
金融商品の歴史と分析 
基礎的学習のために 



20世紀以降の百年間の流れ 
歴史編 

1920年代 米国株式バブル 

         金本位制復帰 

1929年  大恐慌 

         金本位制崩壊→第二次世界大戦 

1944年  ブレトンウッズ体制成立 

         金＝ドル体制 固定相場制 

1971年  ニクソンショック 

         変動相場制移行 

2008年  リーマンショック 

         ビットコインの登場 

 

 

ベルサイユ体制 国際連盟 
ドイツ賠償問題 

国際決済銀行（ＢＩＳ） 
グラス・スティーガル法 
外為法 

IMF体制9条国 
固定為替制 
ポンド危機 
ゴールドラッシュ 

高金利政策→中南米危機 
金融制度改革→金融商品開発 
ブラックマンデー 
アジア通貨危機 
ITバブル 
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米国の金ストック推移 

ニクソンショック以前 

▷ブレトンウッズ体制が順調に機能していたのは、60年まで。 

54年ロンドン金市場再開 
58年欧州各国通貨交換開始 
  欧州復興とアジア危機 
  ベトナム戦争 
  米経常収支悪化 
60年第一次ゴールドラッシュ 
  米国、為替先物と通貨 
  スワップ協定 
64年日本IMF8条国 
65年北爆開始 
  第二次ゴールドラッシュ 
68年ポンド危機 
  第三次ゴールドラッシュ 
  金市場一時閉鎖 

単位百万トロイオンス 



当該期のアメリカ国際収支は、 
民間経常収支は一貫して巨額の 
黒字を継続させていたが、公的 
資本輸出および1960年代以降の 
民間資本輸出を加えると、 
基礎収支は巨額の赤字となった。 
この基礎収支赤字が、国際流動性 
ドルの供給ルートであった。 
山本栄治「国際通貨システム」P.92 

60年代のドル危機を通じて、 
欧州に流通したドル（ユーロド
ル）が次の時代を準備していた。
既に、この時期為替市場でアメ
リカは先物取引でレート操作を
していたが、固定相場制の下で
は、限られたものだった。 



1971年8月15日ニクソン声明 
第二の敗戦記念日 

 同年12月スミソニアン協定 

 1ドル＝308円 1オンス＝38ドル 

 72年 ポンド危機 

 6月 ポンド変動相場制移行 

 73年3月 主要国一斉に変動相場制移行 

 同年10月 第四次中東戦争勃発 

 第一次オイルショック 1バレル＝3ドル→5.12ドル 

 74年 11.65ドル 

 

 

戦後IMF=GATT体制の解体 

72年5月  
シカゴマーカンタイル取引所 
通貨先物取引開始 

73年5月ブラック＝ショールズモデル発表 



すべては 70年代から始まった 

78年 IMF協定第二次改訂 

①各国の為替市場自由 

②金支払義務廃止 

③金の公定価格廃止 

④価格表示の基準をSDRに 

「この国際通貨システムは、…い
かなる制度的基礎ももたないノ
ンシステムとなった。…国際収支
の調整や国際流動性の供給など
すべてを市場にゆだねるという
意味での、システムの民営化に
よって運営されることになっ
た。」山本 

70年代は、米国多国籍銀行がユーロドルをロンドン市場で調達し、 
世界中に貸付を拡大していった。 



戦後IMF-GATT体制の崩壊とは 
金融グローバリゼーション政策の始まりだった 

米国は金ドル交換を停止し金による制
約を完全に取り除くことによって、通
貨膨張・信用膨張、財政赤字拡大によ
る経済政策を実施できるようにすると
ともに、これまで金ドル交換のために
余儀なくされてきた対外投資規制を撤
廃し、金融の自由化・国際化によって
米国内の金融証券市場の活性化、米国
の金融覇権の強化、金融収益の膨大化
を実現し、米国経済を再生しようとし
たのである。 

