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改めてサブプライムローン問題を考える 

 
深刻化するサブプライムローン問題 

新聞の経済面でサブプライムの文字を見ない日はない。今やそのせいで世界経済が同時不

況に陥るのではないかという不安が高まっている。サブプライムの問題は住宅不況という実

体経済の問題というよりも、優れて金融の問題だと言える。今回は改めてこの問題を整理し

ておこう。 
アメリカでは住宅ローン債権の大半が売却されてしまう。元来、この債権の購入者はファ

ニーメイやフレディマックなどの機関が中心だったが、サブプライムローン債権を積極的に

購入したのは商業銀行や投資銀行（証券会社）であった。彼らは、購入した大量の住宅ロー

ン債権を束にして証券化し、その証券（住宅ローン担保証券、RMBS）を世界中の投資家に

売って手数料を稼ぐという「証券化ビジネス」を行ってきたのである。ウォールストリート

の名だたる金融機関がこのビジネスに参入して大きな利益を計上してきた。 
 

図 1 サブプライムローンの証券化の構図 
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相対的に金利の高いサブプライムローン債権を使って RMBS を組成する場合、元がサブプ

ライムであるだけに、この証券に格付けを与えるとすれば AAA はとても付けられないだろ

う。しかし世界の投資家の多くは AAA でないと買わない。そこで一つの工夫がなされた。

何千という、あるいは万を超える債権を束ねて作った RMBS を、優先・劣後の色分けをした
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上で売却するのだ。サブプライムローンの借り手が支払う元利金は RMBS の優先部分の買い

手にまず支払われる。したがって将来の延滞や破たんの起こり方次第では、劣後部分を買っ

た投資家の証券は紙くずになってしまう可能性もあるわけだ。 
こうした工夫によって、RMBS は大雑把に言えば「全く安全な部分」と「非常に危ない部

分」と「グレーな部分」の 3 つに分けて販売されることになる。それぞれ、シニア、エクイ

ティ、メザニンとも呼ばれる。おかげで、元はサブプライムローン債権であっても、シニア

部分は AAA の格付けを得ることができるのだ。エクイティ部分には格付けすらつかないが、

メザニン部分には A 格から C 格までさまざまな格付けが付与される。 
 
証券化が可能にした錬金術 
言うまでもないが、RMBS のシニア部分に与えられる利回りは相対的に低い｡そうなると、

「AAA であることは必要だが、もっと高い利回りがほしい」と言い出す投資家が増えてくる。

そこでもう一工夫して生み出されたのが債務担保証券（CDO）だ。 
これは多くの RMBS のメザニン部分ばかりを集めて組成される。メリルリンチが実際に行

った取引例を見てみよう。この例では、RMBS の BBB 部分ばかりを 15 億ドル集めて CDO
が作られている。このとき、集めてくる RMBS はできる限り相互に独立したものが望ましい。

たとえば、フロリダのサブプライムローンで作った RMBS とカリフォルニアのサブプライム

ローンで作った RMBS は相互に独立している。つまり、前者のローンで破たんが増えたとし

ても、そのせいで後者のローンの破たんが増えることはないという意味だ。 
 

図 2 債務担保証券（CDO）組成の実例 
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さて、こうして集めたメザニン RMBS に優先劣後の色分けを付けることによって、AAA

が付与されるシニア部分が 11 億 2500 万ドル作り出されている。格付けすらない劣後部分を

5000 万ドル作るのがミソだ。元はすべて BBB であったものの 75％がなぜ AAA に変わるの

か、騙されたような気にもなるが、ムーディーズや S&P などのしかるべき格付け機関が付

与した格付けがそうなのである。 
ところが原債権であるサブプライムローンの延滞率がすでにかつてない水準まで急上昇し

ている上に、今後一段と上昇するのは必至というのが今の情勢だ。これを受けて格付け機関

が一斉に RMBS や CDO の格付けを見直した。前頁のメリルリンチの例では、AAA が与え

られていた 11 億 2500 万ドルの部分が一気に B にまで引き下げられている。フィッチ社によ

れば、それぞれの格付けが意味する破たん（デフォルト）確率は、AAA が 0.061％、B が 9.432％
だから、破たんの可能性が 150 倍以上（＝9.432／0.061）高まったことを意味する。CDO
の価格は暴落し、全く買い手がいなくなってしまったのである。 
 
資金繰りに行き詰った金融機関 
では証券化一次商品ともいうべき RMBS や二次商品の CDO に投資していたのは誰だった

のだろうか。ここで登場するのが欧米金融機関傘下の SIV（投資目的のペーパーカンパニー）

だ。中でも、最も多く SIV を作っていたのがシティグループである。SIV は本体とはバラン

スシートが切り離されている（オフバランス化されている）ことが金融機関のメリットであ

る。この SIV は、買った CDO を担保に短期金融市場で CP（コマーシャルペーパー）を発

行して資金を調達、そのお金で CDO を買い、それを担保にさらに CP を発行し・・・と、

どんどん資産を拡大してきた。そのあげくに CDO が暴落したのである。 
長期保有する CDO に対して、CP は最長でも 9 ヶ月程度の調達手段だから、これまでは繰

