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　皆さまはデリバティブ（Derivatives）、特にコモディティデリバティブ（Commodity Derivatives）につ
いてどのようなイメージをお持ちですか？デリバティブ＝博

ばく

打
ち

、投機だと思っておられる方も少なくな
いかもしれませんが、それは正しい目的やルールに基づいていないからかもしれません。デリバティブ
とは、事業活動において排除できないリスクをヘッジ（回避）するための取引です。つまり、コモディティ
デリバティブとは経常的またはスポット的に発生する商品市況が自社に与える影響を考慮し、そのリス
クを一部転嫁することで、一層本業に注力することができるツールと言えるでしょう。
　2017年のコモディティ（1次産品）価格は軒並み上昇となりました。原油相場はもちろんのこと、銅
やアルミ、亜鉛などのベースメタル、鉄鉱石、石炭なども買いが進みましたが、一方でこの力強い上昇
局面に懐疑的な見方も根強く、従来以上に価格動向が読みづらい年でもあったと言えます。市場参加者
の多様化、中国の台頭と景気減速、新旧生産国の動向や地政学的リスク等さまざまな要因によりコモディ
ティ価格は変動しますが、特に資源を持たない日本にとってはコモディティ価格のボラティリティ

（Volatility=資産価格の変動度合い）が高まることで企業の将来が見通しづらくなり、財務状況の悪化を
招くことが考えられます。
　本稿は主にヘッジという観点から、コモディティの基礎知識とヘッジツールとしてのデリバティブの
仕組み、本邦企業におけるデリバティブヘッジの実際についてまとめました。現在または将来ヘッジに
ついてご検討されている方々の参考となりましたら幸いです。

はじめに

コモディティデリバティブと
企業のヘッジニーズ

（1）コモディティマーケットとは

　コモディティマーケットとは商品市場のことを指し、
主にエネルギー、メタル、ソフト（農産物）に分類されま
す。それぞれ現物市場と先物（先渡し）市場があり、相互
に影響を及ぼし合いながら価格が形成されています。
　コモディティマーケットの最大の特徴は、ボラティリ
ティが極めて高いことでしょう。価格変動幅が大きいと
も言います。その理由の一つは、市場規模が小さいこと
にあります。例えば、ダウ工業株30種平均指数の時価
総額は約7兆ドルに上りますが、コモディティの市場規
模は、主要な銘柄を合わせてみても約800億ドルにとど
まります（図1）。市場規模が小さいということは分母が
小さいことに等しいので、資金流入による市場へのイン
パクトが非常に大きい、つまり乱高下しやすい市場と言

1. コモディティマーケットとは

図1 株式市場とコモディティ市場の比較
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えます。また金利や為替とは異なり、金融政策的な供給
量の調整ができない（そもそも供給量の調整は鉱山や油
田の開発、閉鎖等時日を要するものが多く、機動的な対
応ができない）ことも大きく影響します。金利・為替に
比べると、コモディティの価格変動幅は極めて高く、そ
の占める割合が高い業種にとっては、事業リスクが高い
と捉えられる可能性があります（図2）。

（2）コモディティの市場参加者

　コモディティ先物市場の参加者は、大きく①実需筋（生
産者、消費者）、②金融機関（銀行、証券会社）、③投資・
投機筋（ヘッジファンド等）に分かれます。参加目的は①
はリスクヘッジであるため、基本的に生産者＝売り

（ショート）、消費者＝買い（ロング）と一方向のみの取引
となります。しかし、②や③の主な参加目的は収益機会

図2 各資産の価格変動幅
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図3 投機筋の建玉推移（WTI）
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の獲得となるため、それぞれの相場観により売り・買い
の取引サイドやターゲットとする期間は常に変化しま
す。したがって、②や③がどういった取引を行っている
かを知ることが短期的な相場動向を占う手掛かりになる
と見られており、毎週発表されるCFTC建玉（売買残高）
報告＊2 を使って足元のトレンドを推し量ることができ
ます（図3）。
　・ ネットロング（純買い越し）ポジション（持ち高）の増

