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ファン ド ・ブーム下 の国際資本市場
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1:は じめに〜課題の設定
国際資本市場 は,2000年の ITバ ブル崩壊以降,停 滞 を余儀なくされてい
たが,03年 頃を底 に反転,最 近はバ ブル期を上回る勢いを取 り戻 してきたよ
ぅでぁ密とそしてそ こでは,企 業金融に関連 した部分 を中心に,以 下のよう
な現象が見 られる。
第一 にM&Aの
増大である。9o年代後半 に拡大 していた買収 の動 きはバ
ブル崩壊 にともなって縮小 していたが,そ れが再 び増加 し,o6年 には2000年
のピーク時を上 回った。
第二 に,協 調融資 (シンジケー トローン)に よる資金調達が拡大 している
ことである。世界全体 を見ると,株 式や社債 の発行 による資金調達が横ばい
状態にあるのに対 して,協 調融資だけがo4年頃から急速に拡大 している。
<証 券化の時代 >が 言われて久 しいが,か つての<融 資の時代 >に 逆戻 りし
たかのようである。
第三に,「ジャンクボ ン ド (がらくた債)」とも呼ばれる低格付け債の利回
りが低下 (価格 は上昇)し ていることである。格付 け機関によって<投 機的

(1)本 稿 は,働 日本証券経済研究所大阪研究所 の走例研究会 「
証券経済研究会」で
の報告 「クレジ ッ ト市場 の世界的拡大 について」 (2006年10月23日)を ベース に し
た ものである。 中島将隆甲南大学教授 をは じめ とする研究会参加者 のみなさんに
感
謝す る。
(395)
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(speculative)>の
熔印 を押 された債券 は,高 い利 回りをつ けなければ投資
ハ イイール ド債Jと も呼ばれ
家に受け入れられないはずであ り (それゆえ 「
る),<投 資適格 (investment grade)>の
債券 とは明確 な利回り格差 (スプ
レッ ド)が あるはず であったが,03年 頃から格差が急速に縮小,現 在ではわ
ずか2%程 度 となっている。
第四に,ク レジットデリバ テイブ市場が ここ数年間,一 年 ごとに倍増とい
うハ イペースで拡大 していることである。 クレジットデリバテイプは,企 業
(一部,国 債等 ソブリンを含 む)の 信用リスクを売買する取引であるが,融
資や債券市場 によつて担われてきた役割の一部が新 しいデリバテイブ取引に
担われようとしているのである。

以上,最 近の国際資本市場に見られる変化 を羅列 してみたが,こ うした変
化 は何 を意味 しているのであろうか。
｀
個別 に見れば,こ れらは,企 業の支配権 をめ くる動 きであ り (M&Aの
急増),企 業の資金調達方法上の変化であり (協調融資の拡大),企 業の倒産
リス クの低下であり (スプレッ ドの縮小),新 しい店頭デリバ テイブ市場 の
拡大 であり (クレジッ トデリバテイブの拡大)と ,ま るでバ ラバ ラである。
しかし,果 たしてそうだろうか。
本稿では,こ うした国際資本市場における最近の変化の背景 にある共通の
要因を探 り,そ れが市場に与 えている影響 について検討 してみたい と思う。
こうした作業 によつて, ITバ ブル崩壊後 の,現 在 の国際資本市場 の特徴 を
明 らかにできれば幸 いである。
まず次節では,冒 頭 に紹介 した4つ の変化の意味 を順に検討 し,第 3節 で
は4つ の変化 の背景に共通して存在する要因,す なわち買収 ファン ドとヘ ッ
ジファン ドに代表 されるプライベー トファン ドの台頭 とその理由について述
べ,第 4節 でこうした変化が国際金融市場 の安定性 に与えている影響 を整理
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す る こととしたい。
2:国 際資本市場 における最近の変化
(1)M&Aの

増大

2006年は,表 1に あ るような大型 M&Aが

ー
相次 ぎ,総 額 で も, ITブ

ムに沸 いた2000年を上 回 つた (図 1)。 しかも,最 近 の M&Aに

は, IT

( 2 )

ブーム期 とは異 なる次 のような特徴 が見 られる。

中心 は欧州1企業 による米国企業 の買収 で
まず, ITブ ーム期 の M&Aの
あり,米 国企業 をターゲットとす る条件 が全体 の46%を 占めていた。 しか し
なが ら今年 は,米 国企業向けは37%に す ぎず,欧 州企 業向けを下回 つている。
また,中 国な どアジア企 業の買収 も増加著 しく,欧 米 との差 が縮小 しつつ あ
る。M&Aが

地域的に多様化 しているのである。第二 に,90年 代末 の M&

Aは ,通 信 ・ハ イテク ・メディア等 の業種 に集中していたが ,現 在 は特定
産業へ の偏 りが見 られない。業種 において もM&Aの

裾野が広 が つている

のである。第三に,か つ ては株式交換方式 が多用 されたが ,現 在 は現金 によ
る買収 の比率が高い。世界的な長期金利 の安定 を背景に,借 り入れ による買
収が増えているのである。
そ して,第 四の特徴 として買収 ファンドの役割が大 きいことが拳げ られる。
ーム にお いては,企 業 による買収がほ とん
す なわち,90年 代末 の M&Aブ
どを占めていたが,最 近 は,プ ライベー トエ クイテイファンドと呼 ばれるフ
)(表
2,図 2)。 買収 ファ
ァン ドによる大型 の買収 が急増 してい るのであど
ームの特徴 については, Mergers and ac‐
(2)90年 代末 と比較 した最近 のM&Aブ
25 2006;̀̀M&A in 2006
泌切 体ちNovelnber
quisitions:Partying like it's1999,''Ttt
Eα
r駒確s,December
21
2006参
照
◇
見″α
%'α
beats tech boom,力
の
M&A全
体 に占めるファン ドによる買収 の比率 は,世 界全体 では18
(3)2006年
%で あったが (図 2),米 国市場に限定す れば27%に 達 し (05年は12%),LBOブ
ームの1988年のほぼ倍 になつている (「
日経金融新聞』2006年12月18日)。
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表 1 2006年 の大型 M&A
金額 (10億 ドル )

買収 対 象

83.4

BellSouth

6 6 。1

Endesa

Eon

2月 21日

43.1

Gaz de France

Suez

2月 2日

39.5

Arcelor

買 収
AT&T

Sampaolo.IMI

37.7

者

公表 日
3月 6日

A/1ittal Steel

1月 27日

Banca lntesa

8月 28日

(注)12月 20日 まで。
(資料)Dealogic,
(出所)見 物″協r att December 21 2006.

図 1 世 界 の M&A
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(注)06年 は12月20日 まで。
(資料)Dettogic.
(出所)見 物例協′働物 December 21 2006,

ンドが買収先企業を担保に巨額の資金を調達 して買収す るLBO(レ

バ レッ

ジドバイアウ ト)が その典型であり,フ ァン ドが現経営陣と組んで上場廃止
を目指すケースはMBO(マ
ネジメン トバ イアウト)と 呼ばれる。
五番 目の特徴 は,敵 対的買収の比率が上昇 していることである。敵対的買
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表 2 2006年 の買収 ファン ドに よる大型 M&A
金額

買収 フ ァン ド

被買収企業

(10億 ドル)
36.0

E q u i t y O t t i c e Pireosp(e不
☆動産)

ブ ラックス トー ン

33.0

H C A ( 病 院)

K K R , ベ イ ンな ど

26.7

クリア ・チャネル ( メディア)

ベ イ ンキ ャ ピタルな ど

21,6

キ ンダー ・モ ーガン ( エネルギ ー)

ゴール ドマンサックス, カ ーライルなど

17,6

フリースケール・セミコンダクター( 半
導体) ブ ラックス トー ンな ど

(出所)『 日本経済新 聞』2006年 12月28日 (夕刊)。

図 2 買 収 ファン ドによる M&A
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(資料)Dealo邸 C.
(出所)Fttα %,ar T,例夕
品December 21 2006.
収 は ,05年 の94件 か らo6年 は355件 にの ぼ り,99年 の272件 を大 き く上 回 つて
い る 。買 収 す る側 ,さ れ る側 の 双方 にお い て ,短 期 的 な利 益 を重 視 す る株 主
の 影 響力 が 大 き くな って い る か らで あ ろ う。

では,M&Aが

このように拡大 している理由, しかも90年代末 とは異な

る特徴をもちながら拡大している原因はどこにあるのであろうか。
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その基底 にあるのは,や は り,グ ローバル化の進展 と各国における持続的
な規制緩和 による企業間競争の高まりであろう。90年代末に流行語化 した事
業部門の<選 択 と集中>は ,そ の後 も収まるどころかむ しろ激化 してお り,
ノンコア部門を売却 しようとする企業,そ れを買収 しようとす る企業が増え
ているのである。
その上で,現 在のM&Aに

90年代末 との違いが見 られるのは,当 時のM

&Aが ,① 通貨統合 にまで到達 した欧州経済統合 の深化 によって激 しい競
争圧力にさらされた欧州企業が,② IT産 業 を中心 とする株価 の急騰を利用
して,③ 世界最大の市場である米国市場において短期間に一定のシェアを獲
(4)

得すべ く,買 収 に乗 り出 した ものであった ことによる。す なわち,当 時 は,
拡大 した とは言 え,地 域的 ・業種的 に限定 され, また株価 に大 き
く依存 したブームだったのである。

M&Aが

では,現 在 のプーム を支えている,90年 代末 にはなかった要因は何 か。そ
れは,フ ァン ドの台頭 と金融緩和 の長期化 であろ う。
ヘ ッジファン ドや買収 ファン ド,さ らにはアクテイビス トウァン ドなど短
期的利益を重視す る株主 の比 率が上昇 した ことで,経 営者 は利益向上への圧
力 の高 ま りを感 じ,<選 択 と集中>を 加速 し,場 合 によっては敵対的買収 を
も辞 さな くな ってい る。あるいは,以 前 なら反対 していた (「
敵対的」 とな
っていた)で あろう買収提案 にも賛成せ ざるを得 な くなっている。
また, ITブ ーム期 は世界的に株価 が高 く,好 景気 を反映 して金利 も高か
つたわけであるから,買 収資金 の調達にお いて,コ ス トの高い借 り入れよ り
も自社株式 (株式交換)が 選択 されたのは当然 であ る。そうした状況 では,
上場株式会社 でないため株式交換方式 を採 れず借 り入れに依存するほかない
買収 ファン ドの活躍 は限定 されざるをえない。 しか し現在 は,株 価 が回復基
ー ム期 の
(4)ITブ
直接投 資 を含 む米 国の 国際収 支 につい ては ,拙 稿 「『ニ ューエ
コ ノミー』期 の米 国国際収 支」 〔
講 経済研究』第31号 ,2001年 5月 参照◇
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調 にあるとはいえ,よ り顕著なのは世界的な長期金利 の低位安定 である。巨
額の借 り入れに依存す る買収 ファン ドが,80年 代 の LBOブ

