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米国住宅市場に端を発した金融危機は、世界各地で金融機関が経営危機に陥り、

株価が大幅に下落するなど大きな広がりを見せ、世界経済は大規模な景気後退に直

面している。我が国経済は 90 年代後半以降、バブル崩壊とその後の危機対応・再生

過程を経験した。与謝野大臣の下で開始された「バブルの発生・崩壊研究(注)」をも

踏まえ、その経験から得られる金融危機対応への教訓は以下のとおりである。 

（注）経済社会総合研究所で平成18年7月から開始され、現在進行中にある「四半世紀の日本経

済とマクロ経済政策に関する研究－バブルの発生・崩壊からデフレ克服まで」 

 

なお、来る11月15日の金融サミットにおいては、こうした我が国の教訓を各国の参

考に供するとともに、世界的な金融危機と実体経済悪化の悪循環を防ぎ、アジア諸

国への影響を緩和するため、最大限のイニシアティブを発揮すべきである。 

 

 

１． 危機対応の現況 

 

   リーマンブラザーズの経営破綻以降、欧米の金融機関は、（１）不良債権を含め

た財務状況に対する疑念から、取引相手への信頼を失った状態に陥っており、（２）

流動性の不足が生じているほか、（３）自己資本不足が懸念される状況が生じてい

る。こうした状況下、多くの国で以下の政策措置が採用されている。 

  ・ 不良債権の評価については、市場が存在しなくなってしまった資産の存在や、

資産の投売りで価格が正常な市場価格から乖離しているという理由から、国に

よっては、時価会計の運用を弾力化する措置も議論されている。 

  ・ 相互不信に関しては、金融機関の負債（預金及び銀行間取引債務）に対する

政府の保証が行われている。 

  ・ 流動性の不足に関しては、担保の範囲の拡大や信用供与の期間延長など、各

国中央銀行は大量の流動性を提供している。とりわけドルについては、スワップ

協定に基づき、上限のない資金供給を行っている。 

・  金融機関の自己資本不足に関しては、公的資金による資本注入が行われて

いる。 

・ 預金保護について、上限額の引上げや全額保護が行われている。 
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２．  日本の経験に基づく教訓 

 

   こうした措置について、バブル崩壊後の日本の経験を振り返ると、以下の点が指

摘できる。 

 

Ａ．当面の危機対応 

 

（１） 不良債権の評価と買取 

  ① 不良債権については、市場価格を重視した透明な基準に基づく査定をできるだ

け迅速に行い、正しい数値情報を早期開示するとともに、市場や買入機関への

売却により可能な限り早期に金融機関のバランスシートから切り離すことが重

要である。 

日本では、金融機関の情報開示が不十分だったこともあり、その正確な把握

に時間を要し、問題解決を遅らせた。なお、不良債権をバランスシートから切り

離すことができない場合でも、十分な引当を行うことが必要である。 

 

② 不良債権の買入機関による買入価格は納税者の理解が得られる透明性の高

い方法により定められる必要がある。 

日本では、金融庁による厳格な査定、日本銀行による考査により、全ての金融

機関について同基準で、市場価格を重視する形で損失と必要な資本注入額を

把握することができた。なお、時価会計を全面凍結することは、時間稼ぎにはな

っても、損失を減らすことはできず、かえって実態を覆い隠すことで投資家や取

引相手の疑念を高め、問題解決を長引かせるリスクがある。 

 

（２） 資本注入 

① 公的資金による資本注入については、金融機関の保有資産を正確に把握し

た上で、可能な限り納税者の理解を得られる形で注入すべきである。 

日本では、１９９６年の住専処理に係る財政資金投入で納税者の反発が強かっ

たこともあり、資本注入の取組までに時間を要した。１９９８年に健全な銀行に対

し、申請ベースで、一律資本注入を行ったが、金融機関の保有資産を正確に把

握することなく行われたため、金融を安定化させる上ではあまり有効ではなかっ

た。 

後年の資本注入が成果を挙げたのは、資産査定の厳格化と状況に応じて経

営責任の明確化を徹底し、不良債権の削減目標を定めて思い切った不良債権

処理を促したことによる。また、政府に銀行を閉鎖・国有化（特別公的管理）する

権限を与えたことも寄与した。ただし、国有化の下での銀行経営は、費用と負担

がかかるものであったことも留意すべきである。 

 