加：投機資金流入による買い優勢。短期的には強気
だが、ロングが大きく増えてくると、将来的に暴落
の恐れあり。

　・ ネットロングポジションの減少（またはネットポジ
ションがマイナス）：投機資金を引き揚げており、
売り優勢。短期的には弱気だが、ショートが大きく
増えてくると、将来的に急回復の恐れあり。ロング
ポジションが手

て

仕
じ

舞
ま

いされることでネットロングが
減少している場合は、トレンドレスの状態で価格が
横ばいで推移する可能性あり。

（3）コモディティ価格の決定方法

　コモディティ価格（いわゆる現物価格）の決定方法は、
商品ごと、地域ごとに商慣習は異なりますが、例えばエ
ネルギーとメタルでは大きく特徴が異なります。

①エネルギー（原油、天然ガス、石炭など）
　各地域のスポット価格は、WTIやBrent等先物価格
や中東産原油のベンチマークとなるDubai価格などの代
表的な指標に現物の需給環境、スペック（API比重＊3や
硫黄分など）を踏まえたプレミアムまたはディスカウン
トを加えて決定します。また、各原油指標のスプレッド

（値差）取引や原油と石油製品のスプレッド取引（クラッ
クスプレッド）なども活発に行われており、相互に影響
し合いながら価格が形成されています。

②メタル（ベースメタル、プレシャスメタル）
　一部中国での売買は上海銅、米国はCOMEX銅など
地域の代表的指標を用いるケースもあるものの、伝統的
にほとんどの地域がロンドンの取引価格を基に決定しま
す（ベースメタル＝LME、プレシャスメタル＝LBMA
やLPPM＊4）。エネルギーと同様に純度を踏まえたプレ
ミアムまたはディスカウントを加えるほか、地域ごとの
特性は「現物プレミアム」によって輸送費相当額や当該地
域の需給環境が反映される仕組みとなっています。また、
地金に限らず鉱石価格や加工品であっても同様にロンド
ンの取引価格をベースにそれぞれの売買価格を決定する
仕組みが主流です（図5）。

図4 世界の原油価格

出所： コモディティ・デリバティブのすべて　みずほ銀行
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（4）コモディティ価格の算出方法

　コモディティの現物売買価格の多くは、プレシャスメ
タルを除けば一定期間の平均価格を基に決定されるケー
スが多いです。船積み月の一カ月平均など、月間平均が
圧倒的に多いですが、四半期平均や半年平均等、さらに
より長期を平均価格とすることもあります。コモディティ
市場は非常にボラティリティが高いため、一時点の価格
よりも一定期間の平均を取ったほうが売り手・買い手の
双方が納得しやすく、商慣習として浸透したと考えられ
ます（図6）。

（5）コモディティ先物価格の決定方法

　コモディティも他の先物商品と同様に限月（受け渡し

月）ごとに将来の受け渡しを前提とした先物が売買され
ています。ある時点におけるスポット価格から限月ごと
の先物価格を結んだ線をフォワードカーブ（先物曲線）と
言い、コモディティの場合はスポット（直近の限月）価格
に対して期先（将来の限月）価格が高いことを「コンタン
ゴ」、その逆を「バックワーデーション」と言います。先
物価格についても、現物と同様に売り手と買い手が合意
した適正価格（フェアバリュー）と考えられますが、コモ
ディティのフォワードカーブは理論上コンタンゴとなり
ます。先物価格は、将来の受け渡しについて今現在、価
格を決定する取引であるため、契約成立から受け渡しま
での保管コストは売り手側が負担します。そこに金利分
が上乗せされることで、期間が長ければ長いほど高くな

