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〔論　文〕

企業間信用に関する一考察

―銀行と供給者との間の利害衝突を考慮して―*

宮　澤　信二郎 **

1．イントロダクション

原材料あるいは商品を供給者から仕入れる

にあたって、掛けや約束手形を利用して、売上

げが実現するまでのあいだ現金の支払いを留保

するとき、当該企業は供給者から信用（企業間

信用と呼ぶ。）の供与を受けていることになる。

企業間信用を利用することは、専門の金融仲介

機関（以下では「銀行」と呼ぶ。）からの借入

れ（銀行ローン）を利用して現金で支払うこと

の代替的手段となるため、資金調達するのと同

等である。そして、多くの企業にとって、特に

中小企業にとって、銀行ローンを利用できる場

合であっても、企業間信用は重要な資金調達の

手段となっている。他方で、いくつかの実証研

究により、企業間信用のコストは銀行ローンの

コストよりもかなり高いことが示されている。

では、なぜ多くの企業が企業間信用を利用する

のだろうか。

このような疑問に対して、先行研究はいくつ

かの理論を提示している 1。その中で、Burkart 
and Ellingsen （2004）は、借り手企業に十分な

自己資金がないとき、エージェンシー問題の結

果として、銀行からは十分な資金を調達できな

くなり（信用割当が発生し）、そのようなとき、

企業間信用を利用することが望ましくなること

を示した 2。しかし、彼らの研究では、ほかの

関連する研究においても同様だが、供給者と銀

行の間での利害衝突の可能性が考慮されていな

い。企業金融の研究において、債権者間の利害

衝突の可能性が企業価値に及ぼす影響を分析す

ることが一つの重要なテーマであることから考

えると、この点が彼らの研究の欠点であろう 3。

債権者間で利害衝突が生じる一つの大きな

原因は債権回収における非対称性（優先・劣後

関係の存在）である。本研究は、企業間信用が

銀行ローンに優先する場合に、企業間信用の利

用は、一方でエージェンシー問題によって信用

割当が生じる銀行ローンを補完する役割を果た

すものの、他方でその存在がエージェンシー問

題をより深刻にし、コストの低い銀行ローンか

らコストの高い企業間信用への代替を引き起こ

し、結果として、企業間信用の利用可能性がか

えって効率性を低下させる可能性があることを

示した。本来、企業間信用と銀行ローンのどち

らが優先して弁済されるのかは必ずしも明らか

ではなく、法的手続きにおいては、基本的に、

同等に扱われるだろう。しかし、通常、供給者

のほうが当該企業との取引頻度が高いため、供

給者はより早く当該企業における収入の実現を

察知し、その結果、優先的に回収できると考え

られる。

本研究は、さらに、銀行ローンが企業間信用

に優先する場合には、企業間信用の存在がエー

ジェンシー問題を深刻にすることはなく、企業

間信用の利用可能性は、必ず、効率性を高める

ことを示した。銀行ローンを企業間信用に優先

するようにする方法としては、当該企業が将来

において販売先に対して有することになる債権

を、あらかじめ、銀行ローンの担保としておく

という方法が考えられる。このような担保を用

いた銀行ローンのことを ABL（Asset-based 
Lending、動産担保融資）と呼び、我が国にお

いても、特に近年、そして、特に中小企業向け
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貸出において、利用されるようになっている 4。

