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• 図が重なっている等見えづらい箇所がありますが、これは
アニメを使用しているためです。講義で確認してください。 

• 文字が小さい箇所があります。印刷の際に必要に応じて
拡大等してください。 

サブプライム・ローンとは 
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◆「通常の住宅ローン」ではない住宅ローン 

所得が低く、通常の住宅ローンを組むことができない世帯
に対する住宅ローンや、所得云々もあるものの、それ以上
に何らかの理由でカードローンなどの返済が滞ったことの
ある世帯に対する住宅ローンをいう。 

◆サブプライムローンの金利 

デフォルトリスクが高いので、金利を高く設定したり、ステッ
プアップローンになっている。 

※ここでステップアップした場合に返済不能になるくらい高い金
利になる（金利が上がる前に売却することになる）。 
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サブプライムローン拡大の背景 
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◆日本の量的緩和政策 

世界にホームレスマネーをばらまいていた。 

◆資産（特に土地）価格の高騰 

米国では長く好況が続き、住宅需要が高まり、土地価格
や住宅価格が高騰していた。 

◆証券化ビジネスの発展 

ファンド会社の進展によって、事業会社の売上債権や銀
行の貸出債権を小口債権化することで資金効率を高め
るビジネスが盛んになっていた。 

＜参考＞ 
1990年台を通じて成長を続けていた米国経済 
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データ出所：米国商務省経済分析局 

米国ＧＤＰ（実質）の動向 



2013/4/16 

3 

グローバル化と「強いドル」 
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◆グローバルな金融業による収益 

国内の経済成長を背景に資金を世界から集めると同
時に、その資金を世界（途上国）に投資し、投資収益を
上げることで、さらに米国経済を向上させた。 

◆「強いドル」による政策 

そのため、常に金利を高めに誘導し、「強いドル」を維
持することで、世界から資金を集める必要があった。ま
た、「強いドル政策」と「基軸通貨」であることを利用し
て、市場のルールを「米国風」に整え（デフェクト・スタン
ダード化）、米国投資家（ヘッジファンドなど）の投資を
促進させた。 

 ＜参考＞ 
リーマン・ショック以降のマネーフロー 
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＜参考＞ 
各国中央銀行のターゲット金利 
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データ出所：日本銀行『金融経済統計月報』 

日本：無担保コール翌日物レート 

米国：フェデラル・ファンド・レート誘導目標 

ＥＵ：主要リファイナンシング・オペレート 

日本 

米国 

米国「商業銀行」の投資銀行化 
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「市場化（標準化）」によるビジネスモデル 
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◆金融工学を駆使した証券化ビジネス 

証券化においては顧客が望むリスク・リターン証券を自在に作り出す
ことができる。 

◆同じリスク・リターンは同じ価格 

そのために市場化（標準化）を進め、同一リスク・リターンクラスの資
産は同じプライスで売買できるように市場を整備する。 

◆資金効率を高めるためサブプライムを活用 

投資効率の平均値が高くなってくれば、さらに高いリターンを望むよう
になり、サブプライムの証券化が盛んに行われるようになる。 

◆銀行資産の高収益化 

金融収益が高まってくる中で、銀行資産も高収益化を求め、証券化商
品が入っているファンドの購入が増加する。 

小口債権による問題点 
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金融工学的にリスクを切り分ける ニーズに応じて証券を配合

① 

② 

③ 

例えば、ここでＣの債権がデフォルトになった（全て回収が不能になっ
た）場合、「①の一部」と「②の大半」が毀損することになる。 
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正規分布と標準偏差① 

11 

平均値±1×標準偏差 

出所）群馬大学社会情報学部 青木繁伸先生HP 

正規分布と標準偏差② 
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平均値±2×標準偏差 

出所）群馬大学社会情報学部 青木繁伸先生HP 
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証券化商品の悲劇 
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◆住宅価格が下落 

このような中、住宅価格が下落するようになった。そのため、
住宅を売買するとロスになるケースが増加する。 

◆ステップアップされたローンが払えない 

サブプライムローンを組んでいる人々は、そもそもステップアッ
プになる時期には住宅を売却することで、ステップアップしない
ようにしていた。そもそもステップアップした金利は支払えない
ほど高い金利である。そのため、デフォルトを起こす人が増え
るようになる。 

◆サブプライムローンの焦げ付き 

米国のサブプライムローンは、日本のように「個人信用保証」
ではないので、焦げ付けば抵当を売るしかなく、住宅価格が下
落していれば、証券自体にロスが発生する。 

証券市場の衰退 

14 

◆証券化商品の信用失墜 

原始資産における情報がないため、保有している証券が「毀損」し
ているか否かは、「毀損」して始めてわかるという状態になる。特に
「低リスク商品」と考えている商品の場合、決済用資金として保有し
ている場合があり、「少しの毀損」でも許されない時がある。 

◆金融商品価格の大幅下落 

したがって、「内容がわからないものは売り」となり、金融商品は一
斉に下落をすることとなった。 

 