ームの再来 とば

か りに,そ の勢 い を増 してい るのである。

修)協 調融資 (シンジケー トロー ン)の 拡大
協調融資 とは,一 つの企業 (融資条件)に 対 して複数の金融機関が融資団
(シンジケー ト)を 組織 し,共 同 して融資 をお こな う方法 である。借 り手側
には,一 行 からだけでは調達できない大 きな金額が調達できるとい うメリッ
トがあ り,貸 し手側 には小額ずつ多数のシンジケー トに参加することで融資
リス クの分散が図れるというメリットがある。従来であれば,こ うした機能
は債券発行 によって担われていたが,証 券 の発行 には登録や情報開示 など規
制上の経済的 ・時間的コス トがかかる。協調融資はあくまで融資の形態をと
るため,そ うしたコス トを回避できるのである◇
そして,協 調融資 の拡大 は銀行 と企業の関係にも大 きな変化を与 えつつあ
る。協調融資 は,企 業側 に最 も有利 かつ妥当な提案 (調達額 ・金利 ・調達方
法等)を お こなって主幹事の指名 を獲得 した金融機関が コーディネーター と
な り,他 の金融機関 に格付け等の企業情報 と融資条件 を提示 して融資団への
参加 を募 る (融資団の組成)こ とによって実施 される。 しかも,流 通市場が
整備され,融 資債権 は市場価格で転売されるのが一般的である。つ まり,従
来,信 用リス クの判断や金利等の融資条件 の決定 は,個 別銀行 ごとに内部化
され,そ のことが (特に日本 の場合)長 期固定的な銀行 ―企業間関係のベー
スの一つ になっていたのであるが,現 在,企 業の信用情報 は,格 付けを基礎
に広 く市場 に公 開され,流 通市場によって価格付 けされ始めているのである。
したがって,協 調融資の拡大 は,一 見 したところ,<証 券化 >と いう時代
の潮流に逆行する<間 接金融の復活 >に 見えるが,む しろ<間 接金融の市場
(5)

化>と も言うべ き変化であって,<証 券化>が金融取引の市場化を意味する

図 3 世 界 の株式 ,社債発行 と協調融資の規模
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(資料)06年 は 9月 末 まで。
(資料)De』 oぶc.
(出所)「 日本金融新聞』2006年10月 8日 。
( 6 )

とすれば,む しろその典型的な現象 なのである◇

では,こ うした協調融資が,図 3が 示す ように,債 券や株式の発行が大 き
く変化 しないなか,2004年頃から急速に伸 びているのはなぜだろうか。
その最大の要因は,先 にも述べたLBOに ともなう融資 (レバ レッジ ドフ
アイナンス)の 急増である。06年には,買 収資金の36%が 融資によって調達
されている (図4)。
M&Aに

は ,買 い 手 が 手持 ち現金 で買 収先企 業 の株 式 を買 い 集 め る場 合

や ,買 収先企 業 の株 式 と自社株式 を交換 す る場合 な どが あ るが ,LBOは

,

(5)二 上季代司 「
証券業界 のビッグバ ン後 10年を振 り返 る」 「
証券 レビュー』第46
巻第10号,2006年 10月,59買 。
(6)か つて間接金融が圧倒的に優位であった高度成長期 の 日本 では,発 行 される社
債 のほとんどはメイ ンバ ンク等の銀行が保有 し,市 場 メカニズムの働 かない社債市
場は 「
銀行融資 の変形」 と部輪 された。現在 の協調融資 は,そ の対極 に位置す ると
えよ
言
う。
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図 4 M&Aの

資金調達 に占める融資 の比率
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(出所)「 日本経済新聞』2006年10月18日。

十分な現金を保有 しない買い手が,買 収先企業の資産あるいは将来のキヤッ
シュフローを担保 に融資 を受けてお こなう買収手法 のことであ暫告 ファン ド
には,機 関投資家等 からの出資金があるが,そ れだけでは大企業の買収 には
足 りない。 また,出 資金に対する収益率 を引 き上げるためにも借 り入れをお
こなってレバ レッジをかける必要がある。借 り入れによって総資金額を増や
せば,そ の分,出 資金に対す る収益率 を上げられるからである。といって巨
額の借 り入れをお こなうには担保がない。そこで,買 収先企業そのものを担
保 に資金を調達するのであ り,そ の融資 に協調融資が利用 されるのである。
買収 ファンドは,平 均 して,投 資家から集めた出資額に対 して 5倍 程度の借
り入れをお こなうとされる。
ともなうファイナ ンスについては宮地直紀 「
拡大続 く本邦 レバ レッジ
(7)LBOに
・
ド フアイナンス市場の現状 と課題」「
金融財政事情』2006年7月 31日号参照◇
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しかし,た とえ買収そのものが成立したとしても,フ ァン ドにとって成功
となるかどうか,す なわち,利 益を出して投資資金 を回収できるかどうかは
不確実である。そもそも,LBOに

よって巨額の負債を抱えることになるの
である。それを上回る現金を回収す るためには,例 えば,① 買収 によって一

旦非上場化 した企業 をリス トラクチャリングし,収 益構造 の改善 によつて再
上場 させ,取 得 していた株式 を売 り出す,② 企業の各部門やイ
田別の資産を同
業他社等 に売却す る,③ 他の買収 ファンドに転売す る,な どの方法があるが,
いずれもハ イリター ンが見込めるもののリスクの高いビジネスとなる。(買
収 ファン ドでな く)企 業 による他企業の買収の際にも,特 に<小 が大 を春み
込む>場 合 には,一 般的にLBOが

利用されるが,事 業の統合効果が出るま

で巨額の債務 を抱え続けるリスクは非常 に大 きい。
したがって, LBOフ

ァンナンスは,一 般的に,ハ イリスク ・ハ イリター

ン融資 とな り,額 が大 きいこともあって,一 つの金融機関では引 き受けきれ
ず協調融資の形態を とるのである。
このように,前 項 で指摘 した<M&Aの
大 >は ,買 収 ファン ドによるLBOと

増加 >と 本項 の<協 調融資の拡

いう媒介項 を通 じて結 びついているの

である。

G)低 格付け債務 の利 回り低下
最近の国際資本市場に見られる特徴 の三番 目は低格付け債務 (債券 ・融資)
の利 回り低下である (図5)。 これまで,<投 資適格 >債 務 と明確に区別さ
れ,高 い利 回りを要求 されてきた<投 機的>債 務の利 回りが,こ こ3年 ほど,
低下 しているのはなぜだろうか。
最大の理由は,2000年 の ITブ ームの崩壊以降, 日欧米先進各国が低金利
政策を続け,世 界的な金融緩和状態が生じていることであろう。04年6月 に
米国が引 き締めに転換 し,06年 6月 まで合計17回,4.25%も のフェデラルフ
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図 5 債 務 の格付 け別資本 コス ト
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ァン ドレー トの引 き上げを実施 したにもかかわらず,長 期金利 の上昇はわず
かにとどまっている (図督￨。クレジットもの (債券 ・融資)の 利回りを求
める機関投資家 にとつては,非 常 に厳 しい状況が続いているのであり,よ り
・
大 きな運用利 回りを求めて,リ スクの高い債券投資 融資を増やしてきたの

長期金利の謎J(グ リーンスパ ン酎む 議長)を め ぐる議論 については,
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経済論叢』第176巻第 3号 ,
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・
・
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図 6 米 国の長短金利
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料 より作成◇
(www.federalreserve,govlreleasesr)資

りを抑 え,ス プレッドの縮小
は当然であろう。それが,低 格付 け債務のlll回
べた協調融資の拡大 の背景 と
をもたらしたのである。 このことが,前 項で述
回りの低下がさらな
もなつていることは改めて言うまでもないであろう◇利
いるのである。
る資金調達, したが つてさらなるM&Aを 生み出 して
している理由は,
へ
しかし,ハ イリスクなクレジツト市場 の資金供給が拡大
が続いていることによる倒
世界的な金融緩和 の継続,あ るいは安定 した景気
る二つ の構造的な変化 も
産確率の低下だけではない。 ここでは,市 場 におけ
バ
ブという信用リスク管理手
挙げておきたいo つ は,ク レジツトデリ テイ
一
レジツト市場への参入であ
ン
段の登場であ り,も う つはヘ ツジフア ドのク
( 9 )

る。
ついては, The credit markets:In the shadOwS
(9)世 界的なクレジツト市場 の拡大 に
施 ちSeptember 23 2006参照。
of debt,"Ttt Eco%∽
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信用 リス クのヘ ッジは,従 来であれば,債 券流通市場 (例えば社債 の空売
り)に よってのみ可 能であ ったが,そ の流動性 は必ず しも高 くなか った。 し
かし最近 は,ク レジッ トデリバ テイブによって比較的容易 にヘ ッジで きるよ
うになってお り,こ の ことも,ス プ レッ ドの縮小に大 きく貢献 していると思
われる。 リス クヘ ッジ機能 を提供 して くれ る商品があ って初 めて,低 格付 け
社債 やLBOな

どハ イリスクな条件 への投資が拡大 しうるからである。

そ して,二 つ 目に,こ れまで外為市場や株式市場 で注 目されていたヘ ッジ
ファン ドが,ク レジット市場 においてもシェアを高めていることが挙げ られ
る。年金 ・生保 ・投信 といった伝統 的な機 関投資家 の中には,内 部規則 で投
資対象 を<投 資適格 >に 限定 しているところが少 な くない。それゆえ,低 格
付け債市場 は,従 来,限 定 された特殊な市場 だつたのであ るが,近 年,ク レ
ジッ トものへ の投資 を主 とす るヘ ッジファン ド (credit‐
oriented hedge fund)
の参入が急速 に拡大 している (図 7)。 また,図 8は ,欧 米 の LBOロ

ーン

の貸 し手側 のシェアの推移 を示 した ものであるが, こ こにおいても,銀 行 の
比率が低下 し,機 関投資家 (その多 くをヘ ッジファンドが 占めていると推測
される)の シェアが高 まっていることがわかる。伝統的な投資家 と異 な り,
多様 なリスク選好 をもつ様 々 なヘ ッジファン ドの台頭が,そ の積極的なリス
クテー クによって,低 格付 け債務 の流動性 を高めると同時 に,そ の利 回 りを
押 し下げているのである。
そ して,こ うしたスプレッ ドの低下が,協 調融資 の拡大 を通 じて,買 収 フ
ァン ドなどによる資金調達 を容易にし,M&Aを

