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1. 基軸通貨ドルー国債通貨の条件と

メリット

• 国際通貨や基軸通貨の条件は何か。円はど
う位置付けられているか

• 世界から信頼されてきた基軸通貨ドル

　 国際通貨とは、国債取引において媒介通貨、表示

通貨、保有資産（価値保有）の３つの役割を果たし
ている通貨のこと。

• 円の位置付けがいまだに低い理由

• 世界の外貨準備の過半は米ドルが占める
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1.1 世界の公的外貨準備に占める各通貨

建て資産のシェア

3「http://plaza.rakuten.co.jp/」より



2. 統一通貨ユーロの誕生と拡大

• ユーロはどのようにして生まれたのか。どこま
で広がりをみせているか

• 財政赤字など、参加には厳しい規律遵守が
求められている

• 平坦ではなかったユーロ誕生までの道のり

• 11カ国で発足し、2008年では計15カ国に

• EU加盟国の中でも、イギリスやスウェーデン、

デンマークは統一通貨に加入していない。
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2.1 EU各国の財務収束条項の達成度
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EU加盟国 長期金利 公的債務 財政赤字 インフレ率

(ユーロ使用) (%) (対GDP, %) (対GDP, %) (%)

ベルギー 4.1 83.9 -0.3 1.8

ドイツ 4.0 65.1 -0.2 2.3

アイルランド 4.0 24.8 0.2 2.9

ギリシャ 4.3 94.8 -3.5 3.0

スペイン 4.1 36.2 2.2 2.8

フランス 4.1 63.9 -2.7 1.6

イタリア 4.3 104.1 -1.6 2.0

オランダ 4.1 45.7 0.3 1.6

オーストリア 4.1 59.5 -0.4 2.2

ポルトガル 4.2 63.6 -2.6 2.4

フィンランド 4.1 35.1 5.3 1.6

基準値 3.0 60.0 2.1 1.6

2007年
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3. 購買力平価

• 為替レートの高安の判断基準の１つに購買
力平価がある

• 同じモノが世界各国でいくらで売られている
かを調べる

• 国際商品は地域間の価格差が縮まって一物
一価に近づく

　� 代表は金、通貨をドル建てに直せばどの

国でもほぼ同じ価格
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3.1 購買力平価でみるGDPの大きさ
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2007年のGDP値

2007年：購買力平価換算後
購買力平価でドルに換算

中国 日本 米国

中国 日本 米国

25兆元 515兆円 14兆ドル

14兆ドル
4兆ドル7兆ドル



3.2 購買力平価と実勢為替レート比較
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実勢為替相場 購買力平価

順位 国 GDP/人 順位 変位 国 GDP/人

1 ルクセンブルク 79.9 1 0 ルクセンブルク 70.2 

2 ノルウェー 63.9 2 0 ノルウェー 47.2 

3 アイスランド 54.3 3 4 アメリカ 41.8 

4 スイス 48.8 4 1 アイルランド 38.9 

5 アイルランド 48.3 5 -2 アイスランド 36.2 

6 デンマーク 47.8 6 -2 スイス 35.7 

7 アメリカ 41.8 7 2 オランダ 35.1 

8 スウェーデン 39.6 8 3 オーストリア 34.4 

9 オランダ 38.5 9 4 オーストラリア 34.2 

10 フィンランド 37.3 10 -4 デンマーク 34.1 

11 オーストリア 37.0 11 　 カナダ 34.1 

12 イギリス 37.0 12 3 ベルギー 33.0 

13 オーストラリア 36.0 13 -1 イギリス 32.9 

14 日本 35.7 14 -6 スエーデン 32.1 

15 ベルギー 35.4 15 -5 フィンランド 31.0 

　 　 　 16 -2 日本 30.8 

2005年、単位:1000USドル
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4. ビッグマックの購買力平価

• 世界中で購入できる商品（ビッグマック）価格
を比べて購買力平価を知る

• 世界中で売られている商品の価格を調べれ
ば為替レートの水準が分かる？

• 日本の値段をアメリカの値段で割ると妥当な
為替レートが算出できる？

• 実際の適用のは問題あり
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5. 国際ビジネスと為替相場

• 円高や円安がビジネスに与える影響を考え
てみよう

• 商品引き渡しと代金受け取りの間に為替レー
トは変化する

• 輸出業者は円安を喜び円高を嘆く

• 輸入業者は円高を歓迎し円安に泣く

10

金融工学６



5.1 円高で変わる輸出入の額
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ゲーム機の輸出
「円高で輸出の受取額は減少」