本研究は、銀行による ABL の利用が供給者と

の間の利害調整を通じて効率性を高めるという

点を明らかにした点でも、重要な貢献を果たし

ている 5。

本稿の構成は以下のとおりである。2 節で基

本となるモデルの説明を行う。3 節では、ベン

チマークとして、企業間信用が利用できない場

合の最適結果を求めた後に、企業間信用が利用

できる場合の最適結果を求め、二つの場合の結

果を比較することで、企業間信用が利用できる

ことの効果について検討する。4 節では、基本

となるモデルでの想定とは異なり、銀行ローン

が企業間信用に優先する場合の最適結果を求

め、基本モデルでの結果と比較することで、

ABL 利用の意義について検討する。5 節で全体

のまとめを行う。すべての命題の証明は補論で

行う。

2．モデル

2 つの投資機会（プロジェクト 1 と 2）を持

つリスク中立的な企業を考える。プロジェクト

1 に対する の投資は確実に の収入

を 生 み 出 し、 プ ロ ジ ェ ク ト 2 に 対 す る

の投資は、確率 で の収

入を生み出し、確率 で全く収入を生み出

さない（前者の状態を「良い状態」、後者の状

態を「悪い状態」と呼ぶことにする。）6。この

企業は投入物をある供給者から購入する。購入

価格は投入物 1 単位当たり 1 で、購入代金は、

自己資金 と銀行からの借入金（銀行ロー

ン）に加えて、供給者からの企業間信用（つま

り掛け）で賄う 7。銀行と供給者もリスク中立

的で、銀行にとっての資本コストはゼロで、供

給者にとっての資本コストは である 8。

仮定 1.　各プロジェクトに関するパラメーター

、 、 、および は、（1） 、（2）
、（3） 、および（4）

を満たす。

　この仮定の（1）から（3）はこの企業に資産

代替の誘因が生じるための一般的な条件となっ

ている。（1）と（2）は、「プロジェクト 1 は企

業間信用を用いてでも投資する価値があるが、

プロジェクト 2 は投資する価値がない」ことを

表している。他方で、（3）は、後ほど詳しく見

るように、「負債で資金調達をして悪い状態で

は破産するときには、企業にとって、プロジェ

クト 1 ではなくプロジェクト 2 に投入物を配分

するほうが望ましい」ことを表している 9。なお、

（3）が成り立つとき、 が成り立つ。（4）
は価値のないプロジェクトの投資の上限が価値

のあるプロジェクトの投資の上限を下回ること

はないということを意味している。現実に、価

値のない投資機会は無数に存在すると考えられ

るため、これは妥当な仮定である 10。

取引のタイミングは以下のとおりである。初

めに、必要に応じて、企業が銀行に対して銀行

ローン契約 を提示する。 は借入額 と利

子率 の組合せ を特定するものであ

る。提示した契約が受け入れられた場合、企業

は の資金を調達して次のステップに進む。契

約を提示しなかった場合および提示した契約が

受け入れられなかった場合は、企業は資金を調

達せずに次のステップに進む。これらの場合は

の契約が受け入れられたと見なすことが

できる。

次に、企業は供給者から投入物を購入し、各

プロジェクトに投資する。各プロジェクトへの

投資の組合せ（以下では投資内容と呼ぶ。）を

で表すことにする。企業は、投入物

を購入する際に、供給者が受け入れるならば、

企業間信用を利用することができる。企業間信

用契約 は掛けで調達する投入物の量 と企業

間信用の利回り の組合せ を特定す

るものである。言い換えると、企業は、購入時

に だけ支払い、後日に 支払

う 11。企業間信用を利用しない場合および企業

間信用が受け入れられない場合は の契約

が受け入れられたと見なすことができる。ある

投資内容 が実現可能なのは、

� （2.1）

が満たされるときである。
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ここで、投入物の購入量および企業間信用の

