
いかにして今回の金融危機は発生し、拡大したのか。

何が問題で何が問題ではなかったのか。すでに多くの論

者が論じており、また現在も世界中で事態は進行してい

るが、ここで私なりの整理を試みたい。

まずは、現状の米国における住宅価格指数と今後の見

通しを確認しよう。住宅価格の更なる下落は金融機関の

健全性に悪影響を与える。図 は、 年 月から

年 月までの月次の S P ケース・シラー住宅価格指数

（ 都市総合）と、シカゴ・マーカンタイル・エクスチェ

ンジ（CME）の指数先物価格をもとにした期待値を示

している。 年 月までの実線は指数の実績値、

年 月以降の跳び跳びの四角はリスクプレミアム

を ％とした場合の指数期待値、菱形はリスクプレミア

ムを ％とした場合の指数期待値である。

実績値は、 年 月のピークに対して 年末時

点で既に約 割の価格下落を示している。今後の期待値

については、 ％のリスクプレミアムでの試算によると、

指数の現在の水準はほぼ底だが、価格の回復は当面期待

できず、あと 年程度は現状に近い価格で推移する。リ

スクプレミアムがないとした場合には、指数は今後もさ

らに下落を続け、 年頃に底を打つが、 年になっ

ても大きな回復は期待されない。ただし、現在 CME に

おける住宅価格指数先物の取引はほとんど行われていな

いため、十分に信頼できる情報を含んでいない可能性は

ある。

グラフは 都市総合だが、最近の報告によると、住

宅価格の動向は地域により大きく異なり、 Negative
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の住宅ローン契約が多かった地域で住宅価格の下落が大

きい。これらの契約では、元本返済がなかったり、元

本がむしろ増加していったりするため、レバレッジが高

い水準に保たれるのが特徴である。

レバレッジと銀行規制
金融危機の原因として、サブプライム・ローン悪者論、

CDS 悪者論、証券化悪者論、証券化を前提にした貸出

悪者論など、金融商品を批判する意見も出てきているが、

それは例えば、洪水を見て水というものは良くないと非

難するようなものだ。洪水の原因が堤防など治水の在り

方にあるように、金融危機の原因も金融リスクの管理の

在り方にある。

金融危機において根本原因は、証券化やクレジット関

連ビジネスにおいて、金融機関のレバレッジが極めて高

くなっていたことだ。ではなぜ高いレバレッジが許容さ

れたのだろうか。

伝統的な商業銀行には、保守的な規制が念入りに設定

されており、レバレッジの水準は高くなかった。しかし、

投資銀行などそれ以外の金融業はずっと自由にビジネス

を行なっていた。自己資本規制の厳しい業態と、規制の

緩い業態が並存していれば、規制の緩い業態において高

いレバレッジで多くの取引が行なわれる。商業銀行も、

それを見て規制を受けずにレバレッジを高めて投資を行

なうことのできる SIV という受け皿を簿外に設立して

ビジネスに参加した。

金融機能を分解できるようになり、昔であれば銀行が

パッケージで提供していた金融機能も、部分的に他の金

融機関が担うようになってきた。例えば、貸付に伴って

生じる金利リスクと借り手の信用リスクは、従来であれ

ば銀行が返済期限まで引き受けてきた。しかし現在では、

先物価格をもとに期待値を求める方法については補論を参照。この
試算では、複製ポートフォリオに現金配当も保有コストもかからず、
またマージンの支払いやマーク・トゥー・マーケットの資金移動がな
いと仮定している。データは、 www standardandpoors com および
housingrdc cme com から入手可能である。
Case and Quigley（ ）およびGabr iel et al （ ）。
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金利スワップによって金利リスクを、 CLO や CDS に

