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定められた期日に、特定の商品
（原資産）
を、現

デリバティブとは

時点で取り決めた価格で売買することを約束す

株式、債券、預貯金など、金融商品のリスク

る取引です。
元本や利益は保障されていません。

を低下させたり（リスクヘッジ）
、高いリスクを

取引には
「証拠金」
といわれる担保を差し入れ

とって高いリターンをめざす
（投機、スペキュ

ますが、証拠金に対して数十倍の取引を行うこ

レーション）手法として考案されたのがデリバ

とができます。これをレバレッジ効果といい、

ティブで、投機の手法が問題となります。

例えば、５万円で 50 万円の取引ができる場合、

デリバティブ
（derivative）とは
「派生的」
、つ

レバレッジは 10 倍になります。損失の場合も同

まり預金やローン、株式や債券の売買、外国為

様に働くので、
ハイリスクハイリターンになり、

替取引など伝統的な金融商品またはその取引か

追加の証拠金が必要になる場合もあります。

ら派生したもの、という意味です。

他方で、事前に価格を決めておけるため、価

デリバティブは、取引の仕方によって
「先物」

格が変動する商品を売買する場合など、リスク

「オプション」
「スワップ」
の３つに分けられます。

を回避できる面もあります。

またデリバティブ取引の対象となる商品
（原資

買い付けを約束した時点の先物価格と決済時

産）によっても分類できます
（表１）。

点での先物価格の差額のみの受け渡しを行う差
金決済が行われます。満期を待たずに反対売買

先物取引

して差金決済することもできます。

先物
（futures）取引とは、将来のあらかじめ
原資産

先物

オプション

元々は天候や作付けにより価格が変動しやす
スワップ

金利

金利先物
債券先物 ( 国債先物 )

金先オプション
金利スワップ
債券先物・現物オプション

通貨・為替

外国為替証拠金取引 (FX)
通貨オプション
為替予約

株式

株価指数先物
(TOPIX 先物・
日経 225 先物など )

個別株オプション
エクイティ・
株価指数先物オプション
スワップ
(日経225 オプションなど)

商品

商品先物
商品指数先物

商品オプション

通貨スワップ

コモディティ・
スワップ

表１ 主なデリバティブ取引
※スワップション
（スワップ + オプション。スワップションの買い手は、将来の一定時
点でスワップを開始するかどうかの権利を持っている）といった複合取引もある。
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い米など農産物の取引から始まり、
現在では、幅広く
「商品先物取引」が
行われています。
金融商品を対象とした
「金融先物
取引」では、為替相場を対象とする
「通貨先物」
、債券を対象とする「債
券先物」、日経平均株価のような指
数を対象とする
「株価指数先物」など
があります。
先物取引の事例を説明しましょう。

⃝為替予約

将来のドル等外国通貨の外国為替

スワップ取引

換算レートを現在決める取引で、為替変動リス
クのヘッジ
（回避）
に使えます。
⃝日経平均株価先物

スワップとは交換を意味し、スワップ取引と

３カ月後、半年後といっ

は、あらかじめ決められた条件に基づいて、将

た将来の満期（限月）
ごとの日経平均株価を予測

来発生する価値の等しいキャッシュ・フローを

して取引します。

交換する取引です。同じ通貨で、固定金利と変

⃝外国為替証拠金取引
（FX） 証拠金を出して、

動金利といった異なるタイプの金利を交換する

ある通貨で別の通貨を買う取引です。それぞれ

「金利スワップ」
、異なる通貨の金利を交換する

の通貨には金利があり、別の通貨を買う場合に

「通貨スワップ」
などがあります。

げんげつ

は、金利のスワップ
（交換）
が生じます。
「円売り・

例えば、銀行からお金を借りている A 社と B

ドル買い」であれば、円の金利を払って、ドル

社があるとします。A 社が銀行に支払う金利は

の金利を受け取ることになります。実際には金

固定金利、B 社のほうは変動金利です。また A

利差（スワップ金利）
がやり取りされます。

社は
「これから金利はきっと下がるはず」と考
え、B 社は
「金利がずっと変わらない方が安心

オプション取引

だ」と考えています。こういう場合に、金利の

オプション
（option）取引とは、あらかじめ約

スワップ取引を利用します。A 社が B 社の代わ

束した日あるいは期間に、契約したレートまた

りに変動金利を、B 社が A 社の代わりに固定金

は価格レート（権利行使価格）
で取引する
「権利」

利を支払う契約をします。実際には差額分だけ

を売買する取引です。
為替相場を対象とする
「通

定期的に決済すればいいわけです。

貨オプション」
、債券を対象とする「債券オプ

住宅ローンの１つに、固定期間選択型住宅

ション」、株価指数を対象とする
「株価指数オプ

ローンがあります。これは、借入当初の一定期

ション」などがあります。

間の金利を固定し、その後はその時点での店頭

オプションには２種類の権利があり、
「買う

金利になるものです。この場合、当初の固定金

権利」をコール・オプション、
「売る権利」
をプッ

利は、変動金利と固定金利をスワップしても釣

ト・オプションと呼びます。

り合う円金利スワップレートとしています。

買い手は、オプションを手に入れるために対

デリバティブ金融商品に関する留意点

価を支払う必要がありますが、この対価つまり
価格のことを「プレミアム」
といいます。プレミ

さて、こうしたデリバティブ取引を組み込んだ

アムは、現在の相場水準、オプションの期日
（期

さまざまな金融商品が販売されています
（表２）
。

間）
、オプションの行使価格、為替レートの予

原資産

想変動率、金利などによって決まります。
買い手は、購入したオプションという権利を
行使することも、行使しないこともできます。
行使しない場合、
プレミアムは戻ってきません。
これは不動産契約での
「手付金」
の考え方に似て
います。一方、オプションの売り手は、プレミ
アムを受け取る代わりに、買い手が要求したら
取引に応じる義務を負っています。つまり買い
手と売り手は利害関係が相反しています。

