
2 日経研月報 2011.4

はじめに

　金融と不動産の融合について約２年半前にスター

トした本シリーズは、シリーズ30回の今月号で最終

回とさせていただく運びとなった。特に、１年半前

の2009年10月号からは、「証券化の経済的な意義」

を整理してきた。

　現代の金融において重要な役割を果たしている証

券化ではあるが、どのような経済的な意義があるの

かは必ずしも十分に明らかになっているわけではな

い。従来証券化に関する議論は、実務者によるもの

が中心であった。学術研究はときどき発表されてき

たが、まとめて整理されることがほとんどなかっ

た。

　有名なモディリアーニ＝ミラー（MM）の定理が

示す通り、税金も取引費用もない理想的な金融市場

では、資産を売却しても、プールしても、キャッ

シュフローをどのように切り分けても、全体の価値

は変わらない。その場合、証券会社に手数料を払っ

て複雑な仕組みを組む合理性はない。

　このシリーズでは、証券化を行うことの根源的な

経済メカニズムを扱った重要な学術研究を取り上げ

て、元のモデルの厳密性をできるだけ損なわないま

まに、ある程度わかりやすく説明してきた。研究者

ではない方たちが学術論文に触れる機会は少ないと

思うが、メカニズムを突き詰めて純粋化した経済モ

デルは、物事の本質を理解するのに大変役立つ。読

者の皆さまには、証券化に限らず金融・経済の研究

成果を今後も意識していただきたい。本質的な仕組

みを理解することで、胡散臭い議論とそうでないも

のの区別がつき、新たな分野への応用も容易になる

はずである。

証券化の経済のまとめ

　以下では、本シリーズで紹介した証券化の経済的

な意義を概観する。

［小口化］
　まず広く一般に理解されているのは、小口化のメ

リットである。商業用不動産などの大規模で分割で

きない資産は、それを裏付けにした小口証券を発行

することで、より多くの投資家を見つけることがで

きる。潜在的な買い手を見つけるのが容易になるた

め、探索費用が軽減され、また流動性が増す。

［金融機能分解と規模の経済］
　次に、証券化で典型的に見られる金融機能の分解

によって金融が効率化した可能性がある。従来、各

金融機関の中で審査、融資、証券保管・管理、資金

回収等の機能を全て担ってきたが、その場合対象案

件数は限定的だった。それが、例えば資金回収だけ

を生業とする企業が複数の金融機関の案件を扱うこ

とで規模の経済が生まれる。ただし、融資、信用格

付、資金回収などの機能を分離することによってモ

ラルハザードが生じる可能性もあり、メリットとデ

メリットのバランスは今後の研究課題である。

［制度アービトラージ］
　会計制度や金融規制に関連した動機としては、企

業のオフバランス化がある。資産規模を縮小するこ

とで会計上の ROA を改善、または自己資本比率を

改善できる場合がある。ただしこれは、特定の制度
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のもとでのメリットである。

