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アメリカ大手投資銀行による
現物コモディティ事業の展開
GoldmanSachsのアルミニウム取引を中心に
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1 はじめに

本稿の課題は、GoldmanSachsによるアルミニウム取引の考察を通して、大手投資銀行に

よる現物コモディティ事業の展開を明らかにすることである。

近年、アメリカでは銀行業と商業の分離（separationofbankingandcommerce）に関す

る議論が再燃している。ここでいう「商業」とは、一般事業（非金融業）を指している。周知

のように、1980年代以降の業務分野規制の緩和によって、銀行業と証券業および保険業の統

合が進んだ。一方で、銀行業と商業の分離はアメリカ銀行制度の歴史的原則であるとされ、日

本やヨーロッパでは大手小売業をはじめとする一般事業会社による銀行業への参入が進んでい

るが、アメリカでは一般事業会社の銀行業参入は原則として認められていない。

ただし、銀行業と商業の分離を緩和すべきかどうかについては、これまでアメリカでも幾度

か議論がなされてきた。2006年には世界最大の小売企業であるWal-Martが銀行業への参入

を表明したことで、これを認めるかどうかが大きな議論となった。当時の議論では、ユニット・

バンキングを採用していたというアメリカ銀行制度の歴史的特殊性などから、Wal-Martの銀

行業参入に批判的な見解が強かった。しかし、サブプライムローン問題に端を発する金融危機

の発生によって、この議論は明確な結論に至ることなく棚上げされることになった。

近年、この棚上げされた議論が再燃した背景には、大手金融機関の現物コモディティ事業に

対する批判が強まったことがある。特に、本稿で注目するGoldmanSachsによるアルミニウ

ム取引の事例では、GoldmanSachsがアルミニウムの価格を操作しているという大手飲料メー

カーなどの批判を招き、大手金融機関による現物コモディティ事業が議会で調査されるきっか
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けとなった。今回の議論では、過去に議論された一般事業会社の銀行業参入ではなく、銀行を

傘下に持つ大手金融機関の事業展開が問題とされたのである。

そもそもコモディティとは、「伝統的には農産物・金属・石油などの一次産品を中心とする

有形商品」1）を指している。コモディティは、「商品」あるいは「国際商品」などと訳される

こともあるが、金融商品との区別を明確にするために、あえてコモディティと記されることも

多いようである。本稿もこれに倣って、国際的に取引されている一次産品を中心とした有形物

をコモディティと記すことにする。

これまで、金融機関の現物コモディティ事業が注目されることはあまりなかった。その理由

として以下の点を指摘することができる。1つには、コモディティの市場規模が金融商品の市

場規模に比べて圧倒的に小さいということがある。それに加えて、コモディティ取引の中心は

先物取引などのデリバティブ取引が中心であるため、特に現物コモディティ取引に関心が向け

られることはなかった。もう1つには、現物コモディティ事業に関する情報が限られていると

いうことがある。「そもそも個々の企業間で行われるコモディティの現物取引に関する情報

（契約条件、数量、価格など）は企業秘密に類する」2）とされ、公開されている情報のみで大

手金融機関による現物コモディティ事業の実態を把握することは困難である。しかし、議会上

院での調査などによって、大手金融機関による現物コモディティ事業の実態が徐々に明らかに

なりつつある3）。本稿では、こうした議会での調査などを利用して、特にGoldmanSachsの

アルミニウム取引に注目し、大手投資銀行による現物コモディティ事業の展開について考察す

る。

本稿の構成は以下の通りである。第2節では、今回問題とされたGoldmanSachsのアルミ

ニウム取引を考察し、その取引がどのようなものであったのかについて明らかにする。第3節

では、GoldmanSachsにおける現物コモディティ事業の構造について、組織及び収益の面か

ら考察する。第4節では、GoldmanSachsによる現物コモディティ事業への進出について考

察し、金融持株会社である大手金融機関の現物コモディティ事業の展開を可能とする制度的要

因について述べる。最後に第5節において本稿のまとめを述べる。

2 GoldmanSachsのアルミニウム取引

大手金融機関の現物コモディティ事業が調査されるきっかけとなったのは、GoldmanSachs

がアルミニウムの価格を不正に操作しているという大手飲料メーカーなどからの批判であった。

本節では、大手飲料メーカーなどが批判の対象としたGoldmanSachsのアルミニウム取引に

ついて明らかにする。

GoldmanSachsの現物コモディティ事業は、トレーディング業務とプリンシパル・インベ

ストメント業務にわけられる。トレーディング業務とは、「そもそも投資銀行が引き受けた証

券を流通市場でマーケット・メイクすること」4）とされ、マーケット・メイクとは、市場で取
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引参加者に対し価格を提示して取引を成立させることである。コモディティ市場は、現物を扱