ます ます増大 させている

のである。

惚)ク レジッ トデ リバ ティブの急成長
次 に,ク レジッ トデリバ ティブの急成長について見 てみ よう。
クレジットデリバ テイブとは,簡 単に言えば,企 業 の制産に備えた保険で
81
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あ薯とある会社が倒産 した場合 に1億 円を受け取る保険を考 えて,そ れを買
いたい人と売 りたい人が価格500万円で折 り合 つたとしよう。買 つた人は500
万円 を支払うことで,万 一その会社が倒産 した場合 に 1億 円を受け取ること
ができる。倒産 しなければ500万円は掛け捨 てである。反対 に保険を売 った
人は500万円を受け取 ることができ,会 社が倒産 しなかった場合 にはその500
万円がまるまる利益 となる。ただし会社が倒産 した場合 には 1億 円を支払う
義務 を負う。 この保険 (プロテクシ ヨン)が 次々に組成,売 買 されており,
その想定元本 (ここの例 の 1億 円にあたる金額)が ここ数年,倍 々ペースで
( 1 1 )
増大 し (図 9),す で に債券 や融資 の残 高 を上 回 つてい るの で あ る。

(10)こ こで説明 してい るのは,最 も基本的 な CDS(ク レジ ッ トデフォル トスワッ
プ)と 呼 ばれる取引 (を単純化 したもの)で あるが,ク レジットデリバテ イブには,
他 に,複 数の企業の信用 リス クをバスケ ットで取引す るイ ンデックス (日本 の場合,
50社 を参 照対象 とす る iTraxx Japan),CDSを 証券化 した シ ンセテ ィック CDOな
どがある。クレジッ トデリバテイプの概要については,島 義夫 ・河合祐子 「ク レジ
ッ ト ,デ リバテ イブ入門』日本経済新聞社,2002年 ;中 山貴司 ・河合祐子 「ク レジ
ッ ト市場 の発展 に関する一考察 〜ク レジッ ト ・デリバ テイプ市場 を中心 に〜」 「日
銀 レビュー』2005年 3月 参照。
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図 8 レ バ レ ッジ ド ・ロ ー ン市場 にお け る資金供給者 の シ ェ ア
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では,ク レジッ トデリバティブ拡大の理由はどこにあるのだろうか。
まず,こ の商品のメリットは,発 行体 (企業等)の 意思や資金調達と無関
係に,そ の信用 リス クを取引できる点にある。上の例を伝統的な金融取引,
例えば銀行融資に当てはめれば金利 5%の 1億 円の融資 に相当する。銀行 は
年利500万円を受け取る代 わ りに,企 業が倒産すれば元本 1億 円を失 うわけ
であるから,ク レジッ トデリバ ティブにおける保険 (プロテクション)の
「
売 り」 と同様 の取引 をしていることになる。 しかしなが ら,実 際の融資を
おこなうためには, 1億 円 という資金を用意する必要があ り,ま た当然なが
ら企業側 に資金調達 の意思がなければならない。 ところがクレジッ トデリバ
テイブにはこうした実際の資金のや りとりがなく (それゆえ 「
想定」元本 と
呼ばれる),企 業 の意思 に関係なくその信用リス クだけを売買す ることが可
能なのである。したがって,例 えばA社 の信用リス クが,A社 に無断でB社
とC社 で売買 されるのがクレジッ トデリバ テイブなのである (このA社 を参
(11)IMFに よれば,2005年末時点 での世界全体 の社債 と融資の残高合計が約10兆
ドルであるのに対 して,ク レジッ トデリバテイブの想危元本残高 は17兆ドル にのほ
る ( C l oα
J 見″御竹, a r S t tゥ
b ,父
″
う
のa t A p r i 1 2 0 0 6 , p . 5 2 . ) 。
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図 9 ク レジ ッ トデ リバ テ イブの残高
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照対象 という)◇
市場参加者を見てみよう。すでに巨額の融資債権 を保有す る大手銀行 は,
その信用 リス クをヘ ッジするためにプロテクシ ョンの買い手 となること力ざ
多
い。仮 に満期が来たとして もただちに回収することは,当 該企業 との関係を
断ち切 つて しまうことにな り好 ましくない,し かし倒産リス クはヘ ッジ して
おきたい といった場合,融 資先に黙 って当該企業 を参照対象 とするプロテク
ションを買 っておけばよいのである。反対に,地 方 ・中小の銀行 にとって融
資先の開拓 ・確保 は容易でなく,ま してや大企業 となればなおさらである。
しかし,そ うした企業でもクレジッ トデリバティブ市場 でプロテクションの
売 り手 となることは簡単であり,そ れによって 「
保険料」 (金利収入 に相当)
を得 ることができるのである。
次 に,信 用 リスクの移転 という点から見れば,そ れは,伝 続的には債券 の
売買が担 って きた機能である。しかしながら社債の流通市場 は,日 本 はもち
84
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ろん,欧 (米)において も必ず しも十分 に発達 していない。年金 や生命保 険 と
いつた長期運用 ニーズ をもつ投資家 によるバ イアン ドホール ドによつて発行
直後 に流動性 が枯渇 してしま うことが少 な くな く,そ うなると確実 に取得す
るためには発行時 に購入せ ざるをえず,そ の結果,発 行利 回りが流通利回 り
よりも低 くな りやす い。 となると中途売却 は損失 をもたらす ために忌避 され,
その ことがさらに社債市場 の流動性 を低下 させるとい う悪循環が起 きている
とも指摘 されている。そ こで,い つ でも組成可能 なクレジットデリバ テイブ
カ落J用されるのである。

しかしながら,最 近の爆発 的 と言 つて もよいこの市場の拡大 は,こ うした
基本的な商品特性にもとづ く<自 然 な>成 長の範囲 を超 えているように思わ
れる。
成長 を促 した一つの要因は,市 場 の制度が整備 されてきたことであろう。
上の説明では倒産 と単純化 した<信 用事由 (クレジッ トイベ ン ト)>の 内容
の明確化,決 済手続 きの標準化,イ ンデックスの統一 などが市場の拡大 を後
( 1 2 )

押 ししたことは間違 いない。

しかしこうした努力 も,当 然のことではあるが,取 引ニーズの高 まりを反
映 したものと考 えるべ きであろう。そ して,そ うしたユーズ として挙げ られ
ど低格付 け債権 のヘ ッジを求める投資家が急増 し
ていることである。前述のM&A向
け協調融資債権 の リスクをカバーす る
るべ きは,ま ず, LBOな

ためにクレジットデリバ テイブが活用されているのである。そ してまた逆に,
こうしたヘ ッジ手段 の拡充が,低 格付け先への資金供給を容易にす ることで,
利 回リス プレッ ドを縮小 させ,協 調融資への参加 を促 し,ひ いてはM&A
の活況 を支えているのである。
(12)ク レジッ トデリバテイブ市場 における最近 のイ ンフラ整備 については,館 田快
志 「
拡大 を続けるクレジッ トデリバテイプ市場 〜急拡大す る市場 の現状 と将来 〜」
『
証券 アナリス トジャーナル]2006年 3月 号参照。

M&Aと

ク レジッ トデリバ テイブの関係 はそれに とどまらない。 LBO

のターゲットとなる と当該企業 は巨額 の負債 を抱える ことになるため,格 付
けが下が り,社 債利 回りは上昇 (価格 は下落)す る ことが多 い。 これは当該
( 1 3 )

企業 に債権 をもつ銀行 や社債投資家 にとつて,極 めて重大 な問題である。そ
うしたリスクのヘ ッジにもクレジットデリバテイブが利用されているのであ
る。最近の日本 の例 をあげれば,2006年 3月 にソフトバンクによるボーダフ
ォン日本法人買収が発表 されたが,債 務の増大を嫌気 した債券市場 ではソフ
( 1 4 )
トバンク債 の対国債利回リスプレッドが1.3%から一時3.7%に急騰 した。そ
してクレジットデリバテイブ市場では,同 社 を参照対象 とする<プ ロテクシ
ョンの買い>注 文が殺到するとともに,利 回り上昇 をチャンスと見 る投資家
も現れ,取 引高が急増 したのである。 このように,債 務 の増大 を伴 うM&
Aは ,株 主にとつてはレバレッジの引 き上げに よるROE(自

己資本利益

率)上 昇のチヤンスであるが,ク レジット投資家 にとつては大 きな脅成であ
一
り,そ れがクレジッ トデリバ テイブの拡大 を促す 因 となっているのである。
そして市場拡大のもう一つの要因 として挙げ られるのが,こ こで もやはり,
( 1 5 )

ヘ ッジファン ドの市場参入である。すでに売買 シェ アは3割 に達 してお り,
( 1 6 )

特 に,低 格付けの参照対象や劣後部分への投資のウエイトが高いことが知 ら
れている。その積極的なリス クテークを背景 に,図 10が示す ように,ク レジ
ットデリバテイブ市場全体 において,取 引対象の低格付け化が進行 している。
(13)LBOの 既存債権者 へ の影響 については中空麻奈 「ク レジ ッ ト投資家 にとつて
は格下げ ・ス プ レッ ド拡大 の リス ク要因」 「
金融財政事情』2006年7月 31日号参照。
(14)「 日経金融新聞』2006年12月6日 ,同 25日◇
(15)ヘ ッジフ ァン ドの市場 シェアはすでに 5割 に達 した との 指 摘 もあ る (Fitch
Ratings,Clo3α
J tte乱
1助 克∽'切sS″母り,September 21 2006,p.8,)。
ンセティックCDOは ,CDSを 証券化 した ものであ るが ,
れたシ
(16)注 (10)でも触
その際,証 券 は,優 先的な弁済 を受けられるロー リス ク ・ロー リター ン部分か ら,
最 も劣後す るハ イリス ク ・ハ イリターン部分へ と段階的な区分けが なされる。年金
等 の伝統的な機 関投資家 は前者を好み,ヘ ッジファン ドはリス ク許容度が高いため
後者 に投資す ることが多い。
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図10 ク レジ ットデリバ テイブ参照対象 の格付 け別 シ ェア
200541】
に
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20磁年末
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切s S 仰 り, S e p t e m b e r 2 1 2 0 0 6 ,
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このことが, これまで述べてきた要因とともに,低 格付け債務のスプレッ ド
低下や協調融資の拡大 を促 していることは改めて述べ るまでもないであろう。

