
2018年9月ベアリングスのマクロ経済・地政学リサーチ・チームがタイムリーな独自の見識をご紹介します
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1
重力の法則を忘れない

モノが非常に高いところから落
ちる時、その影響を吸収する
ために大きな緩衝剤が必要で
す。当時、極端にレバレッジが
高まっていた銀行が生き残るこ
とはとても考えにくい状況で、実
際に生き残ることができません
でした。損失を吸収するために
手元に用意しておくべき資本が
正確にどの程度なのかは常に
議論されるところですが、大半
の場合人々が考えている以上
に資本が必要です。

2
クオリティの高い水道設備
への投資は後悔しない

世界金融危機の混乱の最中に
腹立たしかったのは、取引の多
くについてその相手方が誰なの
かがわからない点でした。デリバ
ティブの中央清算機関が設立
されたことは、金融市場の透明
性を高めるうえで著しい進歩で
した。現在は１つのカウンターパ
ーティに問題があっても、システ
ム全体の流れが滞ることはあり
ません。

3
振り子は左右にバランス
良く 

規制は、沢山あり過ぎると革
新や成長を阻害し、少なすぎ
ると杜撰さや詐欺を生みます。
（クリストファー・ドッドとバーニ
ー・フランク自らが言うように）ド
ッド-フランク法を嫌う人は大勢
います。しかし当時は、システム
全体がより多くのルールを必要
としており、特に消費者が粗悪
な慣行や非良心的な専門家
からの保護強化を必要としてい
ました。

北半球の9月といえば夏が終わり、学校が始まる時期。そして今年はリーマン破綻から10年の節目を迎えその教訓を厳
粛に検証すべきタイミングがきています。

人々の回想は、当時のショッキングな感情や、誰が刑務所に行くべきだったかというポリティクスの問題、消費者金融保護局
設立がもたらしたメリットなど様々だと思いますが、真の教訓は、市場のダイナミクスと人間の本質に関連したものだと考えま
す。以下に私が考える5つの教訓を記します。

リーマン破綻の５つの真の教訓
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4
人間－そしてそのアルゴリズ
ム－は感情的

金融市場は、洗練されていると
いえ、人間の３つの根強い感情
に依存しています。それは、貪欲
さ、恐れ、そして信頼です。最初の
２つについては、経済学、心理
学、文学の分野で広く研究され
てきましたが、契約や保険、補償
に守られた取引であっても、契約
の相手方が提供する基本的な
信頼がなければほとんど意味
がないことを私達は忘れがちで
す。リーマンが破綻した時、リー
マンにエクスポージャーを持って
いた人にいつ遭遇するかを恐れ
た投資家が、全ての取引を停止
し、明かりを消し、居留守を使う
という反応は理にかなったもの
でした。

5
リーダーシップの重要性 

2008年当時幸いだったのは、
主要国の大半において、リーダ
ーシップを取るかその威力を感
じさせるに十分な決断力を持つ
指導者がいたことです。そしてさ
らに重要なのは、大西洋の両
側の金融監督当局が互いを
知り信頼関係が構築されてい
たため、システムに流動性を投
入するための大がかりな措置を
取ることができたことです。G20
ロンドン・サミットが、財政、金
融、銀行政策が全て市場の安
定化と経済成長の促進に向け
たものであるとの確信を市場に
与える計画を発表した時、市場
の信頼は回復しました。今日の
主権や貿易問題を巡る地政学
的な断絶を考えると、次の危機
が襲った時果たして同じような
協調的な戦略が打ち出される
でしょうか？

10年めの節目がひとたび過ぎると、私達はまた、
私達が現在サイクルのどこにいて、長期に亘る強
気相場がどこまで続くのかを心配することになりま
す。将来的には、世界金融危機のような状況に陥
る前に、一連の一般的な景気後退が起こる可能
性が高いでしょう。金利の緩やかな上昇は、資金
の借り手にとって負債コスト上昇につながり、市場
はエアポケットに突入するでしょう。これが教科書
的な解釈です。

次の真の危機は、従来の知識や考え方が根本的
に間違っていることが判明する分野から生じてくる
可能性が高いでしょう。前回の危機で、私達はラス
ベガスとマイアミの住宅価格に相関性がない訳で
はないことを知りました。問題含みの負債パッケー
ジに保険を付けただけではAAA格にならないこと
も前回の危機で学んだことです。

恐らく、次の一連の問題はその大半が、透明性が
構築され厳格に規制されている銀行システムの外
側で発展している新たな金融形態から生じてくるで
しょう。新たなビジネスモデルのもと新たなサービスを
提供している人気の金融技術（ファイナンシャル・
テクノロジー）の分野から発生するかも知れません。
あるいは、10年前に比べはるかに存在感を増し、
よりグローバル市場に統合された中国が危機の出
発点となる可能性もあります。

現在ポートフォリオ・マネジャーをしている人の多くは
2008年9月の暗黒の日々に市場に参加してい
なかったため、当時の教訓の大半が忘れられがち
ですが、現在の市場には非常に多くのバブルが発
生していると気難しい年配の投資関係者は確信
しています。私は、危機が、ほとんどではないにして
も多くの投資判断に影を落とし続けていると思う
ことがよくあります。

それがいつ来るのか、どのようなものなのかはわかりま
せんが、私達の大部分はそれが来る可能性がある
ことを理解し、同じような感情の中でその時期を乗
り越えるのを防ぐために手段を選ばないでしょう。自
分が家や仕事を失わなかったとしても、それを失った
人を知っています。苦い思い出はゆっくりと消えるも
のです。
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マクロ経済・地政学リサーチ責任者
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進展に関する影響の調査を行う責任者。1995年金融業界に入る。2018年ベアリングス
入社以前は、カーネギー国際平和基金の地理経済学及び戦略プログラムのシニア・フェロ
ー、ハーバード・ケネディスクールのモサヴァー-ラーマニ・センター・フォー・ビジネス・アンド・ガバメント
のシニア・フェローを務める。2013年から2015年は、米国家経済会議及び米国家安全保
障会議のスペシャル・アシスタントとして、貿易や投資、広義でのグローバル経済問題のプリン
シパル・アドバイザーを務めた。また、4年間副財務次官補として、欧州金融危機対応や欧
州、ロシア、中央アジアにおける米国の金融政策交渉を担った。米国政府に勤める以前は、
パイオニア・インベストメンツにおいて国際投資部門のディレクターとしてエマージング市場や国
際ポートフォリオを管理。イェール大学にて歴史学士号、コロンビア大学にて国際関係学博
士号を取得。外交問題評議会メンバー。CFA協会認定証券アナリスト。

Dr. クリストファー・スマート（Dr. Christopher Smart）、CFA
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