うプロの市場とされる5）。具体的には、天然ガスや石油のサプライヤーなどのコモディティの

生産者、石油を必要とする運送会社や公益事業体、金属を使用する大規模な製造業者などのコ

モディティの消費者、さらには年金基金やヘッジファンドなどの機関投資家などが取引を行っ

ている6）。その市場の中心にいるのが、マーケット・メイクを行うディーラーやブローカーな

どのマーケット・メイカーである。コモディティ市場において、マーケット・メイカーは、

「先渡市場（ForwardMarket）や相対市場（OTC:OvertheCounter）でオファー（売り唱

え）とビッド（売り唱え）を提示し、市場に流動性を供給しながら顧客との取引でリスク」7）

をとっており、オファーとビッドの差がマーケット・メイカーの利益となる8）。

一方のプリンシパル・インベストメント業務とは、「自己勘定による投資活動を行い、リター

ンを追求するもので、マーチャント・バンキング業務とも呼ばれる」9）。GoldmanSachsなど

の大手投資銀行は、コモディティのマーケット・メイクを行うだけでなく、現物コモディティ

事業に従事する企業などに自己勘定で投資を行っている。今回問題とされたのは、このプリン

シパル・インベスト業務であり、具体的には子会社を利用したアルミニウム取引であった。

GoldmanSachsは、2010年に倉庫会社である MetroInternationalTradeServesLLC

（以下、Metro）を4億5100万ドルで買収した。Metroは1991年にデトロイトで設立された

会社で、当時、世界22の都市に155の倉庫を所有し、アメリカ国内では7つの都市に77の倉

庫を所有するLME指定倉庫の1つであった。LMEとは、非鉄金属市場の中心であるロンド

ン金属取引所のことであり、ここでの取引価格は世界で取引される各種非鉄金属の価格の指標

となる10）。LMEは、自前の倉庫を所有しておらず、非鉄金属の現物取引は世界中に700以上

あるとされるLME指定倉庫と呼ばれる倉庫にて行われる。そのため、LME指定倉庫の在庫

は、各種非鉄金属の需給状況を反映する。

GoldmanSachsは、LME指定倉庫であるMetroを買収した理由として、以下の2つの理

由をあげている11）。1つは、サブプライム危機後の不況によって非鉄金属に対する需要が低迷

し、その結果として生じる在庫から保管料を稼ぐことができるというものである。もう1つは、

不況期に保管料が増加するという倉庫会社の収益のサイクルは、投資銀行の主要な収益源であ

るトレーディング業務の収益のサイクルとは反対であることから、倉庫会社を買収することで

自らの収益を安定させることができるというものである。以下では、各種非鉄金属の中でもア

ルミニウムに注目して考察を進める。

アルミニウムは、耐腐食性に優れていることや軽量であることなどから幅広い産業で使用さ

れており、最も活発に取引されている非鉄金属の1つである。また、他の非鉄金属と同様に

LMEにおける先渡し価格が指標価格であり、LME指定倉庫における在庫が需給状況を表す。

図1は、2001年以降のLME指定倉庫におけるアルミニウム在庫の推移を表している。こ

こから、サブプライム危機が発生した2008年以降、アルミニウムの在庫は急増し、高止まり
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した状態が続いていることがわかる。GoldmanSachsは、Metroの買収以前よりアルミニウ

ムの現物を保管していたとされるが、2008年から2009年にかけての保管量は1600トンから

4万4000トン程度で、金額にすると200万ドルから1億ドル程度に過ぎなかった。それが2012

年には150万トン、金額にすると32億ドルにまで増加した。これは、北米で1年間に消費さ

れるアルミニウムの25％を超える量とされる12）。これは言うまでもなく、2010年にMetroを

買収した結果である。

このように、サブプライム危機の発生によってアルミニウムの在庫は急増し、とりわけ

Metroの倉庫が数多くあるデトロイトにおけるアルミニウム在庫の増加は劇的なものであっ

たとされる。さらにアルミニウムの在庫は、サブプライム危機後の景気回復局面においても減

少するどころか、むしろ増加する傾向にあった。大手飲料メーカーは、こうしたアルミニウム

在庫の増加は需給を反映したものではなく、GoldmanSachsによるMetroを利用した取引に

原因があると主張した。議会での調査によると、GoldmanSachsはMetroを通じて以下のよ

うな方法でアルミニウムの在庫を積み上げたとされる。

まずMetroは、アルミニウムの保有者に対してインセンティブ（freightincentive）を支

払うことで、より多くのアルミニウムの現物を自社の倉庫に搬入するように仕向けた。表1は、
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図1 LME指定倉庫におけるアルミニウム在庫

（出所）U.S.Congress（2014b）,pp.29522955より筆者作成。



2010年以降にMetroが支払ったインセンティブの金額を表している。2010年に支払ったイン

センティブの合計は3688万6081ドルであったが、2013年には約3.5倍の1億2884万1024

ドルとなった。なお、後に述べるように、GoldmanSachsにおいては、1981年に買収したJ.

