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●日経平均株価連動デジタルクーポン債とは？

■日経平均株価と利率（受け取り利息）の関係（イメージ図）

過去の最大下落率と同程度、日経平均株価が 

下落した場合、投資元本がどの程度目減りするか

分かりました。日経平均株価 が大きく値下がりしても、利率 

に影響はないのですね？

日経平均株価の水準次第で、より高い金利を受

け取れる仕組債があると聞きました 。

はい。日経平均株価の推移の仕方次第で、利率

が変動する仕組債があります。「日経平均株価連

動デジタルクーポン債」です。仮の条件を決めて、利率決

定の仕組みを見てみましょう。

その通りです。5頁の条件であれば、日経平均株

価に関係なく、発行から償還まで、年率2％、利払

いの都度5万円（税引前）が支払われます。

上の図を見てください。利率は、初回利払い日を

除き、各利率決定日の日経平均株価の終値に

よって決まります。2回目は、利率決定日の日経平均株価

が基準価格を上回っていたため、年率4％、10万円が支

払われます。しかし、3回目は、利率決定日の日経平均株

価の終値が基準価格を下回ったため、年率0.1％、

2,500円となります。

株価によって、利率が大きく変わるのですね。

その通りです。「日経平均株価連動デジタルクー

ポン債」は、日経平均株価の変動リスクを取ること

により、利払い毎に高い利率または低い利率が決定されま

す。デジタルクーポン債の名前は、この高い利率と低い利

率をデジタル（＝ 0,1）に例えていることに由来しています。

初回
利払い日

第2回
利払い日

22,950円
以上

100%

受取日の日経平均
株価の終値

当初価格
27,000円

(　       )

（当初の85%）

基準価格
22,950円

85%

22,950円
未満

利率
決定日

第3回
利払い日

利率
決定日

10

年率4％ 年率4％ 年率0.1％

10 2,500

●利率はどのように決まる？

／豪ドル● 額面金額　1,000万円
● 受渡期日（運用を開始する日）
● 期間…約5年
● 利払い…年4回
● 利率
　 ・初回決定日　4％
　 ・2回目以降
　　利率決定価格≧基準価格  年率4％
　　利率決定価格＜基準価格  年率0.1％
●利率決定日
　 ……各利払日の10取引所営業日前の日
●利率決定価格
　 ……利率決定日の日経平均株価終値
●当初価格
　受渡期日の日経平均株価終値
　……27,000円
●基準価格
　 ……当初価格の85％…22,950円

※上記利金は税金を考慮していません。
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●日経平均株価連動３段デジタルクーポン債とは？

■日経平均株価と利率（受け取り利息）の関係（イメージ図）

デジタルクーポン債の仕組は理解しました。

例えば、デジタルクーポン債よりも高い金利を受け

取れる仕組債はあるのですか？

デジタルクーポン債とは、何が違うのでしょうか？

日経平均株価の水準によって、受け取れる金利

が、ハイクーポン、ミドルクーポン、ロークーポンと

３種類に分かれる点がデジタルクーポン債と異なります。

仮の条件を決めて、利率決定の仕組みを見てみましょう。

はい。「日経平均株価連動３段デジタルクーポン

債」と呼ばれる仕組債があります。

上の図を見てください。利率は、初回利払い日を

除き、各利率決定日の日経平均株価の終値に 

よって決まります。2回目は、利率決定日の日経平均株価

が基準価格を下回っていたため、年率0.1％、2,500円

が支払われます。一方、3回目は、利率決定日の日経平

均株価の終値がトリガー価格を上回ったため、年率8％、 

20万円となりました。

受け取れる金利が高いですね。トリガー価格を上回

ると、何回もハイクーポンが受け取れるのですか？

いえ。トリガー価格を上回ると期限前償還となりま

すので、ハイクーポンは、複数回得られることはあ

りません。期限前償還については、詳しくは、１5ページ以

降で解説しています。

●利率はどのように決まる？

／豪ドル● 額面金額　1,000万円
● 受渡期日（運用を開始する日）
● 期間…約5年
● 利払い…年4回
● 利率
　 ・ 初回決定日　2％
　 ・ 2回目以降
　　利率決定価格≧トリガー価格  年率8％
　　トリガー価格＞利率決定価格≧基準価格  年率2％
　　利率決定価格＜基準価格  年率0.1％
●利率決定日
　 ……各利払日の10取引所営業日前の日
●利率決定価格
　 ……利率決定日の日経平均株価終値
●当初価格
　受渡期日の日経平均株価終値
　……27,000円
●基準価格
　 ……当初価格の85％…22,950円
●トリガー価格
　 ……当初価格の105%…28,350円

