
デリバティブ市場に関する簡易ガイド

経済の発展を促すデリバティブ市場の役割

を操る



米国の製造会社が新しい国に進出し、より有利に
製品を売るためにはどうすれば良いか？ テクノロジー
関連の新興企業は、イノベーションへの自信をどこか
ら得るか？ 農家は、変動する農産物の価格からどう
やって自分たちを守るのか？ 海外で業務を行う銀行
は、金融リスクをどのように軽減できるか？ 大学は、
寄付金の資産価値をどうやって守れば良いか？ 投資
家は、どのようにしてリスクを機会へと変えるのか？

今日のビジネスと金融マネジメントにおいて、これら
は最も重要な質問の一部です。その答えとなるのは、
デリバティブ。それは、不確実性にあふれた世界で
自信を持って前進したいと望むあらゆる人にとって、
リスク管理の基本となるツールです。そのことを説明
するのが、本資料の目的です。
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といっても、そんなにシンプルではない部分もあります。地球規模の大きな影響
力、多くの専門用語、巨大な顧客ネットワーク、膨大な経済学の数式、そして入り組んだ

テクニカル分析を伴うCMEグループの業務は、世界で最も複雑で専門的なビジネスの

一つです。

しかし、これらはすべて、私たちが直面する「ある物」への対処を目的としています。

CMEグループとは何でしょうか？
その答えはシンプルです。
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もしあなたが今日の世界でビジネスを営んでいたり、投資家の

ために資金を管理しているなら、毎日、あらゆるリスクがあなた

を取り囲んでいます。リスクは、ある人にとっては発展を妨げる

障害になり、別の人にとっては投資の機会を意味するかもしれ

ません。

では、リスクとはどのような物でしょうか？
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1   例えば、あなたがコーンフレー

クの製造者だとします。高温で

乾燥した夏の気候により、トウ

モロコシの収穫高が減少する

見通しとなり、あなたは原材料

の価格が上昇するリスクに直面

しています。

2   または、ヨーロッパから部品を

仕入れている米国の製造業者

かもしれません。あなたは

ユーロの上昇により、部品の

仕入れコストが上昇することを

心配しています。
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3   もしくは、新しいホテルの建設

を計画するリゾート開発業者

かもしれません。不慮の悪天候

によって建設工事が遅れた場合

に備えて、あなたは投資家を守る

必要があります。

4   それとも航空会社の経営者で

しょうか。あなたは燃料価格の

上昇によって予想利益が悪化

すると考えています。
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5   大学の寄付金を管理する担当

者であれば、米国債の金利変動

からポートフォリオを守る必要が

あります。

6   自動車メーカーは、金属価格

の予期せぬ上昇リスクを抱え

ながら、なるべく低価格で

新製品を販売したいと考えて

いるかもしれません。
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このようなビジネス上、金融リスク管理を支援して
くれる場所があるなら、どうしますか？

あなたが避けたいリスクを、進んで引き受けたい
と考える人がいるとしたら、どうでしょう？

私たちは、デリバティブ取引所のグル ープを傘下に持つ親会社で、買い手と
売り手が取引するための市場を提供しています。私たちは、リスクの管理を望む

参加者（個人、企業、団体）と、リスクを取って利益の獲得を目指す参加者を一つの

市場に集めます。こうして行われる取引、そして価値を生み出すための機会こそが、

ビジネスや世界経済を前進させる原動力となります。
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経済の全体像 

リスク管理の業務がどのように機能するかを
説明する前に、少し気分転換をして、「需要と供給
バランス」の経済学についてお話します。

このように考えてみてください ― この世界のあらゆる物の値段は、それがどれくらい
たくさんあるか、そして人々がそれをどれくらい望んでいるかによって決まります。より

多くの物が存在すれば、その物の値段は下がります。より多くの需要があれば、物の値段

は上がります。

ある時点で買い手と売り手の双方が価格に合意したとき、取引が成立し、価格が決定

します。
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これは1918年に発行された米国の郵便切手で、「逆さまジェニー」と呼ばれるものです。

（飛行機が逆さまにミスプリントされた切手）

供給 
極めて少ない供給量。この切手を１枚買うために約100万ドルを支払った人もいた。

しかし、どこかの誰かが何らかの方法で、これと同じ切手を100万枚見つけたとしたら？ 

もはや、これは珍しい切手ではない。

需要 
もしそうなれば、大金を払ってまでこの切手を欲しがる人はいなくなり、1パックの封筒

代と同じくらいまで価格が下がるかもしれない。つまり、供給が限られていれば価格は

上がり、供給が増えれば価格は下がる。

より具体的な例を見てみましょう。
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世界経済は、日々売買されるあらゆる種類の物によって成り立っています。農産物や
家畜、金属や天然素材、そして金利、株価指数、外国為替まで、CMEグループはあらゆる