Aron&Co.（以下、J.Aron）が主としてコモディティ関連の取引を行っている。2011年に

は、このJ.Aronへのインセンティブの支払いが全体の約55％を占めていたが、2012年以降、

J.Aronへのインセンティブの支払いは減少した。

Metroは、インセンティブを支払うことで自社の倉庫へのアルミニウムの搬入を増やす一

方で、いったん搬入されたアルミニウムが容易に搬出されないようにした。LMEは、指定倉

庫が1日に搬出しなければならないアルミニウムの最低量を定めており、2011年時点での

1日の最低搬出量は1500トンであった13）。Metroは、あえてこの最低搬出量のアルミニウム

しか搬出しなかった。さらにMetroに関しては、個々の倉庫ではなく、複数の倉庫の合計に

対して最低搬出量が適用された。そのため、個々の倉庫からの日々の搬出量は、ごく僅かであっ

たと考えられる。その結果、大量のアルミニウムを保管する保有者が、アルミニウムを搬出し

ようとすれば、それだけで数週間から数カ月かかることになり、その間、他の保有者は自分の

アルミニウムを搬出することができないという事態に陥る。

1日あたりの搬出量が限られるため、Metroの倉庫からアルミニウムを搬出しようとする保

有者は、列（Queue）を作ることになる。そしてアルミニウム保有者は、この列の先頭に立つ

まで、自分のアルミニウムを搬出することができない。図2は、デトロイトにあるMetroの

倉庫における搬出待ちの列の長さを表している。これは言い換えると、Metroの倉庫からア

ルミニウムを搬出しようとする保有者が、列の先頭に立つまでに待たなければならない日数を

表している。最も列が長かったのは2014年1月で、この時には列の先頭に立つまでに672日

を要した。つまり、Metroの倉庫からアルミニウムを搬出しようとすれば、2年近くも待たな

ければならなかった。当然ながら、この間にもアルミニウムの保有者は、保管料をMetroに

支払い続けることになる。

またMetroは、アルミニウムの保有者との間でメリーゴーラウンド取引と呼ばれる取引を
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表1 Metroの支払ったインセンティブ

（出所）U.S.Congress（2014a）,p.817.

（単位：ドル）



行っていたことも明らかにされた。Metroは、自社の倉庫からアルミニウムを搬出しようと

する保有者との間で、いったん搬出したアルミニウムを再び自社の別の倉庫に搬入するという

契約を結んだ。この際、この契約に応じてくれるように保有者にインセンティブを支払う。さ

らに契約を結んだ保有者に対しては、搬送にかかる費用を負担したり、保管料を割り引いたり

もした。その結果、あるMetroの倉庫から通りを隔てた別のMetroの倉庫へとアルミニウム

が移し替えられるといったことが行われた。こうした取引は、メリーゴーラウンド取引と呼ば

れ、主な取引相手は、DeutscheBankやJ.P.MorganChaseなどの大手金融機関、RedKite

などのヘッジファンドであったとされる14）。

こうした一連の取引は、MetroがGoldmanSachsに買収された直後に始まり、Goldman

Sachsから派遣された従業員が主導したものとされる。表2は、Metroに取締役として派遣

されたGoldmanSachsの従業員の氏名やGoldmanSachsでの所属部門などを表している。

GoldmanSachsは、コモディティ取引を行う部門に所属する従業員をMetroに派遣し、Metro

の取締役会はこれらの従業員で構成された。1999年に成立したグラム・リーチ・ブライリー

法（以下、GLB法）は、金融持株会社が投資先の企業の日常的業務に関与することを認めて

いない。ただし、金融持株会社の従業員が投資先の企業の執行役員になることは日常的業務に
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図2 Metroにおけるアルミニウムの搬出待ちの列の長さ

（出所）U.S.Congress（2014b）,pp.28692894より筆者作成。



関与しているとみなされるのに対し、取締役になることは日常的業務に関与しているとはみな

されない15）。これはアメリカの取締役会が、監督機能に特化していることが理由とされるが、

Metroにおけるビジネス上の重要な決定は、GoldmanSachsから派遣された取締役によって

行われていたとされる16）。

大手飲料メーカーなどは、GoldmanSachsがMetroを利用して行った一連の取引が、アル

ミニウムの価格を歪めていると主張した。この主張を理解するために、アルミニウムの価格形

成について簡単に説明しよう。

アルミニウムのようなコモディティの場合、現物の輸送に時間や費用がかかるため、金融商

品とは違って裁定取引による価格の平準化に時間を要する。そのため、同じコモディティであっ

ても、地域によって価格が異なることがあり得る。そこで、「代表的な銘柄や受け渡し場所を

定め、指標となる銘柄の価格を決定し、これをもって当該コモディティの指標価格とする」17）。

上述のように、非鉄金属についてはLMEにおける取引価格が指標価格となっており、アルミ

ニウムについてもLMEにおける先渡し価格が指標となっている。そのうえで、「指標銘柄と

個々の銘柄との品質格差や輸送費用や保管費用などを勘案して指標価格との値差を設定し、個

別銘柄の価格を決定する取引慣行が多くのコモディティで成立している」18）。

アメリカで取引されるアルミニウムの価格は、指標となるLMEの価格に中西部・アルミニ

ウム・プレミアム（MidwestAluminumPremium）を加えたものである。このプレミアム

に、アメリカで取引されるアルミニウムの輸送費用や保管費用が反映される。図3は、2001

年12月以降にアメリカで取引されたアルミニウムの価格とプレミアムの推移を表したもので
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表2 Metroの取締役に派遣された GoldmanSachsの従業員（2014年時点）

（出所）U.S.Congress（2014b）,p.567.