② 破たん前の金融機関への資本注入に当たっては、信用収縮の悪影響を最小

限に止めるようにすべきである。 
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日本では、資本注入に当たって、経営健全化計画を提出させ、信用収縮の

悪影響を受けやすい中小企業への資金繰りに配慮するよう、条件を付けた。資

本注入の多くは、優先株の購入であったが、配当が支払われない場合には政府

に議決権が与えられることになっていた。 

 

（３） 流動性供給 

○ 流動性供給については、市場操作を担当する中央銀行と、金融機関の健全

性維持を担当する省庁・中央銀行の部局との連携を密にした上で、大胆かつき

めの細かい対応をとることが求められる。 

１９９７年に三洋証券がマネーマーケットで破綻して以降、日本では、日本銀

行が、ABCP 等リスクのある資産の買取りを行うなど、大量かつきめの細かい流動

性供給を行った。 

 

（４） 預金保護 

○ 市場がパニックに陥りそうな場合、金融機関が金融仲介機能を維持できるよ

う、預金者及び取引相手の金融機関が銀行から資金を引き出す行動を抑止す

る措置が必要になる。 

    日本では、１９９６年から２００２年３月の間、預金の全額保護を行なった。流動

性預金については、決済システムの安全性を確保する上で重要であるとの観点

から２００５年３月まで保護した（注）。また、銀行間取引の債務についても、大手証

券会社の破綻が相次いだ１９９７年１１月に、当時の三塚大蔵大臣は、マネーマ

ーケットで再び破綻が生じないよう、「預金等の全額を保護する」との声明を出す

など、政府のコミットメントを明確にした。また、金融機関の破綻の際には、経営

陣を入れ替える金融整理管財人をおき、受け皿金融機関を事前に準備した。 

    （注）2005 年 4 月以降も、「決済用預金」については全額保護を行っている。 

 

（５） 株式買取り 

 ○ 時限的に株式を買い取るなど、株価下落が金融システムに及ぼす影響を緩

和することも考えられる。 

2002 年 1 月に創設された銀行等保有株式取得機構は、2006 年 3 月にかけて、

総額 1 兆 6,000 億円の株式買取を実施した。 

また、日本銀行は、金融機関経営における保有株式の価格変動リスクを軽減

するために、2002 年 11 月より 2004 年 9 月までの間、総額２兆円規模の株式買

入を実施した。 

 

Ｂ． 実体経済への波及と悪循環を食い止める 

 

（１） 金融部門の不安定化と景気後退の悪循環を止めるためには、世界の景気後退

が一層深刻化することを食い止めるよう財政金融政策の適切な運用が求められ

る。 

3



 

（２）  不良債権は、単なる処理で終わらせず、事業の再構築に繋がるよう企業再生と

の一体的な処理を図ることが望ましい。 

日本では、整理回収機構が金融機関から不良債権を買い上げるとともに、産業

再生機構が、時限を設けて短期間に集中して、金融機関等から支援対象企業向

け債権を買い上げ、債務・株式スワップなどを活用して事業の再構築、企業再生を

図った。金融機関の不良債権及び借り手の過剰債務が同時に解消されることによ

って初めて 終的な解決がなされることに留意すべきである。 

（注）ただし、今回の世界的金融危機では、証券化商品の価格下落に伴う損失処理が主体

となっているという点で、その処理プロセスはより複雑であることに留意すべきである。 

 

 