以上,M&Aの

増大,協 調融資の成長,低 格付け債務利 回りの低下,ク

レジットデリバテイブ市場の急拡大 と,最 近の国際資本市場 に見 られる変化
を見てきた。そ して,そ れらに共通する要 因として,世 界的な金融緩和 とと
もに,買 収 ファン ドとヘ ッジファン ドとい うプライベー トファン ドの成長が
あることを指摘 してきた。では,こ うした ファン ドの成長がなぜ生 じている
のかを,次 に考 えてみよう。
3:フ ァン ドブームの背景
広 く一般 に公募 される投資信託 (ミューチユアル ファン ド)と 区別 してプ
ライベー トファン ドと総称 される買収 ファン ドやヘ ッジファン ドなどが,国
際資本市場 においてここまで存在感 を高めてきたのはなぜだろうか。
その理由の一つは,す でに繰 り返 し述べ てきた世界的な金融緩和 の長期化
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であろう。 日米欧 ともに短期金利 は上昇 しているが,そ れが長期金利 には波
及 していない。 こうした金融環境 が,運 用難 に苦 しむ伝統的な機関投資家 に,
ファン ドヘの資金提供 を促 しているのであろう。また,こ うした ファン ドは,
借 り入れをお こなうことで レバ レッジをかけ,出 資金に対する収益率 を嵩上
げ しようとす る。低金利 は,借 り入れを容易 にしフアンドの運用総額 を膨張
させて,市 場への影響力 を高めているのである。
二つ 目には,オ ールタナテイブ運用へのエーズが高 まっていることを指摘
ー トフォリオ理
できるであろう。年金や生保 など伝統的な機関投資家 は,ポ
論の主張するインデックス運用を重視 してきたが, ITバ ブルの崩壊 によつ
て株式市場 の低迷 に直面する一方で,商 品市場や不動産市場の活況 を目の当
ー
た りにし,運 用手法 の見直 しを進めている。<リ スクを抑 えてリタ ンを高
ー
めるためには新 しいアセツ トクラスが必要だ>と 考 えれば,そ れは,ポ ト
ー
フォリオ理論 の否定 ではなく延長である。その一環 として,プ ライベ トフ
ァン ドヘの出資が続 いているのである。
また,エ ンロン事件以降世界的に進んでいる,証 券 アナリス トの中立性確
保 の動 きもファン ドブームを間接的に支えているように思われる。すなわち,
ITバ ブルの中で起 きたエ ンロン事件では,投 資家のために企業価値 を検証
しアドバイスす るはずの証券 アナリス トが,企 業のために事業再編や資金調
達等 をアドバ イスす る投資銀行業務 も手がけていたことが利益相反 として批
判され,そ の後,ア ナリス トの投資銀行業務が厳 しく規制 されることになっ
た。投資銀行業務への関与がアナリス トの高報酬の源泉 ともなっていたため,
それ以降,証 券会社 を退職 し,フ アン ド業界に転進す る例が後 を絶 たないの
である。最近のフアン ドブームはこうした要因も一 因となっているであろう。
そして,こ うしたフアン ドブームはいわば自己増殖的な拡大 を続けている
な資金供給 は,企 業の倒産
ように思われる。なぜなら,フ ァン ドからの13T盛
確率 を引 き下げなが ら,M&A,協
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大 し,そ の こ と自体 が フ ァ ン ドにハ イ リター ンを確保 して い るか らであ る。
そ してそれが ,フ ァ ン ドヘ の さ らなる資金流 入 を もた らして い るの で あ る。

では,こ うした<フ ァン ド化 >が 進む国際資本市場 は,世 界経済 にどのよ
うな影響を及 ぼしているのであろうか。 ここではその全体 について触 れるこ
とができない場q国 際金融市場の安定性への影響 という点 に絞 って,以 下,
英米金融当局 の見解 に拠 りながら検討 してみよう宅
4:国 際金融市場への影響
ファン ドの役割の高ま りと,金 融市場の安定性 との関係 を考 える上で重要
となるポイントの一つは,<信 用 リスクの分散 >を どのように考 えるかであ
ろう。なぜ<信 用 リス ク>な のかと言えば,こ れまで述べ てきたところから
明 らかなように,表 面的にはM&A市

場 (企業支配権市場)の 拡大 として

現れている現在 の国際資本市場のブームが,株 式市場の活況 というより,ク
レジット市場 (債券市場,ロ ー ン市場,ク レジッ トデリバ テイブ市場から成
る市場)の 急速な拡大を背景 としているからである。

増大がマ クロ ・ミクロ経済 に与 える影
(17)大 きな論点 として,例 えば,M&Aの
響,フ ァン ドの積極的なリス クテークの功罪な どがあ り,ま た価別的な論点 として
もM&Aに
おける TOB価 格 の妥当性 (特に,一 つの条件 に複数 のフ ァン ドが参
加す る 「クラブデイール」 などにお いて一種の談合が成立 している可能性),MBO
における取締役 の利益相反の可能性 (既存株主の代理 として会社を よ り高 く売却す
べ き取締役 が ,企 業 の買 い手 となることの問題),買 収 ファン ドとヘ ッジファン ド
によるイ ンサイダー取引の可能性 (例えば,買 収 ファン ドによる未公 表の M&A
情報をもとに,ヘ ッジフ ァン ドが,関 連企業の格付 けの低下な どを見込 んでクレジ
ッ トデリバテイブ市場 で売買 をおこなうケース)な どが議論 され始めているが ,い
ず れも本稿 では触 れることがで きない◇
輸こ物Eα″ガ
(18)Financial Sewices Authottty,酸
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では,こ こで言う<信 用 リスクの分散 >と は何か。
従来,企 業の信用 リスクは主 として銀行 によつて評価 され,銀 行 によつて
保有されてきた。 ところが現在,債 券市場 に加えて,協 調融資やクレジッ ト
デリバテイブという新 たなクレジット市場が発達 し,フ ァン ドを含 む多様 な
機関投資家がそ こに関与するようになっている◇ このことをどう解釈すべ き
かといつ問題 である。
まず第一 に,世 界的に銀行統合が進んでいる現状 からすれば,こ のことは,
金融システムの安定性 に大 きく貢献 していると言 つてよいであろう。数少 な
い銀行 に企業の信用 リスクが集中している場合,万 一銀行危機が起 これば,
それは深刻な信用収縮 をもたらしかねない。バブル崩壊後 の日本経済 を襲 っ
た<貸 し渋 り>は その典型例 であろう。信用リスクの分散保有はそうした危
険を抑制すると考 えられるのである。
そして第二に,信 用リスクの分散はリスクの<保 有 >だ けでな く,<評 価 >
においても進行 している。す なわち,銀 行 を中心 とす る金融 システムでは,
企業の信用 リスクは,個 々の銀行 によつて評価 され内部 に蓄積 される銀行 ビ
ジネス上の最重要情報であり,そ れが公開 されることはなかった。それが今
は,格 付け会社 によつて公表 され,社 債や融資債権 とともに流通す るだけで
なく,ク レジッ トデリバテイブ市場 によつて,信 用 リスクだけが抽出 されて
売買 =値 付けされ始めたのである。信用リスクに対す る評価 が先 にあつてそ
れに価格が付 くと同時に,市 場による価格発見 によって信用 リスクに対する
評価が決定 されるという逆のベクトル も作用 していることになる。
では,こ の信用 リスク評価 の<市 場化 >は ,マ クロ経済にどのような影響
を及 ぼすのだろうか。一つの見方 として,例 えば, IMFは ,景 気循環の振
幅を小さくす ることに貢献す るのではないかと推論 してい薯ど米国の1970年

b 筋妙 R の 幌 A p r i 1 2 0 0 6 , p p . 7 0 ‑ 7 6 .
( 1 9 ) I M F , C l o う αJ n 物竹筋I s , α
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から2005年までのデータに基づいた実証研究 による と,社 債の発行 はGDP
の変化 に先行 し,銀 行融資は同時あるいは多少遅れる傾向があるという。つ
まり,相 対的 に市場化 されている社債 に比べて,市 場化 されていない銀行融
資は,GDPが

