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世界金融危機の発生・拡大及び政策対応の推移

月 日
2007年

出

年初以降

来

事

アメ リカ で住 宅ロ ーン 会社 の破 たん が生 じる

8月 1日

ドイ ツの ＩＫ Ｂ産 業銀 行が ドイ ツ復 興金 融公 庫か ら資 金支 援を 受 けた 旨公 表さ れる

8月 9日

フラ ンス 大手 銀行 ＢＮ Ｐパ リバが傘 下フ ァン ドの 償還 を凍 結
ＦＲ Ｂ及 びＥ ＣＢが緊 急資 金供 給

金
融
市
場
の
混
乱

9月 14日

2008年

英国 大手 住宅 金融 ノー ザン ロッ ク銀 行で 取付 け騒ぎ発 生（ その 後 08年 ２月 17日 に一 時国 有化 ）

12月 12日

欧米 ５中 央銀 行に よる 新た な資 金供 給策

3月 11日

欧米 ５中 央銀 行に よる 資金 供給 策の 拡充

3月 16日

アメ リカ 大手 投資 銀行 ＪＰ モル ガン が同 投資 銀行 ベア スタ ーン ズ を買 収
ＦＲ Ｂが プラ イマ リー ・デ ィー ラー向け 貸出 制度 を導 入

7月 13日
9月 7日
9月 15日

アメ リカ 政府 ・Ｆ ＲＢ がＧ ＳＥ ２社 （フ ァニ ー・ メイ、フ レデ ィ ・マ ック ）に 対す る支 援策 を発 表
アメ リカ 政府 が政 府系 住宅 金融 機関 （Ｇ ＳＥ ）へ の救 済策 を発 表
アメ リカ 大手 投資 銀行 リー マン・ブ ラザ ーズ が破 産申 請
アメ リカ 大手 商業 銀行 バン ク・ オブ ・ア メリ カが 同投 資銀 行メ リ ルリ ンチ を買 収

9月 16日

ＦＲ Ｂが アメ リカ 大手 保険 会社 ＡＩ Ｇに 資金 融資

9月 18日

日米 欧６ 中央 銀行 によ る資 金供 給策 発表

9月 19日

アメ リカ 政府 が不 良資 産の 買取 りを 含む 金融 シス テム 安定 化 策を 発表

9月 21日

ＦＲＢがアメリカ大手投資銀行ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの銀行持株会社への転換を承認

9月 22日

Ｇ７ が国 際金 融市 場の 動揺に関 する 声明 を発 表

9月 29日

アメ リカ 下院 が緊 急経 済安 定化 法案を否 決
ベネ ルク ス３ か国 がベ ルギ ー・ オラ ンダ 系大 手金 融フ ォル ティ ス に公 的資 金を 注入

9月 30日

フラ ンス 、ベ ルギ ー、 ルク セン ブル グの ３か 国が フラ ンス・ベ ル ギー 系大 手銀 行デ クシ アに 公的 資金 を注 入

10月 3日

アメ リカ で緊 急経 済安 定化 法が 成立

10月 6日

アイ スラ ンド 政府 が非 常事 態を 宣言 し、 民間 銀行 を政 府管 理下 に 置く 法律 を制 定

10月 7日

ＦＲ Ｂが コマ ーシ ャル ・ペ ーパ ー買 取制 度の 導入 を発 表

10月 8日

英国 政府 が銀 行部 門支 援策を発 表
欧米 ６か 国の 中央 銀行 が協 調利 下げ

10月 10日

Ｇ７ にお いて 行動 計画 を発 表

10月 12日

ユー ロ圏 首脳 会議 で欧 州に おけ る行 動計 画に つい ての 宣言 を発 表
アメ リカ 大手 商業 銀行 ウェ ルズ ・フ ァー ゴに よる 同商 業銀 行ワ コ ビア の買 収を ＦＲ Ｂが 承認

金
融
危
機

10月 13日

英国 政府 が大 手金 融機 関３ 行に 総額 370億ポ ンド （約 ５兆 円） の資 本注 入を 発表

10月 14日

アメ リカ がＧ ７行 動計 画実 施の ため の措 置（ 資本 注入 等） を発 表

10月 17日

ドイ ツで 金融 市場 安定 化法が成 立

10月 20日

フラ ンス 政府 が大 手金 融機 関６ 行に 総額 105億ユ ーロ （約 1.2兆円 ）の 資本 注入 を発 表

10月 21日

ドイ ツの バイ エル ン州 立銀 行（ 州立 銀行 ２位 ）が 初の 資本 注 入を 政府 に申 請

10月 29日

欧州 委員 会が 加盟 国向 けの 特別 融資 枠拡 大等 の金 融支 援策 を発 表
新興 国の ドル 資金 流動 性を 確保 する ため 、Ｉ ＭＦ 、Ｆ ＲＢ が資 金 供給 策を 発表
ＦＲ Ｂが 韓国 、ブ ラジ ル、 シン ガポ ール 、メ キシ コの 中央 銀 行と 通貨 スワ ップ 協定 を締 結

