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リスクマネジメント第8回

2003年5月21日（水）

10:15-11:45

スワップ契約 (swap contract)

一定期間のキャッシュフローを契約の相手方
と相互に交換する契約．

一連の先渡し契約を集めたもの．

想定された元本金額(notional amount)を
ベースに計算される．

取引双方に対して追加的な費用が発生する
わけでも新たなキャッシュフローが発生する
わけでもない．

IR and currency swap outstandings
by International Swap and Derivatives Association
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アメリカにおけるスワップ契約高の推移 金利スワップ

最も基本的な金利スワップはplain vanilla
固定利付き債券を発行していた企業がその
債務を変動金利の債務に変えたい場合

適当な相手企業，銀行などのスワップディー
ラーから，固定金利のキャッシュフローを受け
取り変動金利のキャッシュフローを支払う契
約を結ぶ

→固定，変動金利のうち互いに相手に対し比
較優位にあるもの同士をスワップする

金利スワップのメリット

固定 変動

企業A 11.0% LIBOR+1.0%
企業B 10.0% LIBOR+0.5%
LIBOR: London Inter-Bank Offered Rate

 （ロンドン銀行間出し手レート）

比較優位

A国 自動車 米 自動車 米

就業者数　（人） 500 500 600 400
一単位製造するのに必要な労働者数 10 20 10 20
生産できる数量 50 25 60 20

B国 自動車 米 自動車 米

就業者数　（人） 500 500 0 1000
一単位製造するのに必要な労働者数 100 50 100 50
生産できる数量 5 10 0 20

A国+B国の合計生産量 55 35 60 40
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金融機関のマージン

企業A，企業Bに関してデフォルトのリスクが
なければ，金融機関は元本額Qに対して年率
0.1%の利益を確保する

6ヶ月LIBORベースのスワップで全ての金利
が半年複利，利払い日の6ヶ月前のLIBORが
12%とすると，企業Aは金融機関に対して

金融機関は企業Bに対して

( ) QQ 0110.0098.012.05.0 =−

( ) QQ 0115.0097.012.05.0 =−

金利スワップの価値

デフォルトリスクが無いものとするとこのス
ワップは2つのリスク・フリーな債券に分解す
ることができる

金融機関が企業Aに年率9.8%でQを貸付

企業Aが金融機関に6ヶ月LIBORでQを貸付

Vを金融機関にとってのスワップの価値，B1を
9.8%固定利付債券の価値，B2を6ヶ月LIBOR
連動の変動利付債券の価値とすると

21 BBV −=

金利スワップの価値2

k：半年毎のクーポンの支払額

ti：i番目(i=1～n)の支払日までの時間

ri： tiの期間に適用される非危険の連続複利金利

k1：時間t1の後の変動金利支払額（既知）
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21 BBV −=

通貨スワップ (plain deal)

企業A，企業Bともに相手国で事業をしたいが，
自国での債券発行の方が金利条件がいい

¥建債券 $建債券

企業A 5.00% 6.00%
企業B 4.25% 6.50%

想定される債権利回り

キャッシュフロー

Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Exchange rate /$¥ 117.65 120.00 123.00 118.00 115.00 113.00

借入 （百万ドル） 6.00% 10.00
利払いと元本返済 （百万ドル） -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -10.60
金融機関から受取 （百万ドル） 0.60 0.60 0.60 0.60 10.60
金融機関へ支払 （百万ドル） -10.00
金融機関から受取 （億円） 11.76
金融機関へ支払 （億円） 4.50% -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -12.29

Aから受取 （百万ドル） 10.00
Bに支払 （百万ドル） -10.00
Aから受取 （億円） 0.53 0.53 0.53 0.53 12.29
Bに支払 （億円） -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -12.26
利益 （億円） 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Aに支払 （百万ドル） -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -10.60
Bから受取 （百万ドル） 0.60 0.60 0.60 0.60 10.60
Aに支払 （億円） -11.76
Bから受取 （億円） 11.76

借入 （億円） 4.25% 11.76
利払いと元本返済 （億円） -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -12.26
金融機関から受取 （億円） 0.50 0.50 0.50 0.50 12.26
金融機関へ支払 （億円） -11.76
金融機関から受取 （百万ドル） 10.00
金融機関へ支払 （百万ドル） 6.00% -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -10.60

金融機関

企業A

企業B

Plain dealのバリエーション

企業Bの業績が悪化した上，アメリカでの評
判も芳しくない

¥建債券 $建債券

企業A 5.00% 6.00%
企業B 5.25% 7.50%

想定される債権利回り
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キャッシュフロー
Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

Exchange rate /$¥ 117.65 120.00 123.00 118.00 115.00 113.00
借入 （百万ドル） 6.00% 10.00
利払いと元本返済 （百万ドル） -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -10.60
金融機関から受取 （百万ドル） 0.60 0.60 0.60 0.60 10.60
金融機関へ支払 （百万ドル） -10.00
金融機関から受取 （億円） 11.76
金融機関へ支払 （億円） 4.50% -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -12.29

Aから受取 （百万ドル） 10.00
Bに支払 （百万ドル） -10.00
Aから受取 （億円） 0.53 0.53 0.53 0.53 12.29
Bに支払 （億円） -0.62 -0.62 -0.62 -0.62 -12.38
スワップからの利益 （万円） 317.6 347.6 297.6 267.6 247.6
先渡し契約の収益 （万円） -23.5 -53.5 -3.5 26.5 46.5
利益 （万円） 294.1 294.1 294.1 294.1 294.1
Aに支払 （百万ドル） -0.60 -0.60 -0.60 -0.60 -10.60
Bから受取 （百万ドル） 0.70 0.70 0.70 0.70 10.70
Aに支払 （億円） -11.76
Bから受取 （億円） 11.76