物の市場を提供しています。CMEグループは、まさにグローバルな取引拠点であり、物の

売り買いにおいて、世界の先進的な公開市場の一つとなっています。
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デリバティブとは？

CMEグループの市場で物理的な商品または金融
商品を売買する人や企業は、将来の価格変動に
備えて、ビジネス上のリスクを排除したり、投資家
として利益を得たいと考えています。

核心部分― 未来のことは誰にもわかりません。しかし、先物、オプション、清算型店頭
デリバティブといった商品は、価格が不利な方向に進んだ際のセーフティーネット

として役立ちます。
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なぜなら、価格は常に動いているからです。もし、あなたが今までに家や車、また
は株式を買ったことがあるなら、今日買った価格が明日には上がるかもしれず、逆に

下がることもあると知っているでしょう。しかし、拘束力のある契約によって、世界中

の個人や企業が、将来の価格を事前に取り決める方法があります。このような契約

は、先物やオプションと呼ばれます。これらは、将来、決められた価格で売買できる

契約上の合意です。

なぜデリバティブなのか？

CMEグループは、金利、株価指数、外国為替、エネルギー、農産物、金属、天候、

不動産といった広範なグローバル・ベンチマーク商品を扱っており、これらの市場で

先物やオプションを取引するために、世界中から人々が集まっています。また、

店頭デリバティブの清算を行うためにCMEグループを利用する投資家も年々増えて

います。
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牛
肉
の
価
格

時間 

オプションによる
購入価格の節約

 

$ 50$

$ 75

 
オプション価格

実際の価格

オプションの有効期間

精肉業者がオプションを購入 精肉業者がオプションを権利行使

先物のオプション取引 は、特定の価格で先物を売買する権利を買い手に与えます
が、これは義務ではありません。

例えば、先物を買うかどうか迷っている人は、オプションを買うことによって、将来的に

先物を買う権利を得られると同時に、状況によっては買わないという選択肢（Option）

も得られます。つまり、相場の変動に応じて、不利な状況では先物を買わず、利益が見

込める場合にのみオプションを権利行使し、事前に決定した価格で先物を買うことが

できます。

オプションの利点とは？ 先物を買うトレーダーは、相場の変動から直接的な影響を
受け、大きなリスクにさらされます。

一方、オプションの柔軟性を利用すれば、トレーダーは最適なタイミングで売買の

意思決定を行えます。

先物取引 は、ある物の価格を前もって決定し、将来の約束の日が来た時点で受渡しや
差金決済を行う契約です。

石油、牛、ユーロ通貨、トウモロコシなど、経済の原動力となる商品が先物取引の対象

となっています。

しかし、これらの商品が玄関先に届けられる前に、先物の買い手は他のトレーダーに買い

契約を転売することができます。実際、先物の大部分は、受渡し予定日のずっと前に

転売されます。商品を本当に必要としている人のみが、最終的に受渡しの契約を

受け入れます。

先物のオプションを買う
この例では、精肉の卸売業者が数ヶ月後に牛肉を仕入れるかもしれないと考えており、

この先の価格上昇に備えて、$50のオプションを買うケースを示しています。価格が

実際に$75まで上昇した場合、この卸売業者は権利行使を行い、事前に決定した

$50の価格で買うことができます。（$25の節約が可能）
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取引の実行

世界中からあらゆる業種の人々がCMEグループ
に集まり、先物やオプションを売買しています。
取引に参加しているのは、銀行や企業の従業員、
政府機関の職員、畜産牧場主、資産運用管理者、
建設プランナー、農家、または食品製造会社かも
しれません。まさに、この世界で価格の変動リスクを
管理したいと望むあらゆる人が取引しています。

CMEグループで取引するトレーダーは、2種類の取引、つまりヘッジと投機に関心を
持っています。先物やオプションの市場は、この2つのバランスで成り立っています。
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ヘッジはトレーダーのリスクを他へ移す 
ヘッジは、前もって商品の価格を固定化することでリスクを管理し、将来の価格変動から

トレーダーを守ります。価格の上下変動による影響をなくすことで、ビジネスのコストや

収益を より予測可能なものにできます。

取引の2つの面 
個人トレーダー、取引業者、投資家、そして

企業のリスク管理担当者は、ビジネスの

ニーズや経済的な目標に応じて、市場で

いつでもヘッジや投機を行うことができます。

投機はトレーダーにリスクを引き受けさせる
投機とは、利益追求のためにリスクを引き受けることです。トレーダーは、価格の変動

から利益を得るために売買を行います。リスクを引き受ける前に、トレーダーはテクニ

カル分析などを用いて、それがリスクに見合う取引かどうかを検討します。

ヘッジ 投機
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コマーシャルズ（実需筋）
コマーシャルズは、ビジネスの金融上のな目的を達成しようとしています。燃料価格を