ある。これを見ると、変動幅には違いがあるものの、2011年の終わり頃までアルミニウムの

価格とプレミアムは、ほぼ同様の動きをしていたことがわかる。しかし2012年以降、アルミ

ニウムの価格が下落に転じたのに対し、プレミアムは上昇を続け2013年末には急上昇してい

る。このプレミアムの上昇の原因が、Metroにおけるアルミニウムの搬出待ちの列の伸長に

あると指摘された。

この指摘に対してGoldmanSachsは、プレミアムの上昇はあくまで需給を反映したもので

あって、Metroの取引が原因ではないと主張している。GoldmanSachsがMetroを利用し

て行った一連の取引が、どの程度プレミアムを押し上げたのかは必ずしも明らかではないが、

仮に搬出待ちの列の伸長とプレミアムの上昇の間に何らかの関係があるとすれば、大手飲料メー

カーは本来よりも高い価格でアルミニウムを買わされたということになる。このように

GoldmanSachsは、アルミニウムの在庫を積み上げることで保管料を稼ごうとしたが、それ

が大手飲料メーカーなどからの批判を招く結果となり、議会における大手金融機関による現物

コモディティ事業に関する調査へとつながったのである。
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図3 アルミニウム価格とプレミアム（1トンあたり）

（出所）U.S.Congress（2014b）,pp.29522955より筆者作成。



3 GoldmanSachsにおける現物コモディティ事業の構造

本節では、アルミニウムの取引を含むGoldmanSachsの現物コモディティ事業について、

主に組織および収益の面から考察する。ただし、はじめに述べたように、金融機関による現物

コモディティ事業に関する情報やデータは限られている。ここでは、主に公表されている情報

と議会での調査に基づいて、可能な範囲でその実態を明らかにしたい。

GoldmanSachsは、自らの業務をInvestmentBanking（投資銀行業務）、Institutional

ClientServices（機関投資家向けサービス）、Investment&Lending（投資・貸付）、Invest-

mentManagement（投資管理）の4つの部門に区分し、部門ごとの収益を公表している（図

4）。このうち現物コモディティ事業に関係するのは、InstitutionalClientServicesとInvest-

ment&Lendingの2つである。

InstitutionalClientServicesは、GoldmanSachsのトレーディング部門であり、機関投資

家などのプロの投資家に対して資金調達やリスク管理などのサービスを提供し、各種の金融商

品、通貨、コモディティのマーケット・メイクを行う。InstitutionalClientServicesは、取

引する資産の種類によって、FixedIncome,CurrencyandCommoditiesClientExecution

（以下、FICC）とEquitiesに分けられる。FICCとは、金利スワップなどの金利商品やクレジッ

ト・デリバティブなどのクレジット商品、モーゲージ関連証券などの金融商品に加え、通貨、

コモディティに関する顧客の注文の執行を指している。現物コモディティのトレーディング業
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図4 GoldmanSachsの業務部門

（出所）GoldmanSachs2014Form10-k,p.1.



務から得られる収益は、このFICCに含まれる。ただし、ここでは現物とデリバティブの区分

はなされていない。

Investing&Lendingは、長期的な投資および貸付を行う部門である。ここにはGoldman

Sachsによる直接の投資や貸付だけでなく、ファンドを通じたものも含まれる。Metroの事

例に見られるように、GoldmanSachsは、プリンシパル・インベスト業務において現物コモ

ディティ事業に従事する企業などに自己勘定で投資を行っている。こうした投資から得られる

収益は、このInvesting&Lendingに含まれる。なおMetroの収益は、GoldmanSachsの

基本的なビジネスに密接には関連しない業務を指すOtherに含まれる。

表3は、GoldmanSachsにおける各部門の2009年以降の収益を表したものである。掛下

（2016）などの先行研究で明らかにされているように、サブプライム危機前後の大手投資銀行

の収益構造においては、トレーディング部門の収益が大きな比重を占めるようになっていた。

GoldmanSachsにおいても、2009年時点ではトレーディング部門であるInstitutionalClient

Servicesの収益が、全体の収益の72％を占めていた。特にFICCの収益は、全体の収益の48％

を占めていた。大手投資銀行においてトレーディング業務の比重が高まった理由として新形

（2015）は、①プライマリー業務の収益性低下、②証券流通市場の拡大、③機関投資家の運用

業務の増大の3点を指摘している。

1980年代以降、業務分野規制の緩和などを背景に、大手商業銀行が伝統的な投資銀行業務

に進出してきたことで、引受業務やM&A仲介業務などのプライマリー業務の収益性は低下し
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表3 GoldmanSachsの部門別収益