［金融業の回転率］
　証券化は、融資機関や金融仲介機関（投資銀行な

ど）がビジネスの回転率を上げ事業規模を拡大する

ための仕組みでもある。2010年９月に紹介した

DeMarzo（2005）は、特に投資銀行の動機に着目し

ている。情報優位にある金融機関が資産を割安に購

入して超過収益を得た場合、そのまま資産を保有す

るよりも資産の大部分を証券化し、それにより得た

現金を新たな資産購入に使うことで、有意な情報に

よる超過収益を最大化することができる。特にトラ

ンチングにより証券の値引きを抑えることで、回転

率が最大限高まる。

［有限責任に伴う価値移転］
　証券化するスポンサー企業の株主にとっての価値

を分析したのが2009年12月に紹介した Leland

（2007）である。証券化しやすいのは担保に入って

いなくてリスクが小さな資産である。証券化したあ

とにはリスクの高い資産がスポンサー企業に残るた

め、スポンサー企業のデフォルトリスクは高まる。

しかし、スポンサー企業が株式会社の場合、株主は

有限責任しか負わない。つまりデフォルトしても出

資した資金がゼロになるだけで、出資額を超える価

値の減少は債権者が負担する。つまり、有限責任に

よってリスクを債権者に転嫁してしまうことで株主

にメリットが生まれる。

　無担保債権の債権者は、企業全体としての資産の

安全性に着目して資金を提供していたものが、当て

にしていた資産のうち安全な部分を証券化で売却さ

れてしまい、リスクの高い資産しか残らなくなって

しまう。その債権者にとっての見込み違い、あるい

は暗黙の債務契約を無視した売却が、株主にとって

の「価値」となる。

　企業金融においては、この問題を避けるためにさ

まざまな債務制限条項が盛り込まれていることが多

い。この問題が起きやすいのは国債や地方債などの

公債であろう。公債の投資家は、公共体の資産を当

てにしてリスクを評価し投資しているが、資産を明

確に担保に取っているわけではなく、財務の制約も

完全ではない。公債発行当初とは政治体制が変わっ

て資産売却を積極的に始めた場合、公共体は有限責

任のメリットを享受する一方、公債の投資家は損害

を被ることになる。

証券化の経済：プーリング

　現代の証券化は多数の資産を集めて資産プールを

作ったうえで、トランシェと呼ばれる複数の異なる

種類の証券を発行することが多い。特に、優先弁済

される債権、劣後の債権、最劣後のエクイティに分

類するトランチングは、信用リスクのある資産によ

く適用される。したがって、証券化の経済はプール

を構築する「プーリング」に関するものと、トラン

シェを作る「トランチング」に関するものとに分け

て理解することができる。

［リスク分散（?）］
　多数の資産をプールすることでまず得られる効果

はリスクの分散効果である。個々の資産の個別リス

クは分散され、大規模資産プールには構造的なリス

クだけが残る。しかしそれ自体は証券化が行われる
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理由にはならない。資産の分散効果は、わざわざ証

