
リーマンショックとは何
だったのか
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大いなる安定(the Great Moderation)
Stock, J. and M. Watson(2002), “Has the Business Cycle Changed and 

Why”, NBER Working Paper, No. 9127, August.
• From 1960-1983, the standard deviation of annual growth rates in real 

GDP in the United States was 2.7%. From 1984-2001, the corresponding 
standard deviation was 1.6%.
Bernanke, B.(2004) "The Great Moderation”,  Remarks at the Meetings of 

the Eastern Economic Association, February 20.
• One of the most striking features of the economic landscape over the past 

twenty years or so has been a substantial decline in macroeconomic 
volatility i.e., a remarkable decline in the variability of both output and 
inflation.”

• three types of explanations; structural change, improved macroeconomic 
policies, and good luck
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３つの要因

1. Change in Economic Structure
 Better technology, e.g. better inventory control and management
 Financial innovation and deregulation

2. Better Policy
 Volcker, Greenspan, “Taylor principle”
 stabilized inflation

3. Good Luck
 no big shocks hit the economy
 Globalization leading to dispersed risk 
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住宅バブルの崩壊

• アメリカでは、2000年代にかつてない住宅ブームが到来し、住宅価格の上昇等に支え
られた消費拡大によって高い経済成長。

• また2004 年以降、サブプライムローン(低所得者向け高金利住宅ローン)の貸出しが大
幅に増加し、特に05～06 年に貸付機関の融資基準が弛緩したことによって、高リス
クな貸出しが増加。

• 大半は、預金機能を持たないモーゲージ・カンパニーによる貸出しで、クレジットヒ
ストリーの無い移民、クレジットヒストリーに瑕疵のある顧客などの低所得階層に対
し、住宅価格の上昇を前提として、略奪的貸付とも言われる半ば強引な貸出しが行わ
れた。

• しかし、06年に入ると、住宅投資は減少に転じるとともに、住宅価格の上昇も鈍化し
始めた。住宅バブルの崩壊である。これに伴い、サブプライムローンの延滞率・差押
率が高まった。
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住宅ローンの証券化と国際資本市場への波及
• 地方のモーゲージ・カンパニーや銀行が、ハイリスク・ハイリターンのサブプ

ライムローンを拡大させていった背景は、その債権をウォール街の投資銀行に
売却することによって、信用リスクも転売できたからである。

• 投資銀行がサブプライムローンを買い取ったのは、それを住宅ローン担保証券
([Residential] Mortgage Backed Security, [R]MBS)等に証券化することによっ
て、リスクを分散化(多様なリスクを一つの証券に束ねることによって、大数の
法則が働き、高リスクのサブプライムローンのリスクも軽減)し、この証券化商
品をヘッジファンド等の世界中の投資家に販売できたからである。

• アメリカの住宅ローン市場の規模は、2007年末の残高で10.5兆ドル(対GDP比
76%)、そのうちの約6割は証券化されている(2割が投資銀行等による民間証券化
であり、4割は、後述のように、政府系住宅金融機関によるエージェンシー証券
化である)。
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金融危機(2007)

住宅バブルの崩壊に伴うサブプライムローンの焦げ付きは、証券化市場（＊）に
飛び火した。

（＊）サブプライムローンを組み込んだ証券化市場

• 2007年6月22日、全米第5位の投資銀行ベアー・スターンズは、傘下のヘッジファ
ンド2社の救済を発表、7月10日には、格付け機関のムーディーズが、サブプライ
ムローンを組み込んだMBS（不動産担保証券）の大量格下げを発表。

サブプライム問題は、局地的な住宅ローン市場の問題から、世界の資本市場の危
機へと拡大。

• RMBSは世界中の投資家に販売されていたので、8月にはフランスのBNPパリバ
(ユーロ圏で最大規模の金融グループ)が、傘下の３つのファンドを凍結、

• 9月にはイギリスのノーザン・ロック銀行の取り付け騒ぎにまで発展。
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2008年の金融危機(リーマン・ショック)
• 2008年3月16日：全米第5位の投資銀行ベアー・スターンズ、経営危機

⇒5月30日：JPモルガン・チェースに買収。

• 2008年9月15日：第4位のリーマン・ブラザーズ、破綻
第3位のメリルリンチ、バンク・オブ・アメリカに買収。

• 9月16日：保険最大手のAIGに対し、FRBは最大850億ドル(9兆円)の公的融資を発表(国有化！)。
⇒CDS問題が顕在化

• ９月21日：ゴールドマン・サックス(第1位)、モルガン・スタンレー (同2位)、「銀行持株会社」（傘
下に商業銀行を保有する持株会社）に移行

⇒全米５大投資銀行のうち、下位３つが破綻ないしは買収、上位２つは商業銀行化

• 9月29日：金融安定化法案、下院で否決！
⇒NYダウ$777ドル安(史上最大)