井村喜代子「世界的金融危機の構図」p.32-
33 

 

73年 シカゴ・オプション取引所開設 

75年 株式手数料規制廃止 

77年 財務省証券の先物取引開始 

78年 ソロモンブラザーズ、「モーゲー
ジ債」の証券化始める 

同年 確定拠出年金制度(401k) 

79年 サッチャー政権 イラン革命→第
二次オイルショック（米、パーレヴィ政
権の口座凍結） 

同年 FRB議長ボルカー 



一方、米国経済はスタグフレーションに悩まされた 

 
二つのオイルショックとユーロドルによる世界経済構造の変化 

米国金融資本のユーロドルを利用した世界展開が国内空洞化を進行させた 

米
国
物
価
上
昇
率
推
移 



高金利政策による荒治療 
FRBボルカーの政策（79年11％→81年20％） 
中南米を中心としたデフォルトを誘発 

米国の高金利によって途上
国への貸付金利が高騰 

一挙に途上国への貸付が急
落 

中南米諸国 
利払い不能 
デフォルト 



80年代前半 
金融規制緩和と激動の米
銀 高金利のバブル 

80年 住宅ローン上限撤廃 

   預金金融機関規制緩和法 

81年 ポーランド デフォルト 

82年 預金取扱金融機関業務緩和 

⇒S&L競争激化 

同年8月メキシコ デフォルト569億ド
ル 

83年 ブラジル対外支払停止 527億ド
ル→年末までに中南米16か国アフリカ6
か国など計29か国で債務不履行766億ド
ル 

84年 コンチネンタルイリノイ銀行破
綻→85年にかけて米銀破綻120行 

同年 ソロモン、モーゲージ債のCMO
設計 売上げ212億ドル 

拡大する経常収支赤字と多国籍銀行の中

南米デフォルトによる経営悪化。新自由

主義による規制緩和と高金利によるドル

のバブル 



80年代米銀の国内的要因 
企業の資金需要減退 企業の直接金融 

利子生み資本からの脱皮 

☆80年代後半、
米銀破綻200
行以上 

多国籍銀行の
新たな模索始
まる。 

金融グローバ
リゼーション
とは何か？ 

国家と一体と
なった新たな
ビジネスモデ
ルの探求 

コンチネンタル 
イリノイ銀破綻 



1985年9月22日 プラザ合意 

円・マルクへの通貨協力
要請 

◎高金利によるドル高⇒流れ込
む外貨 

◎新通商政策⇒日米貿易摩擦 

◎財政赤字改善 

米国、日本・欧州へ金融
自由化要請 

◎独は、87年から協調政策を見
直し⇒公定歩合引き上げ 

◎日本は、金融自由化を進める
（前川レポート）⇒金融先物取
引法・オフショア市場開設 低
金利政策⇒土地バブル 

◎北欧各国、新自由主義政策に
よる土地バブル発生 

結果はドルの暴落 

85年2月 1ドル=263円 
  末    =200円台 
86年7月    =150円台 
日本政府ドル買い逆介入 



米金融改革の必然性 新自由主義の実態 
多国籍銀行の80年代 

金融機関規制緩和 

◎預金金利自由化ー競争促進とセ
イフティネット 

◎ローン変動金利 

◎当座預金とNOW勘定 

◎業態間の規制撤廃ーウォールス
トリート系とS&L競争激化⇒S&L破
綻多数 

◎連邦貯蓄貸付保険公社破綻 

デュアルシステムの米国
金融構造 

◎米国国内金融事情 特異な構造 
◎連邦と州 
◎小規模貯蓄銀行制度 イギリス起源
の労働者互助組織 
◎クレジット・ユニオンとSコープ銀
行 

★ウォールストリート銀行の越境 草
の根銀行制度解体攻撃     ◎80
〜90年代：8000件の銀行合併 

80年代は、米国内金融制度の大変革期⇒中小銀行の淘汰と投資銀行モデルの確立 



90年代：金融グローバリゼーションの席巻 

80年代末 北欧土地バブル⇒金融危機 
  政府銀行国有化・資金注入 
90年 ブレディ債 
92年 ポンド危機（クォンタムファンド） 
94年 P&G,バンカーズトラストと訴訟 
  投機的金融商品氾濫 
同年 カリフォルニア州オレンジ郡破産 
 25億ドル損失 
95年 ベアリングブラザース破綻 
 一人のトレーダーによる13億ドルの損失 
同年 日本住専破綻（6兆円規模） 
97年 タイ通貨危機 
→98年にかけてアジア、ロシア、南米へ波及 
98年 LTCM破綻（米系ファンド・銀行損失 
100億ドル規模） 

 

金融自由化とソ連崩壊 

英国、EMS離脱 

各国、IMFへ支援要請 
IMF、危機の原因を 
「縁故資本主義」と規定 
構造調整プログラム強要 

金利スワップ 



00年代 架空商品が世界を支配する 
コンピュータ・インターネット時代の幕開け 

99-00年 ITバブル 

〇前史：69年米国防省ネットの原
型を開発 

83年MS=DOS開発（パソコンの幕
開け） 

95年ウインドウズ95発売 

同年インターネットブラウザ開発 

90年代後半 ベンチャー企業簇生
（ナスダック指数上昇） 

 