るのが通常の考え方ですが、一方で需給逼
迫などにより「コンビニエンス・イールド」

（現物を保有していることのメリット）が上
記諸費用を上回った場合には、バックワー
デーションになると考えられています。言
い換えれば、コンタンゴの状況では供給が
十分で、バックワーデーションになると足
元の供給不足またはその懸念が生じている
状況になる可能性が高いことを意味しま
す。
　また、ヘッジファンドをはじめとする機
関投資家は流動性の高い限月に絞った先物
売買が原則となるため、フォワードカーブ
形状は期近の限月の値動きによって変化す
ることもあります。つまり、価格上昇局面
では供給不足に陥っていなくとも、コンタ
ンゴからバックワーデーションに変化する
可能性があります。

図5 銅の価格構成

出所：JOGMEC

図6 価格の算出方法（12 月船積みの銅の例）

出所：LME
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（1）デリバティブ取引とは

　デリバティブ取引とは、直訳すると「金融派生商品」と
呼ばれ原資産の変動によって相対的にその価値が定めら
れる商品の取引を指します。一般的には、デリバティブ
取引は原資産の取り扱いを行う当業者が、将来の価格変
動（リスク）を回避（ヘッジ）するために、金融機関等の非
当業者である市場参加者にリスクを譲渡する取引となり
ます。例えば資金調達における金利上昇リスクを回避す
るための金利デリバティブ、輸出売上高に対する円高リ
スク回避のための為替デリバティブ、燃料価格高騰によ

るコスト増加を回避するためのコモディティデリバティ
ブなど、市場リスクに晒

さら

されている原資産取引のリスク
部分を排除するための取引です。

（2）コモディティデリバティブ取引

　デリバティブ取引は大きく分類すると、「取引所取引」
と「相

あいたい

対取引（店頭取引、OTC取引）」に分かれます。取
引所取引とは、一般的にNYMEXやLMEなどの取引所
を通じた、直接の取引相手方が見えない取引を指します。
一方で相対取引は、文字どおり、1対1の相対取引を指

2. コモディティデリバティブ取引

図7 コモディティフォワードカーブ

出所：みずほ銀行

図8 企業を取り巻く環境とデリバティブ

出所：みずほ銀行
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します（表）。先物取引は前述の建玉報告等で規模が把握
できる一方、相対取引は規模の把握は極めて困難です。
また、コモディティの取引所では、現物の受け渡しを前
提とするものも多く（6月限月のWTIを60ドルで買った
場合、6月に受け渡しがあるWTI原油を買ったことと契
約上は同じ）、銀行法で取り扱い業務が制限されている
邦銀は、金銭の受け払いのみを前提とする相対取引のみ
を取り扱っています。

（3）代表的なヘッジ取引（スワップ取引）

①スワップ取引とは
　ヘッジ取引のうち、最も代表的な取引はスワップ取引
でしょう。スワップとは本来、等価値のものの「交換」と
いう意味を持ち、デリバティブ取引におけるスワップと
は、同じ価値の変動キャッシュフローと固定キャッシュ
フローを交換する取引です（図9）。

②スワップ取引の活用方法
　スワップ取引とは、「将来のある時点におけるコモディ
ティ価格を現時点の相場で固定化するために用いられる
デリバティブ商品」です。
　例えば、船会社が将来購入することが決まっている重
油のうち、現時点では価格が未決定である場合に、仕入
れ先との交渉で重油そのものの価格を決定する方法では
なく、デリバティブ取引を組み合わせることで固定化の
経済効果が得られます。
　図10の例では、A社が12月に調達する重油価格は
12月平均の市況価格で決定する一方で、別途みずほ銀
行と12月の重油を指標とするスワップ契約を締結しま
す。スワップ取引の固定価格は締結時点の12月先物価
格で決定し、変動価格は重油指標の12月平均価格とな
ります。A社が仕入れ先から調達する重油価格（12月平
均の市況価格）とスワップ取引における変動価格（重油指

表 取引所取引と相対取引の比較

出所：みずほ銀行

取引所取引 相対取引

長
所

・�相手方が破たんしても取引が不履行にならないように参加者一
律の保全策が取られている
　　　⇒イニシャルマージン、マージンコール等
　　　　証拠金差し入れが必要
・�多くの投資家が参加することにより、流動性が高まり、適正な
価格が付けられる