よって信用リスクを、銀行以外の投資家に移転すること

ができる。現在、誰が信用リスクを引き受けるかは業態

とは関係ない。それにもかかわらず、規制は全て業態毎

に行なわれているため、レバレッジ規制の抜け穴が生じ

てしまった。

金融インフラである投資銀行のインセンティブ
しかも投資銀行は、多くの取引所外（OTC）取引にお

いて、取引所に類するインフラ機能を提供してきた。典

型的な例は、自治体などの資金調達に用いられてきた

ARS（Auction Rate Secur ities）と呼ばれる仕組みである。

金利を定期的にオークションによって決める仕組みの運

営を、個々の投資銀行が担ってきた。その他の OTC市

場においても、売りと買いのレートを提示するマーケッ

ト メイカーとしての役割は、 OTC取引が存在するた

めの基本的なインフラである。

このような、部分的に証券取引所に類する公的な機能

を担う投資銀行が、同じ企業内で高いレバレッジを用い

た投資を行なっていたのは、大いなる制度上の不備であ

る。実際、今般の信用危機によって、 年 月に

ARS のオークションは機能停止し、発行者がきわめて

高い金利を支払う一方、投資家は資金を引き出すことが

できない、という市場の機能停止状態に陥った。例えば、

UCバークレーのDwight Jaffee 教授は、投資銀行のビジ

ネスのうち、市場インフラを担う機能と、投資会社とし

ての機能を分離する必要性を主張している。両機能は渾

然一体としている部分もあるので、詳細において困難な

面もあるが、この指摘は極めて適切で重要なものである。

レバレッジと金融機関の報酬システム
ただし、投資銀行がレバレッジを高めてビジネスを行

なってきた理由を理解しようとするとき、規制が緩かっ

たことは必要条件の一つでしかない。規制が緩くてもレ

バレッジを自主的に抑えてもよいはずである。投資銀行

のレバレッジが高まった原因を更に掘り下げてみると、

投資銀行の報酬システムに行き着く。

投資銀行の職員や経営者の報酬は、その期のパフォー

マンスに応じた現金給与と、ストックオプションや自社

の株式などの株式関連報酬からなっている。金融機能の

多くは、後述のように将来と現在の損得をバランスさせ

ることを必要とする。現金報酬は当期の収益に、株式関

連報酬は長期的な収益にリンクしている。その意味では、

長期・短期のインセンティブ問題については一応対処は

なされているはずだった。

ところが、実は短期の報酬も長期の報酬も、すべて今

期会社で生き残ることが前提である。他の金融機関との

熾烈な業績競争と人材入れ替えのなかで、やがて来るで

あろう価格暴落を見据えて、保守的なポジションにより

ライバル企業に負け続けることが許容される状況にはな

かった。多くの投資銀行で管理職は安泰のポジションで

はなく数年単位で入れ替えの対象となる。商業銀行も、

本体はレバレッジ規制を受けながらも人材獲得競争には

晒されており、 SIV などの簿外の活動を膨らますこと

で同様のインセンティブ問題に晒されるようになった。

市場が崩壊するまでの間、投資銀行の経営者と従業員

は、レバレッジを高めて記録的な高収益に貢献すること

で自らのポジションを確保することができた。そして数

年間の記録的高収益をベースに現金報酬の分け前にあず

かった。もちろん、市場が崩壊した後、彼らの株価関連

図 S Pケース・シラー住宅価格指数（ 都市総合）と先物価格に基づく期待

都市住宅学 号 SPRING



URBAN HOUSING SCIENCES

％から ％までぶれのある ％では意味が違うのと同

じように、格付についても付加的な信頼度の情報が有用

である。

証券化の途中で必要な情報が失われたか
金融危機の原因は、証券化を繰り返すうちに投資対象

資産の詳細な情報が失われたことだ、という議論をしば

しば耳にする。住宅ローンをまとめたMBS、その MBS

をまとめた CDO（CMO）、その CDOをまとめた CDO と

証券化を繰り返すうちに、最終的な投資家は必要な情報

を得られない状況になっていて、それが証券化の問題だ

