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米国サブプライム住宅ローン問題
――問題の特徴とその影響――
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07年の年明け後しばらくの間は，新築住

宅着工戸数の回復や住宅価格の下げ止まり

感などから，米国の住宅市場は底入れしつ

つあるとの見方が広まった。しかし，２月以

降は住宅ローン申請件数や新築住宅販売件

数などが悪化し，さらに世界同時株安で揺

れた直後の３月にはサブプライム・ローン

問題が表面化して，米住宅市場および米景

気の先行きに対する不透明感が強まった。

そこで，本稿ではサブプライム・ローン

問題をめぐる最近の動向について紹介す

る。なお，４月以降，米国ではサブプライ

ム・クライシス（危機）と呼ぶことが多い

が，本稿ではサブプライム・ローン問題と

する。

（１） サブプライム・ローンとは何か

米国の住宅ローン残高は，06年12月末時

点で約９兆7,000億ドル（１ドル＝120円換算

で約1,164兆円）と，日本（06年３月末時点で

約184兆円）の６倍強に相当する。そのうち

信用力が低い低所得者層を中心に融資され

てきたサブプライム・ローンは，米国住宅

ローン残高に占める割合が１割強にとどま

り，全体の約８割は信用力が高い層向けの

プライムローンとなっている。従来，低所

得者向けの住宅ローンは連邦住宅局（FHA）

が支払保証するものが主流であったが，民

間金融機関のサブプライム・ローンが90年

代後半に登場し，住宅ブームの盛り上がり

とともに03年から貸出が急増した。

サブプライム・ローンは，借り手にとっ

ては審査が緩く，借りやすい反面，支払う

金利が高い住宅ローンである。信用力が劣

ることからプライム層への貸付と比べる

と，６％程度高いマージンを稼ぐことがで

きるといわれる。サブプライム・ローンの

なかでも借り手に人気だったのは，当初２

年間については金利を固定で低く押さえ，

３年目以降28年間は変動金利になるという

商品（「2-28ハイブリッド変動金利ローン」

と呼ばれる）である。住宅価格が上昇すれ

ば，変動金利に切り替わる前に，より有利

な住宅ローンに借り換えることも可能にな

るとの期待もあったと考えられる。

ところが，変動金利への移行時期と，米

政策金利の引上げ（04年６月以降17回連続

で0.25％ずつ利上げされ06年６月に5.25％とな

った）が重なり，金利負担が急増したため

に延滞者が増加し始めたのである。

はじめに

１　サブプライム住宅

ローンの特徴
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（２） 延滞率の推移

全米モーゲージ銀行協会（MBA）によ

れば，06年10～12月期の住宅ローン全体の

延滞率は4.95％と２期連続で上昇し，差押

え率も1.19％と３期連続で上昇した（第１

図）。また住宅ローン延滞率のうち，サブ

プライムは13.33％（３期連続），プライム

は2.57％（３期連続）と上昇した（第２図）。

いずれも約４年ぶりの高水準であり，住宅

ブームが去った05年後半から指数が悪化す

る傾向を示している。今後さらに延滞率が

上昇し，00年のＩＴ（情報技術）バブル崩

壊後の水準に近づくとの見方もある。

06年に退任したグリーンスパン前FRB

（米連邦準備制度理事会）議長が３月15日の

講演で，サブプライム・ローンの債務不履

行増加が経済の他の分野に波及する可能性

があるとの見方を示し，住宅価格が下落す

ればその可能性はさらに高まると指摘した

ように，この問題の拡散リスクは看過でき

ないものがある。

サブプライム問題に起因して多くの先行

き懸念が考えられるが，次に示す２点は米

景気後退につながるほか，証券・金融市場

に悪影響を与える要素を含んでおり，注意

が必要だと思われる。

（１） 米個人消費，景気の下押し懸念

第一は，住宅価格がさらに下落し，米個

人消費を下押しする可能性である。ドッド

米上院銀行住宅都市委員会委員長は，この

問題で約220万世帯が持ち家を失う可能性

があることをすでに公表している。米中古

住宅在庫が３月時点で374万5,000戸と，依

然として300万戸超の歴史的な高水準にあ

ることを考えれば，差し押さえられた物件

の処分は容易ではなく，住宅価格をさらに

下落させる恐れがある。

また米国ではこれまで住宅価格の上昇が

ホームエクイティ・ローン（住宅の純資産

価値を担保としたローン）の残高を増やし，

個人消費を下支えしてきた面があるが，住
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第1図　米国住宅ローン全体の 
延滞率と差押え率の推移 
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第2図　米国サブプライム・ローン延滞率の推移 
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２　サブプライム問題に