※金融商品は「何が混ざっているかわからない」ということで、投資性資
金は商品（コモディティ）に流れ、金・原油価格を押し上げた。 



2013/4/16 

8 

リーマン・ショックによる影響 
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◆リーマン・ブラザーズの破たん 

金融機関、特に「投資銀行業務を行っている大手証券会社」が破綻
するということに対するショックは、米国民にとって非常に大きなもの
であった。 

◆ＡＩＧの処理 

引き続いてＡＩＧも経営危機に陥った。ただし、ＡＩＧについてはＦＲＢが
緊急融資を行い、事実上救済を行った。 

◆米国金融当局に対する不信感 

この一連の金融当局の対応に市場では「何を救い」「何をつぶすの
か」について一貫性を感じることができず、「次はどこか」を考えるよう
になった。 

中央銀行の金融政策 
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インターバンク市場（ＦＦレート）金利を見ながら、インターバンク内における資金量
を調整する（ＦＦレートを一定の値に誘導する・・・このレートが政策金利）。 
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銀行間でも貸し借りしなくなる場合がある 

17 

◆銀行への流動性供給 

市中銀行が流動性が必要であれば、中央銀行が（適正担保の範囲
内で）無制限に貸し付ける制度がある。 

◆破たん予定先には中央銀行は貸せない 

中央銀行は「通貨」を発行しているので、リスク資産を保有することは
できない。 

◆銀行間で疑心暗鬼が起こる 

インターバンク市場は全て「プロ」の取引であり、相手先が「破たん」し
た場合には、自己責任原則により、貸出債権は毀損することになる。
そのため、「相手が破綻するかもしれない」という時期には取引できな
いことになる。⇒インターバンク市場金利が高騰する。 

＜参考＞ 
中央銀行の流動性供給制度 
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 日本では「基準貸出金利（以前の「公定歩合」に当たるも
の）」という 

 米国では「プライマリー・クレジット金利（一般に「公定歩
合」という）」という 

 ＥＣＢでは「限界貸出ファシリティー」という 

 

 ただし、米国だけは少し制度が異なるものの、日本の現
在の金融制度（2001年以降）は、ドイツのロンバート型貸
出制度を真似て作ったので、ユーロ圏とほぼ同じ形なっ
ている。 
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銀行システムのルール 
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ＢＩＳ基準 

自己資本規制比率 

 ≒自己資本比率 

 ＝Ｂ÷Ａ×100 

 ＝8％以上（国際基準） 
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 貸し倒れや有価証券の損失によって、銀
行が「債務超過」に陥った場合、全ての資
産を「換金」しても、預金である負債を返済
できないことになる（Ｃの部分）。 

 預金は「元利金保証」であり、契約違反と
なるため、銀行は破たんしたと認定される。 

流動性と公的資金投入の違い 
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◆公的資金投入のわけ 

中央銀行は「貸付」はできるが、リスクは負えないので、破綻銀行へ
支援できない。そのため、インターバンク市場で疑心暗鬼が広がり、
短期金融市場が機能しなくなる。 

銀行を破たんさせないという強いメッセージを出すためには政府によ
る「公的資金投入」を行う旨のアナウンスが必要。 

◆公的資金投入が決まっても・・・ 

米政府の強引な解釈により、すったもんだの末、議会を通過した米国
版ＲＴＣを活用して、公的資金投入を行うことになった。 

しかし、これは「金融システムの安定化」に過ぎず、「だから」といって
銀行部門が事業会社や住宅関連に貸し出しを増加させることとはイ
コールではない。⇒経済回復までには時間がかかる。 
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世界通貨としてのドル 
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◆日本の金融危機との違い 

北海道拓殖銀行や山一証券の破たん時は、ジャパンプレミアムと呼ばれる現象
によって、「円」は各国通貨に対して大幅に下落し、邦銀が資金調達をすることが
非常に難しい状態になっていた。 

現在、震源地は米国であるにもかかわらず、ドル通貨は円を除く他の通貨に比べ
て高い上、ドルを調達するにはＬＩＢＯＲドル3カ月物金利で高い金利を取られる状
態にある。 

◆貿易の決済通貨としてのドル 

これは円は世界で決済通貨として使用されていないのに対して、ドルは貿易通貨
として使用されていることから、どうしても「手に入れる必要がある」からである。 

◆投資通貨としてのドル 

さらに、米国銀行は世界にばらまいていた資金を回収するため、他の通貨資産に
なっていた金融商品を売却し、ドルに戻したため、ドル高にシフトしていると考えら
れる。 

インターナショナルな市場（ＬＩＢＯＲ） 
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FRB

ドル ドル

市中銀行 市中銀行

　日銀 ＥＣＢ

円 円 ユーロ ユーロ

市中銀行 市中銀行 市中銀行 市中銀行

ＬＩＢＯＲ

市中銀行で自国通貨が必要な場合には、自国の中央銀行により、調
達することができる。しかし、他国通貨が必要である場合には、ＬＩＢＯ
Ｒ等で調達する必要がある。その場合、確実に調達できるか否かは不
明である。 
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ドル供給の世界的な動き 
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◆ドルの為替スワップ取極後でもＬＩＢＯＲドル金利が高い理由 

