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た矢印の始点に、貸し手または借り手などの行動の主
体が示してあり、矢印の最終的な端点には、このゲー

1 信憑性

ムで得られる（貸し手、借り手）の利益（または損失）
額が示してある。

今回は、計算尽くや合理的という言葉が似つかわし

まず、
「合理的に行動する」という意味について考

い経済取引でも、協力関係が破綻した場合の法の定め

えると、さまざまな選択肢を考慮に入れて、時々の最

を考慮に入れて、つまり法の陰の下で人々は合理的に

善の選択肢を順次選んでいけば、合理的に行動してい

行動するものとして、法制度が投融資に与える影響を

るように思える。しかし「後悔先に立たず」というこ

考えてみよう。このため、まず、法制度が整備されて

とわざもあるように、時々の最善の選択肢の時系列的

いないので、融資した資金を返済させるために、貸し

な組み合わせが、必ずしも、最善の結果を導くとは限

手が借り手を訴えることはできないものとして、一方、

らない。そこで、後で後悔しないよう、まず、最善の

借り手は、１年後、元金に５％の利子を加えて返済す

結果が得られる最終時点の選択肢を選び、この最終時

るという条件で100万円の融資を申し入れるものとす

点の最善の選択を前提に、その前の時点の最善の選択

る。また、借り入れた100万円を投資すれば、１年後

肢を選ぶという方法で、順次、さかのぼって推論すれ

には、110万円の収入が得られるものとすると、この

ば、決して後悔しない最善の選択肢の時系列的な組み

投融資ゲームは図１のような展開形のグラフで表すこ

合わせを選ぶことができる。人々が合理的に行動する

とができる。図１には、それぞれの行動を線上に記し

ことを前提に、経済・社会現象を分析するゲームの理
論では、こうしたさかのぼり推論（Backward Induc-

図１

法制度が整備されていない投融資ゲーム

は、貸し手、借り手は合理的に行動するものとして、

貸し手

まず、貸し手が融資した場合の借り手の最善の選択を
貸す

貸さない
（0、0）

tion）で合理的な行動を探し出しているので、以下で

考えてみよう。
このため図１の右下の借り手を始点とする矢印をみ

借り手
返さない
（−100万円、110万円）

返す
（5万円、5万円）

ると、借り手が返済すれば５万円（110−105万円）
が手元に残り、返済しなければ丸々110万円が手元に
残る。このため貸し手が融資すれば返さないことが借
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り手の最善の選択になる。次に、借り手が返さないこ

のため「訴えられることができる」という、どう考え

とを前提に貸し手の行動をさかのぼって推論すると、

てもありがたくなさそうな権利能力が、司法の力で裏

融資すれば損をする（−100万円の利得）が、融資し

打ちされた信憑性を生み出すとして、ノーベル経済学

なければ損も得も（０円の利得）しないので、融資し

賞受賞者シェリング氏は「法人格をもつことで得られ

ないことが貸し手の最善の選択になる。法制度が整備

るさまざまな権利のひとつに、……訴訟を起こすこと

されていない場合には、貸し手、借り手は、有利な投

ができ、また、訴訟を起こされることができるという

資機会を見逃さざるを得なくなる。そこで、今度は、

権利がある。だれが訴訟を起こされて喜ぶものかっ

効果的な法制度を整備して、返済しない場合には貸し

て？ しかし訴えられることができるという権利能力

手が借り手を訴えて、まず、約定通りの105万円を支

は信頼に足る約束を成し、ビジネスを行うための前提

払わせ、また、弁護士への支払いなど、訴訟にかかる

条件である」注１としている。

費用を両者合わせて10万円として、この10万円も借
り手に支払わせることができるようにしよう。
図２

法制度が整備されている投融資ゲーム
貸し手

注１：訴えられることがC o m m i t m e n t 能力を生み出すとしてD i x i t
（
（2004）
, 110頁）は Among the legal privileges of corporations...are the right to sue and the right to be sued. Who
want to be sued! But the right to be sued is the power to make
a promise...a prerequisite to doing business. とSchelling
（ The strategy of conflict ）を引用している。