起因する懸念
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宅価格の下落基調が続けば，こうした消費

押し上げ効果は剥落し，消費者は支出抑制

を余儀なくされることだろう（第３図）。

ただし，低所得者の購買力が先行きは高

まる可能性もある。米下院は今年１月，法

定最低賃金を現行の時給5.15ドルから，09

年までに7.25ドルへ約４割引き上げる法案

を可決した。これは昨年11月の中間選挙で

野党・民主党が過半数の議席を奪還したこ

とにより，約10年間据え置かれてきた最低

賃金が改正されることとなったものであ

る。最低賃金が引き上げられれば，企業側

のコスト負担増は不可避であり，物価上昇

につながる可能性もあるものの，サブプラ

イム・ローンの借り手である低所得者層の

生活水準が先行き改善することは間違いな

い。

（２） 証券・金融市場への波及懸念

第二は，米国だけの問題にとどまらず，

証券市場を通じて米国外の証券・金融市場
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に波及する可能性である。米国では，

フレディマック（連邦住宅貸付抵当公社）

など政府関連機関や民間投資銀行が貸

付金融機関から住宅ローン債権を買い

取り，複数の債権を束ねたり，あるい

は組み直したりして住宅ローン担保証

券（MBS）を発行し，投資家に転売し

ている。

国際通貨基金（IMF）のレポートに

よれば，07年１月の米国のMBS発行額

は約５兆8,000億ドル（約696兆円）と，

米国債発行残高の４兆4,600億ドル（約

535兆円）を上回る。実に住宅ローン債権

の６割が証券化されていることになる。こ

のMBS発行額のうち，海外投資家も10～

15％を保有しているといわれる。サブプラ

イム・ローン担保証券は米MBS発行額全

体の14％と少ないものの，同証券を保有す

る海外投資家への影響も皆無ではないだろ

う。またプライムとサブプライムの中間程

度の信用力のある層向けのオルタナティブ

A（Alt-A）ローンについても，借り手の

信用力が見劣りし，延滞率が上昇している

ことから，MBS全体に波及することが懸

念される（第４図）。

加えて，信用力が劣るMBSの価格下落

（すなわち利回り上昇）が波及し，他のホー

ムエクイティ・ローン担保証券や資産担保

証券（CBO）のうち低格付のものを中心に

利回りが上昇するにつれて資金調達が難し

くなり，資金繰りの悪化を招く危険性が高

まることも考えられる。

資料　Datastream（FRB,OFHEO 月次データ）から農中総研作
成 
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第3図　住宅価格とホームエクイティローン 
　　　  残高の増減率（前年比） 
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４月末現在，サブプライム問題の波及の

程度は依然不透明な状態が続いている。

そうしたなかで，FRBなど米銀行監督当

局が住宅ローン専門金融機関の監視を強化

したほか，フレディマックがMBSに組み

込むためのサブプライム・ローンの購入基

準を厳しくする方針に転換した。このこと

は住宅ローンの貸出態度を厳格化させ，住

宅取得の抑制要因となるだろう。

63 - 335

また，いくつかの州政府や米銀大手が

差し押さえの危機にある人に対し相談対

応を行い，かつ従来よりも低い固定金利

商品を提供するなど，サブプライム層の

借り手への支援策も急ピッチで整備され

つつある。フレディマックはサブプライ

ム・ローンの借り手が家を失うことがな

いよう，200億ドル（約２兆4,000億円）規

模の支援策を実施することも発表してい

る。一方では，投資ファンドなどの支援

を得て，破綻した専門金融機関の再建も

進展することが見込まれる。

こうした動きに加えサブプライム・ロー

ンの市場規模がそもそも小さいことから，

金融システム全体への影響は限定的なもの

にとどまるとの見方が大勢を占めつつある

ように見える。しかしながら，米住宅市場

の調整が底打ちするには今しばらく時間を

要すると思われるため，実体経済への悪影

響については楽観視することなく，引き続

き注意する必要があるだろう。

（内容は2007年４月27日現在）

（主事研究員　木村俊文・きむらとしぶみ）

第4図　米国の住宅関連証券の構成 
   （０７年１月：５.８兆ドル） 
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出典　IMF“Global Financial Stability Report”０７年４月号
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