ヘッジするためにCMEグループを利用する航空会社は、その一例です。結果として、

その航空会社は燃料価格をより適切に予測・管理することができ、より多くの乗客に

航空便を提供できるようになります。 

CTA（商品取引アドバイザー）
CTAは、先物やオプションを利用して投資家のためにポートフォリオを構築し、利益を

上げることを目的とするヘッジファンドのトレーダーです。ヘッジファンドは、その名称

とは裏腹に、単にヘッジを行うだけではありません。実際には積極的にリスクを取り、

結果としてそれに見合う利益を得ています。 

FCM（先物取次業者）
FCMは業界用語の一つで、米国の先物取引所で取引するために登録を受けた「先物

取次業者」を意味します。FCMは、CMEグループの取引所で自己資金を使って先物や

オプションを取引できることに加えて、顧客の代わりに取引を執行することもできます。 

CMEグループは多岐にわたる顧客のニーズにお応え
し、ヘッジや投機のための公開市場を提供しています。

CMEグループの市場を利用している６種類の
トレーダーについて見てみましょう。

市場のプレーヤー

電子マーケットメーカー
電子マーケットメーカーは、デリバティブの売買に加えて、買い値と売り値を瞬時に

他のトレーダーへ提示するために、複雑なアルゴリズムやコンピューターモデルを

開発します。この業者によって、スピード、透明性、流動性が市場全体に行き渡り、他

のトレーダーはより迅速に、そしてより良い価格で取引を執行できるようになります。 

アセットマネージャー 
このトレーダーは、事実上、あらゆる種類の団体から市場に参加しています。例えば、

大学には寄付金を運用するための職員がいます。この職員は、より多くの奨学金の

授与、教材・設備の更新、または新しい教授の雇用といった大学の投資目標を達成

するために、CMEグループで取引を行います。

自己勘定トレーダー
自己勘定トレーダーは、自らの見通しに基づいて価格の将来的な変動を予測し、投

資を目的として単一または複数のポジションを市場で取引している投機家のことで

す。このトレーダーは、市場で買いと売りの両サイドのポジションを取ることで、より

良い価格の形成や流動性に寄与しており、市場の機能において不可欠な存在と

なっています。
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なぜ流動性が役立つのか？

ヘッジと投機は市場にバランスをもたらし、取引の
往来をスムーズに保ちます。市場の価格で契約の
買い戻し、または転売を行うと、その取引は手仕舞い
（liquidated）になります。ある市場において取引が
増えれば増えるほど、あなたが売りたい物を買い
たがっている人を容易に見つけることができ、その結果、
市場に素早く出入りできるようになります。これが流動性
（liquidity）です。そして多くの場合、他の誰かがヘッジを
するための流動性を提供しているのは、投機家です。
これが市場の効率性です。

この概念をもっとよく理解するために、あなたがとても危険なポジションを市場で
抱えていて、より安全なポジションとの交換を望んでいる状況を想像してみてください。
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市場に十分な流動性がなく、取引相手が見つからない場合、あなたは狭い空間に
閉じ込められています。

他に買いや売りの取引が存在すれば、将来的な利益を見越して、他の誰かがあなたの

リスクを引き受ける可能性はぐっと高まるでしょう。
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本当に活発な市場、つまり大勢の参加者によって売買
が行われている市場では、あなたのリスクを引き受ける
相手が見つかる可能性は最大限に高まります。または、
あなたが投機によって他の誰かからリスクを引き受け、
利益の獲得を望む場合も、取引を容易に見つける
ことができます。

CMEグループは、世界で最も流動性の高い
先物・オプション市場の一つであり、この流動性
こそが世界的な影響力の源泉となっています。
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トレーダーの保護 

クリアリング（清算）は、CMEグループが金融市
場で提供するもう一つの重要な役割です。私た
ちのクリアリング会社は、あるトレーダーから別
のトレーダーに取引が移るずっと前に、それが
大きな団体であるか個人であるかに関わらず、
両者の財政基盤を確認します。そして、取引の
価格、数量、タイミングが買い手と売り手によって
合意されていることを確認します。その後、反対
売買によって取引が解消された時には、それが
2ミリ秒後であっても2ヶ月後であっても、私たちは
買い手と売り手があらかじめ合意した条件を
保証します。