貸す

貸さない
（0、0）

2 モラル・ハザード

借り手
返さない
（5万円、−5万円）

返す
（5万円、5万円）

また、融資という協力関係が破綻した際の、一般的
な清算手続きをあらかじめ定める破産制度は、モラ

すると投融資ゲームは図２になり、借り手を始点と

ル・ハザード注２の発生を抑制して、資金の非効率な浪

する矢印をみると、前回と同様、借り手が返済すれば

費を抑制する重要な役割も果たしている。これを前回

５万円が手元に残る。しかし返済しない場合には、貸

紹介したNash氏の二人協力ゲームで考えると、協力

し手が訴えて約定通り105万円と、訴訟費用の10万円

関係が破綻した場合を考慮に入れて当事者たちは協力

を借り手に支払わせるので、借り手は５万円（110−

するので、協力関係が破綻した場合におのおのが得ら

115万円）損をするようになり、今度は、返済するこ

れるデフォルト・ペイオフは、実現する協力関係に大

とが借り手の最善の選択になる。そこで返済されるこ

きな影響を与える注３ことになる。つまりデフォルト・

とを前提に貸し手の行動をさかのぼって推論すると、

ペイオフは、協力関係を継続することで増加する満足

融資すれば５万円利益を得られるようになるので、今

の分配交渉に当たって、
「協力関係を解消するぞ！」

度は、融資することが貸し手の最善の選択になる。効

と威嚇する立場の強さを表しているので、高いデフォ

果的な法制度を整備すれば、返済しないと貸し手に訴

ルト・ペイオフを期待できる者は、強い立場で分配交

えられることを見越して、借り手は返済に努めるよう

渉に臨むことができるために、協力で増加する満足の

になり、このため貸し手も融資するようになるので、

より多くを手に入れることができるようになる。この

見逃さざるを得なかった、有利な投資機会を活かすこ

ため、仮に、破綻のおそれがほとんどない場合でも、

とができるようになる。

融資が破綻した際の権利や義務をあらかじめ定める破

効果的な法制度が整備されると司法の力を借りて、
約定通りの支払いを迫ることができるようになる。こ

産制度は、貸し手・借り手の行動に大きな影響を与え
ている。

のように「訴えられることができる」ようになると、
借り手は信憑性のある返済の約束ができるようにな
り、それを信じて貸し手が融資するようになるので、
有利な投資機会を活かすことができるようになる。こ
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注２：モラル・ハザード、すなわち、倫理崩壊というと、いかにも倫理的
に問題のある行動のように考えがちだが、経済学では、相手からは
自分の行動が把握できないという情報の非対称性がある場合、相手
にはわからないことを利用して、自分に有利な行動をとるというき
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わめて合理的な行動を意味している。たとえば、交通事故で車のド
アがへこんだ場合に、ドアを叩き出して部分的に直すのではなく、
将来、下取りに出すことも考えて、どうせ保険会社にはわからない
ので損害を大きめに報告し、ドア全体を取り替える高価な修理を依
頼したことがあれば、読者は立派にモラル・ハザードを起こしたと
いうことができる。
注３：協力関係が破綻した場合のおのおのの利得（ x 、 y ）をデフォル
− −
ト・ペイオフと呼び、二人が i 番目と j 番目の戦略をとった場合に得
られる利得を x i j および y j i と表すと、おのおのの利得とデフォル
ト・ペイオフとの差を掛け合わせた（ x i j − x ）×（ y j i − y ）を最大
−
−
にするi 番目とj 番目の戦略が二人協力ゲームの解になる。このため
協力で実現できる利得（ x i j y j i ）を所与とすると実現する協力関係
はデフォルト・ペイオフの関数になる。

Nash解の協力関係が実現すると借り手は約定通り
返済を続け、また、貸し手は返済されることを期待し

徳政令は、返済しない場合の借り手のデフォルト・ペ
イオフを増加させて、借り入れた資金を非効率な事業
に浪費するよう仕向けるので、これを見越して貸し手
が融資を渋るようになるために、かえって、円滑な資
金供給を妨げるおそれがあると考えられている。一見、
実生活とは迂遠にみえるNash氏の二人協力ゲームの
推論は世間一般で通用している常識的な推論と一致
する。