 99年 GRB法（銀証融合）投資
銀行ビジネスモデル確立 

 同年末 NYダウ平均 1万ドル
越え 

 00年 ナスダック指数ピーク＝
ドットコムバブル 

 ニューエコノミー賞賛 

 01年 エンロン破産（120億ド
ル） 

 02年 ワールドコム破産（410
億ドル） 



00年代 架空商品が世界を支配する 
単独行動主義と土地バブル 

国内収奪回帰と金融商品の世界化 

01年同時多発テロ 
02年イラク戦争 

 FRB 金利下げ 景気下支え 

 SEC 投資銀行のレバレッジ
規制緩和 

 土地バブル始動 

 住宅関連金融商品   CDO、
ABCP、CDS市場席巻 



 多国籍投資銀 ローン担保
証券で荒稼ぎ 

06年 元ゴールドマン・サックスの会
長ポールソン、米財務長官就任 

同年末 土地価格ピーク 

07年初 住宅ローン専門会社破綻始ま
る 

同年8月 BNPパリバ銀行傘下のヘッジ
ファンド凍結 

サブプライムローンは米金融資産の
数％だとグリーンスパン楽観 



架空商品が世界を支配する 
破局への道 

戦後初金融恐慌 

07年後半金融恐慌の始動 
FRB 金利下げ 

07年9月 英ノーザンロック銀行
取り付け騒ぎ⇒翌年国有化 

10月 多国籍銀CEO相次いで辞任
（メリルリンチ・シティ） 

11月 欧州大手銀行巨額損失判
明 

12月 モノライン（住宅保険会
社）破綻相次ぐ 

2008年9月 

3月 ベアスターンズ破綻⇒JPモルガン買
収（NY連銀指示） 

7月 政府、ファニーメイ・フレディマッ
クへ支援策⇒9月公的管理 

9月15日 リーマンブラザース破綻 政府
救済断念 

翌日 AIG破綻 緊急融資850億ドル 
CDS危機判明⇒欧米インターバンク市場
機能不全 

21日 モルガンスタンレー、ゴールドマ
ン・サックス持株会社へ転換（５大投資
銀行すべて消滅） 

29日 ダウ平均 777ドル下げ 



金融商品とは何か？ 
理論編 

とりあえず言えること 



金融市場で飛び交う金融商品の基本は 
古くからの損失回避手段 

Ⅰ 変動する価格による損失回避手法 

①空売り：価格下落時の損失回避 

②オプション：価格変動への保険 

Ⅱ 価格差による利得（安く買って高く売る＝商業の基本） 

①裁定取引（アービトラージ） 

②鞘取り 

Ⅲ 危機回避手段 

①各種保険 

②講：相互扶助 



現代金融商品の起源 
金融市場の形成 

1611年 オランダ株式市場開設 
17世紀 独、英国開設 

 
18世紀 フランス、オーストラリア、米国開設 

 
19世紀中に、ほとんどの資本主義国家が株式市場を開設する。 
1878年 日本、開設 



変動相場制が金融商品手法を開花させる 

変動相場制下の資産価格 

1. 二通貨間の変動から、円における
損失（利得）は、ドルにおける利
得（損失）になる。 

2. 金融資産であれば、等価である。 

3. 現物資産であれば、それぞれの経
済圏で損得が生じる。（瞬時に移
動できない） 

4. 多数の通貨が相互に変動する現在
の変動相場制では、二国間だけで
はその相対的価値が不明。 

5. 実効為替レートという各通貨の重