内容の決定が銀行ローンの契約が確定した後に

なされると想定していることについて補足説明

する必要があるだろう。企業がより頻繁に取引

するのは、銀行とではなく、供給者とであると

考えられる。この場合、仮に供給者と契約した

後に銀行と契約したとしても、供給者と契約し

直すこと（特に追加で購入したり、企業間信用

の内容を見直したりすること）は容易である。

このため、投入物の購入量および企業間信用の

内容は、実質的に、銀行と契約した後に決まる

と考えられるのである。

投資が行われた後に、収入が実現し、企業は

銀行と供給者に支払いをする。その際、企業は、

基本的に、供給者に対して優先的に支払いをす

る。これは、供給者のほうがより密接にこの企

業と取引をしているため、供給者は銀行に先ん

じて収入の実現を観察し、支払いを促すことが

できるからである。さらに、企業が銀行と契約

した後に供給者と契約することを想定すると

き、企業は、より有利な結果を実現するために、

供給者に対して、供給者への返済を銀行へのそ

れに優先させることを約束する誘因を持つ 12。

このことからも、供給者に対して優先的な支払

いがなされると想定することは妥当であろう。

逆に言うと、企業が銀行に対して優先的に支払

うのは、その企業が銀行への支払いを優先する

ことを銀行ローン契約の時点でコミットできる

ときだけである。このようなコミットメントの

可能性については 4 節で検討する。

取引結果は、銀行ローン契約 、企業間信

用 契 約 、 お よ び 投 資 内 容 の 組 合 せ

で特定される。ここで、銀行ローン

や企業間信用を利用しないような結果について

は、便宜上、それぞれ、 、 と表

記することにする。

ここで、契約の内容について補足する。後ほ

ど詳しく分析するとおり、企業は実際に投資を

行う段階で、戦略的な選択をする誘因を持つ。

この誘因が、契約の決定の際に織り込まれ、結

果として、企業自身の利益を損なうことになる。

このことから、企業は、もし可能であれば、投

資内容に関連付けられた契約を結ぶような動機

を持つ。本論文では、銀行および供給者は各プ

ロジェクトへの投資と収入の関係、投資内容、

および実現した収入の内訳を、観察できるかも

しれないが、立証できず、このため、投資内容

に関連付けられた契約を結べないと仮定する
13。

企業は、自己資金、銀行ローン、および企業

間信用の合計 の範囲内で、各プロジェ

クトに合計 だけ投資し、収入が実現し

た後に、可能な範囲で、供給者に最大で

、銀行に最大で だけ支払う 14。

供給者と銀行への支払いを行う前の時点で企業

が持つ資金は、良い状態で

 　

� （2.2）

悪い状態で

� （2.3）

であることから、企業の期待利得

は、いずれの状態でも破産しない場合には

� （2.4）

悪い状態でのみ破産する場合には

 

 （2.5）
そしていずれの状態でも破産する場合には

となる。ここで、上付きの と は、それぞれ、

良い状態と悪い状態を表す。ただし、いずれの

状態でも破産するようなことが最適解の結果と

して実現することはない。なぜなら、この企業

は、銀行ローンと企業間信用をまったく利用し

なくても、自己資金をプロジェクト 1 に投資し

て、正の利得 を獲得することができ

るからである。このため、本文の以下の部分で

は、記述の煩雑さを避けるため、いずれの状態
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でも破産する可能性について触れないことにす

る。 と は以下のよう

に変形できる。

 （2.6）

� （2.7）

供 給 者 は、 各 状 態 に お い て、

だけ回収できる。よって、

供給者の期待利得 は、

 （2.8）

�
（2.9）

（上段がいずれの状態でもデフォルトが起こら

ない場合、下段が悪い状態でのみデフォルトが

起こる場合の期待利得）となる。

銀行は、各状態 において、

�（2.10）

だけ回収できる。よって、銀行の期待利得

は、

● の場合：

　　 � （2.11）

●

　　 の場合：

 （2.12）

（上段がいずれの状態でもデフォルトが起こら

ない場合、下段が悪い状態でのみデフォルトが

起こる場合の期待利得）となる。

投資の価値すなわち企業、供給者、および銀

行の期待利得の合計は

 （2.13）

となるため、ファースト・ベストの結果

は、明らかに、

 （2.14）

である 15。プロジェクト 1 は、投資の限界収入

が投資の限界費用 1 を上回るため、その上限

まで投資し、プロジェクト 2 は、投資の限界収

入の期待値 が投資の限界費用 1 よりも低い

ため、一切投資しない。企業間信用はコストが

高いため利用せず、自己資金 が必要資金 1 を

下回る場合には不足する分を銀行から借り入れ

る。借入金利は銀行の資本コストと等しいゼロ

である。以下では、ファースト・ベストで借入

れが発生する、 の状況に限って議論する

ことにする。

3．分析

3．1．�ベンチマーク：企業間信用が利用でき
ない場合の最適解

企業間信用が利用できない場合の最適化問

題（P1）は、以下の制約条件

 （3.1）

 （3.2）

を満たす範囲で、 を最大にする

ような を求めるという問題になる。

　（3.1）は銀行の参加制約である。銀行ローン

を利用する場合、つまり の場合、銀行の

期待利得は非負でなければならない。 の

とき、この制約条件は消滅する。

　（3.2）は誘因整合性制約である。モデルの設

定の際に説明したとおり、企業は契約を結んだ

後に投資を実行する。このため、契約の段階で

決める投資内容は実際に投資を実行する時点で

の誘因と整合的になっていなければならない。

つまり、投資内容は、銀行ローン契約を所与と

して、資金制約の範囲内で企業の期待利得を最
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大にするものでなければならない。