というわけである。

しかしこの議論は事実を誤認している上に論理的でな

い。住宅ローン関連の債権に投資する投資家は、元になっ

ている証券の分厚い目論見書の情報にアクセスしようと

すればできた。証券化によって情報が失われてしまった

ということはない。しかも、必要な情報が手に入らず分

析ができないというのなら、投資をしないか、その不確

実な分だけ価格を割り引けば良い。現実は、入手可能な

情報に目を通さずに投資決定を行っていただけの話であ

る。

ただし、証券化の中でAAA と格付される優先証券は、

それほど念入りな資産評価を行わなくても投資できると

ころが証券化のメリットであるから、先にみた格付の歪

みの可能性は、証券化の根源的な価値の一つを台無しに

してしまった可能性はある。しかし、多くの投資家は

AAA にも関わらず他の AAA 証券より高い収益率を提

供している証券を割安と見て投資を行っていたはずであ

る。市場価格に差がある場合には、その差を自ら分析し

て投資判断を行うのが投資家の本来の仕事である。格付

機関の評価を信じて投資をしたのに損をした、という主

張は投資家としてナイーブすぎる。

住宅ローン貸出姿勢が原因か
住宅ローンの貸し手がいい加減だったのが悪い、とい

う主張もよく聞かれる。近年では住宅ローンの貸し手は

借入人の所得をいい加減にしか審査せず（あるいは一切

考慮せず）貸し出しを行ってきた。ローン売却を前提に

融資の件数を増やすほど収入が増える構造になっていた

ため、とにかく時間をかけずに融資を行っていた。笑顔

の勧誘に乗って借入で住宅を買ったが、いざ住宅価格が

下がってきた途端に突然住居を奪われて住む場所がなく

報酬は ％近く減価しているので、彼らも大きな負担

を強いられているのだが、それでもなお、積極的なビジ

ネスで現金報酬を得るほうが、消極的ビジネスでポジショ

ンそのものを失うよりもましだという構造が存在した。

格付機関のジレンマ
現在と将来の間のトレードオフは、投資銀行だけでは

なく、格付け機関のビジネスモデルの根源にも関わって

いる。格付機関の格付は、何らかの規制や制度によって

規定されたものではなく、民間企業である格付機関の見

解を示したものに過ぎない。したがって、格付の質を担

保するのは規制や制度ではなく、格付機関自らの規律で

ある。

格付機関の規律は、長期的な信頼を獲得・維持するた

めに守られる。格付ビジネスの収入自体は、証券を販売

しようとする投資銀行から支払われるため、短期的な収

益の観点からは緩い（高い）格付を付与する誘引が常に

働く。特に 社が競争する中ではそうである。しか

し、一旦格付が投資銀行寄りに偏っていると投資家から

見なされた時点で格付の価値はなくなり、結局仕事がな

くなってしまう。したがって、格付ビジネスは、長期的

に価値を生む保守的な姿勢を保つことができる範囲内

で、最大限短期的な収益を追求するという構造にある。

他方投資家サイドでも、高格付の証券に投資させるよ

うな制度や仕組みが多くあり、 AAA など高格付証券に

対する需要が必要以上に高まった。投資適格の証券を「作

り上げる」ことへの誘引が売り手と買い手の双方の希望

により高まったのである。

それでも社債格付など、格付機関にとっての主要商品

であり、歴史が長く過去のデータが豊富な証券について

は保守的な姿勢が維持されていたであろう。しかし、新

しく開発された証券化商品に関しては、過去のデータ蓄

積が無いためにモデルのパラメータを正当化できる範囲

が広く、格付機関としても十分に信頼度の高い格付が難

しかった。その中で新しい証券化商品の格付がゆがんだ

可能性は否めない。

仮に格付に歪みがなかったとしても、付与された格付

の信頼度が、対象証券によって異なっていたのは確かで

ある。最近の格下げラッシュを見れば明らかである。シ

ングル A と格付された商品でも、データ蓄積が豊富な

証券における確度と、データ蓄積の無い証券における確

度は大きく違う。期待収益率が ％でも、確実な ％と、



なった家族の話が紹介され、略奪的だという評価もなさ