（出所）GoldmanSachs,AnnualReport各号より筆者作成。

単位：100万ドル



た19）。他方で、2000年代に入るまで商業銀行には現物コモディティ事業への進出は認められ

ておらず、この事業領域における大手投資銀行の主たる競合相手は商社などの非金融機関でっ

た。顧客に対して金融サービスを提供できる大手投資銀行は、そこで優位に競争を展開するこ

とができた。2000年代に入るとコモディティ・バブルと呼ばれるコモディティ価格の急騰が

生じたことなどから、現物コモディティ事業を強化することでプライマリー業務の収益性低下

を補おうとしたと推察される。

しかし2010年以降、トレーディング部門であるInstitutionalClientServicesの収益は減

少し続け、2014年には全体の収益に占める比率は44％にまで低下している。特にFICCの収

益の比率は、2014年には25％にまで低下した。一方で、Investing&Lendingの収益は、

2009年の28億6300万ドルから2014年には68億2500万ドルと約2.4倍に増加し、全体の収

益に占める比率も6.3％から20％に上昇した。サブプライム危機以後、GoldmanSachsでは、

長期的な投資や貸付から得られる収益が、トレーディング業務の収益に次ぐ地位を占めるよう

になった。ただし、Metroを含むOtherの収益は2010年をピークに減少しており、現物コモ

ディティ事業に従事する企業などへの投資自体から得られる収益は、Investing&Lendingの

収益拡大にはさほど貢献しなかったと考えられる。

このように、サブプライム危機後のGoldmanSachsの収益構造についてみると、トレーディ

ング業務の比重が低下する一方で、長期的な投資・貸付の比重が高まったことがわかる。ただ

し、公表されているデータでは、コモディティに関する項目が独立して設けられているわけで

はないので、コモディティ事業の収益までは把握できない。そこで以下では、FBRに提出さ

れた資料を用いて、GoldmanSachsの現物コモディティ事業について考察を進める。

図5は、GoldmanSachsが示した持株会社内の組織図である。若干の名称の違いはあるも

のの、概ね図4に示した業務の区分に沿った組織となっている。このうち、SecurityDivision

は、EquitiesDivisionとFICCDivisionを合わせたものなので、図4のInstitutionalClient

Servicesに該当する。このSecurityDivisionの下にGlobalCommoditiesとSpecialSitua-

tionsGroupの2つがある。MerchantBankingDivisionやSpecialSituationGroupもコモ

ディティ関連の取引を行っているが、主としてコモディティ取引を行っているのはGlobal

Commoditiesであるとされる。

GlobalCommoditiesの取引のほとんどは、1981年に買収したJ.Aronによるものとされ

る。J.Aronは、各種のコモディティ市場でマーケット・メイクを行うために、現物コモディ

ティの生産や受け渡し、貯蔵、輸送などを行っている。例えば、デルタ航空との間でジェット

燃料をジャストインタイムで供給する契約を結んだり、石油精製業者であるAlonに原油を供

給し、その後、精製された製品を購入し直す契約を結んだりしている。こうした取引によって、

航空会社が大量の燃料在庫を保有する必要性や石油精製業者の資本コストを低下させられる。

GoldmanSachsは、こうした現物コモディティ取引が顧客に提供する金融サービスを補完し、
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リスク管理能力を強化するだけでなく自らのリスク・ヘッジをも可能にするとしている20）。

現物コモディティ事業に従事する企業などへの投資は、GlobalCommoditiesの下にある

GlobalCommoditiesPrincipalInvesting（GCPI）を通じて行われる。表4は、GCPIの主

要な投資を表している。次節で述べるように、現物コモディティ事業に従事する企業などへの

投資は、GLB法におけるマーチャント・バンキング業務の枠組みの下で行われるため、投資

先企業の証券などは10年以内に売却しなければならない。2013年の時点でGoldmanSachs

がGCPIを通じて完全に保有していたのは、Metroとコロンビアの炭鉱（CNR）であった。

両社とも2010年に買収しているため、遅くとも2020年までに売却する必要があった。

歴史的にみると、GlobalCommoditiesの競争相手は限られており、一定の市場シェアと利
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図5 GoldmanSachsの組織図

（出所）U.S.Congress（2014b）,p.2853.

表4 GCPIの主要な投資

（出所）U.S.Congress（2014a）,p.898より筆者作成。



益を確保できたとされる。詳細は明らかではないが、GoldmanSachsの1981年から2000年

にかけてのコモディティ関連事業の収益は年間5億ドル程度であったという21）。それが2000

年代に入ると大幅に増加した。図6は、2005年度以降のGlobalCommoditiesの収益の推移

を表している。なお、この収益には、GCPIを通じた投資からの収益も含んでいる。2005年

度に14億ドルであったGlobalCommoditiesの収益は、最も多い2009年度には34億ドルに

まで増加したものの2010年度以降は減少に転じ、2012年度には10億ドルとなった。この

GlobalCommoditiesの収益の動きは、先に見たトレーディング部門である Institutional

ClientServicesの収益の動きとほぼ一致している。

図6からは、GlobalCommoditiesの収益のうち、どの程度が現物コモディティ事業による

ものかは不明である。詳細な金額については不明であるが、2011年にGoldmanSachsが行っ

た説明によると、コモディティ関連事業の収益のうち、現物コモディティ事業の収益が占め

る比率は15 20％であり、その比率は今後上昇すると見込まれていた22）。しかし、同様に

GoldmanSachsが2013年に行った説明によると、現物コモディティ事業の収益が占める比率

は617％程度とされ、2011年よりもむしろ低下している。この間、GlobalCommoditiesの

収益も減少しており、現物コモディティ事業の収益環境が厳しかったことが窺える。

GoldmanSachsは、現物コモディティ事業の収益が悪化した原因について以下の2つを挙
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図6 GlobalCommoditiesの収益

