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1925 年 フロリダで不動産ブーム The Florida boom   
 この投機に手をだした人 speculators /25 
 
1924 年後半から 株価上昇 /26 

NY タイムズ工業株 25 種平均（＝タイムズ平均）： 
1924 年 5 月 $106 →12 月 $134  ➡ 1925 年末 $181 
➡1926 年 3 月 $143 →12 月 $181 
➡1927 年 12 月 $245  ←1927 年夏 フォード社が T 型の工場を閉鎖したのに上昇 

 
1925 年｛4 月｝ 英国が金本位制 the gold standard に復帰～ ￡1=$4.86  /28 
   ポンド危機 exchange crisis →金が流出して米国へ  
1927 年  BOE 総裁ノーマン Montague Norman が訪米、金融緩和を要求 
 ドイツ中銀の H. シャハト Schacht, 仏中銀の C. リスト Rist の 3 人が 
｛8 月｝NY の FRB が公定歩合 rediscount rate を引き下げ 4％→3.5％へ 
 並行して国債 government securities を買い入れ 
 →大量の余剰資金 
  →株式投資へ were invested in common stocks、さらに投資家に貸出し finance  
 
1928 年 3 月 タイムズ平均 industrial average  $25 上昇｛$270 へ｝ 
1928 年 12 月 8 日  $331 へ    出来高が累増 
1929 年 5 月 $339 →8 月 $449  /113 
 
信用取引の驚異的増加 the phenomenal increase in trading on margin  /40  
 ☆巻末索引には margin trading あり 
投機家が投機に集中できる仕掛け design  
  信用取引とは：  証券会社からの借金で株を買う｛原文にはなし｝ 

買った株を借金の担保として as collateral for the loan 証券会社に預ける /42 
現金を用意する必要はない。株価が上昇しても借金は増えない 
配当もうけとれるが、配当利回りは低い。 
当時の配当は 1‐2％。借入金利は 8‐10％ 

 
銀行は証券会社に融資、証券会社は顧客に融資、顧客からの担保 collateral は銀行に還流 
保証金 margins も差し入れる  株価が下がれば担保の価値が減り追証が必要に 
 
ブローカーズローン（BL、信用取引で買った株を担保とする collateraled ローン）の残高 
  コールローン（CL）とも言う /44 
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1920 年代前半 10‐15 億ドル 
1926 年 25 億 
1927 年末 34.8 億 
1928 年 6 月 1 日 40 億 
1929 年夏 60 億 

 
NY の主な銀行に世界中から資金が  /44 
投機資金の貸し付け the loans underwrite it[speculation] は 
 「最も安全な投資 among the safest of all investments」だった 
この貸付金の担保の株はいつでも現金に換えられるので are instantly salable  
コールローンの金利 1928 年 5％→同年末 12％ 
 
コールローン市場に世界中から資金が～モントリオール、ロンドン、上海、香港  /45 
アメリカ人の信用取引は拡大 help Americans hold common stocks on margin  
米国内の企業も余剰資金 surplus funds をウォール街に貸し付け lending  →後述 
NY の銀行は、連邦準備銀行から 5%の金利で借り、CL 市場で 12％で貸す re-lend  
 
いったん株価上昇が止まったら、52 
値上がり an increase をめあてに株を買う人は減り、 
信用取引で株を持つこと ownership on margin は無意味になり、市場は売り一色になる。 
風船を破裂させるのは簡単だが、針を刺して徐々に空気を抜くのは難しい。 
 
1929 年 1 月  NY 連銀の公定歩合 rediscount rate は 5％。BL の金利は 6－12％。61 
 
証券会社は、購入株券の 45～50％相当の保証金 in cash を顧客に要求 62 
 
1929 年 2 月 7 日 FRB が一般市民に「道義的勧告」/65  
投機目的の信用供与を拡大することを目的に FRB の融資を利用することを制限する 1 
restrain the use of Federal Reserve facilities in aid of the growth of speculative credit  
 
同年 2 月 14 日  NY 連銀は投機対策として to check speculation 公定歩合 6％を提案 61 
  FRB は「一般企業の資金調達を困難にするだけ only increase rates to business borrowers 」 
 CL 市場＝短期金融市場の中で一般の信用市場より投機信用の市場が上回る 
｛ところが｝一般企業から CL 市場への資金の流入 flow of funds は 
 ニュージャージー・スタンダード・オイル 1 日平均 6900 万ドル 
 エレクトリック・ボンド・アンド・シェア 1 億ドル以上 

                                                   
1 The Board in a statement to the public dated February 7, 1929, stated in part; “… The 
Federal Reserve Board contemplates the use of the resources of the Federal Reserve Banks 
for the creation or extension of speculative credit. …” Weissman, Rudolf L., The New Federal 
Reserve System: the board assumes control, Harper & Brothers; 1936, p226.  
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 銀行以外からの貸出残高 loans は銀行の貸出残高に匹敵 were equal to  
 