3 サブプライム層向け
住宅ローンの謎

て融資し続けるようになる。借り手は債務を返済する
負担を考慮に入れて投資するので、借り入れた資金を

住むために購入する住宅は所得を生まないので、住

非効率な事業に浪費することはないだろう。また、

宅ローンは所得で返済できる範囲で借り入れ、また、

Nash氏の二人協力ゲームを融資取引に当てはめると、

所得で返済できる範囲で融資する必要がある。しかし

このゲームのデフォルト・ペイオフは借り手が債務を

米国では低所得のサブプライム層に住宅ローンが大量

返済しない場合の貸し手、借り手の損失になる。この

に供給され、その後の住宅ローンバブル崩壊を契機に、

ため効果的な法制度が整備されていれば、借り手のデ

深刻な金融不安が発生したことは読者諸氏の記憶にも

フォルト・ペイオフ（−５万円）が協力して得られる

新しい。この点、去る９月２日、連邦住宅金融局が虚

利得（５万円）を下回るので、貸し手も融資するよう

偽表示による損害賠償を求めて、住宅ローン担保証券

になって協力関係が実現する。しかし、たとえば、徳

を販売した金融機関を訴えるなど、住宅ローンを証券

政令を施行すると借り手は返済義務を免除され、返済

化する複雑な手続きの中で、関連書類が適切に管理さ

しない場合でも何の損失も負担する必要がなくなって

れ、また、引き渡されていたのかなどが広範に争われ

しまう。このため返済して協力関係を維持して得られ

ている注５。仮に、これらの手続きが適正でなければ、

る利益（図１の５万円）を、返済しないで得られるデ

適切なリスク評価ができないままに、買い手は住宅ロ

フォルト・ペイオフ（図１の110万円）が上回ると、

ーン担保証券を購入したことになり、こうして担保証

返済せずに協力関係を解消することが最善の選択肢に

券の買い手に不当にリスクを転嫁して、自らのリスク

注４

なるおそれ がある。

負担を軽減できたので、金融機関は、金融工学という
あやかしの衣をまとって、杜撰な審査や手抜きの手続

注４：返済しないで得られる利益は一度だけだが、協力関係を維持して得
られる利益は長期にわたる。

きで、リスクの高い住宅ローンを大量に供給していた
ことになる。

デフォルト・ペイオフが高くなりすぎると、協力関
係を解消することが借り手の最善の選択になり、通常
は慎重で義理堅い借り手でも、返済しないという選択
肢を選ぶようになって、また、返済しないという選択

注５：９月５日付けFinancial Times, US banks offered deal over
lawsuits では At the heart of securitization claims, which
involve missteps in how home mortgages were bundled into
bonds, are allegations that the banks did not properly maintain
and transfer documents from one step in the complicated
chain to the next. としている。

肢を選ぶことを前提に、通常は慎重で義理堅い借り手
でも、借り入れた資金を非効率な事業に浪費するよう

いずれにしてもサブプライム層への住宅ローンが、

になる。このため、これまで融資していた慎重で義理

適切なリスク評価に基づいて供給されていたのかにつ

堅い借り手へさえ、徳政令が施行されると貸し手は融

いては、一連の訴訟の結果を待つ必要があるだろう。

資を渋るようになる。このように返済義務を免除する

そこで本論では、住宅ローンバブルのもうひとつの要
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因であるローン需要について、なぜ低所得のサブプラ

できると定めている州などがある。

イム層は所得の範囲では返済できない、住宅ローンを
注７：日本でも当面の生活に不可欠な資産や資金など、民事執行法で差し
押さえが禁止されている財産は債務の返済に充てることを免除され
ており、このように競売を免除される財産は自由財産と呼ばれる。
また、米国では詳細に自由財産を破産法の中で定めているが、日本
では、破産法で定める自由財産はおおまかで、裁判官に幅広い裁量
の余地が与えられている。
注８： As of 1992, seven states, including Texas and Florida, had
unlimited homestead exemptions（exemption for equity in
owner occupied principal residences）
, but twenty states had
homestead exemptions of $7500 or less for single filers. There
is also a separate federal exemption, and fifteen states allow
debtors who have filed for bankruptcy to choose between
their state s exemption and the federal exemption.（White
（1998、688頁から689頁）
）

大量に借り入れしたのかを考えてみよう。というのも
White（1998）は「なぜ、破産で得するのか？」と題
する論文で、
「債務者に寛容であるという点で米国は
先進諸国の中でも際立つ存在である」として、Nash
氏の二人協力ゲームでいえば、米国では破産する借り
手のデフォルト・ペイオフが高くなりすぎて、このた
め破産して、協力関係を解消することを前提に借り手
が借り入れるようになる、戦略的破産が起きるおそれ
があることを指摘しているのである。つまり注６米国で
も、破産した借り手は保有している全財産を債務の返
済に充て、返済しきれなかった残りの債務の返済を免
責される。また、こうした破産手続き自体は全米で統

