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危機時のライブ感満載レポート あの時ファンドマネジャーは何を考えていた？ 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

YENターゲットのファンドマネジャー、パトリック・ブレナーにインタビュー 

今年、マーケットに大きな影響を与えた2月の市場急変時において、 

「あの時にどう考えてどういった対応をしたのか」といったライブ感溢れる 

内容を中心に、インタビューしました。 

YENターゲット  

ファンドマネジャー 

パトリック・ブレナー 

2月の市場下落時、あの時何を考えていたの？ 

そうですね、あの時のマーケットは混乱していましたよね。 

日本の投資家の皆さんも、ご心配されたのではないでしょうか。 

2月の市場環境を振り返ると、米国の雇用統計の内容が良好だったことで、イン 

フレ懸念が急速に高まり、金融引き締めのペースが加速する可能性が警戒された 

ことをきっかけに、米国を中心に株式市場が下落し、債券金利も上昇しました。 

あの時にインフレ懸念が高まったことは、私たちにとって特に驚きではありませんでした。 

以前からインフレリスクに対して備えをしていたからです。 

それに加え、株式の比率を速やかに引き下げました。常にグローバルで情報が 

共有されており、毎日ファンドマネジャーとアナリストで会議を行っていることから、こう 

いった迅速な対応が可能です。 

ファンドマネジャー 

パトリック 

今年2月、世界の株式市場が大きく下落しました。2月6日には日経平均株価が前日比で1,000円 

以上も下落するなど、マーケットは大混乱でした。 

2月の月間騰落率をみると、世界株式が-6.3％も下落するなか、YENターゲットの基準価額（分配 

金込み）＊は-1.4％と、他の資産よりも下落幅を抑えられました。 

ファンドマネジャーとして、あの時、あの状況でどういった事を考えていたのですか？ 

＊ シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）の基準価額（分配金込み）。基準価額（分配金込み）は税引前分配金を再投資した場合の基準価額
です。基準価額は信託報酬控除後の値です。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。※シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）をYENターゲッ
トと表記する場合があります。※世界株式：MSCI世界株価指数、円換算、トータルリターン。※上記の運用プロセスは、今後、予告なく変更となる可能性があります。 
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危機時のライブ感満載レポート あの時ファンドマネジャーは何を考えていた？ 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2月の市場下落時、具体的にどういう対応をしたの？ 

具体的にどういった対応をしたことで、YENターゲットは市場下落時に強みを発揮したのですか？ 

ファンドマネジャー 

パトリック 

市場下落前からの備えと下落時の対応に分けてご説明します。 

［下落前からの備え］今後の金利上昇に対する備えが必要と考え、ポートフォ 

リオのデュレーションを短期化（金利の動きに対する債券価格の感応度を低める）することで 

債券価格の下落の影響を抑えました。 

また、インフレ時に強い金や物価連動国債の組入れも以前から行っていたので、 

インフレリスクへの備えも効果を発揮しました。 

［下落時の対応］株式の比率を機動的に変更しました。1月末には上限の 

30％近くの水準でしたが、2月14日には21％程度に引き下げました。 
（その後、市場に回復傾向が見られたため、2月末には25％程度に引き上げました。） 

その他、市場が下落した時に投資家の資金が逃避資産である日本円に流れ、 

円高になることを想定し、円の比率を約100％にまで引き上げ、基準価額への 

マイナスの影響を抑えました。 

日本の投資家に向けたメッセージは？ 

日本円ベースで運用するYENターゲットは日本の投資家に向けたいわゆる「日本専用」の商品です。
類似の運用戦略を含めると3,247億円＊もの金額を日本の投資家に向けて運用しています。 

日本の投資家に向けたメッセージをお願いします。 

ファンドマネジャー 

パトリック 

まずは、多くの日本の投資家の皆さまにご支持いただいていることを大変ありがたく
思っています。自分も日本の投資家のひとりになったつもりで日々運用しています。 

同じアジアのなかでもリスク（価格変動）が大きい商品の人気が高い国もありますが、
日本の投資家は、リスクを管理し安定的な商品のニーズが高いと認識しており、 

下落リスクの抑制を目指すYENターゲットは日本の投資家のニーズに適した 

商品だと確信しています。 

＊ 2017年末現在。当ファンドと同じ運用チームが運用を行う戦略で、投資対象、運用目標、リスク水準が当ファンドと完全には一致しない戦略を含む。 

※配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 



3 
本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

危機時のライブ感満載レポート あの時ファンドマネジャーは何を考えていた？ 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