・�取引者間で取引期間、価格、数量、決済方法などの設定が自由
にできる
　　　⇒ 2017 年 8月～ 2年間、各月 300バレル（合計�
　　　　7,200 バレル）の買い価格は●●ドル /バレルなど

短
所

・�取引所が定めたルール内（現物のスペック、ロット、限月等）
での取引に限定される
　　　　⇒ 2017 年 12月限（限月ごと）、
　　　　　1ロット 1,000 バレル刻みでの取引など

・�相手方が破たんした場合に損失を被るため、相手方の信用リス
クを背負うことになる
　　　⇒信用リスクを取れない相手方とは取引できない
・�個別性が強い取引条件の場合、他者に転売できない可能性がある

図9 スワップ取引の仕組み

出所：みずほ銀行
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標の12月平均価格）が一致もしくは高い連動性を有する
場合、現物価格とスワップの変動価格が相殺され、A社
はスワップ取引実施時点の相場で12月の重油価格を固
定化したのと近い効果が得られます。
　コモディティスワップ取引を実施するにあたっては、
あらかじめ以下の情報を相手方の金融機関に伝える必要
があります。
　・ 将来の時点とはいつか（一時点である必要はなく、

2018年4月～ 1年間なども可）
　・ どれくらいの量の現物価格を固定化させたいか
　また、スワップ契約と現物の調達契約はそれぞれ独立
した取引であり、互いの取引に影響されることはありま
せん。例えば、12月に購入する予定だった重油購入契
約が翌月にずれ込んだとしても、スワップ取引に何らそ
の効果は及ばないため、変更等の対応を別途行わなけれ
ばヘッジ効果が低下する可能性があります。
　コモディティスワップ取引の構造は金利スワップや通

貨スワップ等、他のスワップ取引と何ら変わりはありま
せんが、原資産取引が金融取引ではないために生じる違
いもあります。コモディティスワップ取引の場合、原資
産となる現物価格は多岐にわたり、その一つ一つすべて
に先物市場があるということはあり得ません。前述のプ
レミアム等も勘案すれば、現物価格とスワップ取引の変
動価格（指標価格）が完全に一致することはごくまれな
ケースと考えられます。指標が完全に一致しない（100%
のヘッジにならない）ことを、「ベーシスリスク」と呼び、
以降で詳しく説明します。

（4）ベーシスリスクとは

　代表的なベーシスリスクは、デリバティブ指標と建値
（売買基準価格）の乖

かい

離
り

が挙げられます。日本の商慣習で
は、石油製品や石炭、非鉄金属等の多くのコモディティ
が大手生産者の発表する建値やチャンピオン価格を基に
決定されます。しかし、当然ながらデリバティブ取引に

図10 スワップ取引例

出所：みずほ銀行

図11 主な建値とデリバティブ指標の例

出所：みずほ銀行

公示性に乏しいため
ヘッジ取引の指標にはならない

透明性が高く先物市場あり
ただし現物価格との乖離あり

原資産 建値（実際の購入 /売却価格） デリバティブ指標

軽油 RIM社発表の RIM軽油平均
資源エネルギー庁発表の卸売り価格など

Dubai 平均（Platts�Dubai ×ドル円）
JCC（原油CIF）

重油 C重油チャンピオン価格

銅 JX 金属銅（山元〈やまもと〉建値） LME銅平均（LME�Copper�Cash ×ドル円）

ナフサ 国産ナフサ MOPJ ナフサ（Platts�MOPJ�Naphtha ×ドル円）

アルミ 日経平均アルミ（日本経済新聞掲載のアルミ価格の平均）LMEアルミ平均（LME�Aluminum�Cash ×ドル円）
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おける指標は先物市場が存在するものでなければなら
ず、国際的な商品指標（WTIやLME銅など）を用いる必
要があるため、デリバティブ指標と建値が乖離するリス
クを認識する必要があります（図11）。
　しかし、日本は資源国ではないのでほとんどの建値や
チャンピオン価格は元をたどれば国際的な商品指標と極
めて連動性が高く、リスクヘッジとしては十分高い効果
が見られるケースが大半です（図12）。