ギャラの支払い（輸入）
「円高で輸入の支払い額は減少」

1ドル100円　 3万円
1ドル90円　　2万7000円

1ドル100円　 1億円
1ドル90円　　9000万円

日本 米国



6. 為替予約によいるリスク・ヘッジ

• 輸出企業や輸入企業が為替変動による損失
を防ぐために使っている方法

• 国際ビジネスの為替変動リスクをデリバティ
ブズでヘッジする

• 為替予約のしくみはこうなっている

• 結果的に見かけ上の損失が出ても、リスク・
ヘッジとしては正しい計算

12

金融工学６



6.1 為替予約にドル買いの損得
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0

損得

実現益
(+)

(-)

円高ドル安

85円/ドル

円安ドル高

実現レート
(円安ドル高)

6ヶ月後の

円ドルレート



7. グローバル・キャリー・トレードとは何か

• 世界の金融システムを揺るがす要因の国際
間資金移動とそのメカニズム

• 円キャリーには日本の個人投資家も加わった

• アジア通貨危機もグローバル・キャリーが引
き金になった

• 1998年と2008年秋の国際金融市場の大混乱
は円キャリー解消が原因か？

• キャリー・トレードの投資先は原油などの国際
商品にも広がった
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7.1 円キャリー・トレード(1995-97)
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日本

欧州

アジア

米国

日本の
資金市場

0.5%

国債利回り
5～6%



7.2 為替レートの推移
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8. ミセス・ワタナベ（ザ・キモノ・トレーダー）

• 日本の個人投資家がFXに大量に参加し、世

界の為替相場に異変を起こした

• なぜ「ワタナベ夫人」なのか？

• 大きなレバレッジがミセス・ワタナベの首をし
める？

• 相場変動の激しい時期には機敏な対応が求
められる
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8.1 円・ドルのFX取引
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証拠金 証拠金+運用益

ドル資金
(ドル建て）

元本+運用益

①取引開始

②円金利で

借り入れ

②円売り

ドル買い

運用益=為替差益差損
　　+金利差による利ザヤ

レバレッジを
かけて拡大

③ドル金利

運用

⑥取引終了

④ドル売り

円買い

⑤円建ての

借入金を返済
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9. 世界に投資するヘッジファンドとい

う私募投信

• ヘッジファンドを運用方法で分けると８つのタ
イプがある

• グローバル型、マクロ型、マーケット・ニュート
ラル型がほとんど

• 通貨危機の主役とされるが実際は疑問も

• ヘッジファンドの投資が高リスクなのは、デリ
バティブズのレバレッジを使うため
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9.1 レバレッジ取引とは

• レバレッジなし（自己資金1000万円）

　 日本国債を1000万円購入 　　　　---  レバレッジ=1

• レバレッジ倍率=3の時（自己資金1000万円）

 　 信用取引で株を3000万円購入 　--- レバレッジ=3

• レバレッジ倍率=10の時（自己資金1000万円）

　 為替取引で1億円のドルを購入   ---レバレッジ=10
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9.2 ヘッジファンドの投資が高リスクなのは

• ヘッジファンドが特にリスクの高い商品に投
資しているわけではない

• ヘッジファンドはレバレッジ取引を行うので高
リスクとなる

• ヘッジファンドの運用報酬は、運用収益に連
動するというスキームになっているため、常に
レバレッジ倍率を高く保つという誘惑が働く
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10.　ヘッジファンドの破綻による危機

• ヘッジファンドが世界の通貨危機を引き起こ
す可能性は常にある

• 債権価格の歪をみつけ、大きなレバレッジを
かけて投資

• ４年間で４倍という大成功から破綻の危機へ

• ニューヨーク連銀主導による異例の措置で金
融危機を回避
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11. サブプライムローンと世界金融危機

• 米国の住宅価格バブル崩壊が、国際的金融危機に
まで発展

• サブプライムローン問題とは

• モノラインによる保証が安心感を与え世界の金融機
関が購入した

• ベア・スターンズ、リーマン・ブラザーズの破綻で連
鎖的株価暴落へ

• 金融システムの安定化のため世界各国で協議

• ヨーロッパはアメリカ以上に深刻との分析も
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11.1 米国の住宅価格の変動

24「「http://www.jparsons.net/housingbubble/」より
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12. 日本の貯蓄がアメリカ経済を支え

るメカニズム

• 日本の個人貯蓄率の高さがアメリカ経済の成
長を支えていた

• 貯蓄が多いということは「輸出ー輸入」が大き
いということ

• アメリカのニューエコノミーを支えた日本の機
関投資家
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12.1 日本の貯蓄が米国の金融資本

市場に流入
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貯蓄の供給国

日本

貯蓄の重要国

米国

米国公社債

米国株

投資信託

証券化商品
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