このようなクリアリングは、CMEグループの取引所で行われる全ての取引に対して

行われます。
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すべての取引におけるカウンターパーティ 

清算会員業者

トレーダーB
レストランオーナー

市場参加者

市場参加者

CME CLEARING

トレーダーA
牛肉の生産農家

CME CLEARINGとCME CLEARING EUROPE 

CME ClearingとCME Clearing Europeを通じて、CMEグループは世界中の顧客にクリア

リングサービスを提供しています。この中央清算型の方式では、全ての取引において

クリアリングハウスがカウンターパーティ（取引の相手方）の役割を果たします。つまり、

買い手に対しては売り手となり、売り手に対しては買い手となります。これにより、カウン

ターパーティの信用リスクが限定され、不履行リスクも軽減されます。 

清算会員業者（クリアリング・メンバー・ファーム） 
清算会員業者は、CME ClearingまたはCME Clearing Europeを通じて取引を清算する

ことが認められている会社です。この会社は、個人トレーダー、団体、ブローカーなどの

顧客（市場参加者）とクリアリングハウスの間に入ります。清算会員業者は、顧客の財政

的コミットメントの保証人でもあります。

クリアリングは私たちのビジネスの中核であり、金融保障システムにおける要求水準

を満たすため、欠陥なく稼働し続けなくてはならない一連の複雑な業務によって成り

立っています。CMEグループの組織の一部であるCME Clearingは、すべての取引の

監視と処理を行い、財政面での信頼性を確保する部門です。この部門は、取引所の上場

商品や店頭デリバティブ取引を対象に、清算と決済サービスを提供しています。

この例では、トレーダーAは牛肉の生産農家で、悪天候などによる不慮の価格変動

リスクをヘッジするため、「先物売り」によって将来の牛肉価格の売値を固定化したい

と考えています。トレーダーBは、そのリスクを引き受けたいと思っているレストラン

オーナーです。このオーナーは、牛肉の「先物買い」によって、レストランで提供する

牛肉のコストを固定化し、安定した価格と品質を顧客に提供したいと考えています。
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フロアから
取引が成立すると、その価格を市場のすべての人が同時に見ることができます。
取引フロアでは数百人のトレーダーが売買交渉を行っており、取引された価格は、
上方に設置された巨大な電子ボード上にチカチカと表示されます。
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パパパパパソソソソソコココココンンンンンののののの画画画画画画画面面面面面面面へへへ
価格は世界中のパソコン画面にも表示されます。あなたがCMEグループで取引する

ためには、シカゴにいる必要はありません。それは、世界中でCMEグループの顧客が

利用している電子取引プラットフォーム、Globex（グローベックス）のおかげです。

CMEグループにおける取引の80％以上が、この電子取引によって行われています。
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スピードを実現するための強力なテクノロジー
CME Globexは、1秒間に500以上の取引を執行できます。1つの取引あたりでは、

2ミリ秒以内の執行スピードです（このスピードはどんどん早くなってきています）。

 CME Globexのスピード 
 グローバルな取引拠点
 市場の流動性

年間30億枚、金額 にして 
$1,000,000,000,0 00,000
 （1千兆ドル）の取引 

+
x

=
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CMEグループの業務については、すでにお話しました。次は、私たちが作り出す物
についてです。正確には、私たちが何を作るかではなく、「何を可能にしているか」で

す。CMEグループは、世界各国において、ビジネスが不確実性の中を前進するため

の支援を行います。私たちは、ビジネスの成長と発展に貢献するために、より早く、

より良い決定を下すための自信を提供しています。

この自信こそが、世界が前進するための原動力となります。
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製造業者が自信を持っている時には、新製品を開発するためにより多くの資金を投入
し、他の国に進出してより多くの顧客に製品を売ることができます。

開発業者が自信を持っている時には、新規の建設プロジェクトにより多くの資金を
投入し、様々な市場でより多くの顧客から注文を受けることができます。
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金融機関が自信を持っている時には、中小企業の成長やイノベーションを支援する
ために貸付を行うことができます。

企業や団体が自信を持っている時には、ビジネスの発展に役立つような、より迅速で、
より賢い意思決定を行うことができます。
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そして、これらの企業が業績を伸ばしている時、人々はその企業への投資に自信を持ち、
それが経済成長へと繋がり、より多くの雇用を生み出します。
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CMEグループがどのようにリスクを管理し、世界
の発展を支援しているかについて、より詳しい情報は
「www.cmegroup.com/advance」をご覧ください。

先物取引やスワップ取引は、あらゆる投資家に適しているわけではありません。損失のリスクがあります。先物やスワップはレバレッジ投
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