（参考１） 

  我が国の金融危機時の主な対応策  

          （平成 20 年 9 月末；億円） 

  投入実績等 回収等累計額等 

  預金保険機構による投入 （注 1） 470,603 318,179    

  不良債権買取* 97,759 95,960  
  

 資本注入 124,274 105,392   
 

    破綻処理（預金保護等） 188,677 68,239 （注 2）  

    その他（銀行国有化等）*  59,893 48,587    

  日本銀行による株式買取 20,180      

        小 計 490,783 318,179    

  中小企業への特別信用保証 289,436 （注 3）    

  産業再生機構への政府保証 100,000 （注 4）    

        合 計 880,219      

（参考）ピーク時の不良債権残高（全国銀行、金融再生法開示債権、14 年 3 月末)・・・432,070 億円 

  （14 年度名目 GDP 比 8.5%）     

    不良債権処理額（全国銀行、4～20 年 3 月末までの累計)・・・989,526 億円   

（注 1）財源は、金融機関から徴収した預金保険料、政府保証を付した機構の借入・債券発行

及び交付国債（注 2 参照）。 
 

（注 2）機構が 20 年 3 月末までに金融機関から徴収した預金保険料。なお、104,326 億円に  

   ついて交付国債（13 兆円）の償還により手当て（国民負担として確定）。   

（注 3）保証実績。10 年に 20 兆円、11 年にさらに 10 兆円の保証枠を設定。枠設定に当たり、 

1 兆 4,500 億円を国費負担。 

（注 4）保証枠。国費投入額は、ゼロ。18 年 4 月に政府保証枠は 3 兆円に減額。   

*印は 20 年 3 月末のデータ。  
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 （参考２） 「四半世紀の日本経済とマクロ経済政策に関する研究 

－バブルの発生・崩壊からデフレ克服まで」プロジェクト 

 

１．趣旨 

（１） 我が国におけるバブル発生と崩壊、その後の「失われた 10 年」を経て現在に至

る経験は、我が国のみならず世界の経済史においても稀な経験であり、貴重な教

訓に富むもの。 

（２） この間の経済政策の流れを事実に即して記述し、学術的観点から点検・評価し

て、反省・教訓を後世に伝えることの歴史的意義に鑑み、平成 18 年 7 月に与謝野

馨経済財政政策担当大臣（当時）の発案・指示の下、内閣府経済社会総合研究

所にて研究に着手。 

 

２．概要 

（１） 内外の第一線の研究者 100 名以上を動員して研究を実施。 

① 研究会 

香西泰氏（日本経済研究センター特別研究顧問）を主査とする研究会、及び

その下に 10 の分科会・ワーキングチームを設けて、検討。 

研究会                   （主査：香西泰 日本経済研究ｾﾝﾀｰ特別研究顧問） 

     ○マクロ経済・ＴＦＰ・産業構造・ＩＴ分科会       （座長：深尾京司 一橋大学教授） 

     ○金融政策・物価分科会                    （座長：吉川洋 東京大学教授） 

     ○国際環境分科会                         （座長：伊藤元重 東京大学教授） 

     ○不良債権・銀行政策・土地政策分科会       （座長：堀内昭義 中央大学教授） 

     ○財政政策・社会保障分科会                （座長：井堀利宏 東京大学教授） 

     ○労働市場・所得分配分科会                （座長：樋口美雄 慶応義塾大学教授） 

     ○規制緩和・構造問題分科会                （座長：寺西重郎 日本大学教授） 

     ○歴史分科会                             （座長：寺西重郎 日本大学教授） 

     ○歴史記述ワーキンググループ               （座長：小峰隆夫 法政大学教授） 

     ○オーラルヒストリー･ワーキンググループ       （座長：御厨貴 東京大学教授） 

② 国際共同研究・コンファレンス 

世界的に著名な学者が参加して国際共同研究を行うとともに、米コロンビア大

学やサンフランシスコ連銀での国際コンファレンスを開催するなど、内外の知見を

結集。 

○ニューヨーク・ワークショップ        20 年 3 月（米コロンビア大学） 

○サンフランシスコ・コンファレンス    20 年 12 月（米サンフランシスコ連銀；予定） 

 

（２） 研究成果を、100 テーマを超える論文・インタビュー録、関連資料に集大成し、21

年秋以降に公表の予定。コンファレンスの成果は、米ＭＩＴプレスより出版予定。             
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日本の経験－バブル崩壊後の危機対応
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