れている。日本からみていると、いかにもひどい金融を

行っていたように見える。

しかし、実はそれは二つの点から金融危機にとっては

本質的な議論ではない。第一の点は、米国の住宅ローン

の債務不履行にとって、失業率など家計の所得の情報は

あまり大きな意味を持っていないことである。日本では

住宅ローンの不履行時に「リコース」、すなわち担保以

外の資産や保証人の資産に対して金融機関の請求が及ぶ

が、米国では実際には対象不動産が差し押さえられるだ

け（ノン・リコース）である。債務不履行は、日本では

毎月の返済原資となる収入が不足したときに生じるが、

米国では住宅価格が下落したときに生じる。米国では、

価格が下落した住宅のローンを自分の収入から返済し続

けるよりも、家を明け渡して債務を削減しようとする。

逆に住宅価格が上昇すれば、仮に所得が不足していても

上昇した住宅価値を担保に追加借り入れや借り換えに

よって返済資金を用立てる。したがって、貸し手が所得

の情報に重きを置かず、住宅価格を審査の要点にしてい

たのは、日本で考えるほどひどい話ではない。

住宅ローンの債務不履行が増えているのは、審査で見

過ごしていた所得の要因によってではなく、住宅価格が

見込みと違って下落しているためである。もし、住宅ロー

ンのレバレッジが今ほど高くなかったら、債務不履行は

これほど増えてはいなかったであろう。債務不履行に

よって担保処分の売却が増えると、さらに住宅価格全体

にマイナスの影響が及ぶ。問題は、住宅価格の見通しを

誤ってレバレッジを上げすぎたことである。新規ローン

のレバレッジは最終的にはローンを買い取る金融機関の

評価によって決まる。

第二の点は、ローンの高いレバレッジ、所得を無視し

た審査、積極的な借入勧誘などの緩い貸出姿勢は、市場

参加者も十分に認識していたことである。格付会社も投

資家も、それらの状況をすべて認識したうえで、ローン

の期待損失を計算し、証券の価格づけをしていたのであ

る。金融危機の原因は、ローン会社の貸出姿勢が緩かっ

たためというより、リスクと価格を評価する投資家サイ

ドにあったというべきである。

信頼は所詮空虚なものか
直近の資産価格の急落（利回りの上昇）は、住宅市場

の問題というよりは、投資家間の信頼の崩壊を直接の原

因としているので、投資家間の信頼という「空虚なもの」

の上にシステムが築かれていたことを非難する向きもあ

る。しかし、信頼は経済社会の根本であり、それなしで

は現代社会のほとんどの活動が維持できなくなる。問題

は、信頼に依存してシステムを築いていたこと自体にあ

るのではなく、信頼を崩壊させてしまったものにある。

それは、金融業界でもっとも高い情報力を持ち、有能な

人材を集めているとして賞賛を集めていた投資銀行が、

高いレバレッジによって破綻したことである。

金融の機能とは
ここで、証券化やデリバティブの将来を展望するため

に、金融のそもそもの機能を整理してみよう。金融の機

能は、資金が不足しているところに、資金が余っている

ところから資金を移動することである。資金の過不足に

は三つの次元がある。第一に異なる主体という軸である。

例えば、資金を貯蓄・運用する家計から、設備投資を行

なおうとする企業への資金の流れであるし、あるいは、

日本や中国から米国への資金の流れである。

第二の次元は、時間軸である。今貯金して資金を提供

している家計も、いずれはその資金を必要とするときが

くる。あるいは今は資金が無い若い夫婦が借金をしても、

将来はいずれ返済をする。

第三の軸が異なる状態の軸である。今は全く同じよう

な境遇にある二人だが、将来何らかの偶然でどちらかが

貧乏になり、もう一方が裕福になるとしよう。二人は、

将来裕福になった方が貧しくなったほうにお金を渡す約

束をするかもしれない。そうすれば、将来どちらに転ん

でも、悲惨な状況になるのを避けることができる。

主体間の関係、異なる時点間の関係、それに異なる状

態間の関係は相互に結びついている。今お金は無いが住

宅を買いたい家計に、今お金はあるが当面の使い道が無