みを加味した手法で表すこともあ
る。 

円とドルの関係 
円基準とドル基準は同じか？ 



金＝ドル本位制では金は諸国通貨の基準であったが、変動
相場制では諸国通貨に基準がなくなった。 

しかし… 

 ドルが国際流動性の基準通貨となっている現実（ドル本位制） 

 異なる国民経済間の貿易不均衡を決済するための準備金がドルと
なっている現実（準備通貨） 

 為替変動による国民経済への影響（輸出入価格の変動）を避けるた
めの為替介入政策 

 私的な金融資本の移動による相場介入が可能な世界（アジア通貨危
機） 

 資本移動への制限（国民経済防衛）と資本移動への自由化（国民経
済の活性化＝外資導入）は、民族ブルと先進国ブルの相克 

 現在はドルに変わる国際通貨の生成に向けた過渡的な過程 

 



もし、今も金が基準であればどうなるか？ 
1971年約40ドルから2016年約1300ドルへ 

約32倍で、45年間で１／３２になったことに！ 

物価が4倍であれば、約8倍ほどに縮小して、1/8となり、1ドル＝360円 
の45年前のレートが現在1ドル＝45円になる計算。故に現在のレートは 
かなり人為的なものと解釈できる。 

 



固定相場制では、貿易決済での金現送による制限があるが、
変動相場制では為替介入による人為的操作が可能である。 

 1994年の円ドル相場への日
本政府の介入事例 

 およそ一円移動させるため
に数十億ドル注ぎ込んだよ
うだ。 

 現在の為替市場の変動は実
需に基づいたものではない。 

投機目的の貨幣と、金融商品を巡る膨大な量の貨幣交換が、変動相場制 
を支える。ディーラーたちの活躍の場 



イベントに左右される相場 

 世界のGDP合計が70兆ドル 

 世界の為替取引額1950兆ドル 

 世界の貿易額15兆ドル 

0
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2001 2004 2007 2010 2013

世界為替取引額 1日単位5兆 

3000億ドル 

変動相場制は巨大なルーレットである 
と見抜いたのは、シカゴ学派たち 



裁定取引（アービトラージ） 
金融工学ではできないことになっている 

 異なる市場での価格差や先物と現物との差を利用した取引の
こと（株取引で日常的に行われている） 

 金融工学の基礎理論である「効率的市場仮説」の下では裁定
取引は成立しない。なぜなら、価格差は瞬時に修正されるか
ら。 

 しかし、現実には行われている。なぜか？ 

①金融工学では価格変動は正規分布の範囲に収まる。 

②現実の価格変動はベキ分布である（マンデルブロ） 



実際は価格差は生じている。 
コンピュータによる高速取引により裁定取引が行われている。 



拡大する裁定取引 
多様化する金融商品による裁定機会の増大 

エド・ソープの裁定手法（70年代末）： 
株式相場の特定銘柄が下がると予想した空売りと、上がった場合の損失を 
避けるために、ワラント債（転換社債の一種）を購入するという手法。 
これにより、上がっても、下がっても利益が得られると考えられる。つまり、 
変動による利益であり、変動が大きければ大きいほど、利益も大きい。 