1929 年 3 月 26 日 タイムズ平均 the Times industrials が前日終値より 15 ドル値下がり /68  
一部の玄人筋は資金供給が止まり信用取引 stocks on marginが減る時期は近いとみて売りに出た。 
  CL 金利は 20％へ上昇 
  この日が最後の日になってもおかしくなかった。 
1929 年 6 月 the Reserve Banks は「避けられない崩壊 inevitable collapse」を覚悟 brace /74  
1929 年 8 月 FRB は公定歩合 rediscount rate を 6%に 
 
会社型投資信託 investment trust or company  84 

1920 年代後半に投資会社 an investment corporation になる 87 
普通株、優先株、社債を発行して資金を調達し投資する 87 
1929 年に上場が可能に  ｛規制緩和｝ 
1928 年の 1 年間に推定 186 社の会社型投資信託 IT が組織され 88 

1929 年にはさらに 265 社が 
発行した有価証券  1927 年 4 億ドル  同年の新規発行額の 1／3 以上 

資産総額  1929 年秋 80 億ドル、27 年の 11 倍 
設立したのは投資銀行、商業銀行、証券会社 
    investment banking houses, commercial banks, brokerage firms, securities dealers,  
投資信託が新たな投資信託 new trusts を創設した giving birth to 
一般投資家の熱狂的な反応が 90 
 
レバレッジの魔法 the magic of leverage  /99 
レバレッジが逆方向に作用 /202  

US スチール、GM、ATT などの堅実な銘柄が投げ売り 203 
Standard stocks like … were thus dumped on the market in abnormal volume.  

 
銀行が証券子会社 security affiliates を設立 /121  
自己勘定で投機に individual bankers … were speculating on their own behalf.  
 
株価が暴落すると追証 additional margin を払えなくなる。/171 
顧客の担保株を証券会社が売りに出す。tripped … into the market｛市場に向けさせる｝ 
→投げ売りを誘発  insured that another would follow  
 
1929 年 10 月 29 日  史上最悪の日  /186  
取引開始とともに売りが殺到 Selling began as soon as the market opened and in huge volume.  
売り一色で買いがまったくない銘柄が続出 
Repeatedly and in many issues there was a plethora of selling orders and no buyers at all.  
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会社型投資信託の図式化  /99 

 資産 負債＋自己資本  
 株式 15000 負債  5000 

自己資本 10000 
自己資本は優先株 5000＋普通株 5000。負債は社債。 
株価が 50％上昇すると、普通株は 150％上昇に。 

15000 を資本金と書いている /99  
負債には金利の支払いが必要。株式には配当の支払い。 
 

 資産 負債＋自己資本  
A00 株式購入 50 負債 0 

自己資本 50 
株式を公募して自己資本を調達。この自己資本で（株式市

場から）株式を購入。 
A01 株式時価 75 負債 0 

自己資本 75 
A00 から株価 50％上昇。株式の差益 25 を会社設立者の報

酬、そして株主への配当にすると A00 に戻る（自己資本

は維持）。レバレッジ比率 0。 
A02 株式時価 25 負債 0 

自己資本 25 
A00 から株価 50％低下。自己資本＝株主の資産は 50％減

損。このあと株式 25 を売り抜けば、現金 25 が株主に残

り、負債＝借金は 0 
A10 株式 100 負債 50 

自己資本 50 
A00 から負債 50 で株式を追加購入。レバレッジ比率

100％。負債は社債ないし証券会社からの借金（BL など）。 
A11 株式時価 150 負債 50 

自己資本 100 
A10 から株価 50％上昇。株式の差益 50 を負債の金利支払

い、会社設立者の報酬、そして株主への配当に。 
A12 株式 100 負債 0 

自己資本 100 
株式 50 を売って負債を 0 にする。株価 50％上昇により自

己資本は 2 倍に。これがレバレッジ効果 
A20 株式時価 80 負債 50 

自己資本 30 
A10 から株価 20％低下。自己資本（株主の資産）は 40％
減。 

A21 株式 50 負債 50 
自己資本 0 

A10 から株価 50％低下。自己資本は 0 に（100％減）。 
 

A22 株式 20 負債 50 
自己資本 －30 

A10 から株価 80％低下すると、債務超過になり、債権者

に損失、融資が減少（信用収縮）、株価低下を加速。 
A23 株式 0 負債 0 

自己資本 0 
A22 を避けるために株式 50 を無理に売り（投げ売り）負

債を 0 にすると株価がさらに低下 ～逆レバレッジ 
債権者が預金銀行のとき→銀行に貸し倒れ損→IB 市場でデフォルト、預金取り付け 
レバレッジ比率＝ 負債／自己資本 ×100   leverage 梃子 