　この最適化問題（P1）を解くことにより、以

下の命題を導くことができる。

命題 1　（1） のとき、そしてそのとき

に限りファースト・ベストが実現可能である。

ここで、

 （3.3） 
 
である。また、（2） のとき、（a）
の場合、最適銀行ローン契約は 、最適

投資内容は であり、（b） の

場合、最適銀行ローン契約は

 （3.4）

を満たすすべての銀行ローン契約、最適投資内

容は であり、（c） の場合、最適結

果は、（a）の場合の結果と（b）の場合の結果

の両方である。ここで、

 （3.5）
　  

� （3.6）

である。

　銀行ローン契約を所与としたときに、いずれ

の状態でも破産しないと想定すると、プロジェ

クト 1 に対してできるだけ多く投資し、プロ

ジェクト 2 には全く投資しないという「効率的

な投資内容」を選ぶことが企業にとって最も望

ましい。これに対して、銀行ローン契約を所与

としたときに、悪い状態でのみ破産すると想定

すると、効率的な行動は企業にとって最も望ま

しいものにはならない。この想定の下では、良

い状態での利得を最大にすることを考えること

になるが、仮定 1 より、良い状態での収益性は

プロジェクト 2 のほうが高いため、プロジェク

ト 2 に対してできるだけ多く投資し、資金に余

裕があれば、プロジェクト 1 にも投資するとい

う「戦略的な投資内容」を選ぶことが企業にとっ

て最も望ましくなる。誘因整合的な投資内容は、

銀行ローン契約を所与として、効率的な投資内

容と戦略的な投資内容のうちいずれか企業に

とって望ましい方ということになる 16。

ファースト・ベストが実現可能なのは、

ファースト・ベストの銀行ローン契約

の下で、効率的な投資内容でファースト・ベス

トの投資内容でもある という投資内容が

誘因整合的になる場合である。このことから、

ファースト・ベストが実現するための必要十分

条件は、ファースト・ベストの銀行ローン契約

の下で、効率的な投資内容を選んでいずれの状

態でも破産しないときの期待利得が、戦略的な

投資内容である を選んで悪い状態でのみ

破産するときの期待利得を下回らないという条

件であり、その条件を自己資本の水準 に関し

て解くと、 になる。

この条件は、自己資金が十分にあるとき、そ

してそのときだけファースト・ベストが実現可

能であるということを意味している。企業が戦

略的な投資内容を選ぶのは、効率性損失の一部

（場合によっては全部）を債権者（銀行）に負

担させられるために、効率的な投資内容を選ぶ

よりも好ましくなる場合である。自己資金が十

分にある場合、当初に契約する借入額が少なく

なるため、戦略的な投資内容を選んだときに生

じる効率性損失の大きな部分を企業自身が負担

することになる。このため、自己資金が十分に

あるときにはファースト・ベストが実現でき、

自己資金が不十分なときにはファースト・ベス

トが実現できなくなる 17。

ファースト・ベストが実現できない場合の最

適解の候補として、効率的な投資内容が実現す

るような解と戦略的な投資内容が実現するよう

な解の二つが考えられる。初めに、効率的な投

資内容が実現するような解について考える。上

述のとおり、借入額が増加するほど戦略的な投

資内容が好ましくなることから、自己資金が

ファースト・ベストを実現させるのに不十分で



30　　企業間信用に関する一考察

ある場合、効率的な投資内容を誘因整合的にす

るためには借入額を抑制する必要がある。効率

的な投資内容が選ばれるときには銀行ローンに

デフォルトが起こらないことから、最適な金利

はゼロである。金利がゼロのときに効率的な投

資内容が誘因整合的になるための条件から、効

率的な投資行動を誘因整合的にする借入額の上

限 が決まる。よって、この上限の額を金利

ゼロで借りるという銀行ローン契約を選び、銀

行ローンで調達した資金に自己資金の合わせた

ものを、全額、プロジェクト 1 へ投資し、プロ

ジェクト 2 には投資しないという結果が最適解

の一つ目の候補となる。

次に、戦略的な投資内容が実現するような解

について考える。戦略的な投資内容が選ばれる

とき、資金は、まずプロジェクト 2 に投資され、

その余りがプロジェクト 1 に投資される。借入

額の変化による費用・便益は金利の調整により

企業の期待利得に内部化されること、また、プ

ロジェクト 1 への投資は効率的であるがプロ

ジェクト 2 への投資は非効率であることに注意