90年代以降、これらの手法が発展して、様々な金融商品が開発され、 
裁定の機会が拡大した。00年代以降は、代替投資という株式以外の 
土地や企業買収、VBに関連した金融商品も現れ、年金基金や企業が 
積極的に利用している。（高リスク高リターン） 



為替取引上のリスク回避手法 
先物とオプション 

 先物取引 金利スワップ 

〇古代からある取引手法 

〇農作物取引に使われる 

〇17世紀末、大阪米相場で使われる 

☆収穫前に、農作物の価格を決めておく取
引（リスクヘッジの一種） 

〇ロングは買い、ショートは売り 

☆金利スワップとは、固定と変動との交換
取引 

〇60年代米国の為替安定策に使われる 

 オプション取引 

〇先物取引は確定された取引だが、オプ
ションは取り消しができる。 

〇ただし、そのための料金支払いがいる。
（手数料が目当て） 

☆先物と保険との融合 

☆米国では大恐慌以降行われなくなった 

☆70年代ブラック=ショールズモデルによっ
て急速に発展する 

☆デリバティブの原型 多くの投資銀行や
ヘッジファンドが、様々な派生商品を開発
（物理・数学者たちの活躍＝クオンツ） 



事例 
P&Gとバンカーズトラスト訴訟 

金利デリバティブ 

◎P&Gがこの金利スワップ 

で巨額の損失を出す。 

◎P&G側がこの仕組みを 

理解していなかった。 

◎裁判の結果は、P&G側の 

勝訴であったが、損失の全額は帰ってこなかった。 

☆このような取引は相対で行われ、一つ一つが異なる数式であ
るため、内容はほとんど知られることがない。 



代表的なデリバティブ損失 

INGに 
1ポンド 
で買収 



オプション取引の歴史 
金融工学の源流 

 哲学者ターレスのオリーヴ搾り機の借りる権利 

 証券取引所による株のオプション取引（1791年NY取引所開設) 

 20世紀初頭 仏数学者バシャリエ、株価をブラウン運動として記述 

 50年代 伊藤清 確率過程論 

 1959年 M.オズボーン「株式市場のブラウン運動」 

 60年代 サミュエルソン、ワラント債の価格理論 

 シャープ他、「資本資産評価モデル」（CAPM） 

 1965年 ファーマ「効率的市場仮説」 

  ☆1965年 マンデルブロ、正規分布が無効であると指摘 



オプション取引の発展 

 1969年 エド・ソープ、「デルタ・ヘッジ」手法 

 同年 M.フリードマン、ニクソンに手紙（シカゴ派、変動
相場制への転換を準備） 

 1972年 シカゴ取引所、通貨先物取引始める 

 1973年 ブラック＝ショールズモデル 

 1973年シカゴ・オプション取引所開設（株式） 

 1982年 TB（財務省証券）のオプション取引開始 

 1984年 日本で外為オプション取引開始 

 

オプションは代表的な 
デリバティブである。 
現物資産との関係が 
なくなった思考産物 
を商品とする。 



ヘッジファンドとは何か？ 

1940年 米投資会社法 

1949年 AWジョーンズ社（最初のヘッジファンド） 

60年代 効率的市場仮説（ユージン･ファーマ） 

1969年 エド・ソープ、ファンドを立ち上げ（最初の
クオンツファンド） 

1982年 ルネサンス・テクノロジーズ（89−90年50％リ
ターン） 

1985年 スタットアーブ 

90年 ケン・グリフィン、シタデルファンド立ち上げ 

94年 モルガンスタンレー、コンピュータ取引（収益
の１／４ 40億ドル）ドリブン･トレ−ディング 

 