い資産家の資金がまわり、将来お金ができて住宅ローン

を返済する家計から、将来お金が必要になった資産家に

資金が戻る。

将来に複数の状態があると、主体間と状態間の関係が

生まれる。将来はYさんが貧乏になるかもしれないし、

Oさんが貧乏になるかもしれない。先ほど例に出した、

裕福な方が貧しい方を助ける約束をしていれば、次のよ

うな資金移動になる。
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主体間と状態間の資金移動

（＋は調達、 は提供、 は移動無し）

Y さんにとって、また Oさんにとってみると、それ

ぞれ裕福な状態と貧乏な状態の間で資金過不足が部分的

に平準化されている（表の縦の列）。しかし、それは同

時に経済全体で見ると、それぞれの状態下で Yさんと

Oさんの間で資金過不足をならすことでもある（表の横

の行）。もしそれぞれが貧乏になる確率が同じであれば、

このスワップ契約は保険数理的にフェアな取引であり、

現在価値はゼロとなり現在時点で資金の授受は不要とな

る。この約束は一種のデリバティブ契約である。

もっと違った契約を結ぶことも可能である。例えば、

Yさんが貧乏になったら必ず Oさんが資金を提供する

契約である。

Y貧乏保険の資金移動

（＋は調達、 は提供、 は移動無し）

この契約は、免責無しの Y貧乏保険と呼ぶことがで

きる。将来Oさんにとっては、良くても資金授受無し、

悪ければ資金提供という契約なので、現在何らかの資金

を受け取らなくてはフェアではない。この契約は保険契

約でもあり、またオプションと呼ばれるデリバティブ契

約でもある。

デリバティブと証券化の将来
デリバティブとは、これらのように、異なる状態での

資金過不足を埋めるための契約に他ならない。「デリバ

ティブ」には色々なイメージが付いているが、その本質

は「状態別の規定を含んだ契約」であり、それ自体は害

があるどころかむしろ望ましいものである。デリバティ

ブがいかに経済的に本質的な存在であるかが理解できよ

う。

CDS は、企業のデフォルトという状態に基づいて資

金のやり取りを規定したものである。CMBSやクレジッ

ト関連の証券化は、原資産の価格変動の程度に応じて異

なるやり取りを規定した契約である。いずれも資金化不

足のきめ細かな平準化（すなわちリスク分担）のために

極めて有効な商品である。

今回の金融危機でも CDS や証券化自体が批判される

ことがあるが、これらの証券の経済的機能が究めて本質

的なことを考えると、一旦獲得されたこれらの機能が世

の中からなくなることは考えにくい。また、なくなって

しまうのは経済的に大きな損失である。 年前頃に、

為替のデリバティブによる巨額損失（当時の基準での）

がニュースになり、デリバティブ悪者論が喧伝されたが、

なくなるどころかより高度化・普遍化している。 CDS

や証券化も現状の会計・決済方法のままでは維持できな

いだろうが、現在検討されているデリバティブの集中決

済機構の利用など、アレンジを変えて高度化した形で一

般化していくであろう。

著名投資家のウォレン・バフェット氏がデリバティブ

を「金融上の大量破壊兵器」だと呼んでいるのも、現状

の会計や決済の方法を前提とした場合の評価である。例

えるなら、原子力は大量破壊兵器になりうる一方で、そ

の原理は物理の根源的な原理に基づいており、平和的利

用をすれば大きなメリットをもたらすのと似ている。

金融の機能は、上記の三つの軸に沿って資金の過不足

の調整を円滑に進めることである。いわば、水が高いと

ころから低いところにスムーズに流れるように道筋を作
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状態間で資金過不足をならすことができるのは、二人のうちどちら
かに余裕がある場合である。二人とも貧乏になったり、裕福になった
りした場合には平準化することはできない。両方とも同じ影響を受け
るリスクをシステマティック・リスクと呼ぶ。それは、リスク分散を
高めても残ってしまうリスクである。