り回しでつないできた。しかし相場の激変を受けて、従来 CP を買ってくれていた投資家が

当然ながら繰り回しに応じてくれなくなったのである。そこで SIV は CP のバックアップ契

約を結んでいた銀行に肩代り融資を仰ぐことになるのだが、今度は銀行がインターバンク市

場（銀行間市場）で資金調達ができなくなる事態が生じた。これを放置すれば銀行が資金繰

り倒産しかねないということで、中央銀行が出動する事態にまで至ったのである。 
結局、ウォールストリートの金融機関は、証券化ビジネスで不良在庫（住宅ローン債権や

それらの証券化商品）を抱えて大損するとともに、投資ビジネス（SIV など）でも大きな傷

を負ったのだ。たとえばシティグループは、オフバランス化していた SIV を結局本体に取り

込まざるを得なくなり、その結果、バランスシートに計上した CDO の巨額の評価損を出し

ている。銀行も、自ら資金繰りに窮することに加えて、問題を抱えた金融機関に融資してい

る以上大幅な引き当てを計上せざるを得ず、その面からも収益や自己資本の減少に直面して

いるのである。 
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大きく揺らいでいるモノライン会社の信用 
問題をさらに複雑かつ深刻なものにしているのがモノラインの苦境である。モノラインと

は一種の保証を行っている業態の名称だが、本来は地方債の信用保証を主たる業務としてき

た。個々のモノライン会社は AAA の格付けを取得している。AAA の格付けを持つ会社に保

証された地方債にも高い格付けが与えられ、低いコストで発行できるというメリットがあっ

たのである。 
ところが、このモノライン会社が CDO の保証まで行うようになったのである。その CDO

がデフォルト（支払い不能）に陥ると保証の実行が迫られる。金額が嵩めばモノライン会社

の資本が減少するから、これらの会社の格付けが見直されることにもなるわけだ。実際に、

格付けの引き下げが行われると、モノライン会社が保証していた地方債や CDO の格付けも

当然下がる。CDO の評価額がさらに低下すれば、一段の評価損の計上を余儀なくされる金融

機関が増加するのは言うまでもない。 
それだけではない。地方債の格付けが下がると売却を余儀なくされる投資家が多く出てく

るから、地方債の価格までが大きく下落する可能性がある。また地方債を保有している多く

の銀行は、それに見合った自己資本を積んでいるが、地方債の格付けが下がってしまうと、

従来の数倍の自己資本の積み増しが求められることにもなる。非常に厄介なのである。 
実際、一部のモノライン会社の格付けがすでに引き下げられたが、その過程では株価が大

きく下落した。今後モノライン会社の業績が一段と悪化することになれば、事態がスパイラ

ル的に悪化する可能性もあると言わざるを得ない。 
 

希望的観測 
結局金融面から見たサブプライムの問題は、甘いリスク評価の下で証券化（組成と投資）

ビジネスが行き過ぎたことが、金融機関の経営を揺るがせていることだと言える。今の危機

の広がりと深度が進みすぎると、広義の証券化ビジネスが機能不全に陥り、お金が回るべき

ところに回らなくなる可能性もある。 
今後もサブプライムを元にして生み出された証券化商品の価格下落が止まらない限り、金

融機関の資本の毀損も止まらない。しかしそのことが明らかであるだけに、金融当局がみす

みすそうした事態の進行を座視することは考えにくいとも言える。必ずしも公的資金を使う

ということではなく、様々な手段を使って、とくに目先はモノライン会社の資本増強を図っ

てくると思われる。 
結果として、個々の金融機関が破たんしたり、経営の主体が交代したりするような事態は

ありうるとしても、金融システムが危機に陥ることにはならないのではないだろうか。近い

うちに、この問題は最悪期を脱することが期待される。 
 
 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト  

兼 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 調査部長 五十嵐敬喜） 
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ＭＵ投資顧問株式会社 

登録番号 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商） 第 313 号 

社団法人日本証券投資顧問業協会会員 
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町３－２－１５ 

電話 03-5202-1801 

*この資料は、三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング㈱とタイアップし、同社調査部の作成し
た経済レポートを中心に掲載しております。本資料の記載内容の一部を引用あるいは転
載される場合には、必ず｢ＭＵ投資顧問株式会社 資料より｣と明記してください。 
*本資料に含まれている経済見通しや市場環境予測は、必ずしも当社の見解を示すもの
ではありません。内容はあくまでも作成時点におけるものであり、今後予告なしに変更され
ることがあります。 
*本資料は情報提供を唯一の目的としており、何らかの行動ないし判断をするものではありま
せん。また、掲載されている予測は、本資料の分析結果のみをもとに行われたものであり、予
測の妥当性や確実性が保証されるものでもありません。予測は常に不確実性を伴います。本
資料の予測・分析の妥当性等は、独自にご判断ください。 
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