・１０月３日：金融安定化法($700bn bailout plan for the US financial system
Troubled Asset Relief Program：TARP) ：

公的資金枠は最大7000億ドル（約70兆円）。2500億ドルは直ちに支出、緊急時は1000億ドル追加、
残り3500億ドルは議会が支出を拒否できる。
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NHKスペシャル『マネー資本主義』 第2回(2009年4月19日（日）)
「“超金余り”はなぜ起きたのか？～カリスマ指導者たちの誤算～」

• 空前の規模で世界を襲った今回の金融危機。その原因は膨大なマネーが世界
に溢れ、無謀な投資を可能にしたことだとされる。この「超・金余り」をも
たらしたと今、厳しく批判されているのがアメリカの政策だ。

• グリーンスパン前ＦＲＢ議長（連邦準備制度理事会）とルービン元財務長官
らカリスマ的指導者を擁し、世界の金融界をリードし続けたアメリカの金融
当局。彼らの政策の何が問題だったのか？それはどのように決定されたの
か？政府中枢の意志決定の過程を、関係者の証言で検証する。

• ドキュメンタリー部分に加え、オリジナルドラマを交えて番組は進行する。
• 富田靖子・西岡徳馬・金子貴俊が出演、大金を拾った主婦が巻き起こす事件

のドラマと、世界の金余りの謎を解き明かすリポートが絡み合いながら、こ
のたびの金融危機と日本人との意外な関わりを明らかにしていく。

http://kabu-fx-news.seesaa.net/article/124128702.html
NHKスペシャル取材班『マネー資本主義』新潮文庫、

10

http://kabu-fx-news.seesaa.net/article/124128702.html


11

以下の点を考えながらビデオを見て下さい
①「世界的な超カネ余り」はなぜ生じたのか？

②グリーンスパンの謎(Greenspan’s Conundrum)とは何か？

③円キャリートレード(yen carry trade)とは何か？ また何をもたら
したのか？

④ミセス・ワタナベ(Mr. Watanabe)とは何物か？

⑤アメリカに流入した「新しい種類のカネ」とは何か？ それが本
当に金融危機を起こしたのか？
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ルービン財務長官による

「ドル高」政策(1990年代後半)

グリーンスパンFRG議長による

「低金利」政策(2000年代前半)

グリーンスパンFRG議長による

金融引締政策(2000年代後半)

住宅バブルの発生世界中の資金が米国
に流入するメカニズ
ム
Ex:円キャリート
レード

世界中の貯蓄過剰
Ex：
Mrs.WATANABE

グリーンスパンの謎

短期金利を下げても、
長期金利が上がらな
い⇒金融政策の失効

住宅バブルの崩壊

(世界)金融危機！

(世界およびアメリカの)超金余り⇒金融危機のメカニズム
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失われた10年(日本)と狂乱の10年(米国)
(1995年～2005年)

1. ルービンによる「逆プラザ合意」(1995年)と「ドル高政策」
2. 「円キャリートレード」と「円安」の定着(1990年代後半)

＊＊＊＊＊＊アジア危機(1997)＊＊＊＊＊＊＊

3. dot-comバブルの崩壊
⇒FRBの金融緩和⇒住宅バブルの発生(2000年代前半)

4. 「グリースパンの謎(長期金利の謎)」と
「バーナンキの世界的過剰貯蓄」(2005年)

＊＊＊＊＊＊世界金融危機(2007-2008)＊＊＊＊＊＊＊
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米国の為替レート・短期金利・長期金利の推移

FRB等より作成

逆プラザ合意⇒ドル高

アジア通貨危機

金融緩和⇒住宅バブル

短期金利引き上げ

長期金利上がらず



高レバレッジ経営(投資銀行型ビジネスモデル)

・サブプライム危機⇒2007-2008金融危機
⇒投資銀行の消滅⇒ウォール街型ビジネスモデルの終焉⇒高レバ

レッジ経営の終焉
・自己資本規制の適用を受けず、市場から低金利の資金を調達して

借入金を膨らませ、高レバレッジを効かせて高収益を稼ぎ出すビ
ジネスモデル
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自己資本(出資金) １００億円

自己資本(出資金) １００億円

借入金 49００億円

(利率 5%)

証券化商品 50００億円

(利率 10%)

証券化商品 1００億円

(利率 10%)
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証券化商品 50００億円 自己資本(出資金) １００億円

借入金 49００億円

負債・資本合計 5000億円資産合計 5000億円

証券化商品 55００億円 自己資本(出資金) １００億円

借入金 49００億円

利益 5００億円

負債・資本合計 5500億円資産合計 5500億円

証券化商品 40００億円 自己資本(出資金) １００億円
損失 △10００億円

借入金 49００億円

資産合計 4000億円 負債・資本合計 4000億円

資本金 △900億円

資産 負債・資本

債務超過＝4000億円(資産)ー4900億円(借入金)＝△900億円

資本注入 900億円
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