◎100万ドル以上の投資家99名以下で、私募形式投資 

◎ロング・ショート運用 

◎転換社債の裁定取引（アービトラージ） 

◎80年代、ウォールストリートに物理・数学者たちが
参入（クオンツ）金融経済学 

◎コンピューターを使ったロングショート裁定取引 

◎確率論、暗号解読、音声認識理論70年代以降国防省
から排出 

◎取引手法は一切公開されていない。高額な報酬で
ヘッドハンティング横行 

◎四人のトレーダーの報酬10億ドル 



ファンド分類 



巨大化するヘッジファンド 



世界の機関投資家の運用資産（2007年） 
WIKIから 

種類 単位 兆ドル 

年金 ２８．２ 

投資信託 ２６．２ 

保険会社 １８．８ 

不動産 １０．０ 

政府系ファンド ７．３ 

ヘッジファンド ３．３ 

プライベート・エクイティ・ファンド １．５ 

REIT １．１ 

個人投資家 ３７．２ 

世界GDP ５５．０ 

数字は重複するもが多く、大きい数字となっている可能性が高い。 



空売り、先物、オプション、すべてデリバティブ 
BSモデルは価格の変動を正規分布であると前提 
しかし、実際の変動は正規分布ではなかった 

1987年 ブラックマンデーの株価下落は、BSモデルから言えば、百万年に 
一回の出来事だったが、実際は十年に一回起きていた。 

しかし、デリバティブ商品はなくならない。誰も損をしたくないから？ 

平時には、この法則が有効。更に、この商品は価格変動による損失を回避する
ための商品であり、商品作成者は手数料を目当てにしている。（銀行の目的） 

00年代に入り、この考え方がモーゲージ債に応用されることで、新たな破局
が準備される。 



反体制的？クオンツたちの冒険 
J.O.ウェザーオール『ウォール街の物理学者』 

効率的市場仮説を全面的に受け入れたとしても、やはり予測可能なパターンを 
利用して儲けることは可能だということだ。必要なのは、誰よりも目ざとく市場 
のパターンをみつけだし、誰よりも巧みにそれを投資戦略に落とし込むことだ。 
この点についていえば、カオス系にひそむ情報を抽出してきた長年の経験と、部 
屋を埋め尽くす最高速のコンピュータは大いに役立った。プレディクション・ 
カンパニーは、なるべく多くのパターンを誰よりもすばやくみつけることによって 
市場を出し抜くことに成功したのだ。 

1997年の、夏の終わりのことだった。ソネットは数年前からこの研究（地球物理学）にとり 
くんできたが、いまやっているジャンルに当てはめるのはこれが初めてだった。十分に時間 
をかけて、大量の過去のデータを精査した。大きな出来事が起こる前にはかならず、同じ特 
徴的なパターンが現れていた。…このパターンは対数周期と呼ばれ、時間の対数になるような 
形で、小さなできごとの起こる間隔がだんだん短くなってくる。…そしてついに、それは起こ 
った。1997年10月27日月曜日、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は554ポイントの下落を記録した。 
…ソネットとルドヮは400％の利益を上げた。 



ヒルファディング『金融資本論』で描かれた 
金融恐慌。現在と同じ 

《かくて今や、担保とされた証券、またはその他の仕方で信用の基礎として役立って 
いる証券の追加がなされねばならなくなるが、この追加は、多くの投機者によっては、 
特に大衆からの参加者によっては、なされえない。そこで、担保とされた株式の強制 
売却となり、突然の供給増加となって、これが証券の相場を急速に低下させる。この 
低下は、職業的投機の方向転換によって、さらに強められる。すなわち、職業的投機 
は、すでに市場の危機を捉えていて、いまや安値思惑に転ずるのである。相場の低下 
は、新たな信用制限、新たな強制売却を意味し、低下は暴落となり、取引所危機、 
恐慌、崩壊が現れる。》『金融資本論』下巻p.199岩波文庫 

 