券化という仕組みを作らなくても通常の投資信託で

実現可能だからである。リスク分散はトランチング

と合わせることによってある効果をもたらす。それ

はトランチングの部分で整理する。

［流動性需要の分散］
　資産の数に着目するのではなく、多数の投資家が

共同で投資をすることのメリットを明らかにしたの

が、2009年11月号で紹介した Diamond and Dybvig

（1983）および Diamond（2007）の研究である。投

資家が現金を必要とするタイミング（流動性需要）

が不確定な場合、短期的な投資（短期預金など）に

しておくと長期投資の高収益を見過ごさなくてはな

らない。他方長期的な投資を行ったにも関わらず予

定より早く換金すると資産の値引きにさらされる。

しかし多数の投資家が共同で投資をすると、大数の

法則により投資家プールのレベルで必要となる流動

性資金の量は一定水準に落ち着く。プールとして短

期投資が必要となる分を除いて資金を長期投資に向

けることで流動性に関する非効率性が解消される。

投資の効率性が増した分は、短期の資金需要に対す

る収益率を引き上げるのに用いることで、投資家の

期待収益を引き上げることができる。

［非完備市場における価格の幅］
　2011 年 ３ 月 に 紹 介 し た Gaur, Seshadri, and 

Subrahmanyam（2010）のプーリングの部分の価値

は、非完備市場において価格評価が評価する主体に

よって異なることから生じる。証券化の原資産は、

現在の保有者が評価する価値と、市場で評価される

価値が違うかもしれず、さらに市場においても複数

の評価がありうる。その場合、確実に売却相手が見

つけられる価格として、評価の下限の価格に着目す

ると、多数の資産のプールの下限価格の方が、個々

の資産の下限価格の合計よりも高いことが示され

る。したがって、資産をプールすることでより高い

買取価格が設定されうる。

証券化の経済：トランチング

　トランチングの価値を説明する理論は、情報の非

対称性に基づくもの、非完備市場に基づくもの、資

産価格評価に基づくものに分類できる。

［情報非対称性：情報密度の低い証券］
　投資家の間にも情報力の差がある場合、一般に情

報力の低い投資家が価格を低く設定する逆選択が生

じうる。2010年２月に紹介した Gorton and Pennacchi

（1990）のモデルは、トランチングによって「情報

密度の低い」証券を作ることで証券の値引きを抑え

られることにトランチングの価値を見出す。様々な

証券の中には、投資を行うのに入念な情報収集と分

析とを要するものもあるが、他方どれだけ入念な分

析を行おうがさほど投資収益に差が生じない情報密

度の低い証券もある。トランチングにおける優先債

は、情報密度の低い証券であり、情報力の低い投資

家向けに販売される。ここで優先債の意義は、リス

クが低いことではなく、情報力によって評価に差が

出ないことである。

［情報非対称性：仲介機関の情報量］
　2010年10月号では、Glaeser and Kallal（1997）の

研究を紹介した。投資銀行が住宅ローンなどの資産

を買い取って証券化する場合、資産の品質について

細かな情報を把握していない方がむしろ流動性（証

券需要）にプラスとなり証券販売価格を高める場合

がある、という意外な結果が示されている。投資銀

行が資産の品質について情報を持っていると、割高

に売却しようとする誘因が生まれるため、投資家は

損を被る可能性が高くなる。銀行が元々情報を持っ



5日経研月報 2011.4

ていなければ、割高に証券を購入する可能性が減る

ため投資家は安心して値引きせずに投資することが

できる。情報の非対称性を緩和するのには、両者が

同様に多くの情報を共有する以外にも、両者が同様

に情報を持っていない状態を担保するという方法も

あるという洞察である。

［情報非対称性：状況確認費用最小化］
　経営者は事業の状態を把握しているが外部の投資

家はデューディリジェンス費用をかけないと事業の

状態を把握することができないようなモデルは

Costly State Verifi cation（CSV、状況把握費用）モ

デルと呼ばれる。2010年３月に紹介したとおり、

Gale and Hellwig（1985）は、投資家と経営者の持

つ情報にずれがある場合に、最適な資金提供契約の

形態が負債になる仕組みを明らかした。事業価値が

一定額以上の場合は投資家はデューディリジェンス

を行わず起業家はあらかじめ定めた一定額を投資家

に返済するが、事業価値が定めた一定額を下回る場

合は投資家はデューディリジェンスを行い確認され

た事業価値をすべて受け取ることで、状況把握費用

を最小化できる。パススルーの100％エクイティ型

の証券化ではなく、優先・劣後構造を作り優先債権

を生み出す意義が見出される。

［情報非対称性：部分保証を通じたスクリーニング］
　融資の仕組みを適切に設計することで、借り手が

自らのリスクを明らかにするような選択をとるよう

に仕向けることができる場合がある。住宅ローンに

おいて、初期費用の高低に差をつけることで、借り

手の繰上返済リスクを明らかにするのはその一例で

あ る。2010年 ８ 月 に 紹 介 し た Greenbaum and 

Thakor（1987）のモデルは、証券化において部分

保証を用いることによって、借り手の信用リスクを

明らかにし審査費用を削減できることを示してい

る。銀行が融資債権を証券化しようとするときに、

投資家に対して部分保証を提供し、その保証割合を

借手が決められるようにしたとする。そうすると、

借手は自分の返済能力に応じて保証割合を選択する

ため、保証割合が借手の返済能力を反映するように

なり、投資家としては別途審査の費用をかけなくて

も借手の返済能力を知ることができる。必要な情報

が自然に明らかになるような仕組みをうまく作るこ

とで、金融商品の費用を削減できるというわけであ

る。

［情報非対称性：残る逆選択］
　エクイティの保有などの工夫により逆選択は理論

的には回避または緩和できるが、実証的にはある程

度の逆選択が見られる。2011年２月に紹介したとお

り、Downing, Jaff ee and Wallace（2009）は、フレ

ディーマックのパススルー MBS を REMICs と呼ば

れる仕組みで再証券化する場合、再証券化せずに元

の投資家が MBS を保有し続ける場合よりも原資産

となる MBS の品質が低いことを示している。

［情報非対称性＋非完備契約：短期投資家による規
律付け］
　起業家が投資家よりも強い立場にあり、かつ契約

が非完備な場合、起業家は事業収益が十分にもかか

わらず戦略的にデフォルトを起こして事後的な再交

渉を行い有利な結果を引き出そうとする。2010年５

月に紹介した Berglof and von Thadden（1994）の

モデルでは、短期投資に当たる契約と長期投資にあ

たる契約を用意し、短期投資家には全ての資産流動

化の決定権を渡し企業との交渉を行ってもらう契約

が効率的であることが示されている。事業の途中で

企業がデフォルトした際に、短期投資家が積極的に

交渉と資産売却に関与することで企業が規律付けら

れ、全体として効率的な状態が達成される。

寄 稿
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［非完備市場：価格差別化］
　2010年１月には、Oldfield（2000）の価格差別化