そこで、たとえば、2000万円のローンで住宅を購

一されている。

入し、低所得で返済資金がないため、無担保の消費者
ローンを1000万円借り入れ注９、その1000万円で住宅

注６：以下、White（1998）による。

ローンを返済して破産する場合を考えてみよう。まず、
住宅を競売して残りのローンを返済すると1000万円

しかし、破産手続きの中で競売して債務の返済に充

が手元に残る。しかし日本では、この1000万円を消

てるべき財産については、州ごとに、独自の免除や制

費者ローンの返済に充てなければならないので、所得

注７

限の規定を設ける ことができ、一般的に、各州政府

では返済できない低所得者が住宅ローンを借り入れる

は自己所有の居住用住宅、車、さまざまな個人資産や

ことはないだろう。しかしテキサスやフロリダ州では、

積み立てた退職金資産などについて、財産ごとに、お

住宅を競売した2000万円からローン残高を差し引い

のおの免除の可否と返済に充てることを免除する金額

た1000万円は、債務の返済に充てることを免除され

の上限を定めている。また、返済に充てることが免除

る資産になる。丸々1000万円手元に残るので、米国

される財産のうちでは、居住用住宅での免除額の上限

では、所得では返済できない低所得者も住宅ローンを

が最も大きく、1992年時点では、テキサスとフロリ

借り入れるようになる。破産では、返済しきれなかっ

注８

ダほか５州 が免除額の上限を設けておらず、ほかの

た負債（消費者ローン）の返済が免責されるので、返

20州では7500ドルか、それを下回る上限が設定され

済に充てることを免除されていない資産（たとえば、

ており、また、連邦法と州法、いずれかの上限を選択

住宅以外の現金などの資産）
、つまり破産で失う資産

表１

各州の免除規定に基づいて算出した破産で得する借り手の割合
（単位：％）

Ca
基本ケース
戦略ケース
住宅価格増加率
注１

16

FI
14

35

48

＞80

＞80

Il

Lo

Ma
18

Mc
14

Ms
30

NJ
14

NY
16

Oh
11

Tx

14

10

32

21

21

42

20

53

20

23

19

61

20-40 20-40

＞80

20-40

20＞

＞80

50-80

20＞

20＞

Ca：カリフォルニア、Fl：フロリダ、Il：イリノイ、Lo：ルイジアナ、Ma：マサチューセッツ、Mc：ミシガ
ン、Ms：ミシシッピー、NJ：ニュージャージー、NY：ニューヨーク、Oh：オハイオ、Tx：テキサス。
注２ 住宅価格増加率は1998年から2006年の実質住宅価格の増加率。
出所 White（1998）Table2 および United States housing Bubble http://en.wikipedia.org/wiki/United States
housing bubbleより作成
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の額が免責される負債を下回る場合に、文字通り、借

数が80％を上回る高い伸び率を示している。また、破

り手は破産で得することになる。

産の増加に対応して2005年、債務者にミーンズ・テ
ストやカウンセリングを義務づける注10 、The Bank-

注９：米国では銀行が消費者ローンを提供しており、現金を持ち歩かない
風習などから、一般的に、富裕層も消費者ローンを利用している。

ruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Actが制定されると、翌年には破産が大幅に減少
して住宅価格も減少に転じた。そして当時の上院司法

そこで表１には、消費者信用利用者調査（1992年）

委員会公聴会注11 では、
「2005年以前にみられた個人破

の資産・負債データを用いて、各州の免除規定を元に

産の趨勢的な増加と米国の経済的繁栄、記録的な資産

算出した、破産で得する借り手の割合を基本ケースと

残高の増加、低金利、低失業率の併存に言及し、この

して示してある。また、無担保の消費者ローンを限度

ような変則的な状況は破産システム自身に潜む経済的

枠一杯借り入れると、破産して返済を免責される負債

動機、つまり従来の破産法が債務者の過剰保護を生ん

を増やすことができる。そして返済に充てることを免

でいたことによってしか説明できない」との指摘 注12

除されない資産を売却して、その資金で返済に充てる

もみられた。どうやら破産制度は投融資に大きな影響

ことを免除される資産を購入すれば、破産で失う資産

を与えているようである。

の額を減らすことができる。このように破産すること
を前提に破産で得するため、たとえば、住宅ローンで
高価な住宅を購入し、消費者ローンを枠一杯まで借り
入れて返済を続けるなど、戦略的行動をとった場合に、
破産で得することになる借り手の割合を戦略ケースと
して示してある。表１をみるとローンで高価な住宅を
購入して、返済に充てることを免除される資産を増や

注10：返済できそうな借り手に、債務の総額を削減して債務を返済させる
破産法13章の手続きを勧め、７章の破産手続きを利用しにくくする
制度改正が行われた。
注11：「米国個人破産件数の減少と債務者保護を巡る議論」Washington
D.C. Political and Economic Report（2006年12月）
、Bank of TokyoMitsubishi UFJ、www.geocities.jp/takenakausa/wdc076.06.pdf
注12：その後、個人破産は、リーマン・ショックなどを契機とする、経済
停滞や失業の増加など、おそらく戦略的行動とは異なる要因で、再
び大幅に増加している。

すなど、破産することを前提に借り手が戦略的行動を
とると、すべての州で破産で得することになる借り手
の割合は大幅に増加する。
仮に、こうした戦略的行動がとられると、サブプラ
イム層向け住宅ローン需要は、破産とともに増加し、
このため住宅需要が増加して住宅価格も上昇する。実
際、戦略ケースの値が高い州では、戦略的行動をとる
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