《貨幣恐慌は恐慌の絶対的必然性として現れるのではなく、それが生じないことも 
ありうる。…必要な信用貨幣が流通に用立てられれば、貨幣恐慌は避けられうる。 
すなわち、まだ相変わらず不動の信用を有する銀行によって、産業資本家に担保 
と引き換えに信用貨幣を与えられればよい。》同p.206 

上記の指摘は、「銀行」を「中央銀行」と置き換え、「産業資本家」を銀行 
と書き換えれば、今回の恐慌の説明に当てはまる。 



リーマンショックとは 

 地価の上昇を前提とした、高利貸し証券 

 基本的には、土地バブル 

 持ち家願望を餌に、労働者の未来の所得を収奪 

 地価の上昇によるエクイティローンの恐怖のおまけ付き 

 破産による転売と残債のない制度（驚異のCDS） 

 投資銀行モデルの世界的拡大⇒金融機能の変質 

★市田氏の「奴隷化＝労働価値説の廃棄」説の根拠？ 



リーマンショックの第一段階 
住宅ローンの証券化の仕組み 



リーマンショックの第二段階 
CDOの組成 

相対取引で、売買 
市場は存在しない。 

格付け会社の役割 



ABCP(asset-backed commercial paper) 
SIV(structured investment vehicle) 

CDO組成金融機関 

SIV設立 

簿外取引（オフバランス） 販売 

保有 

銀行 
短期市場 

ABCP発行 

短期資金 

ロールオーバー 
販売 

手数料と値上がり益 

保証枠 

情報公開なし 当局監督なし 

投資家 

ABCO市場規模：2006年ピーク 1兆2000億ドル 

大手投資銀行 
ヘッジファンド 

CDOの半分 
購入 

レバレッジ 



オフバランスは何故必要か？ 

 SPV／SIVを使って、
銀行が証券発行を別
会社にするのは、BIS
規制を逃れるため。 

 時価評価会計であっ
たことによる銀行の
政策。 

もし、銀行保有の証券がゼロになったら、資産の部はマイナス 
になる。13000−2000=11000 純資産は−1000 



0年代以降、サブプライムローンが 
急速に肥大化 

 究極の住宅ローン現れる 
⇒ニンジャローン 
「所得なし、職なし、資産なし」 



ヘッジファンドのレバレッジ 

レバレッジが25％という
のは、25/100の逆数で、4
円で100円運用の意 



金融危機の最終段階 
ＣＤＳの仕組み 

住宅ローン契約の 
場合、日本では個々 
の契約に保険がか 
けられる。（団信） 
CDSは、債権全体 
にかけられる保険 
で、住宅ローンに 
限定されない。 

これらの保険は、モノラインやSIVなどの特殊な会社が扱う。銀行規制 
がなく、実態が把握されていなかった。 



債権に保険をかけるCDS 
AIGが破綻した根拠 

①90年代 JPモルガン銀のクオンツが開発 

②最初は、企業倒産への保険として開発された。 

☆企業倒産については、過去のデータ及び当該企業群のデータが 
蓄積されているので、倒産確率が導き出せる。 

③CDSが住宅ローンへと拡大された。MBS   ABS   CDO 

☆住宅ローンの場合は、一つ一つのローンのデータが見えなくなって 
いるので、確率が出せない。故に、格付け会社に頼る。 

2007年末の想定元本は62.2兆ドル 世界全体のGDPを上回る。 



高田太久吉「金融恐慌を読み解く」 
2009年 

今回の金融危機の最大の温床…仕組み証券市場では、伝統的な預金者⇒ 
銀行⇒企業という金融仲介の仕組みではなく、さらに、これまでの個人 
投資家⇒投資銀行⇒企業の組み合わせでもない、機関投資家⇒投資銀行 
⇒家計部門という転倒的な金融仲介構造が形成されている。この構造の 
なかでは、投資銀行と機関投資家の関係が主軸であり、剰余価値生産の 
社会的仕組みとしての企業、したがって現実資本の運動は、視野の外に 
置かれている。P.90 