（5） 代表的なデリバティブ取引

　先にスワップ取引について説明しましたが、デリバ
ティブ取引のキャッシュフローを含めて改めて解説する
とともに、オプション取引についても説明します。
①スワップ取引
　固定価格を支払い、変動価格（指標価格）を受け取るス
ワップ取引を「スワップの買い」と言い、その逆を「スワッ
プの売り」と言います。スワップの買い手は、変動価格
が固定価格を上回った際に差額を受け取り、変動価格が
固定価格を下回った際には差額を支払います。変動価格
が固定価格と一致する場合は決済が発生しません。つま
り、前述した現物価格のキャッシュフローと合わせて考
えると、スワップの買い手は相場上昇時には仕入れ先へ
の支払い金額が増加する一方で、スワップ取引の受け取
りが発生して事実上相殺されます。一方で、相場下落時
には仕入れ先への支払い額は減少するものの、スワップ
取引における変動価格も減少しますので固定価格との差
額の支払いが発生し、スワップ取引により、実質的に価

格変動リスクから解放されることになります（図13）。
　スワップ取引は、既に何度も述べているように「固定
化」の効果が期待でき管理が比較的容易であることから、
スワップ取引によるヘッジを行っている企業は非常に多
いです。価格上昇リスクが排除できるメリットを持つ一
方で、下落時のメリットを享受できないというデメリッ
トもあります。

②�オプション取引（キャップ、フロア）
　オプション取引は権利を売買する取引です。何について
の権利かというと、あらかじめ指定した行使価格以上また
は以下で差額を受け取る権利です。権利の対価となるオ
プション料は、おおむね行使価格と期間を基に決定します。
　例えばキャップ取引の場合、オプションの買い手が売
り手に対してオプション料を支払うことで、変動価格が
行使価格を上回った場合に買い手が差額を受け取ること
ができます。変動価格が行使価格以下の場合は、決済は
発生しません。つまり実質的に、現物価格に上限を付け
る効果を持ちます（図14）。スワップ取引とは異なり、
買い手の支払い額をオプション料に限定するため、保険
のような意味合いで活用されることが多いのです。
　同様にフロア取引の場合、下限を付ける効果（変動価
格が行使価格を下回った場合に買い手が差額を受け取
る）を持ちます。損失額が契約時に判明し、オプション料
を支払った後は差額を受け取る権利のみを有するものの、
オプション料は原則契約後に一括して支払う必要がある
ため、その費用ねん出が可能か否かが最大のポイントと

図12 C 重油チャンピオン価格と JCC ＊ 6 価格の関係性

出所：みずほ銀行
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相関係数は99.88％で両者の連動性は極めて高い
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（注）  y = 0.9498x + 6921　回帰式。
 回帰分析によって、JCC を使って C 重油チャンピ

オン価格を予測する 1 次方程式。
 R² = 0.9975　重相関。
 相関係数の 2 乗で、決定係数とも言う。総変動のう

ち回帰式で説明できる変動の割合を表す。
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なります。

③ゼロコストカラー取引
　②を「オプション単体の買い（売り）」と言うこともあり
ます。③の場合は、②にオプションの売却を組み合わせ
ることで、オプション料をゼロにする取引です。例えば、
②のキャップ取引の買いで実質的に原材料価格に上限を
付ける効果を得られますが、対価としてオプション料を
支払う必要があります。オプション料をゼロにするため
には、同期間、同量のフロア取引を売却します。この場

合、ネットオプション料がゼロとなる行使価格を逆算す
るため、通常ゼロコストカラー取引の場合は一方の行使
価格を指定すると、自動的にもう一方の行使価格が決定
します（図15）。
　フロア取引では売り手となるため、変動価格がフロア
取引の行使価格を下回った場合に差額を支払うことにな
ります。変動価格が両行使価格の間に位置する場合には
決済は発生しません。つまり、実質的に価格変動リスク
を一定の範囲に限定する効果を持ち、上限以上のリスク
を抑えつつ一定の下落メリットを追求する取引をゼロコ