市中銀行は当該国の中央銀行からドルを調達することが可能になっている。
しかし、銀行でない金融機関（保険会社や証券会社）は中央銀行から資金を
取れないため、インターナショナルな金融市場（ＬＩＢＯＲなど）で調達必要があ
る。 

しかも、相手国が「公的資金投入」を決めていない場合には、「破たん」の危険
性があるので、金利を高くする可能性がある。 

◆ＩＭＦの役割 

多くの国において「ドル」が貿易決済通貨になっていることから、「ドル」を調達
できないと連鎖的に金融的混乱が起こる可能性がある。とはいえ、財務的な
問題で途上国の場合には「公的資金投入」が出来ない場合もある。 

それらの国に対してＩＭＦが資金を貸し出し、公的資金投入を促進させることに
なった。 

円キャリートレードの実態 

24 

 

出所：経済財政白書（平成19年度版 

シカゴ通貨先物市場（CME）の投機にあたる筋のもの） 

◆量的金融緩和の問題 

銀行は必要以上に「貸出原資」を保有す
ることになる。しかし、不況なので事業会
社に貸せない。他方、海外は景気が良
いため、金利の低い「円」を海外勢が借
りに来た。 

◆海外に流れた「円」 

海外では「円」のままでは使用できない
ので、「円売り」が起こり、デフレ下の「円
安」が実現した。 

◆ホームレスマネーに変質 

日本から借りた資金は効率性を求めて、
いろいろな国にばらまかれ、「利」のため
に動く「ホームレスマネー」になっていっ
た。 
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円・ドルのリパトリエーション（リパトリ） 
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日本

米国 ユーロ、その他

そもそも経常黒字国であり、マクロ
的には「ドル債権」を抱えている

ユーロ売り、ドル資金調達

ユーロ売り、ドル資金返済

ユーロ売り、円資金返済
ド
ル
売
り
・
円
資
金
返
済

円が回収されているものの、日本の「何か」を購入しているわけではないはず。
なぜなら、もし、何かが買われているのであれば、「価格」が高騰しているはず
だから。しかし現状、日本において「株式」「債券」などは上昇がみられない。 

円高、ドル高の為替レート 
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円高

ドル安

ドル高

ユーロ安

円

ユーロ

ドル

円高

ユーロ安

「円が高い」というのではなく、「ドルに強い通貨が円だけ」ということ。 

つまり、ユーロを売って「円を買う」という行動はあまりなく、ユーロがドル
に対して弱くなり、ドルが円に対して弱いので、相対的にユーロが円に対
して弱くなっていると考えられる。 
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＜参考＞ 
為替レート決定の理論的な要因 
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為替レート＝α＋β1（金利差） 

     ＋β2（予想物価変動率格差） 

     ＋β3（景況感格差） 

     ＋β4（リスクプレミアムａ） 

     ＋β5（リスクプレミアムｂ） 

     ＋誤差項 

邦貨減価を「プラス」とすると 

 Β1：プラスの値・・・相手国金利が高いことを前提として金利差が広がった場合（＋） 

 Β2：マイナスの値・・・相手国物価が高いことを前提として物価格差が広がった場合（－） 

 Β3：プラスの値・・・相手国景気が高いことを前提として景況感格差が広がった場合（＋） 

 Β4：マイナスの値・・・自国が相手国の債権者である場合、対外純資産が増加した場合（－） 

 Β5：マイナスの値・・・相手国の地政学的リスクを示しているので、リスクが高まれば（－） 

 

なお、β１～β5の絶対値の大小は経済環境により大きく違ってくる。 

長期的な為替動向のポイント 

28 

◆ドルが基軸通貨として存在できるか？ 

現在、貿易決済通貨としての通貨割合は「ドル：ユーロ＝６強：３弱」くらい。しかし、
今回の金融危機により、基軸通貨を「ドルに任せていいか」という疑問が各国で起
こっている。したがって、ユーロを決済通貨として多用するようになれば、ドルの基軸
通貨としての地位が低下する可能性が高い。ドルが基軸通貨でなくなれば、急速に
ドルは減価すると思われる。 

◆世界が低金利化する中、「円」の存在は？ 

各国が低金利化すれば、際立って金利が低かった「円」は「普通の通貨」となるため、
（対ドルにおいての）円キャリートレードが再燃する可能性はあまりない。ただ、ユー
ロとの金利差は相変わらずあるので、今後はユーロ圏へのキャリートレードを注意
する必要があろう。 

◆「ユーロ圏」という国家が存在できるか？ 

以上から、ユーロが高くなる可能性があるものの、ユーロは「統一国家」ではなく、金
融政策、財政政策において、まだ、多くの疑問がある。その点が今後の課題になる
と思われる。 