増大 し始めるとそれを追う形で増加す るため拡大 し始めた景

気 を過熱させやすい。反対 に景気低迷期には融資 は抑制され金融面から景気
をさらに悪化 させる傾向が見 られるのである。個別銀行 の内部でお こなわれ
る信用リスクの評価 は,市 場 による評価 に比べて経済実勢の後追い になりや
す く,マ クロ経済 と金融システムの不安定化 につなが りやすいとい うことに
なる。 この理届を延長すれば,社 債市場以上に市場化が進み,よ り効率的な
価格発見機能 をもつ とされるクレジットデリバテイブの発達 は,景 気の振幅
を小さくし,金 融 システムの健空性を高めることになるとい うわけである。
ー
実際,市 場 は,2005年 5月 のGMと フオ ドの投機 的格付けへの転落や,
06年9月 の大手ヘ ッジフアン ド,ア マランスアドバ イザーズの約60億 ドルの
損失 といった,か つ てなら金融危機 を招いてもおかしくないようなシ ヨック
一
を大 きな混乱 なく消化 している。 これを,金 融緩和 の長期化 による 種のバ
ブル的現象 とのみ捉 えるのでは,現 在の資本市場で起 こっている変化 を過小
評価することになる可能性 も小さくないのである。
次 に,信 用 リス クの分散化がもたらすマイナス面,例 えば,そ れがシステ
ミックリスクを高める可能性 について考えてみよう。 これまでの信用リスク
の主たる担い手であった銀行 については,い ずれの国において も行政や中央
銀行 による監督があ り,ま た社債市場 については登録や情報開示 などの証券
ー
規制が存在す る。 しかしながら,プ ライベ トフアンドは,公 募 フアン ドで
ない という理由で,投 資家保護のための証券規制のほとんどを免除されてお
り,そ の結果,信 用 リスクが誰 によつてどの程度保有 されているのか誰 も把
握できていないとい う状況が生まれつつある。つ まり,<当 局 による監督が
なくとも,市 場 によるモニタリングによつて金融市場の安定性 は十分確保 で
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きる>と 言えるのかという問題である。市場 によるモニタリングカ｀
機能す る
ためには,情 報開示が十分なされる必要があるが,こ の点,今 述べ たように,
プライベー トファン ド自身は情報開示義務を免除されている。また,フ ァン
ドが借 り入れをお こなう相手 となる銀行 や証券会社が自らの債権保全のため
にモニタリングをす るといったことも理届上考えられるが,ヘ ッジファンド
などの場合,投 資戦略が模倣 されることを避 けるために取引相手 に対 しても
取引内容の開示 に消極的であるとも言われる。あるいは, ファン ドヘの出資
者によるチェックも考 えられるが,複 雑 な投資手法 をとる ファン ドの状況を
出資者側が適切に判断できる可能性 は低いであろう。市場 によるモニタリン
グ機能に対す るこうした懸念 を考慮すると,市 場を大 きなショックが襲うよ
うな場合,ど こまで安定性 を維持できるのか懐疑的だとす る見方 も強いので
ある。
現在の<フ アン ド化 >を め ぐるもう一つの大 きな論″
点は,現 在のファン ド
の拡大が金融緩和 期 しか経験 していないことである◇その結果,リ スク判断
が甘 くなっているのではないかと懸念する向 きも多い。図 5で 見た利回リス
プレッ ドの歴 史的な縮小は,そ の典型的な現象 と言えるかもしれない。例 え
ば,大 手格付け会社 スタンダー ド&プ アーズは,2006年 10月,市 場 における
信用 リスク評価が適切でない可能性に警告を発 した。借 り入れ側のレバ レッ
ジが上昇 しているにもかかわらず,ス プレッドが低下 し,融 資 にともなう財
務制限条項 は緩和 に向かっていることを危険視 しているのであると
そして,プ ライベー トファン ドの多 くが,高 いレバレッジをかけているこ
と,つ まり借 り入れに多 く依存 していることにも注意が必要である。ヘ ッジ
ファンドの借 り入れの場合,レ ポ取引その他,債 券が担保 として差 し入れら
れることが多いが,こ れは,資 金供給側にとつての安全弁である一方で,資
(20)
2006.
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産価格 の急落 に見舞 われた時 には,追 加証拠金が必要 となるため,投 資資産
の強制的な売却が進められ,ス パ イラル的な価格下落 の引 き金 の役割 を果 た
しかねないのである。
5:結 びにか えて
筆者 は,第 二次大 戦後 の国際資本市場 は,ブ レ トンウッズ体制下 の停滞期
ー ン>の 形 で
ー
を経て,1973年 の石油 シ ヨック以降,ユ ーロシンジケ ト<ロ
ー
本格的 に復活 した と考 える。それは,オ イルダラ の NICS(新 興工業国)
への リサイクル に貢献す るが ,<オ フシヨア>(外 部市場)を 舞台 とす る銀
行融資であ り,国 内市場 との連環 は間接的なものにとどまっていた。そ して,
82年の債務危機 の発 生によつて急速 に縮小 ,代 わって<債 券市場 >が ,先 進
諸国内部 のイ ンフレや国債消化 ニーズ とあいまって,金 利 の 自由化 や業態分

離規制の緩和 を強いながら,国 際的な拡大 を見せるようになる。国際資本市
場のインパ ク トが国内市場に浸潤 し始めたのである。そして,90年 代 には,
ー
冷戦の終焉 をも背景 として,構 造改革の世界的ブ ムの中,<株 式市場 >の
グローバル化が進展 した。それは企業のガバナンスや会計制度,労 使関係 な
ー
ど各国企業風土の<ア メリカ化 >を 強要 したのであ り,80年 代のグロ バル
ー
・
化がマクロ・レベルのそれだとすれば,90年 代 にはミクロ レベルのグロ
バル化が進んだと言 えるであろう。しかしそれも, ITバ ブルによつて一旦
休止行 を打 つたように見える。
こうした展開の上に現れた現在の,プ ライベー トファン ドを新たな担い手
活況が,国 際資本
とする,ク レジット市場 の拡大 をベースにしたM&Aの
市場 に新 しい時代 を形作 ることになるのか否か,そ の本格的な検証 には今 し
ばらく事態の推移 を注視する必要があろう。本稿 を,そ のための最初の準備
作業 としたい。

(419)
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グローパ ル時代 の企業 ・資本の新動向

サブプライム問題 とファンド資本主義
伊豆

久

久日米大学経済学部教授

は じめに

広がったのであるが、rT技 術の普及 ・新興ネット企
業の台頭は各国共通の現象であったため、株価下落
が世界同時的であるのは当然のことであった。

今年夏、米国のサププライム問題が世界に波及
し、各国の金融市場は大 きく揺 らいだ。8月 中旬
のおよそ1週 間で、株価 は米国で5.9%、 英国で
8.4%、 日本で 11.5%と大幅に下落し、為替市場で

しかしながら、今回のサブプライム問題 は、米国に
おける信用力の低 い個人向け住宅融資の不良債権
化という、それ自体 としては米国一国内の問題に過ぎ
なLう
。 日本でも欧州でも不良債権問題は発生してい

は円が8月 初めの1ドル 119円 台 か ら一時 111円

ないのである。にもかかわら女 世界的な混乱につな

台へと急騰した。

がつた点に、今回の問題の最大の特徴があると言え

世界的な市場の動揺 ということでは、2000年 の
ITパカ レの崩壊、98年 のヘッジファンド危機などが
記憶に新しいが、それらと比較した く
2007年 サブプ
ライム危機〉
の特徴はどこにあるのだろうか。
例えば、2000年 から3年 続いた世界的な株価下
落は、新興ネット企業の収益が過度の期待に追いつ
かなかったことを出発点としている。そこから、ネット
企業→通信企業→ IT機 器企業へ と株価の下落が

いず ひ さし
1962年 生。京都大学大学院経済学研究科博士課程
単位取得退学。 (財)日 本証券経済 研究所大阪研究
所研究員等を経て、現在、久留米大学経済学部教授。
専攻は国際金融輪、証券市場論。主要著書は本山美
彦編 『
世界経済競』 ミネルヴァ書房 (共著)中 尾茂
『
夫編 金融グローパ リズムJ(共 著)イ ー トウェル ・
テイラー r金融グローパル化の危機』岩波書店 (共訳)
など。

るであろう。
こうしたサブプライム問題 のグローパル化の背景に
一つには 〈
あるのは、
融資の市場化)であり、もう一つ
は〈
投資ファンドの台頭〉であると思われる。そして
これらは他方では、買収ファンド￨こ
よるM蝕 の増大
をもたらしてきたのであり、昨今の買収ブームと今回
のサブプライム問題には通底する部分が少なくない。
サブプライム問題の背景を探るところから、ファンド資
本主義の一端 に迫 ってみたい。
1.融 資の 市 堀 化
今回、債権回収に問題が生じたのは米国のサププ
ライム ・ローンであったにもかかわら｀
共 瞬時にして、
世界のクレジット市場全体に影響が広がり、債券 ・
債権価格が下落 (スプレッド (国債との利回り格差)
が拡大)し た。日本でも欧州でも企業の社債発行 ヨ
ストは上昇し、M&Aに

ともなう融資であるレパ レッ

ジド ・ローン金利 も急騰 した。
融資 という金融取引は、従来、個別銀行 がそれぞ

で、銀行 は資産 を増やさず に手数料を得 られるので
ある。 しか もシンジケー ト・ローンでは、流通市場 が

れ の願 客 と相 対で 行 うものであ つたため非 常 に個

整備 され融資債権が中途で売買 されることが多い。

別性 が強かつた。例えば、A銀 行 のX氏 向け住宅
ロー ンの リスク判断 と、B銀 行 のY社 向け融資 のリ

融資が債券 と同質化 、つまり市場 で売買 される商品
となつたのである。

スク判断が直接 に運動するということはありえなかっ
た。 しかし現在 では、多くの融資債権 は、市場 で売
買 され、証券化 され、デリバティブ商品となることで、
ー
グローパル化 している。 そのため米 国の住宅 ロ ン

(2)債 権の証券化
そして、債権 は証券化されることによって市場化の
多数の債権 を一つにまと
度合いを深める。すなわち、

の上昇をもたらすのである。そして逆に、融資の焦げ

異なつ
めた上で、
優先劣後構造を人工的に作りだし、
たリスク ・リターンの組合せをもつ証券 (CDO:債

付きが問題であるにもかかわら女 90年 代の日本の
ー
不良債権問題とは異なり、(住宅 ロ ン会社はとも

務担保証券)が発行 されるようになつた。例えば、サ
ププライム ・ローンだけを集めても、そこから、優先的

かく)米 銀が直接損失を被っているわけではないの

に弁済を受ける権利 をもつ代わりに利回りの低い証

である。

券、それに次ぐ優先権を持つ代わりに利回りも2番 目
に低い証券、・・・最も劣後する代 わりに最も高い

債権 の悪化 は、 ただちに欧州の企業 向け融資金利

では、なぜ、どのようにして、ローンは市場化される
ようになつたのだろうか。

販売
利回りの証券、といつた多様な証券が組成され、
されているのである。今回のサブプライム問題におい
ても、投資家の損失の多くは、このCDOの 価格下落

(1)シ ンジケー ト・回―ンの拡大

によるものであつた。

融資債権 が 市場 で取 引され るようになつた理
由は単純であ り、銀行 が 償権 を満期 まで抱える

(3)ク レジット・デリパティプの拡大

け債権 の焦 げ付 き、②長 短金利逆転 に起 因する

債権 は、さらにデリバテイブ商品となることによつ
て、ほぼ完全な市場商品の一つとなった。クレジット・
デリパティプ市場では、投資家 は保証料を支払うこと

貯蓄貸付組合 (S&L)の 経 営破 綻、③ 不動産

で、ある企業が破綻しても当該企業向け償権を保全

向け融資の不良債権化、 とい う3大 問題 に直面

保証料を受け取る
することができる。別の投資家は、

した。 そこで大 手行 は、融資先 リスクの 負担 を

ことで当該企業の破綻リスクを負うのであるが、倒産

避けるべく既存債権を中途で売却し始めたのである。

しなければ保証料がそのまま利益となる。つまり、こ

BIS(国 際決済銀行)規 制がそれを後押 しした。自

こでは実際に資金を提供することなしに融資リスクの

己資本 に対するリスク資産 の保 有額 が規 制 される
と、銀行は、債権の保有を抑え、資産 を増加させない

融資リスクを売る
みを取ることができるのであり、また、

で収益を上げることを目指すようになる。その典型が
シンジケー ト・ローンの組成 による手数料収入の獲

のである。

得であつた。シンジケート・コーンでは、銀行はアレ
ンジヤーとして、借り手との融資条件の交渉、資金提

以上のような融資 (クレジット)の市場化によって、
従来は分断されていた住宅ロース 社債市場、M&A

供者の募集を行うだけで、実際の資金の供給は機関
投資家等によって行われる。アレンジャーとなること

関連の融資取引などそれぞれのクレジット市場は、グ
ロータウレに運動するようになった。そのために、規模

だけの体力を失 つたからである。米国 の銀行業
界 は、80年 代 末、① 債務 危機 による途 上国 向

(牛企業の破綻 によって利益を上げる)こ とも可能な
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が大きいとはいえローカルな不良債権問題 にすぎな
かつた米国のサブプライム問題が、ただちに世界のク
レジット市場全体 に波及したのである。〈
2007年 サ
は、クレジット市場を震源地とする最
ブプライム危機〉
初のグロニ′ウレな金融危機として記録 されることにな
るであろう。