ることである。道筋の作り方が下手だと、水が必要なと

ころに上手く流れなかったり、必要以上に勢いを増して

しまったりして灌漑が上手くいかない。我々は、数々の

洪水を経て灌漑技術を蓄積していくしかないのである。

更にデリバティブ、特に CDX、 iTraxx、 ABX など

の指数デリバティブが重要な理由がもう一つある。上記

の三つの本来の金融機能のほかに、副次的だが非常に社

会的意義の大きな金融の機能である。それは、先見的な

情報の創出機能である。

資産価格は将来のキャッシュフローの割引現在価値で

あるため、資産価格評価は本質的に先見的である。

GDP や物価上昇率などの通常の経済情報がすべて今現

在あるいは少し過去の状況把握であるのに対して、資産

価格は人々の将来見通しに関する情報を提供してくれ

る。特に、金融市場のように取引費用が低い市場で形成

される価格は情報量が多い。株価にしろ、債券価格にし

ろ、現在ではそれらが含んでいる将来に関する情報の価

値が大きい。

一番初めに見た指数デリバティブはまさにこの先見的

情報自体を取引するものである。今回の経済危機の局面

でも、これらの指数デリバティブは他の原資産や実物資

産の動きを先取りした動きをしている。金利スワップの

レートがもはや経済に必要不可欠な情報インフラとなっ

ているのと同様に、これらのクレジット系のデリバティ

ブがもたらす情報も今後欠くことのできないものとなっ

ていくであろう。

情報を得ることで翻弄されるコスト、といった意見を

聞くこともあるが、一度知ることができるとわかったこ

とを、知らずに済ますのは難しい。人類の歴史は、それ

まで得られなかった情報を獲得し続けてきた歴史でもあ

る。製鉄、天文、電気 電子工学、いずれも無いままで

済ます社会も十分ありうるが、現代社会に生きる我々の

多くは、これらの情報・技術を獲得したことをプラスに

評価するのではないだろうか。知らずに済ませようとい

う姿勢は、究極的には原始的な社会に戻ろうとする懐古

主義である。知ったうえでもう一段良い社会を構築しよ

うとする姿勢のほうが健全であろう。パンドラの箱は人

類が言語や文字によって情報を伝達・蓄積するように

なった時点ですでに空けられているのである。
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補論：先物価格と現物期待価格の関係

先物取引において将来用いられる価格水準（先物価格）

は、現在時点では資金のやり取りが不要な水準に設定さ

れる。現時点で支払なしで先物を一単位買うと、期日に

現物を一単位手に入れることができる。単純化のために、

現物資産からは現金配当などの価値流出もなく、現物の

保有コストもかからず、マージンの支払いやマーク・

トゥー・マーケットの資金移動がないとすると、期限 T

の先物の価格 は、

の現在価値 現物の現在の価格

となるはずである。そうでなければ現物と先物のあいだ

で裁定取引により儲けることができる。期日の期待価格

を ［ ］、現物のリスクプレミアムを正しく反映した

T 期間の期待収益率を 、 T 期間の安全利子率を

と書くと、

＋
［ ］
＋

と表される。この式は、先物価格と期日における現物の

期待価格の関係を表している。期待価格について書き直

すと、

［ ］ （ ＋
＋ ） （ ＋ ）

となる。つまり、市場で観察される先物価格を T 期間

の現物のリスクプレミアム、 、で調整してやる

と、現物の期待価格の情報が得られる。ただし、指数先

物においては、指数の値は現実の資産価格ではないので、

市場で取引することのできる資産をうまく組み合わせて

いくことによって、指数と全く同じ値動きをするポート

フォリオを作ることができるという仮定が追加的に必要

となる。