4％の収益目標ってどうやって達成するの？ 

YENターゲットの資料には、中長期で年率4％の収益を上回るという収益目標を明記していますが、 

収益目標はどうやって達成するのですか？ 

ファンドマネジャー 

パトリック 

まず、YENターゲットの特色をおさらいしますと、世界中の資産に分散投資し、 

機動的に資産配分を変更します。株式と外貨の組入比率は最大30％と制限を
設け、基準価額の下落を抑えながら、中長期で日本の短期金利を年率4％程 

度上回る収益を目指します。 

こうした運用成果の獲得をどのように目指すかについて申し上げると、それは 

シュローダーの運用力にまとめられると考えます。 

シュローダーの運用力とは具体的にどういうことなのかを実際の運用プロセスを基に
ご説明します。 

［運用プロセス①］ 

徹底した調査結果から株式や債券などの各資産の中長期的な魅力度を分析し、
各資産のリスク（価格変動）や相関（似た値動きをするかどうか）なども加味して基本の 

ポートフォリオを構築します。 

［運用プロセス②］ 

マルチアセットのスペシャリストである少数精鋭の5名が収益力を高める運用のアイ
ディアを出し合って共有し、こうした情報などから、より精度を高めたポートフォリオに 

調整します（ちなみにわたしもその5名のメンバーのひとりです）。 

さらに、2月に起きたような、短期的な市場環境の変化に応じて、日々機動的な 

資産配分の変更を行います。 

こうした運用プロセスの各ポイントがシュローダーの運用力です。 

シュローダー独自の運用ノウハウによってリスク（価格変動）を抑えながら、収益 

目標の達成を目指していきます。 

※上記の運用プロセスは、今後、予告なく変更となる可能性があります。※収益目標は中長期（通常の経済循環の一つのサイクルで概ね3年～5年）を想定した場合の目標水
準（年率、信託報酬控除前）であり、単年で達成することを保証する運用ではありません。市場環境によっては損失が発生する可能性があります。信託報酬（年率1.1124％
（税込））控除前のベース。あくまでも目標であり、常に一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。 
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危機時のライブ感満載レポート あの時ファンドマネジャーは何を考えていた？ 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2016年末以降、好調な市場環境が続いていましたが、今後はどういったことを注意する必要が 

ありますか？ 

ファンドマネジャー 

パトリック 

これまでは高成長と低インフレが並存する「ゴルディロックス相場（適温相場）」と 

いわれる良好な市場環境が続いていました。 

地域別に見ても、米国、日本、欧州、新興国ともに良好な環境にありましたが、 

足元では日本や欧州で一部の経済指標に弱含みが見られるなど、地域別の 

違いが出始めています。 

それが、これまでの良好な市場環境の終焉を意味するのか、もしくは単なる小休止
状態なのかを見極めるため、YENターゲットではキャッシュ等の配分比率を設定
来で最も高い水準の32％として、待機の姿勢を取っています（2018年5月末現在）。 

小休止状態であると見られる状況になれば、これまで通り株式にも積極的に投資
をする姿勢が考えられますが、逆に景気がさらに減速基調を強める状況になれば、 

債券などの資産を増やしていくような姿勢をする可能性があります。 

どちらにしても、今後については慎重な見方が必要であると考えています。 

※配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。※本資料に見通しや分析結果等が含まれる場合、当該見通しや分析結果等は、作成時点の考えに基づくもので
あり、市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があり、またこれらは将来の投資成果を⽰唆、保証あるいは約束するものではありません。 

マーケットでは今後、何を注意すべき？ 

実は・・・日本が大好きです！ 
プライベートで家族とともに長野県の白馬を訪れるなど 

「Discover Japan！」を楽しんでいます。私の生まれ故郷の 

スイスにもアルプス山脈に立派な山々があるので 

日本アルプスは私にとって第二の故郷のような存在です。 
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投資リスク 

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引にして

新たな規制等が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合が

あります。

有価証券等の発行体等が債務不履行に陥った場合、またはその可能性が予想される場合等には、投資

元本が回収できなくなったり、有価証券等の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性がありま

す。ハイ・イールド債やエマージング・マーケット債等、相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資