11月 3日

ドイ ツの コメ ルツ 銀行 が資 本注 入を 政府 に申 請

11月 5日

ドイ ツ政 府が 500億 ユー ロ （約 5.9兆 円） 規模 の経 済 対策 を発 表
ＩＭ Ｆが ウク ライ ナに 対す る164億 ドル （約 460億 円） 規 模の 融資 を承 認
（そ の後 ハン ガリ ー、 アイ スラ ンド 、パ キス タン 等に 対し て融 資 を承 認）

2009年

11月 10日

アメ リカ 政府 がＡ ＩＧ に対 する 支援 拡大 を発 表

11月 15日

金融 ・世 界経 済に 関す る首 脳会 合に おい て宣 言を 発表

11月 23日

アメ リカ 政府 が大 手商 業銀 行シ ティ グル ープ に対 する 支援 策（ 資 本注 入及 び保 有資 産の 政府 保証 ）を 発表

11月 25日

ＦＲ Ｂが 最大 8,000億ド ル （約 74兆 円） の新 たな 金融 市場 対策 を発 表

12月 19日

アメ リカ 政府 が自 動車 メー カー への 支援 策（ 最大 174億ド ルの 融資 ）を 発表

1月 16日

アメ リカ 政府 がバ ンク ・オ ブ・ アメ リカ に対 する 支援 策（ 資本 注 入及 び保 有資 産の 政府 保証 ）を 発表

1月 19日

英国 政府 が金 融シ ステ ム安 定化 の追 加政 策を 発表

1月 21日

フラ ンス 政府 が大 手金 融機 関６ 行へ の追 加資 本注 入を 発表

1月 28日

英国 政府 が追 加の 金融 安定 化策を発 表

2月 10日

アメ リカ 財務 省が 金融 安定 化策を発 表

2月 17日

7,872億ド ル（ 約72兆 円） 規模 の経 済対 策（ アメ リカ 経済 再生 ・再 投資 法） が成 立

2月 18日
2月 25日
3月 5日

アメ リカ 政府 が金 融安 定化 策の うち 、住 宅所 有者 への 支援 を含 む 住宅 対策 を発 表
ドイ ツ金 融機 関の 国有 化法 案を 閣議 決定
ＦＲ Ｂが 金融 機関 に対 する スト レス テス トの 実施 を発 表
イン グラ ンド 銀行 が中 長期 の英 国債 購入 を含 む資 産買 取の 実施 を 発表

3月 18日

ＦＲ Ｂが 最大 3,000億ド ル （約 29兆 円） 規模 の米 国債 買取 りの 実施 を発 表

3月 23日

アメ リカ 政府 が不 良資 産買 取り のた めの 「官 民投 資プ ログ ラム 」 につ いて 公表

3月 30日

アメ リカ 政府 がＧ Ｍ及 びク ライ スラ ーの 存続 可能 性に 関す る決 定 を発 表

4月 2日
4月 30日

第２ 回金 融・ 世界 経済 に関 する 首脳 会合 にお いて 首脳 声明 を発 表
アメ リカ 政府 がク ライ スラ ーの 破産 法申 請及 びク ライ スラ ーへ の 支援 を発 表

5月 7日

ＥＣ Ｂが カバ ード ・ボ ンド （金 融機 関が 発行 する 担保 付債 券） の 買取 等を 発表

5月 7日

ＦＲ Ｂが 主要 19行 に対 する スト レス ・テ スト （健 全性 審査 ） の結 果を 発表

5月 11日
6月 1日

ドイ ツ政 府が 金融 機関 から 不良 資産 を分 離す るた めの バッ ド・ バ ンク を創 設す る案 を発 表
ＧＭ が連 邦破 産法 第11条の 適用 を申 請
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不良債権買取