すると、プロジェクト 2 への投資を減らすため

に、借入額をゼロにするか、逆に、プロジェク

ト 2 に加えてプロジェクト 1 に対してもその上

限まで投資するのに十分な借入額を選ぶことが

最適解の候補となると考えられる 18。ここで、

前者のように借入額をゼロに近づけると戦略的

な投資内容が誘因整合的ではなくなることに注

意すると、後者の借入額を、両プロジェクトの

上限まで投資され、悪い状態ではデフォルトが

起こることを前提としたときに銀行の期待利得

がちょうどゼロになるような金利で借りるとい

う銀行ローン契約を選び、プロジェクト 1 と 2
の両方に上限まで投資するという結果が最適解

のもう一つの候補となる。 
一つ目の候補は借入額を抑制して効率的な

投資内容を実現させるという結果であるが、当

然のことながら、借入額を抑制することは企業

の期待利得を減少させる。二つ目の候補では戦

略的な投資内容が選ばれることによる効率性損

失が生じ、最適な銀行ローン契約の下では、こ

の損失は企業によって負担されることになる。

このため、いずれが最適になるかは、一つ目の

候補における過少借入による損失と二つ目の候

補における非効率な投資が行われることによる

損失の大小関係で決まると考えられる。ここで、

自己資金が少ないほど、戦略的な行動を選択す

る誘因が高まり、結果として、一つ目の候補に

おける借入額が少なくなる（ が小さくなる）

ことから、自己資金がある水準 を上回ると

きには一つ目の候補が、これを下回るときには

二つ目の候補が、最適解になるのである。

ただし、この閾値 は、各プロジェクトの

収益性に依存して、場合によっては と

なる。この場合、自己資金がいかなる正の水準

であっても、一つ目の候補が最適契約となる。

となるのは

 （3.7）

のとき、そしてそのときだけである 19。これは、

プロジェクト 2 の非効率性が甚だしく、その規

模が大きい場合には、自己資金の水準にかかわ

らす、非効率なプロジェクトにまで投資するよ

うな結果ではなく、借入額を抑制して、効率的

なプロジェクトへのみ、規模を縮小して投資す

るという結果が実現することを意味している。

逆に、プロジェクト 2 の非効率性がそれほどで

もなく、その規模が小さい場合には、自己資金

が十分に少ないときに限り、効率的なプロジェ

クトだけではなく非効率なプロジェクトへまで

投資するような結果が実現することを意味して

いる。

3.2.�企業間信用が利用できる場合の最適解とそ
の評価

前小節では、ベンチマークとして、企業間信

用が利用できない場合の最適解を求めた。以下

では、企業間信用を利用できる場合の最適解を

求めた上で、企業間信用が利用できない場合の

結果と比較検討を行う。

この場合の最適化問題（P2）は、以下の制

約条件
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� （3.8）

 （3.9）

を満たす範囲で、 を最大にする

ような を求めるという問題になる。

　（3.8）は銀行の参加制約である。 がコント

ロール変数となった点が問題（P1）における

制約（3.1）からの相違点である。

　（3.9）は誘因整合性制約である。企業は契約

を結んだ後に投入物を購入し、投資を実行する。

その際に、企業間信用を利用する可能性がある。

このため、契約の段階で決める企業間信用契約

と投資内容が実際に投資を実行する時点での誘

因と整合的になっていなければならない。つま

り、企業間信用契約と投資内容は、銀行ローン

契約を所与として、供給者の参加制約（企業間

信用を利用する場合、つまり の場合には

供給者の期待利得が非負であるという条件、

の場合には消滅）と資金制約とを満たす

範囲内で企業の期待利得を最大にするものでな

ければならない。

　この最適化問題（P2）を解くことにより、以

下の命題を導くことができる。

命題 2　（1） のとき、そしてそのとき

に限りファースト・ベストが実現可能である。

ここで、

 （3.10）

である。また、（2） のとき、（a）
の場合、最適銀行ローン契約は 、最適企

業間信用契約は 、最適投資内容

は であり、（b） の場合、最適銀行

ローン契約は（3.4）を満たすすべての銀行ロー

ン契約、最適企業間信用契約は 、最適投資

内容は であり、（c） の場合、最適

結果は、（a）の場合の結果と（b）の場合の結

果の両方である。ここで、

　

　　　�　 （3.11）

　  