する場合には、マーケットによる評価の影響をより大きく受け、当該リスクがより大きくなることがあります。

基準価額の変動要因

・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準

価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込

むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。

・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、

必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。

株式の

価格変動リスク

株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがありま

す。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合も

あります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本

を割り込むことがあります。

債券の

価格変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落します。また、発行体が債務不履行に陥った場合、

またはその可能性が予想される場合には、債券の価格は下落します。それらにより組入債券の価格が下落

した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

為替ヘッジを行わない外貨建資産については、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基

準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替変動リスク低減のためにヘッジ対象通貨と対円での為替

ヘッジを行います。円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合には、通常、円金利とヘッジ対象通貨

の金利差相当分程度の為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。また、ヘッ

ジ対象通貨とヘッジ対象通貨以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまして、当

該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。

デリバティブ

取引のリスク

デリバティブ（先物、オプション、スワップ等の金融派生商品）の価格は市場動向等の影響を受け、デリバ

ティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価

格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（清算ブローカーや取引

相手の倒産等により取引が実行されないこと）等により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格

が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 
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危機時のライブ感満載レポート あの時ファンドマネジャーは何を考えていた？ 
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その他の留意点

● ヘッジファンドに関する留意事項

投資対象とするヘッジファンドにおいて、現物有価証券、ならびにデリバティブ取引や為替予約取引等により、投資資金を上回る買建

て、売建てを行う場合があります。そのため、買い建てている対象が下落した場合、もしくは売り建てている対象が上昇した場合には、現

物有価証券への投資に比べて大幅に投資元本を割り込むことがあります。また、ヘッジファンドの運用は、当該ヘッジファンドの運用者の

能力に大きく依存するため、市場動向によらず、損失が発生する可能性があります。

ヘッジファンドにおいて、デリバティブ取引や為替予約取引等を行う場合、取引先（清算ブローカーや取引相手）の債務不履行等によ

り、取引先が保管する証拠金の相当額を失ったり、契約が履行されない可能性があります。これらにより、ヘッジファンドへの投資資金が

回収できなくなる場合もあります。

なお、ヘッジファンドに関するリスクは上記に限定されるものではありません。

● 収益分配金に関する留意事項

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価

額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があり

ます。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間に

おけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファ

ンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

● クーリングオフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

リスクの管理体制

運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスか

ら独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する

牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

REITの

価格変動リスク

不動産投資信託（REIT）の価格は、不動産市況、金利動向、社会情勢、関連法令・制度等の変更、火災・

自然災害等のほか、REITおよびREIT運用会社の運営状況等、様々な要因の影響を受け変動します。REITの

価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

MLPの

価格変動リスク

MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）の価格は、エネルギーや天然資源等の投資対象とする事業を取り巻く

環境、エネルギー市況、金利動向、関連法令・税制等、様々な要因の影響を受け変動します。MLPの価格が下

落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

流動性に

関するリスク

証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来

想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考え

られます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくな

ることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込む

ことがあります。

商品先物取引

にかかるリスク

商品先物取引の価格は、商品の需給関係等の市場動向、商品指数の値動き、金利動向、干ばつ・洪水等の天

候全般、家畜病、禁輸処置、関税、世界経済・政治の動向等特定の業種や商品に関わる様々な要因の影響を

受け変動します。また、商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入、政府の規制等の各種要因により、

値動きが一時的に偏向・混乱する場合も考えられます。商品先物取引の価格が下落した場合には、ファンドの基

準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

販売用資料 

2018年7月 
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委託会社：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ［設定・運用等］ 

受託会社：三井住友信託銀行株式会社  ［信託財産の管理等］        

販売会社：販売会社については、下記ご参照（五十音順）。  ［募集の取扱い等］ 

（2018年6月末現在） 

お申込みに際してのご注意等 
本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が設定した投資信託に関する商品説
明資料であり、法令に基づく開⽰書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている
商品ではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の支払対象ではありません。お申し込みの
際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

本資料に⽰されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。投
資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資
産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基
づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。本資料中に記
載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を⽰すものであり、将来の動向や予測
の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。シュローダー
/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊
社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 

●MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明⽰的・黙⽰的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかなる
有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなる
MSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠される
べきものでもありません。 

1

年

決

算

型

年

2

回

決

算

型

登録番号 日本証券業協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

○ ○ 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

○ ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

○ ○ 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

○ ○ 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

○ ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

○ ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

金融商品取引業者等の名称

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しております。
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