年金基金の採算ラインが7％であるとカルパーズ幹部が吐露。高リスクの 
金融商品へ移行する必然性。破綻による年金基金の解散は、世界経済の 
歴史的構造問題を孕んでいる。⇒福祉国家政策の破綻と富裕層（大ブル） 
の漁夫の利⇒金融資本市場の解体が課題？ 



金融工学は諸悪の根源か？ 

 

④これを可能にしたのは、CDOというローンを担保にした証券という、 
新たな金融商品を開発したことだ。 

☆この現実世界から遊離した思考産物を、金儲けの手段として活用する 
資本主義の新たな精神は、従来の利子生み資本や架空資本とは根本的に異なる
性質のものだと考えられる。 



付録 
ブラック＝ショールズモデル 

C0=S0N(d1)−Ｘe N(d2) -rT 

d1=In(S0/X)+(r+σ /2)T 

 
d2=d1−σ√T 

2 

σ は株の価格変動の標準偏差 

 
In は自然対数 

 
S0 は現在の株価 

 
X は行使価格 

 
r はリスクフリーレート 

 
T は行使する時期 

ｄの値を出すためには、 
正規分布表を参照するので 
あくまでも、ベル曲線に 
依存している。 



現状分析にかえて 
2016年5月レインボープライドに向けた広告 



「いつか爆発する超新星」 
ビル・グロス氏 6月9日ツイッターでつぶやく 

2016年5月末現在 
マイナス金利国債（世界）    

10兆5千億ドル 

 

しかし、一方で永久国債 
（ゼロ金利）にして、 
封じ込めるという言説も 
盛ん。（ヘリコプター・ 
マネー） 
世界経済は負債経済とな 
り、国家は実質破産状態 
でゾンビ化する。 



資本主義が終わっているという言説 
利子率、停滞、ゼロ成長 

水野和夫の「資本主義終焉論」によれば、利子率革命が世界史を動かす。 

次に来るのは、何？ 



次に来るのは何か？ 
資源価格投機か？ 

2016年1~5月、CME/ICE原油先物取引売買高急増中 
昨年、3億8000万枚で、過去最高だった08年の約二倍 
商品市場の運用残高も上昇2420億ドル 

NYの金上場投資信
託も急速に上昇し
ている。 

商品市場は、為替市場とは 
違い、規模が小さいので、 
予期せぬ変動が起きる可能性 
が高い。 

デリバティブ規制で、従来 
シャドウだった取引が、市場 
に流れ込んだというアナリスト 
の分析 



米国国内経済も、住宅価格はリーマン 
以前に戻りつつある。 
また、 
自動車ローンなどで、サブプライムが 
相変わらず幅を利かせている。 



肥大化するマネタリーベース 
政府債務＝信用貨幣 

「中央銀行が最大の不確実性
になってしまっているのでは
ないか」加藤出（東短リサー
チ社長） 



年金基金は低金利で、高リスク投資（ヘッジファンド）へ 
デリバティブ投資盛況 

①福祉国家政策の要である、財政と基金が破綻状態。 

②多国籍企業系は年金運用の積み増しで業績圧迫 

③危機の財政ファイナンスが目の前に迫る 

国内債券は 
オルタナ
ティブ投資 

ヘッジファンドはリーマン 
以降も拡大し続けている 

☆次に来る危機が何であれ、国家統治の危機を 
 伴わざるを得ない。 



一番弱い環は、日本？ 

エコノミストは、 
日銀の正常化の 
スケジュールを 
25年と見ているが、 
果たして可能か？ 

永久国債の発行は 
可能か？ 
もし、そうなれば、 
何が起こるか？ 

①円相場が下落⇒輸出産業は利益 
②輸入物価高騰⇒インフレ 
③工場の国内回帰？⇒労働力不足⇒賃金高騰？ 
④金利上昇⇒財政縮小⇒福祉政策破綻⇒政権崩壊 