- 16 -

○総額400億ユーロ（約5.1兆円）の
資本注入枠を創設。

・コメルツ銀行 182億ユーロ
・アーレアル銀行 ５億ユーロ

※ＲＢＳに対しては、必要に応じて60億ポン
ドの追加注入を実施することとされている。

・ＲＢＳ 3,250億ポンド
・ロイズ 2,600億ポンド

保証資産額：5,850億ポンド
（約84兆円）

―

・ＲＢＳ 330億ポンド
・ＨＢＯＳ 115億ポンド
・ロイズ 55億ポンド

―

○「資産保護スキーム」によ
り、金融機関の保有資産（資
産担保証券等）に対して政
府保証を実施。

資本注入（発表額）：合計500億ポン
ド（約7.2兆円）

債務の保証

―

―

※なお、ヒポを念頭に金融機
関の国有化を可能にする法
律を制定。

―

―

○変更なし。
現行は、７万ユーロ（約
900万円）。

○預金の全額保護を実
施。実施前の法定保護上
限は預金の90％（２万
ユーロ（約260万円）を上
限）。

護。

○政府が金融機関が新 ○ＢＯＥがＣＰ、社債、中長期の英国債 ○預金保護の上限を３万
規に発行する債務を保 の購入を含む資産買取制度（ＡＰＦ）を発 5,000ポンド（約500万円）
証。
表。
から５万ポンド（約720万
円）に引上げ。
事業規模：2,500億ポンド 買取規模：1,250億ポンド（約18兆円）
（約36兆円）

事業規模：3,200億ユーロ
（約41兆円）

○政府が銀行間取引に
対して、債務を保証。

○政府等がヒポ・レアル・ ○政府が銀行間取引に
エステートに対して融資 対して、債務を保証。
を実施。
事業規模：4,000億ユーロ
融資額：500億ユーロ（約 （約51兆円）
6.4兆円）

買取規模：最大3,000億ドル（約29兆円）

買取規模：最大１兆4,500億ドル（約138
兆円）
○ＦＲＢが長期国債の買取実施を発表。

○ＦＲＢによるＧＳＥ債及びＧＳＥ保証の
ＭＢＳを買取るプログラムを創設。

貸出規模：最大１兆ドル（約95兆円）

○ＦＲＢが消費者・中小企業向けローン
を担保とするＡＢＳの保有者に対して貸
付を行う制度（ＴＡＬＦ）を創設。

※09年5月13日時点

預金保護
○ＦＲＢによるＣＰ買取制度（ＣＰＦＦ）、Ｃ ○預金保護の上限を10
Ｐを買い取る金融機関等への融資制度 万ドル（約950万円）から
（ＡＭＬＦ及びＭＭＩＦＦ）を創設。
25万ドル（約2,380万円）
に引上げ。
ＦＲＢのバランスシート上のＣＰ残高：
1,632億ドル（約15.5兆円）
○決済用預金の全額保

特定資産の買取

金融市場の機能回復

（備考）1．各国政府、中央銀行等の公表資料より作成。
2．このほか、ＥＣＢがカバード・ボンド（金融機関が発行する担保付債券）の買取りを実施することを発表（買取規模は600億ユーロ(約7.7兆円)）。

英国

―

○総額500億ポンド（約7.2兆円）の資
本注入策を発表。

総額105億ユーロ（１回目）
総額110億ユーロ（２回目）

資本注入（発表額）：合計215億ユー
ロ（約2.8兆円）
フランス ・大手金融機関６行

ドイツ

○「金融安定化法」に基づき、800億 ○不良債権を金融機関
ユーロ（約10.2兆円）の資本注入枠 から切り離すための「バッ
ド・バンク」の創設を盛り
を確保。
込んだ法案を発表。
資本注入（下記２行の発表額）：187
億ユーロ（約2.4兆円）

※必要に応じ政府による資本注入が実施
される見込み。

―

・シティ・グループ（追加分） 200億ドル
・バンク・オブ・アメリカ 1,180億
・バンク・オブ・アメリカ（追加分） 200億 ○ＦＲＢがＡＩＧの不良資 ドル
ドル
産を買い取るＬＬＣに対す

アメリカ ○大手金融機関19行に対し、ストレ る融資を実施。
ステストを実施し、その結果に基づ 融資額：525億ドル（約5.0
兆円）
き、各行が資本増強を行う必要。

融資

○シティ・グループ及びバン ○ＦＲＢがＡＩＧに対して有 ○ＦＤＩＣ（連邦預金保険
公社）が金融機関が新
ク・オブ・アメリカの保有資産 担保融資を実施。
規に発行する債務を保
に対して政府保証を実施。
融資枠：250億ドル（約2.4 証。
保証資産額：4,190億ドル（約 兆円）
※当初の850億ドルから減額 事業規模：１兆4,000億ド
40兆円）
・シティ・グループ 3,010億ドル
ル（約133兆円）

保有資産の保証

個別金融機関への支援（バランスシートの改善等）

○「緊急経済安定化法」（ＴＡＲＰ）に ○不良債権買取のため
基づく資本注入を実施。
の「官民投資プログラム」
（ＰＰＩＰ）を発表。
資本注入実績：合計3,077億ドル（約
29兆円）
買取規模：5,000億ドル
・資本注入プログラム 1,978億ドル
（将来的には１兆ドル規
・ＡＩＧ 698億ドル
模に拡大の可能性）。

資本注入

第1-1-13表 諸外国の金融システム安定化策

（参考２）