初回
利払い日

第2回
利払い日

105%

100%当初価格
27,000円

（当初の85%）

基準価格
22,950円

（当初の105%）

トリガー価格
28,350円

85%

利率
決定日

第3回
利払い日

利率
決定日

5

年率2％ 年率0.1％ 年率8％

202,500

※上記利金は税金を考慮していません。
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豪ドル／円為替レート
1豪ドル=85 円

1豪ドル=70 円
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豪ドル／円為替レート

豪ドル／円為替レート
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●円償還条項付為替リンク債（通称：スーパーボール）とは？ 

為替変動のリスクを取る仕組債として、他に為替

リンク債があります。

為替リンクということは、償還金額が為替水準に

よって変動するということですか？

その通りです。スーパーボールとも呼ばれるこの商

品は①同一通貨、同等格付、同年限の債券と比

較して低い利率②満期償還時に当初より円高の場合、額

面100％で外貨償還（円転時に投資元本を下回る）する

という付帯条件がついた債券です。

■円償還条項付為替リンク債に投資した場合（イメージ図）

／豪ドル● 額面金額　30,000米ドル
● 受渡期日 （ 運用を開始する日 ）
● 期間……3年
● 利払い……年 2 回
● 利率（年利率）……0.1％
● 償還通貨判定日
　 ……満期償還日の10営業日前の日
● 当初為替レート
　 ……1米ドル=110円
● 転換為替レート
　 ……1米ドル=135円
　　　 （当初為替レート＋25円）

●想定損失額は最大でどの程度と考えられる？

円償還条項付為替リンク債は、外貨償還時に円

転すると元本割れの可能性があるということです

が、損失は最大でどの程度と考えられるのでしょう？

ご留意いただきたいのは、外貨建運用商品です

ので、外貨償還時の損失は必ずしも実現しないと

いうことです。外貨で償還するイメージ図③のケースをみて

ください。これは償還判定日の為替が当初レートの1米ドル

=110円より円高になった場合で、償還金額は30,000米

ドルとなります。外貨で考えれば投資元本が100％で戻っ

てきますが、償還金額で30,000米ドルを償還時の為替レ

ートで円転した場合には、円高が進んだ分だけ損失が実

現することになります。

額面金額
＝外貨

債券の償還
金額＝外貨
または円

円貨償還時の
為替レート

・同一通貨、同等格付、同年限の債券と比較して低い利率水準
・為替が一定水準を超えて円高になった場合、
 円換算時の償還金額が少なくなる約束

利率が低く円転時に元本割れのリスクがあるのですね？で

は、スーパーボールの魅力とは何でしょう。

理解を深めるために仮の条件を設定してみていきましょう。右

頁のイメージ図②のケースでは、償還判定日の為替水準が当初

レートの1米ドル=110円以上1米ドル=135円以下であれば、1米ドル

=110円に25円上乗した1米ドル=135円で円貨償還されます。額面

金額30,000米ドルの投資では、75万円の為替差益を得られます。

なるほど。償還通貨判定日の為替レートが当初と変わらない場合

でも、上乗せした為替レートで円貨償還になるということですね。

その通りです。したがって、円安基調を予測するけれども、大幅

な円安は期待していない投資家にとっては、上乗せ幅に投資

魅力を感じるでしょう。また、上乗せ幅以上に円安が進んだイメージ図①

の場合でも、額面100％の外貨で償還されますので、円転すれば上乗

せ幅に限定されることなく為替差益を享受することができます。
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満期までの期間が3年とすると、過去データにおけ

る3年間の米ドル／円の最大下落率は41％です。

米ドル／円の為替レートが過去の最大下落率と同程度円

高・米ドル安になると想定した場合、当初為替レート1米

ドル=110 円は、3年後に1米ドル=65円になりますね。

その場合、額面30,000米ドルを円転すると195万円

となり、投資元本330万円に対する想定損失額は

135万円となります。もちろんこれは、過去データをもとに“最悪

のケース”をシミュレーションした結果です。また、繰り返しとなりま

すが、外貨償還額を円転しない場合は、実現しない損失です。

転換為替レート 為替
差額（135円）

当初為替レート

途中の推移に関わらず償還判定日の
為替レートで償還通貨を判定します。

③

（110円）

110円より円高

135円より円安

135円以下
110円以上

外貨で償還
（30,000米ドル）
①

外貨で償還（30,000米ドル）③

円貨で償還

75万円の為替差益
（30,000米ドル×
（135円ー110円））

②

当初為替より円高に
なってしまうと円にした
場合に差損が発生す
る可能性が高いんだね

■為替レートと償還金額の関係（イメージ図）

■参考データ：過去10年間の米ドル/円為替相場の推移

過去30年間の一定期間における米ドル／円の最大下落率（円高･米ドル安）は、以下の通りです。（観測期間：1990年4月1日～2022年4月30日）

■米ドル/円の最大下落率（過去データ）

27 41 50
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28,350円

27,000円

28,350円

27,000円
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