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研究成果の概要（和文）：「メイン寄せ」に伴う諸問題を理論的に考察した。非メインバンクの

投資量に対して企業の潜在的なキャッシュフロー（もしくは清算価値）が減少（もしくは増加）

していくと、あるいは、貸出先企業が成功する可能性が低下していくと、メインバンクに対す

る脅しとして非メインバンクの資金引き揚げが機能することで、不良債権に対するメインバン

クの効率的な対応を促してゾンビ企業問題を防ぎやすくなるだけでなく、メインバンクが情報

収集の役割を積極的に引き受けやすくなることを示した。 

 
研究成果の概要（英文）：I developed a main bank model where the main bank decides whether 
or not to raise additional funds from the capital market to continue to invest in a 
borrowing firm when nonmain banks withdraw funds. I showed that the threat of withdrawal 
of nonmain banks is more likely to force the main bank to perform efficiently in handling 
troubled loans, thereby preventing problems with zombie firms, if the potential cash flow 
(liquidation value) of the firm decreases (increases) relative to the amount funded by 
nonmain banks. 
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１．研究開始当初の背景 

銀行やファンド等の金融機関が一つの企

業に多額の融資を行うことは，当該金融機関

の融資リスクを高め，自己資本比率を悪化さ

せ，また，金融機関の保有資産の流動性を低

下させることになる。これらの要因を回避す

るために，最近では，貸出債権の証券化によ

って組成された証券化商品（社債担保証券や

債務担保証券）を外部の投資家に転売したり，

シンジケート・ローンを組成して他の金融機

関を融資に参加させたりすることが，活発に

行われている。さらに，日本では，伝統的な
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貸出手段であるメインバンク貸出に頼る部

分も依然として大きいが，メインバンク貸出

も他の金融機関に代わってモニタリングや

スクリーニングを行うことにより他の金融

機関からの融資を容易にするという点で，一

つの企業に多額の融資を行うことを回避す

るための手段の一つとなっている。 

しかしながら，これらの手段によって金融

機関が完全にそのリスクを分散できるかと

いうと，現実にはそれほど簡単ではない。た

とえば，貸出債権の証券化の場合には，証券

化を行う銀行が証券化商品の原資産の信用

力を保証する必要がある。そのために，よく

使われるのが優先部分と劣後部分を分けて，

前者を外部投資家に売却し，後者は証券化商

品の組成者が自ら保有するといった仕組み

が用いられる。ところが，最近のサブプライ

ム・ローンに絡む証券化市場の混乱は，この

ような仕組みで信用力の保証を十分に保つ

ことができるのかという点に関して，大きな

疑問を呈している。また，シンジケート・ロ

ーンの場合も，幹事銀行が貸出先企業の信用

力を保証してやる必要があり，そのためには，

幹事銀行のインセンティブを保証するため

の契約構造が必要になる。メインバンク関係

に関しては， 2000 年前後の金融危機のあた

りから，危ないと思われる企業から非メイン

バンクや社債投資家が先に逃げ出し優先的

に返済を受けてメインバンクだけが取り残

されるという，いわゆる「メイン寄せ」とい

われる状況が生じている。 

 

２．研究の目的 

本研究では，以上のような状況に鑑み， 

(1)貸出債権の証券化，(2)シンジケート・ロ

ーンの組成，(3)企業の状態が悪くなれば「メ

イン寄せ」が生じるようなメインバンク貸出

関係，という金融機関が融資リスクを分散す

る際の代替的な三つの手段を，ある程度，包

括的にとらえられるようなモデルを設定し

た。その上で，どのような条件のもとで，ど

のような契約構造によって特徴づけられる

貸出方法が最適になるのか，また，社会的な

効率性の上からそのような貸出方法はどの

ように評価されうるのか，という点を明らか

にしようと試みた。さらに，今後の日本の銀

行貸出市場におけるメインバンク関係のあ

り方をどうすればよいのか，という問題も明

らかにした。 

 

３．研究の方法 

具体的には，金融機関が融資リスクを分散

する際の代替的な手段である(1)貸出債権の

証券化，(2)シンジケート・ローンの組成，

(3)企業の状態が悪くなれば「メイン寄せ」

を伴うようなメインバンク貸出関係等を，あ

る程度，包括的にとらえられるようなモデル

を設定した。そのためのもっとも有効なアプ

ローチは，投資資金が必要な企業と複数の金

融機関とが存在して，かつ，これらのエージ

ェント間に情報の非対称性があるような状

況を，プリンシパル・エージェント的なモデ

ルを使うことにより，期間が数期間の契約理

論モデルとして構築していくことである。こ

のアプローチの利点は，金融市場や金融機関

が現実に直面している制度的特徴をモデル

の中にうまく取り込める点にある。一方，業

績低迷企業の流動化をどの時点で行うか，と

いう問題に絞って，連続時間のリアル・オプ

ション的なモデルも構築した。 

 

４．研究成果 

証券化を伴う投資銀行型モデルと「メイン

寄せ」を伴うメインバンク貸出契約モデルを

構築し、理論的な解析を行って、均衡の性質

や経済厚生、およびそれらの実証的インプリ

ケーションに関して、定性的な結論を得るこ

とができた。その結果を証券化モデルは英語

論文、メインバンクモデルについては、より

精緻な英語論文とより包括的な日本語論文

の二つの形にまとめた。英語論文に関しては、

国際的なジャーナルに投稿した。また、日本

語論文に関しては、平成２１年度に、国内雑

誌に掲載した。また、理論モデルをさらに発

展させて，貸出債権の証券化を考慮したモデ

ルに拡張した。その結果、どのような変数に

依存して、不良債権の処理が効率的に行われ

る均衡になるか、あるいは、不良債権の処理

を先延ばしにするような非効率的な均衡に

なるかが，明らかになった。具体的には、そ

れらの変数とは、潜在的なキャッシュフロー

の獲得額、資産の清算価値、および、各プロ



 

 

ジェクトの成功確率である。また、この理論

的結果の経済厚生的な意味も検討し、不良債

権の処理を円滑に進める制度的な仕組みも

検討できおるような方向へ、モデルを発展さ

せた。一方、メイン寄せの理論モデルの実証

データによる検証が可能かどうかを検討し、

データを取ることができる期間において、メ

イン寄せが起きているということが明らか

にされた。ただし、経済研究所にあるデータ

が、いまだ不十分なため、いくつかの重要な

変数の効果は年度によってはきれいな形で

理論通りの推計結果が得られたが、他の年度

では、あまり強い形では推定することができ

なかった。そのため、完全な形の推計は、今

後の研究にゆだねることにした。また、静学

的な契約モデルから，連続時間の動学的なモ

デルに拡張のために、連続時間の契約モデル

に関する最新の文献に基づいて、連続時間契

約モデルの構築に努めたが、期間内に完成す

ることができなかったので、今後、これを完

成させて、国際ジャーナルに投稿する予定で

ある。 
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