には、リスクの高い投資を内部規則で禁止するなど、
消極的なところが少なくない。そうした部分に、ハイ
リスク ・ハイリターンを好むヘッジファンドカま
積極的
に投資し、高いマーケットシェアを占めるようになって
いるのである。
したがって、サブプライム問題 の頭在化 により、

そして、クレジット市場の危機を、さらに株式市場や

CDOを 中心にクレジット市場全体で価格の下落が

外為市場の混乱へと拡大させる導管の役割を果たし

生じると、最劣後部分に投資していたヘッジファンド

たのが投資ファンドである。

にまず最初の損失が発生したのである。そうなると、
そうしたフアンドには出資者 からの換金請求が殺到

2.投 資 ファンドの 台頭
クレジット市場の混乱が株式市場や外為 市場へ
と波及したのは、一つには、クレジット市場で損失を

し、ファンドは資金繰 りのため株式等他の保有資産
の売却を迫られ、そのことが世界的な株式市場の下
落を招いたのである。さらに、ヘッジファンドは、低利

被 つたヘッジファンドが資金繰 りのために株式等他

の円を借入れてドルに換えて投 資することが多かっ
たため (円キャリー トレー ド)、取引の巻き戻しが円

の保有賢産を売却したからであり、二つ目には、クレ

の買戻しにつながった。日本では、株式市場におい

ジット市場での資金調達難が、買収 ファンドによる
LBO(レ バレッジド・バイアウト)を延期 ・中止に追

てヘッジファンドの売買シェアが高い上に、円安によ

い込んだため、買収期待の強かった株式市場に失望

ショックを受け、他国に比べて株価の下落率が大きく

感が広がったからである。二つ目には、実体経済面
の要因として、住宅プームの終焉が、個人消費を蕃引

なったのである。

役としてきた米国経済を冷え込ませ、世界全体の景

る輸出の拡大が景気を下支えしてきたため、二重の

(2)買 収ファンドとLBO

気の足を引っ張ると懸念されたことも大きい。金融
面に絞つて、ヘッジファンドと買収 ファンドについて順

クレジット市場の混乱を株式市場 に伝える役割を
果たしたのは、もう一つ、
買収ファンド (プライベート・

に見てみよう。

エクイティ・フアンド)で ある。買収ファンドは、出資

(1)ヘ ッカ ァンドとクレジット市将

者を機関投資家等に限定 しリスクの高い投資を行う
という点でヘッジファンドと共通するおま
、ヘッジファン

ヘッジフアンドは、出資者 を機関投資家や超富裕
層個人に限定することで、投資信託 (ミューチュアル

品先物等)を 対象に短期間の売買を繰り返すのに対

フアンド)には許されない、借入れも伴うハイリスクな

して、特定の企業を買収し、リストラを含む長期的な

運用を認められた機関投資家である。90年 代 には

経営改善によって利益を目指す点が異なる。

ポンド通貨危機やアジア危機の際の通貨 アタックで
一般にも知られるようになったが、最近は、外為市場

買収ファンドは、投資家からの出資金のほか、買収
先企業の資産 。キャッシュフローを担保とする巨額

や株式市場に加えて、クレジット市場におして も重要
なプレイヤーとなっている。

の借入れによって買収資金 を集める (LBO)。 この

上 に述べたように、クレジット市場でも証券化 に

く、ヘッジファンドが主たる資金の出し手となってい
た。ところ力章
ク
述べてきたようにサブプライム問題力言
、

よつて様 々なハイリスク商品が作 られているが、年
金 ・生保 ・投資信託といつた伝統的な機関投資家
lθ

ドが市場性のある商品 (通貨、株式、クレジット、商

LBOに 伴う融資は、利回りが高いもののリスクが高

レジット市場全体の価格下落 (利回り上昇)を 招い

た結果、LBOに ともなう資 金調達 においても、より高
い金利が要求されたり、 そもそもヘ ッジファンドに資
も
金供給力がなくなったりしたため、買収 フアンドの手

的な影響 は限定的ではないかと推測 される。 しか し

がけている案件で、延期や中止に追 い込まれるもの

も把握できないという状況を生み出している。そのた

が続出したのである。
LBOを 通じたヘ ッジフアンドと買収 ファンドの連 携

め、例えば欧州中央銀行は8月 9日 、市場の安定化
を図るべく950億 ユーロ (15兆円)の 資金を供給 し

が、世界的 に企業買収を増大 させ、それが株価の押

たが、多めの供給額が、かえつて市場の疑心暗鬼を

し上げに貢献 してきたため、そのメカニズムが少なくと
も一時的 にストップした以上 、株価 に上 乗せされてい

増幅してしまつたとも言われる。
投資フアンドについて言えば、ヘッジファンドはクレ

た く
買収期待プレミアム〉分が剥げ落ちるのも避けら

ジット市場の混乱で清算 に追い込まれるところが今

れないことであった。

後も多数出るであろう。買収 ファンドも、LBOの 延
期 ・中止で、これまでのようなハイリターンをあげるこ

4.サ プフライム問題 とフアン ド資 本 主義 の
行方

ながらそれは同時に、
誰がどの程度の損失を負つてい
るのか (負う可能性があるのか)、政策当局を含め誰

ら、ヘッジファンド
とは難しいと思われる。 しかしな力甘
は、そもそも、平均寿命が3〜 4年 と言われる生存競
争の激しい業界である。値下が りしたクレジット商品

このように考えてくると、今夏の (2007年 サブプ
ライム危機〉の背景 は二層 に分かれていることがわ

を、
今が底値 と買い集め始めたフアンドも現れている。
そして何より、分散投資を進めたい年金等の機関

かる。
一つは、直接的な引き金となった米国住宅パカ レ

投資家は、長期金利の低迷という厳しい運用環境が
続くこともあいまつて、投資フアンドヘの出資を、(今

長期金利の低位安定が統 くな
の破裂であり、それは、
力で 、過剰な住宅 ローンが提供 され、信用リスク判断

一
回の混乱によつて 時的な購踏 はあつても)一 層増
やしていくであろう。また、グローパルな企業間競争

全体が緩んでいたことを原因とする。 ここ3年 ほど、

力Fますます激しくなるなかで、買収フアンドによる企業
再編のニーズは、強まることはあつても衰えることはな

住宅価格の上昇に依存 した消費の拡大
米国経済は、
に支えられてきたため、パプルの崩壊は、米国景気に

いように思われる。

大きな打撃を与える可能性が高い。政策当局は、金

しかし同時 に、今回の市場の混乱はファンド資本

利の引き下げや減税などにも踏み込むであろうが、そ

主義のあり様を再点検する好機でもある。米国で

れで問題を解決できるか現時点 (8月末)で は判断

は、すでに市場 のインフラである格付けについて議

できない。
もう一つは、サププライム問題を世界 に波及させる

論が始まっている。不正取引の摘発 はもちろんのこ

ことになった構造的な要因で、ここまで述べてきたよ

公正性の基準の明確化 から、包括的なファンド規制

である。
融資の市場化〉とく
うにく
投資フアンドの台頭〉

のあり方 に至るまで、検討 すべき課題 は少なくない

市場化が進んだクレジット市場が、今回のショック
にどの程度の演強性を示すことができるのか、これも
現時点では判断 しがたいが、問題の鍵は、クレジット・
リスクの分散化 にあると思われる。 ローンの不良債
権化 ・クレジット商品の広範な価格下落が生じても、
債権保有は、銀行に集中せ或 多様なファンド・機関
投資家に分散しているため、金融システムヘの直接

と、買収案件 (企業側 の防衛策を含めて)における

のである。■

国際金 融の 不安定化 と世界経済

サブプライム問題が問いかけるもの
伊豆 久
久日米大学経済学部教授

1.サ ブプライム問題の特徴

は じめ に
サブプライム問題はどこまで大きくなるのだろうか。
最
昨年 7月米連邦準備制度理事会 (FRB)議長が 「

証券化〉にあ
サブプライム問題の重要なカギが く
一
ることについては、大方の意見の 致するところでは

大で 1000億 ドル」としていた金融機関の損失はすで

ないだろうか。同じく不動産関連融資の焦げ付きを

に2000億 ドルを越え、4000億 ドルに達するとの予

震源地としながら、 1980年 代末の米国貯蓄金融機
関 (斑地)危機や日本のバブルとは異なって、融資債

測も現れた。国境を越えた金融市場の混乱は収まる
どころかますます激しくなり、世界的な景気後退の可
能性も高まつている。
その一方で、事態の推移 ・原因、それが世界全体
に波及 した背景等については、この間に様々な検証 ・
議論がなされ、まとまつた報告書 ,書 籍もいくつか発
1。
表されている 検討の必要な問題 は何か、焦点が
一
絞られてきたようにも思われる。その つは証券化へ
の評価であろう。筆者の手にあまる大問題であるが、

権の半分以上は証券化 ・転売され、リスクは世界の
ー
投資家 に分散保有されている。住宅ロ ンを裏付け
とする住宅 ローン担保証券 (RMBS)や 、それをさら
に証券化 した債務担保証券 (CDO)が 、今回の主た
その投資に失敗 したヘッジファ
るく
問題商品)であり、
ンドの破綻が、問題顕在化のきつかけとなった。そし
て、資金繰 りに窮したファンドが株式市場や外為市
場でのポジシヨン解消に動いたため、混乱はクレジッ
ト市場から世界の金融市場へと波及したのである。
米国の住宅 ローンにおける延滞率の上昇 という

以下、
関連する論点の整理を試みることとしたい。

ローカルな金融問題が、国境を越え市場を越えて拡
一
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大した点に、サブプライム問題の最も大きな特徴 が
あり、その伝導管の役割 を果たしたのが融資債権を
ベースにした証券化商 品なのである。 したがつて、背
融資の市場化〉とも呼ぶべきクレジッ
景にあるのは、く
ト市場における金融技術革新 とそのなかで膨張した
2、
投資フアンドブーム〉であり 同じくバブルの崩壊
く
とはいえ、新興 IT企業への過剰な期待と株式市場に
おける金融技術革新 (株式交換やストックオプシヨン等)
生活経済政策 刀耽
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を背景 としたITバカ レ (株式パカレ)と は性格 を大き
く異にしていると見るべきであろう。