（出所）U.S.Congress（2014a）,p.481より筆者作成。



げている。まず1つは、FRBの方針転換である。次節で述べるように、これまでFRBは大

手金融機関による現物コモディティ事業の拡大を容認してきたが、その方針を転換して大手金

融機関の現物コモディティ事業を制限する方針を示している。サブプライム危機後の金融機関

に対する規制改革の中で、これまで容認されてきた現物コモディティ事業についても見直され

る方向にある23）。こうした監督当局の動きが、現物コモディティ事業を躊躇させる圧力となっ

た。

もう1つは、大手商業銀行との競争の激化である。GoldmanSachsにとって最も身近な競

争相手であるMorganStanleyなども現物コモディティ事業を強化したことに加え、2000年

代に入るとCitigroupやRoyalBankofScotland（RBS）などの大手商業銀行も現物コモディ

ティ事業に進出してきた。特に急速に台頭してきたのが、J.P.MorganChaseであった。

J.P.MorganChaseは、2008年に投資銀行のBearStearnsを買収し、2010年にはRBSか

らSempraEnergyを買収するなど、現物コモディティ事業に積極的に進出してきた。大手投

資銀行は、ここでも新たに進出してきた大手商業銀行との競争に晒されたのである。

このように、大手投資銀行は、新たな収益源を模索する動きの中で、現物コモディティ事業

を強化しようとしたと考えられる。しかし、現物コモディティ事業自体の収益は、さほど大き

なものではなかった。ただし、このことは大手投資銀行にとって現物コモディティ事業が重要

なものではないということを意味しているわけではない。大手投資銀行が現物コモディティ事

業に進出した真の理由は、事業自体の収益というよりも、現物コモディティの需給状況や在庫

量といった各種の情報を手に入れたり、現物コモディティの保管費用を節約したりすることに

あったと思われる。他の取引参加者よりもいち早く現物コモディティに関する情報を手に入れ、

それをデリバティブ取引など他の取引に生かし、そこで収益をあげようとしたのである。その

意味において、現物コモディティ事業への進出には大きな意味があったと考えられる。

4 GoldmanSachsの現物コモディティ事業への進出

本節では、GoldmanSachsの現物コモディティ事業への進出過程について考察し、FRBの

監督下に入った後も現物コモディティ事業を展開できた制度的要因を明らかにする。

最近では、GoldmanSachsやMorganStanleyなどの大手投資銀行のみならず、Citigroup

やJ.P.MorganChaseといった大手商業銀行とされるような金融機関も現物コモディティ事

業に進出しているとされる。ただし、そうした大手商業銀行による現物コモディティ事業の歴

史は浅い。従来からFRBの監督下にあった大手商業銀行が現物コモディティ事業に進出する

ようになったのは2000年代に入ってからのことである。これらの大手商業銀行が現物コモディ

ティ事業に進出した理由の1つは、1999年のGLB法の制定によって銀行持株会社よりも幅広

い業務に従事できる金融持株会社と呼ばれる新たな枠組みが作られたことがある。もう1つの

理由は、これらの大手商業銀行がサブプライム危機の影響で経営危機に陥った投資銀行を買収
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したことである。