商品

デリバティブ取引

預貯金

仕組預金（満期繰上・満期延長） スワップション
株価連動型預金
株価指数オプション

ローン

キャップ付ローン

債券

他社株転換社債（EB 債）
株式オプション
デュアル・カレンシー債
為替先物
リバース・デュアル・カレン 通貨スワップ
シー債

株式

カバード・ワラント

株式オプション

ETF

レバレッジ型
インバース型

株価指数先物
株価指数先物

投資信託

ブル型・ベア型

株価指数先物

商品

商品ファンド（商品や商品先物
商品先物
に投資する投資信託 )

金利オプション

表２ 主なデリバティブ取引を組み込んだ金融商品
※具体的な商品名は金融機関によって異なる。
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これらを覚えておき、金融機関でそれらを勧め

利息が償還されますが、その価格を下回ってし

られた場合は、どういうしくみで、どんなリス

まった場合、強制的にその株式に転換されてし

クがあり、それは自分が負えるリスクなのかど

まいます。債券の買い手は、債券投資の際に、対

うかを考え、中立的なファイナンシャル・プラ

象株式に対するプット・オプション
（売る権利）

ンナーに相談するなど、
慎重な検討が重要です。

を金融機関
（買い手）
に売っています。つまり情

これらに関して、いくつか説明します。

報量優位の金融機関と情報量の少ない投資家は

⑴ 先物取引が組み込まれた金融商品

利害関係が対立しており、基本的に前者に有利

⃝デュアル・カレンシー債

で投資家のリスクは極めて高くなっています。

元本の払い込みと

利払いが円建て、元本の償還が外貨建ての債券

デリバティブ取引と税金

で、決められた為替レートで償還時に円を外貨

先物取引・FX 取引・オプション取引などのデ

に交換する為替予約が組み込まれています。
株価指数に連動するよ

リバティブ取引の差金等決済による所得は、
「先

うに作られた上場投資信託で、原指標
（TOPIX

物取引に係る雑所得等」
として、他の所得と分離

など）の日々の変動率に一定の倍数を乗じて算

して申告分離課税となります。確定申告の際に

出されるレバレッジ型、一定の負の倍数を乗じ

は、確定申告書に
「先物取引に係る雑所得等の金

て算出されるインバース型があります。

額の計算明細書」
の添付が必要です。

⃝株価指数連動型 ETF

⃝商品先物

かか

貴金属
（金、プラチナ等）
、穀物
（小

「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上、

麦・大豆等）などの商品相場の価格変動を対象

損失が生じたときは、他の
「先物取引に係る雑所

にした先物取引です。

得等の金額」との損益の通算は可能ですが、給

⑵ オプション取引の組み込まれた金融商品

与所得など、先物取引に係る雑所得等以外の所

⃝仕組預金（満期繰上償還タイプ） 預金者が満

得の金額との損益通算はできません。

期繰上げのコール・オプション
（買う権利）
を発

また
「先物取引に係る雑所得等の金額」
の計算

行して、それを銀行が買うオプションが付いて

上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌

います。例えば、預け入れ時より市中金利が下

年以後３年にわたり繰り越し、その繰り越され

落した場合、銀行が権利行使して、満期の繰上

た年分の
「先物取引に係る雑所得等の金額」を限

げを行います。これにより預金者は、低金利で

度として、一定の方法により、
「先物取引に係る

の運用を余儀なくされます。

雑所得等の金額」
の計算上、その損失の金額を差

⃝仕組預金（満期延長償還タイプ） 預金者が満

し引くことができます。

期延長のプット・オプション
（売る権利）
を発行

終わりに

して、それを銀行が買うオプションが付いてい
ます。例えば、当初は一般の預金金利より高い

デリバティブ取引をよく考えてみると、リス

金利が付与されていますが、預け入れ後に市中

クヘッジの場合も含めて、金利・為替・株価・

金利が上昇し、他の預金金利が有利になっても、

債券価格などの価格に関して、金融市場での相

銀行が満期延長の権利を行使して、預け替える

場変動に対応するためであり、短期売買を前提

ことはできません。

とした取引です。これは、既に
「株式」のところ

⃝他社株転換社債
（EB 債：Exchangeable Bond）

で解説した企業価値の長期的上昇による株式価

ある株式に転換される条項が付いている債券で

値の上昇をめざす長期投資とは、基本的に異

す。定期預金や普通の債券より高い利息が付い

なっており、家計の資産形成のための運用とは

ており、特定の株式の価格が一定の株価
（トリ

相容れないことに留意すべきです。

ガー価格）より高い場合には、そのまま元本と
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