2.証

券化 市 場 にお ける金 融 機 関 の 損 失

ンドを組成 し、それらに融資枠を設定 していた。ファ
ンドは長短利回りの差を利益 としていたのであるが、
証券化商品が信認を失うと資金を調達できなくなり、
スポンサーである金融機関も、流動性の追加供給や、
ファンド資産の抱え込みによって、多額の損失を計上

では欧米の大手金融機関が、
となると、
昨年秋から
ー
サブプライムロ ンに関連 した巨額の損失計上に追

することになつたのである。

い込まれたのはなぜであろうか。証券化 によって、リ
スクは機関投資家 に転嫁されていたはずである。証

あげたCDOの 保有も、発行業務に伴うものではある
が、ポジションを持つことによるリターン獲得目的も大

券化によって全体 としてのリスク総額が変わることは

きかったであろう。他 にも、例えばサブプライムロー

ないが、決済システムの外側 に位置する投資家に分

ンの延滞率が上昇 し関連商品のスプレッドが拡大

散保有されることで、金融システム全体には影響が及
ばないはずであった。 だからこそ、FRBを はじめ金

すると正しく予想し、にもかかわらず損失を被った例

金融市場への影響 は限定的だとし
当初 は、
融当局も、

格付け商品を売つて高格付け商品を買うというポジ

ていたのである。

ションを組み、当初 は、予想通り低格付け商品の価

金融機関の損失 はどのような性格のものだつたの
だろうか。

三つ目はより単純な投資の失敗である。一つ目に

も伝えられている。すなわち、サブプライム関連の低

格下落で利益を出したものの、高格付け商品まで暴
落してしまい、結局、大きな損失に見舞われたといつ

それを市場 における金融機関の機能 から見ると、
ー
①証券化商品のアレンジャ としての業務 に伴うも
の、②投資ファンドに対する流動性供給者 としての役

たケースである。

の3種 類に分類
割から発生したもの、
③投資の失敗、
できるように思われる。
すること力き

にリスク管理上の問題があつたことは当然であるが、

一つは、証券化商品組成 に伴ういわば 「
仕入れ
劇製品」の価格暴落 によるものである。証
原料」「
ー
券化すべく購入していたサププライムロ ンやRMBS
に係る評価損の計上は 「
仕入れ原料」の価格下落
である。そして、損失の中心 となつたスーパーシエア
格付けをもつCDOの 評価損は、証券化 にともなつて
生じた 「
副製品」を抱え込んだことによるものであつ
た3。メリルリンチとシテイグループは、昨年上半期の

実際には以上の二つは個々の業務のなかに混在し
てもいる力S、このように見てくると、① については、そこ
程度の差はあれ証券化商品の組成者として避けがた
い面があることも否定できない。銀行型の融資債権
の長期保有によるリスクとは異なる、証券化のアレン
ジャーとしてのリスクである。
② については、金融市場のフアンド化が進んでいる
とはいえ、フアンドが高比率の借入れに依存している
流動性供給機関と
限り (高いレバレッジを用いる限り)、
しての銀行から完全 に離れることはできない。銀行
似Uから言えば、そうしたフアンドとの間では、通常、国

その分、市場の混乱によりそれらの転売も不可能とな

債等 リスクのない資産を担保 に取引するのであるが、
今回の場合、証券化商品への過信があつたと言えよ

ると、巨額の損失を被らぎるを得なかつたのである。

う。高いレバ レッジをかけるフアンドとの取引におい

CDO組 成 ランキングで、それぞれ 1位 と2位 を占め、

二つ目は、投資ファンドに対する流動性供給者 とし
ての役割から生じた損失である。 シテイ等の金融機
関は、投資ピークル (SIV)等と呼ばれる、証券化商
品に投資する一方それを裏付けとするコマーシヤル
ペーパー (CP)を発行することで資金を調達するフア
二
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てリスク管理が十分でなかったのである。
③ は、金融機関が自ら投資家として行動したことに
確かに、
よる損失である。結果的な損益は別としても、
証券市場 (特に証券化市場)においては市場の発行 ・
仲介機能 と市場 におけるリスクテーキング機能を厳

投資銀行
密 に区別することは容易ではない。 しかし、
ー
ー
が、
発行業務や仲介業務 (プロ キングやマ ケットメー
ク)か ら大きく離れ たところで積極 的なポジションをと

にリスクを判断 したはずである。 しかし債権が融資
'に
実施後すく 転売され、自らは融資に応じた手数料
略
安易な (さらには 「
を受け取 るだけという仕組みが、

と思われる。
ることには、
弊害も大きVヽ
一
銀行からの
後述 のように、
証 券化の意義の つは、

奪的Jな)融資を促 したのである。

リスクの遮断 にあったわけであるが、そのことは、金融

のまま証券化商品の価格に反映 され、さらに融資の
現場 に戻 って融資規律 の引締 めにつながるという、

機関がすべてのリスクから免れることを意味するので
はない。証券化 の進んだ金融 市場 においては、融資
債権 の信用 リスクの多 くは銀行 の外部 によって保 有

このことは、リスクの高い融資であるなら、それはそ

証券化市場 が前提 としている正確で迅速な情報 の
伝達や通切な価格決定が行われなかったことを意味

されるわけであるが、同時 に金 融機関 の役割 も変化
し、そこで新 たなビジネス ・収益を求めれば、新 たな

する。その上に重ねて、証券化商品の組成段階にお

リスクが発 生 し、それぞれにおいて適切なリスク管理

目先の手数料獲得 に走るばか りで十分な資産の査

が 求められるのは当然のことである。
｀
今後、サブプライムローンにとどまら長 クレジット

融資の段階)と く
証券化
定を怠っていたとすれば、く

いても、投資銀行や格付け会社 それぞれがこれまた

カー ドロース レパ レッジドローン等 クレジット市場全

の段階)の二段階にわたって歪みが発生していたこと
になる。 リスクとリターンのバランスが崩れて当然で

俸 へ と評価損 が拡大する可能性が高 く、その場合 に

あり、つまり、証券市場 において最も重要であるはず

は、金融機関 に不足するのは流動性ではなく自己資

の、価格メカニズムが十分機能していなかつたのであ

本 となり、必要 な対策 は中央銀行 による金融緩和で

る。

はなく内外ファンド (あるいは米国政府?)か らの追加

の部分 についても冷
功〉
しかし同時に、証券化の く

出資 とならぎるをえないであろう。 またより中長期的

利回り8%で
静 な議論が必要であろう。例 えば、く
ー
格付けBB8)と いう住宅ローンであれば、そのリタ
ン ・リスクを許容 。選好する限られた銀行 ・投資家

な金融機関のあり方を考えても、今回のクレジットパ
ブルの崩壊 によって、ここ数年 間重要 な収益源となっ
ていた、各種 ローンか らの資産担保証券 (ABS)や

そこから、
しか資金を提供することができない。しかし、

た業務は大幅な縮小が避 けらば 、 ビジネスモデル

利回り
利回り6%で A〉、〈
利回り3%で AAA〉 、く
く
・
12%で 格付けなし〉 という異なったリスク リターン

の再構築が必要 となるであろう。

特性をもつ3種 類の証券を作ることができれば、それ

3.証 券化の く
功罪)

ぞれのリスクを好む投資家を集めることができ、結果
的に、住宅 ローンのコストをSiき下げることができる。

LBO融 資 (買収フアンド向け融資)といつ
CDOの 組成、

注 1にあげた内閣府の報告書 は、このコスト削減効果
では、証券化そのものの問題 についてはどう考える

を金利約 1%分 と推計している。

べ きであろうか。証券化 によってリスクは分散化 され

また、証券化 が始まつた背景を振り返ると、伝統的

たとはいえ、そのことが逆 に、危機のグローバル化、不

な銀行融資のみに依存する経済 に戻ることも容易で

透明化を招 いたことは間違 いない。

ないことがわかる。米国では、 1980年 代からのSL

しかしながら、今回のサブプライム問題において問

途上国債務危機等を契機に、融資債権の証券
危機、

われるべき証券化の最も大きな く
罪〉は、証券化が

化が本格化 したのであり、日本では90年 代の銀行の

融資段階での規律を緩めることにつながった点であ
ろう。銀行が住宅 ローンを提供 しそのまま満期まで

機能停 止がきっかけとなった。銀行が融資を満期保

保有するのであれば、銀行は融資段階において慎重

スクや、短期の預金債務 と長期の融資債権をもつこ

有する従来型の金融 システムでは、融資先の倒産リ

生瀧

済醸
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とからの金利 リスクが非常 に大 きい。そして、それに

であろう。格付 けは、 債券の信用 リスクを簡単な記

よつて銀 行の資金仲介能力が低下すれば、経済全体

号 でわか りやすく示 した投 資家 向けサ ービスであり、

が麻癖することになる。 かつては金利は規制 され (そ
れによって大手銀行は超過利潤を確保し経営危機に陥つ

したがつて、株式 について証券会社が株価の見通 し
を予想 したレポー トを投資家 に提供するのと性格 的

た銀行を救済することもできた)、高度成長のもとで経済
全体のリスクは小 さく、万 一 の場合 には中央銀行によ

には同種のものである。それは、民間会社の一 つの
意見、対価 を受け取って提供 しているサー ビスの一つ

る救済も可能であった。 しかしながら今 日、日本 にお

にすぎ拭 当然 のことながら、結果的 に間違っている

いてもそうした条 件は失われてしまい、銀行 (ひぃては
中央銀行 ̀政府)が そうしたリスクを負うことは困難で

ことも珍 しくない。格付 け会社や担 当アナリストに多

ある。そのため、
銀行 を仲介者 とする預金 と融 資を一
つのルー トとしつつ、もう一 つの証券市場を通じた資
金仲介の必要性が唱えられてきたのである。

少のクセがあったり、対象業種が異なると整合的と言
えないケースカせ
あったりといったこともよく知られてい
る。 しかしながら、国際的 に活動 している格付け会社
は3社 しかなく、事実上その3社 の意見が 、市場で資