図14 キャップ取引の仕組み

出所：みずほ銀行

図13 スワップ取引の仕組み

出所：みずほ銀行
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ストで実現するものです。ただし、①や②に比べると若
干複雑なスキームとなることから、コモディティデリバ

ティブ取引経験者がスワップのデメリットを補うものと
して追加的に取引することが多いです。

（1）上流～下流にかけてのそれぞれのヘッジニーズ

　コモディティデリバティブは、運輸系など一部の企業
のみが必要とするものだと思っていませんか？実は、コ
モディティデリバティブのニーズは、社会のあらゆる場
面に存在します（図16）。
①上流におけるヘッジニーズ
　主に生産者や権益保有者が該当します。例えば、ある
商社が油田の権益に投資した場合、投資時の想定原油価
格を大幅に下回った場合には当初想定していた利益が得
られないばかりか、大幅な減損が必至となる恐れもあり
ます。つまり、投資を決定した瞬間から原油価格に対し
て下落リスクを負うことになります。現実的には、鉱区
取得から生産開始までには相応の時日を要する上に、ス
ケジュール遅延なども珍しくないことから、生産開始時
期が明確になった時点で下落リスクヘッジを行います。
権益投資におけるヘッジは、利益の最大化を目指す傾向
にあるため、スワップ取引で固定化するよりもオプショ
ン（フロア取引）を用いて上値を追いつつも最低限の下限
リスクを排除する手法が好まれます（図17a）。

②中流におけるヘッジニーズ
　価格転嫁が可能、つまりリスクを持たないと思われる
商流の中間に位置する企業も、調達～販売までのタイム
ラグや、原材料と製品それぞれの市況がある場合は相場
変動が収益を変動させる要因となるのです。例えば、石
油元売りは原油を輸入し、精製して各石油製品を販売し
ていますが、原油・製品それぞれの市況に基づきそれぞ

3. 本邦企業のヘッジニーズ

図15 ゼロコストカラー取引の仕組み

出所：みずほ銀行

図17a さまざまな商流とヘッジ取引例

出所：みずほ銀行

ポイント①：Brent が行使価格を下回ってもフロア取引で実質的
に行使価格以下となるリスクを回避
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れの価格が決定します。これらの市況は相互に関係する
ものの、当然異なる動きをすることもあるため、石油元
売りは原油スワップの買いと製品スワップの売り（ク
ラックスプレッドスワップ）を同時に行うことで、収益
の安定化を図ります。
　また、電線会社は電気銅を調達し、加工して電線とし
て販売しますが、調達価格、販売価格はいずれも銅価格

を基に決定します。一見何のリスクも持たないかに見え
ますが、それぞれ価格の参照時期が異なるために、銅価
格の変動は収益を圧迫する可能性があります。この場合、
調達価格決定時期の（電気銅）スワップを買い、販売価格
決定時期の（電線）スワップを売ることで、石油元売り同
様収支のブレの最小化を図ります（図17b）。

図16 エネルギーの供給過程と内包するリスク

出所：資源エネルギー庁平成 17 年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書 2006）

図17b さまざまな商流とヘッジ取引例

（注）スプレッドαやβの受け取り / 支払い者は取引時の各商品の先物価格やフォワードカーブによって変化する。
出所：みずほ銀行

ポイント②：仕入れ /販売の指標を同時に固定化することで、実
質的に将来の取引における収支をスプレッドαに固定

ポイント③：仕入れ /販売の期ずれに合わせて同時に固定化する
ことで、実質的に将来の取引における収支をスプレッドβに固定
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③下流におけるヘッジニーズ
　資源を持たない日本の企業で最もニーズが強いのは、
やはりコモディティを「買う側」、つまり消費者サイドの
ヘッジとなります。航空会社や船会社、運送会社などの
運輸業はもちろんのこと、例えば重油や石炭を工場燃料
とする製造業にとっても、燃料価格の上昇リスクは大き
いと言えるでしょう。また、自動車会社については、鉄
鋼はもちろんのこと、フレームや電線、バッテリーなど
非鉄金属が多く使われていますが、自動車価格は市況に
応じて自動的に上下しません。このように、いわゆる