借入 （億円） 5.25% 11.76
利払いと元本返済 （億円） -0.62 -0.62 -0.62 -0.62 -12.38
金融機関から受取 （億円） 0.62 0.62 0.62 0.62 12.38
金融機関へ支払 （億円） -11.76
金融機関から受取 （百万ドル） 10.00
金融機関へ支払 （百万ドル） 7.00% -0.70 -0.70 -0.70 -0.70 -10.70

金融機関

企業B

企業A

金融機関の収益構造

ドルで利益，円で損失

→円高で損失，円安で利益（マーケットリスク）

円高で利益をだし，円安で損失を出すような
先渡し契約でヘッジ

→決められたレートで円を買う

円の損失は一定なので，第三者とドルの利益
分の円を買う先渡し契約を結ぶ

通貨スワップの価値

デフォルトリスクが無いものとすると企業Aの
ポジションは

年率6%のドル債券の買い

年率4.5%の円債券の売り

Vを企業Aにとってのスワップの価値，BFをド
ル債券のドルによる価値，BDを円債券の価
値，Sを為替のスポットレートとすると

DF BSBV −=

通貨先渡し契約の価値

ポートフォリオA：

ドル先渡しの買い持ち1単位＋円の現金

円を非危険利子率で運用し，満期にはK円でドルを１単位購入

( )tTrKe −−

ポートフォリオB：

ドルの現金を 単位
( )tTrfe −−

T：先渡し取引の満期

t：現時点

S：現時点(t)での為替レート(¥/$)

f：現時点(t)の先渡し1単位買い持ちの

価値( ) ( )

( ) ( )tTrtTr

tTrtTr

KeSef

SeKef
f

f

−−−−

−−−−

−=

=+
先渡し為替レートFは，fが0になる
ようなKである

( )( )tTrr fSeF −−=∴

一連の先渡し契約としてのスワップ

年に一度利払い日があるとすると，企業Aは各利払い日iに
60万ドルを受け取り5,300万円支払う（88.33¥/$）という先渡
し契約をし，

最終期nには1,060万ドル受け取り12億2,900万円支払う
（115.94 ¥/$ ）先渡し契約をしたのと同じ

( ) iitr
i eF −−× 53006010000

( ) nntr
n eF −−× 122900106010000

ri，Fiをそれぞれ，tiに対し適用される非危険利子率と為替の
先渡しレートとすると，各iの先渡し契約の価値は

最終期の先渡し契約の価値は

( ) ifii trr
i SeF −=ここで なので

( ) iifi trr
ieFS −= という関係を用いている

金利差と先渡し契約価値の期間構造

ドル金利が円金利よりも高いと仮定するとFi
はiの増加と共に低下する

スワップが組まれた時点における一連の先
渡し契約の価値の合計値はおおよそゼロで
あるはずなので，このような場合には，初期
の金利交換に対応する先渡し契約の価値は
正で，後の契約になるに従って価値が減少し，
最終的には価値が負になることを示している
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その他のスワップ

異なる変動金利間（LIBORとプライムレートな
ど）のスワップ

ある通貨の固定金利と別の通貨の変動金利
を交換するサーカス・スワップ（=plain vanilla
とplain dealの組み合わせ）

固定利付債券から変動利付債券へのスワッ
プに対するオプション（いわゆるswaption）

商品スワップ(commodity swap)

インシュアリングとヘッジング
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小麦の売り上げ

ヘッジング

インシュアリング

保険はオプションの一種

保険会社の利点

過去の同じような事例の多くのデータから損
失の期待値を正確に推定できる

リスクを減少させる的確なアドバイスができる
アドバイスにしたがう企業に対しては保険料を安く
するといったサービスも考えられる

充分に分散された保険契約のポートフォリオ
を持つことによりリスクをプールすることがで
きる（ユニークリスクの低減）

ポートフォリオ全体で考えた場合の保険金支払い
は極めて安定的となり得る

保険会社の問題

事務経費がかかる
10億ドルのオフショア原油採掘プラットフォームが1
年間に嵐で倒壊する確率が1/10000だからといっ
て，保険金額は年間10万ドルにはならない

逆選択
健康診断不要の生命保険など

モラルハザード
保険をかけると安心して損害に対する適切な予防
措置をとらなくなる

BP(British Petroleum)の保険戦略

企業は通常，財務上の困難を引き起こしかね
ないような多額の潜在的な損失には保険を
かけ，予測可能な日常的な損失は自ら保険
する

BPは日常的なリスクについては保険をかけ，
大きな原油流出事故や海上プラットフォーム
の損失など1,000万ドルを超えるような事故
については保険をかけないことにした

そもそも5億ドルを超えるような損失についての保
険はほとんど存在しない

株主，金融市場，保険会社の分担

損害が大きいが極めてまれにしか起こらない
リスクに対しては保険業界よりも株式市場の
方がより効率的な緩衝材となり得る

潜在的なリスクのうちどれを株主が負担し，
どれを金融市場でヘッジし，どれを保険会社
に移転するかというバランスによるコスト最適
化を考えるべきである
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