日本のバ カ レの例 を持ち出すまで もなく、伝統 的

金を調達する世界 中の会社の生 殺 与奪の権 を握っ

な銀行融資といえども、そのリスク判断が常 に慎重

ているといって も過言ではない。投資適格の下 限で

であるわけではない。そして、今 回サブプライム問題

あるBBBか ら転落すれば、資金調達 は極度 に困難と

が明らかにしたように、証券化市場 といえどもその価

なる。

格メカニズムがいっも円滑に機能するわけではない。
「
Yesか Noか 」ではなく、 一 つ一 つの経験 をPRkま
え

らないのはもちろんのことであるが 、それを利用する

た具体 的な検 討を重ねてい くほか ないのではないだ

投資家の側 にも、格付けも一 つの意見 にすぎないこと

ろうか。

を十分に理解するなど反省すべ き点は多い。証券化

格付け会社が極 めて大きな責任 を負わなければな

商品 は、裏付けとなる資産 (に貯 る格付け)をベース

4.格

付 けをどう見 るか

に新 たな証券 (新たな格付け)を 作 り出すわけである
から、
格付けを二重 二 重 に重ねることになる。格付け

そして、証券化商品の価格メカニズムにおし】
て極め

にズレがあれば、それ も二乗 二 乗されていくのである

て重要な役割を果たす格付けの失敗が、問題をさら
に深刻にした。証券化商品への当初の格付けが、相

から、証券化 を重ねた商品であるほど格付 けを利用
する側 も慎重 にならねばならないはずである。 しかし

関の認識等において適切でなかっただけでなく、その

実際 には、証券化 を重ねるごとにその裏付け資産 は

修正も市場の混乱をかえって助長 した。サブプライ
ムローンの延滞率の L昇 は、2006年 末には明らか
となり、07年 2月 には複数の住宅 ローン会社の破

見えにくくなり、投資家サイドで独 自にリスクを判断す

綻にまで至っていたにもかかわら女 関連商品の格下
げは行われなかった。しかし6月 になると、今度は広
範囲かつ大幅な引き下げが断続的に行われ、そのこ
とが格付け (したがって価格)へ の信頼を一気に失わ
せ、
売買が事実上ストップしてしまったのである。
しかしより構造的な問題 は、
格付けが、
形式上は民
間会社の私的な意見にすぎないにもかかわら式 事
実上 は独占的かつ公 的な役割を担っているという点
ユ8
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ることは難 しく、安易に格付けに依存する状況が生ま
れていたのである。
では、こうした問題 は、制度 的な改 革 によって解決
できるのであろうか。
一 つの選 択肢 は
格 付け会社 への公 的な規制の強
化であるが、それ は、一 歩間違えれば表現の自由に
抵触する可能性があるだけでなく、格付 けに公 的な
お墨付きを与えることにもつなが り、 かえって格付け
利用の歪みを拡 大 させかねない。 しか し、新 BIS規
制 における格 付けの重 視など、3社 が すでに 「
私的

な意見」 を超えた巨大な力をもつていることも歴然た

における支配的な地位を失っていない。記憶 に新 し

る事実なのである。

いlTバ カ レ崩壊 の際 には、単 に株価が暴落するだけ

格付けが、投資家 向けサー ビスであるにもかかわ

でなく、エ ンロン等 の粉飾決算、株式市場のインフラ

らずtそ の対価 (手数料)おS発行体 (ァレンジャー)か

であるべ きアナリストや監査法人の不工が次 々と明ら

ら支払われることも、格付けをめぐる古 くて新 しい難

かになった。米 国経済 を支える株 式市 場 の根幹 が

問である。証券を発行する側 は少 しで も高 い格付 け

崩れたと多 くの人が考えたので ある。 しかしなが ら、

を望み、格付け会社は少 しで も手数料が欲しい。 と

米 国 は、迅速 な金融 緩和 と減税、企業改革法の制

なれば、格付けが甘 くなるのは避 けられ或 結局投資
家が被害を受 けるのであり、根本的な利益相反が存

定等 によって景気後退 を短期 間で乗 り越 え、新 たな
プームを創 出することに成功 したのである。

在すると言 わぎるを得ない。他 にも、監査法人 への

では、 サププライム問題 もそのように克服できるの

監査手数料が決 算 を監査 してもらう会社 か ら支払わ

であろうか。

れ、あるいは取 引所の上 場 審査 手数料が審査され

本稿執筆時 (o8年3月上旬)でも、数多 くの懸念材
料 とその 一方での楽観論など様 々なことが論 じられて
いるが、ここでは論点の一 つ として、米国へのマネーフ

る当該会社 から支払われるのも、 これ と同じ構 図で
あり、監査や審査が廿 くなりやすいという問題を抱え
る。いずれも投資家へ のサー ビスなのであるから、投

ローの変化 を指摘 しておきたい。実 は、 ドルをどのよ

資家 から手数料を徴収できればそれが望 ましいので

うに支えるか 、米国の国際収支赤字をどのようにファ

あるが、
抜本的な解決の道は明 らかではない。

イナンスするかは、 1960年 代以降常 に、国際金融 に

市場 のインフラで ある格付 けの質を高 めてい くの

おける最 大 の課題 であ り続 けた。60年 代 には貿易

は、結局 は、格付け会社 と投資家 と規制の間の適切
な緊張感であり、まず はそれ を回復することが最 も重

黒字国 となった西 ドイツや 日本が外賃準備をドル預
金 し、70年 代 にはオイルマネーが、80年 代前半 に

要なことであるように思われる。

は日本の生命保険会社が米 国国債を買うことで ドル

5.ド ル の 没 落 が 始 ま った の か ?

は支えられてきた。 そして、 ITバ カ レ崩壊後 は、日本
の他、中国等のアジア諸 国 ・BRICS・ 資源大国等
の中央銀行が、輸出 によって稼 いだドルを市場介入

では、サブプライム問題 による世界経済の混乱 はど

で吸 い上 咲 米国の国債 ・政府機関債 に投資 してき

こまで大きくなるのだろうか。例えばジョージ ・ソロ
スは、今回の危機 は 「
過去 60年 間で最大の危機」
「
であり、 ドルに依存 した信用拡張時代の終 わ り」で

が ある種 の均衡を生み出し、 それが米国 の住宅 バブ

あると警告 している4。世界 的な恐 備 に至 る可能性

ルを支えていたのであるが、最近、そこに大きな変化

を懸念する声もあるが 、その前に、今 回の混 乱 が過 去
のドル危機やバカ レの周壊 とどのように異なるのかを
具体的に検討する必要があるであろう。
と言うのも、 「
米国経済 は終わった」 「ドルの没落
が始まった」といった主 張 は、 1971年 の 膨レショッ
クの際 にも、スタグフレー ションが昂進 した70年 代
末 にも、87年 のブラックマンデー の際 にも、そして

たのである。米国 の赤字を新興諸 国 の黒字がファイ
ナンスする 「
世界的不均衡 (グローバル・
ランス)」
イン ヾ

が生 じ始 めている。米国 と同盟 関係 にない国 々が運
用する政府系ファンドの台頭である。
現在の米国の赤字 をファイナンスしているのは、か
つてのような日本や西 ドイッ、サウジアラビアといった
米国の同盟国ばか りではない。中国、ロシス そして
インドやイランといった、米国 にモノ申すことのできる

2000年 か らのITバ ブル崩壊 の際 にも声高 くなされ

国際政治上 の大国が、政府系ファンドの運用 に乗 り
9。 11」やイラク戦争以降、中東諸国と
出している。 「

たからである。 しかし、いまだ米 国も膨レも世界経済

米国の関係も微妙 に変化 しつつ あり、それはオイルマ
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ネーの動きにも影響を及ぼすであろう。そして、ュー
ロという、ドルに代わりうる通貨 も誕生 している。その
一方で米国は、
今後 も変わらず巨額の対外債務 を抱
え続 けなければならないのである。
現在 は、各国政府系ファンドは、サガプライム問題
で苦しむ米国金融機 関 への 「
従順 な出資者」 として

《
注》
l ① 金融市場戦 略チーム (金融担当大 臣の私的
諮問機関)「第一次報告書」2007年 H月 30
日、②内閣府 『
世界経済の潮流』2007年 秋号、
2007年 12月 (第I章サブプライム住宅ローン間
題の背景と影響)、③還藤久佳 「
サブプライム関
題 の 現状 把 握 と将来 の 展 望 」 「財界 観測 』2008
年 1月 、④ 日本銀 行金融 市場局 「
金融市場 レポー

の地位に甘んじているが、その潜在的な政 治力は決
して小さくない。 これは、数年前 までは存在 しなかっ
た、米国経済 にとっての大きな脅威 と言 ってよいであ
ろう。
ドルの買い支えが多少細 っても、そのことが直ちに
国際通貨 としての ドルの地 位 を脅かすとは思 えない
が 、ドルの下落 は石油等一 次産 品のドル建て価格の
上昇を招き、インフレー ションとして米国 に跳ね返っ
て来ぎるをえない。 その時 には、米国は、住宅バ カ レ

トー 2007年 後 半 の 動 き― 」2008年 1月 (第 2
章サブプライム住 宅 ロー ン問題 と国藤金融 市場 の
混乱)、⑤ 江川 由紀 雄 『サブプライム問題 の教訓 J
商事 法務 、2008年 、等じ本 稿 もこれ らに負 うと
ころが 多 い。
2 拙 稿 「
サブプライム問題 とファンド資本主義」本誌
129号 、 2007年 10月 号。
3 メ リル 等が スーパ ー シェァ格 付 けの CDOで 巨額
の評価 損を抱 えたのは、 以下のような経 緯 による
と推測 され る。サブプライムローンを裏付 けとする
RMBSの うち BBB程 度の格 付 けの ものは、投資

崩壊 による景気後退 とインフレに同時 に襲われるの

家 を集めにくく、再 証券 化 (CDOの 組成)さ れ る
ことが多かった。 そこで も高いリターンを求める投

であり、それへの対処を誤ることがあれば、ソロスの

資家 が多 く、理 屈 上 AAAを 上 回 る格 付 けとなる
ものの利 回 りの低 いスーパ ーシェァ部分 は、CD0
組成 におけるいわば 「
残 り洋」 とな リアレンジャー
がそのまま保 有 した。手 数料収 入の獲 得 を日指 し
て多 くの条 件 をこなせ ↓
良 「
副製 品 」 の保有頼 も大
きくなり、 それ をポジション保 有 によるリター ン追

警告も現実味を帯びてくることになるであろう。 ■

求が後 押 しもしたと思 われ る。 サブプライムローン
の延滞 率 が上 昇 してくると、 当初 は CDOの 低 格
付け部分 に よる損 失 負担で収 まっていたが、やが

4
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て CDOの 裏付 け資産 である BBB tt RMBSの 全
額が製 損する可能 性 が 現れ、 そうなると、RMBS
の「
上澄み部分」 だけを集 めたスーパ ーシェァとぃ
えど評 価損 を計上せ ぎるをえな くなったのであるぃ
Ffrlanげar rimes,January 23,2008.

