではカテゴリー別に計画、リスク、リターンについて検証していきます。 

（長期運用） 

この部分では豪ドル円を運用対象とします。豪ドル円は平成 23 年 6 月現在 10 万オージーあたり

１日 1,100円のスワップが付いておりますから、このモデルでは 50万オージーのポジションを保有

しますから１日 5,500円のスワップが計上できます。年間 365日で 5,500円×365日＝2,007,500

円のスワップ収益を見込めます。（但し、政策金利の変更などによりスワップが変化した場合はこの

限りではありません。）このカテゴリーでは 2,000,000円の利益をターゲットとしていますから、残

りは 7,500円とになります。 

つまり、ほぼ１年このポジションを持ち続け、過程はともかく価格が元に戻っていれば目標達成と

なります。 

さらにリスクの部分ですが、余剰資金をカテゴリー内の運用資金 190万円より多く計上しています。

このモデルでは、256万円を確保しています。 

この配分ですとポジションがもてなくなるリスクつまりロスカットにかかる価格は 79.48 円とな

り、現在値 85.00円より 5.52円の下落まで耐えることができます。 

この価格は（スワップ重視型）のモデル同様に下落していきます。 

このカテゴリーでは、いかにしてロスカットにかからずに目標達成ラインにマーケットをタッチさ

せるか？を主眼にして余剰資金、ターゲットを組み立てることがポイントになります。カテゴリーの

名前を長期運用としてありますが、実際には長期に持つことが必要条件となるわけではなく、このカ

テゴリーの資金の目的をスワップ獲得のための資金として定義づけることによって、資金全体の役割

を明確にしていきます。 
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（短期運用） 

このモデル短期運用のパートでは、ユーロ円を運用の対象とします。カテゴリーの資金 254万円の

枠の中を使い、50 万ドル単位で売買を行い年間で 2,100,000 円の利益獲得（元利合計 4,640,000

円）を目標とします。 

この年間目標を月ベースで考えますと毎月 175,000 円、週ベースで毎週 40,385 円、日次ベース

で毎日 8077円獲得していくことになります。それぞれ 50万ドル単位で売買すると値幅は、年間で

4.20円、月間で 0.35円、週間で 0.08円、日次で 0.02円となります。 

どのスパンで考慮するかは投資家ここの生活環境や投資環境にもよりますが、ここでは月ベースで

考えていきます。つまり月間 175,000 円値幅で 0.35 円の獲得をターゲットにしていくわけです。

ところがこのままですと必ず利益を計上しなければいけないのですが、現実として損が発生すること

もあるわけです。10 勝 0 敗はありえませんし、それを目指すことによって、過剰なリスクを取るこ

とになっては何にもなりません。 

それでは、どれくらいでロスカットしなければいけないか？ということですが、ここでは 1勝 2敗

＝勝率 33.3％という設定をします。ここから割り出していきますと、目標達成のための獲得値幅は、

損失時点の補填のために 0.35円から 1.05円と上昇します。 

このケースではロスカット幅を当初の利幅ト同じものに設定していますが、ロスカット幅を地締め

ていくことが重要なことは言うまでもありません。 

 

 

 

 

今回、２つのパターンを解説させていただきましたが、基本的な考え方を守っていれば形式にこだわ

ることはありません。是非とも自分のスタイルを確立させて、より安定的に高パフォーマンスを実現さ

せてください。 