「BtoC企業」が最終的な価格変動リスクを吸収している
ケースが多いため、デリバティブ取引によるリスクヘッ
ジニーズが強いのです。
　一見分かりづらい部分では、実際のコモディティ調達
は行っていなくとも、価格変動リスクを負っているケー
スです。航空輸送における燃料サーチャージと同じく、
船舶輸送の場合はBAF＊7 と呼ばれる重油価格の上昇を
荷主に転嫁する仕組みがあります。例えば、鉄鋼メーカー
が鉄鉱石を輸入する場合、運搬に必要な重油の調達は船
会社が行いますが、重油価格の変動はBAFとして鉄鋼
メーカーに転嫁されます。この場合、鉄鋼メーカーは重
油を直接調達していなくとも価格上昇リスクを負うこと
になります。こういった需要家のヘッジの場合、多くは

「コスト（変動費）」となるため、コスト安定化を目指して
事業計画に基づいたスワップ取引（固定）や、ゼロコスト
カラーを用いてコストのブレを一定の範囲内に抑える取
引が好まれます（図17c）。
　このように、資源価格リスクは企業活動のあらゆる部
面で直面するほか、需要家については主原料はもちろん
のこと、こと燃料（エネルギー）に関しては全く使用しな
い業種はほとんどないため、ヘッジニーズもまたあらゆ
る業種が持っていると言えるのです。

（2）価格変動に耐性を

　これまで主なコモディティデリバティブ商品のスキー
ムや経済効果、どのようなリスクに対応したものか、ま
たどういった活用方法があるかを述べました。今後一段
とコモディティ価格の不安定さが見込まれるなか、自社
の持つ価格変動リスクとその金額規模を正しく認識し、
正式な意思決定プロセスを経てリスクの対象とその手段
としてデリバティブ取引を導入することで、急激な価格
変動に対する耐性がつき、本業への注力が可能になると
私たちは考えています。つまり不安定なコモディティ
マーケットに委ねるのではなく、能動的にコントロール
していく術

すべ

になると言えるでしょう。
　この文章をお読み頂いた方にとって、コモディティデ
リバティブが少しでも身近な存在となり、そして、もう
少し詳しく話を聞いてみたいと思って頂ければ幸いで
す。

<注・解説>
＊1： Dow Jones：S&P Dow Jones Indices LLC、NYMEX：New York Mercantile Exchange、 COMEX：Chicago 

Mercantile Exchange、ICE：Intercontinental Exchange、LME：London Metal Exchange、CBOT：Chicago 
Board Of Trade

＊2： U.S. Commodity Futures Trading Commission（米先物取引委員会）が集計する建玉明細。現地時間毎週火曜日
の取引終了後に報告されたポジションを同じ週の金曜日の取引終了後に発表する。

＊3：American Petroleum Institute（米石油協会）が定めた原油と石油製品の比重を示す単位。
＊4： LBMA：The London Bullion Market Association（ロンドン金属市場協会）、LPPM：The London Platinum 

and Palladium Market（ロンドン・プラチナ・パラジウム市場）
＊5： Treatment Charge/Refining Charge。日本語では買鉱条件、溶錬・精錬費と言う。
＊6：Japan Crude Cocktail。財務省貿易統計で発表される原油・粗油の全日本平均輸入価格の速報値。

図17c さまざまな商流とヘッジ取引例

（注）軽油価格と JCC 価格の相関性が高いことを前提としている。
出所：みずほ銀行

ポイント④：軽油価格が上昇した場合には、スワップ取引で受け取
りが発生するため実質的に軽油単価を予算内に収めることが可能に
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