それに対し、GoldmanSachsやMorganStanlyなどの大手投資銀行は、比較的早い時期

から現物コモディティ事業に進出していた。大手投資銀行が現物コモディティ事業に進出する

きっかけとなったのは、デリバティブ市場の急速な拡大であった。はじめに述べたように、コ

モディティ取引の世界では、先物取引などのデリバティブ取引が中心となっている24）。周知の

ように、先物取引はコモディティの1つである農産物の価格変動リスクをヘッジする手段とし

て発展した。先物取引が、主として農産物の価格変動リスクをヘッジする手段として利用され

ていた時代、そうした取引は一部の農産物の生産者とブローカーが行う特殊な取引とみなされ

ていた25）。やがて先物取引の対象は、非鉄金属や原油など農産物以外のコモディティにも拡

大し、1970年代には金融商品の先物取引が開始された。これ以後、金融商品のデリバティブ

取引が急速に拡大すると同時に、コモディティのデリバティブ取引にも金融機関や機関投資家

などが参入するようになった。

GoldmanSachsは、1979年に商品先物取引委員会（CFTC）に商品取引員（Future

CommissionMerchant）26）としての登録を行い、先物取引とオプション取引を行う資格を得

た。1981年には金属とコーヒーに特化して取引を行っていたJ.Aron27）を買収し、すぐに金

利、外貨、原油のデリバティブ取引を開始した。GoldmanSachsは、このJ.Aronの買収を

きっかけに、現物コモディティ事業を含むコモディティ関連の事業に本格的に進出するように

なった。そして、サブプライム危機を受けて銀行持株会社（後に金融持株会社）となってFRB

の監督下に入った後も現物コモディティ事業を継続し、新たなコモディティの取引へと事業を

拡大させることになった。

銀行持株会社法では、銀行持株会社が従事できる業務範囲について、「銀行業務または銀行

の管理ないし支配に密接に関連しているため、それらへ適切に付随するもの」28）としていた。

1999年のGLB法の成立によって、銀行持株会社よりも幅広い業務に従事できる金融持株会社

という新たな枠組みが作られ、一定の条件を満たした銀行持株会社はFRBに申請することで

金融持株会社になることができるようになった29）。そして、金融持株会社の業務範囲は、「金

融の性格を有する業務、もしくはそれに付随する業務」（以下、金融業務）とされ、金融業務

には証券業務や保険業務に加え、マーチャント・バンキング業務が含まれた。

一般的に、マーチャント・バンキング業務についての決まった定義は存在しないとされ、

GLB法においても具体的にマーチャント・バンキング業務を定義している訳ではない30）。

GLB法が金融業務として認めたのは、「大まかに言えば、商業会社への投資業務であるが、当

該企業の経営に従事するのではなく、あくまで投資収益を求めてそうするもの」31）であり、こ

れをマーチャント・バンキング業務と呼ぶということである。マーチャント・バンキング業務

が金融業務として認められたことで、金融持株会社が一般事業会社の株式を100％取得するこ

とが制度上は可能になった。大手金融機関の現物コモディティ事業に従事する企業などへの投
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資は、このマーチャント・バンキング業務の枠組みの下で行われる。

そもそもマーチャント・バンキング業務は、投資対象を転売することで利益を獲得すること

を目的とするもので、投資対象となる企業などの経営を目的とするものではない。GLB法に

おいても、マーチャント・バンキング業務を金融業務に含めたものの、金融持株会社が一般事

業に進出することを認めたわけではない。GLB法では、銀行業と商業の分離という原則を維

持するために、マーチャント・バンキング業務にいくつかの制限が設けられている32）。

その制限の1つは、投資期間の制限である。金融持株会社がマーチャント・バンキング業務

として証券などに投資を行った場合、その証券などの保有期間は原則として10年を超えては

ならず、プライベート・エクイティ・ファンドを通じて投資を行った場合には原則として15

年を超えてはならない。さらに、第2節で述べたように、金融持株会社は投資先企業の日常的

業務に関与してはならないとされているが、実際にはMetroの事例のように金融持株会社の

従業員が取締役として派遣され、ビジネス上の重要な決定を行っていることが明らかとなって

いる。

またGLB法では、金融持株会社が補完業務に従事することを認めた。金融業務でない業務

であっても、金融業務を補完する業務（以下、補完業務）であり、預金取扱金融機関および金

融システムに対してリスクを及ぼさないとFRBが判断すれば、金融持株会社がそうした業務

に従事することを認めている。具体的にどのような業務が補完業務に該当するのかについては

明記されておらず、FRBがケースバイケースで判断することになっている。現物コモディティ

事業については、2003年のCitigroupの申請によって補完業務として認められ、その範囲も

徐々に拡大されていった。補完業務の規定は、これまでのところ、もっぱら現物コモディティ

事業への進出を認めるために機能しているとされる33）。

さらにGLB法では、金融持株会社に既得権が認められている。既得権とは、1999年11月

22日以降に金融持株会社となったあらゆる会社は、1997年9月30日の時点において、アメリ

カ国内で合法的に直接あるいは間接に従事していたあらゆる業務について、金融持株会社となっ

た後にも継続して従事できるというものである。この既得権を使って現物コモディティ事業に

従事する金融持株会社は2008年まで存在しなかったが、GoldmanSachsやMorganStanley

などの大手投資銀行は、金融持株会社となる際に現物コモディティ事業は既得権に含まれると

主張した34）。

ここで、既得権が認められる1997年9月30日時点において、GoldmanSachsがどのよう

な現物コモディティ事業に従事していたのか見てみよう35）。GoldmanSachsは、すでに1997

年時点で天然ガス、原油、コンデンセート、住宅用燃料、灯油、ガソリン、ナフサ、ジェット

燃料、ガス燃料、電力などのエネルギー、アルミニウム、鉛、ニッケル、亜鉛、ロジウムなど

の非鉄金属、ココア、コーヒー、小麦、とうもろこし、大豆、砂糖などの農産物というように、

幅広い種類の現物コモディティの取引を行っていた。加えて、パイプラインや貯蔵施設を含む
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石油精製施設、石油とガスのマーケティングおよび販売業者、アップストリーム業者 36）、堆