に基づく証券化のモデルを紹介した。複雑な証券化

において、競合する証券会社に対して優位性を持つ

場合、投資家の投資需要特性に応じて証券を設計す

ることにより、証券化商品を高く販売できる場合が

ある。一定の市場独占力をもつ場合に一般の企業が

行うのと同様に価格差別化を用いて利益増大を図っ

ているという説明である。なお、そのメカニズムに

は情報の非対称性は働いていないが、投資家が異な

る資産を保有し異なる需要を持っているという仮定

は非完備市場を前提としている。2011年３月に紹介

した、Gaur, Seshadri, and Subrahmanyam（2010）

のトランチングの部分の価値は、このモデルと類似

のものである。

［非完備市場：選好のずれと意思決定権］
　トランチングによって作られるエクイティとデッ

トの違いについては、権利の優先度の違いからだけ

でなく、意思決定権から理解することも重要であ

る。特に契約が非完備である場合は、契約に盛り込

まれていない事項を誰が決めるのかが重要になる。

最善なのは、起業家と投資家の利益を両方合わせて

最大化するような企業行動であるが、起業家と投資

家の求めるものがずれている場合、意思決定権を誰

が持っているかによって問題が生じうる。

　2010年４月に紹介した Aghion and Bolton（1992）

はその点から最適な契約を検討している。資金力が

ない起業家が普段は決定権を持っておいて、収益性

がある水準を下回ると決定権が投資家に移転するよ

うな契約が最適となる場合があることが示されてい

る。これは負債契約において借り手が債務不履行し

た場合の状況に近い。このモデルからエクイティをス

ポンサー企業が保有して、負債部分を外部投資家か

ら調達する仕組みの効率性を理解することができる。

［資産価格評価：経済危機リスク］
　プーリングによる個別リスクの分散とトランチン

グを組み合わせると、優先債が持つ興味深い特性が

明らかになる。2011年１月に紹介したとおり、

Coval, Jurek and Stafford（2009a）は、大規模な証

券化商品の信用格付けと個別企業社債のデフォルト

特性の違いを明らかにしている。個別企業の社債の

デフォルトは企業の個別事情に大きく左右される

が、大規模債権プールを裏付けにした最優先債は、

経済全体が壊滅的に打撃を受けた場合のみデフォル

トするような債券になる。そのリスク特性は投資家

にとって望ましくないので、価格は個別企業の同格

付け社債よりも低くなる。証券化で発行される

AAA 債権は、ユニークなリスク特性を持った債権

となるのである。

［資産価格評価：重層的証券化とモデルリスク］
　雑多な非優先債を集めてプールして個別リスクを

分散し、さらにトランチングすることでスーパーシ

ニアとばれる AAA 格の証券を作り出すことができ

る。しかし、この仕組みには、モデルリスクが深刻

な影響を与え得ることを2011年２月に紹介した

Coval, Jurek and Stafford（2009b）は示している。

債券の CDO をさらに CDO2として二度目の証券化

をする場合、当初の資産プール特性に関する見込み

違いが CDO2の値付け極めて大きな影響を及ぼしう

ることが示されている。当初想定では AAA だった

証券が若干の想定見直しによって投機的な格付けに

格下げされる可能性もあるという結果である。

まとめ

　最新の研究を含め、われわれに新しい視点を提供

してくれる既存研究を紹介した。紹介した文献は網

羅的なものではなく、それぞれの切り口における代

表的なものである。前提条件が違った研究など、関
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連した研究はほかにも多数あるが、ここでは紙幅の

関係からすべてを紹介することはできなかった。た

だ、多くの視点が提供されている一方で、証券化の

経済が十分に体系的に明らかにされているとは言い

難い。金融危機において、説明を要する新たな状況

も生まれている。今後もこの分野においては活発な

研究が行われると期待される。
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