肥の製造業者を保有あるいは経営していた。

2003年には発電所の経営に乗り出したほか、輸送船、石炭鉱業、カーボン・アグリゲーター、

バイオディーゼル精製施設、エタノール製造業者、LNG施設開発業者などを保有あるいは経

営するようになった。銀行持株会社となってFRBの監督下に入った2008年以降も新たにヤ

シ油、天然ゴム、モリブデン、アスファルト、ウランの取引に進出したほか、2010年には

Metroやコロンビアの炭鉱を買収するなど、現物コモディティ事業を拡大させていった37）。

GoldmanSachsは、1980年代から1990年代にかけて顧客の注文に基づいたコモディティ

のデリバティブ取引に注力し、特にエネルギーの先物市場や店頭デリバティブ市場において支

配的な地位を築いたとされる38）。実際のコモディティ取引の世界では、デリバティブ取引と現

物コモディティ取引とが密接に関連しあっているとされ39）、デリバティブ市場において支配

的な地位を築く過程で現物コモディティ事業にも進出したと考えられる。そしてFRBの監督

下に入った後も、GLB法の規定を使って現物コモディティ事業を拡大させたのである。

このように、FRBの監督下に入った後もGoldmanSachsが現物コモディティ事業を展開

できたのは、GLB法の規定とFRBの現物コモディティ事業を補完業務として認めるという

方針であった。しかし、最近になってFRBが大手金融機関の現物コモディティ事業を制限す

る方針を示したことで、前節で述べたように大手金融機関の現物コモディティ事業を取り巻く

環境は厳しくなっている。こうしたFRBの方針変更は、コモディティ市場における競争相手

であった商社などの非金融機関に有利に働くことになる。

GoldmanSachs（2014）は、商社などはコモディティ市場の取引参加者に対して現物コモ

ディティの調達、保管、配送などのサービスを提供するものの、一般的にはマーケット・メイ

カーとしての役割を果たさないと指摘する。それに対し、自らは他の取引参加者に対し融資や

流動性の供給といった多様な金融サービスを提供できるとし、自己のマーケット・メイカーと

しての機能を強調する。現物コモディティ事業の制限は、こうしたマーケット・メイカーとし

ての機能低下につながり、コモディティ市場におけるGoldmanSachsの競争力が低下する可

能性がある。

前節で見たように、現物コモディティ事業の収益性が低下していることに加え、FRBが現

物コモディティ事業を制限する方針を示したことを受けて、大手金融機関では現物コモディティ

事業の見直しが進んだ。GoldmanSachsは、2014年12月に問題となったMetroを売却した。

さらに2015年8月の報道では、コロンビアの炭鉱についても売却し、約35年間にわたって行

われたコモディティ関連の資産への投資に終止符を打ったとされる40）。他の大手金融機関にお

いても現物コモディティ事業の売却が進められるなど、大手金融機関の現物コモディティ事業

はその見直しを余儀なくされた。

一方で、GoldmanSachsのCEOであるBlankfeinは、コモディティのトレーディングは
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コア業務であり続けるとたびたび発言しており、原油市場などでは今後も情報のハブとして

GoldmanSachsが中心的な役割を担っていくという指摘もある41）。今回、現物コモディティ

事業については見直しを余儀なくされたものの、競争が激化する中で大手金融機関の新たな収

益源を求める動きは今後も続いていくものと考えられる。その方向によっては、銀行業と商業

の分離に関連して、再び大手金融機関の事業展開が問題となる可能性もある。

5 おわりに

本稿では、GoldmanSachsによるアルミニウム取引の事例を中心に、アメリカ大手投資銀

行による現物コモディティ事業の展開について考察を行った。

GoldmanSachsなどの大手投資銀行は、1980年代のデリバティブ市場の発展をきっかけに

コモディティ事業に進出し、その過程で現物コモディティの取引にも従事するようになった。

そして、大手商業銀行の進出によって伝統的投資銀行業務の競争が激化する中で、商業銀行よ

りも先行して進出していた現物コモディティ事業を積極的に拡大させた。この動きは、

GoldmanSachsがFRBの監督下に入った後も続いた。

GoldmanSachsなどの大手投資銀行がFRBの監督下に入った後も現物コモディティ事業

を展開できた背景には、GLB法の存在がある。GLB法では、マーチャント・バンキング業務

が金融業務に含められると同時に、FRBが金融業務を補完する業務と認めた業務に金融持株

会社が従事することを認めた。そして、2000年代に入ると現物コモディティ事業が金融業務

を補完する業務として認められるようになった。これによって、大手投資銀行はFRBの監督

下に入った後も現物コモディティ事業を継続することが可能となった。

しかし一方で、GLB法は大手商業銀行の現物コモディティ事業への進出も可能にし、実際

にJ.P.MorganChaseを始めとした大手商業銀行が現物コモディティ事業に進出してきた。

伝統的投資銀行業務と同様に、ここでも大手投資銀行は厳しい競争に直面することになった。

そのため、現物コモディティ事業の積極的な展開は、現物コモディティの情報をいち早く手に

入れるという意味においては大きな意味があったと考えられるが、事業自体の収益はさほど大

きなものにはならなかった。

むしろ、大手投資銀行による現物コモディティ事業の積極的な展開は、大手金融機関が現物

コモディティの価格を操作しているという批判を招くことになった。FRBは、大手金融機関

の現物コモディティ事業の拡大を容認する方針であったが、こうした批判の高まりを受けて、

現物コモディティ事業を制限する方向へと方針転換した。とりわけ、アメリカ銀行制度の歴史

的原則である銀行業と商業の分離の観点から、マーチャント・バンキング業務の見直しが焦点

の1つとなっている。

こうしたFRBの動きや収益環境の厳しさなどから、大手金融機関では現物コモディティ事

業を見直す動きが相次いだが、特定のコモディティにおいては引き続き大手金融機関が大きな
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影響力を保持するという指摘もある。FRBは2016年の9月に金融機関の現物コモディティ事

業やマーチャント・バンキング業務を制限する提言を行った。こうした提言についての詳しい

検討は、今後の課題としたい。
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Summary

This study analyzes the physical commodity business of major investment

banks in the United States, focusing on aluminum trading by Goldman Sachs.

Several major investment banks in the United States have entered the physical

commodity business since the 1980s. However, they were criticized for manipulat-

ing the price of physical commodities such as aluminum. These investment banks

revised the physical commodity business due to the shift in the Federal Reserve’s

policy and the severe business environment.
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