�����　 （3.12）

である。

　銀行ローン契約を所与としたときに、いずれ

の状態でも破産しないと想定すると、企業間信

用の利回りが 以上であれば供給者の参加制約

が満たされる。このため、このような想定の下

では、プロジェクト 1 にはその上限まで投資し、

プロジェクト 2 には全く投資せず、不足する資

金は供給者から利回り で信用供与を受けると

いう「効率的な行動」が企業にとって最も望ま

しくなる。これに対して、銀行ローン契約を所

与としたときに、悪い状態でのみ破産すると想

定すると、上記の効率的な行動は企業にとって

最も望ましいものにはならない。また、この想

定の下では良い状態での利得を最大にすること

を考えることになるが、企業間信用が利用でき

ない場合とは違って、プロジェクト 2 に対して

優先的に投資するという行動も最も望ましいも

のにならない。これは、企業間信用にデフォル

トが発生するようなときには、企業間信用の利

回りが上昇することを通じて、非効率な投資に

よる損失が企業の利得に内部化されるためであ

る。プロジェクト 1 に対してより多く投資する

ほど企業間信用にデフォルトが発生しにくくな

ることから、プロジェクト 1 に対しては上限ま

で投資し、必要に応じて利回り で企業間信用

を利用して、企業間信用にデフォルトが発生し

ない範囲でできるだけ多くをプロジェクト 2 に

対して投資するという「戦略的な行動」が最も
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望ましい行動となる。誘因整合的な行動は、銀

行ローン契約を所与として、効率的な行動と戦

略的な行動のうちいずれか企業にとって望まし

い方ということになる 20。

ファースト・ベストが実現可能なのは、

ファースト・ベストの銀行ローン契約

の下で、効率的な行動でファースト・ベストの

行動でもある、企業間信用を利用せずに、

という内容の投資を実行することが誘因

整合的になる場合である。ここで、この銀行ロー

ン契約の下では、プロジェクト 1 に対して上限

ま で 投 資 し、 企 業 間 信 用 を 利 回 り で

だけ利用して、プロジェクト 2 に対

して だけ投資したとすると、悪い

状態での返済前の資金と供給者への支払額と

が、いずれも で、ちょうど一致すること、

ただし がプロジェクト 2 に対する投

資の上限 を上回る可能性があることを考慮

すると、ファースト・ベストの銀行ローン契約

の下での戦略的な行動は、プロジェクト 1 に対

して上限まで投資し、企業間信用を利回り で

だけ利用して、プロジェク

ト 2 に対して だけ投資する

こととなる。このため、ファースト・ベストが

実現するための必要十分条件は、ファースト・

ベストの銀行ローン契約の下で、効率的な行動

をとっていずれの状態でも破産しないときの期

待利得が、上述のような戦略的な行動を選んで

悪い状態でのみ破産するときの期待利得を下回

らないという条件であり、その条件を に関し

て解くと、 になる。

この条件は、企業間信用が利用できない場合

と同様に、自己資金が十分にあるとき、そして

そのときだけファースト・ベストが実現可能で

あるということを意味しており、直感的な理由

づけも、企業間信用が利用できない場合と同様

である。しかし、閾値となる自己資金の水準は、

企業間信用が利用できない場合と異なる。この

違いについての検討は後ほど行う。

ファースト・ベストが実現できない場合の最

適解の候補として、企業間信用が利用できない

場合と同様、効率的な行動が実現するような解

と戦略的な行動が実現するような解の二つが考

えられる。初めに、効率的な行動が実現するよ

うな解について考える。この解における銀行

ローン契約は、企業間信用を利用できない場合

と同様、効率的な行動を誘因整合的にするよう

な借入額の上限（この場合 と表記）を金利

ゼロで借りるというものになる。ただし、企業

間信用が利用できることにより、それが利用で

きない場合と比べて、効率的な行動と戦略的な

行動のもたらす利得に違いが生じることから、

一般的には、借入額に違いが生じる。また、実

現する投資内容にも違いが生じる。企業間信用

が利用できる場合、同様にしてプロジェクト 2
には投資されないが、プロジェクト 1 には上限

まで投資される。これはファースト・ベストの

投資内容である。投資にあたって、自己資金と

銀行ローンで調達した資金では不足する分だけ

企業間信用が利用される。

次に、戦略的な行動が実現するような解につ

いて考える。戦略的な行動では、自己資金、銀

行ローン、および企業間信用を用いて、プロジェ

クト 1 にはその上限まで投資し、悪い状態でも

企業間信用がデフォルトを起こさない範囲でプ

ロジェクト 2にも投資する。このため、銀行ロー

ンの借入額を増加させると、その上限に到達す

るまでは、プロジェクト 2 への投資額が増加す

ることになる。プロジェクト 2 への投資が非効

率であり、また、この非効率性は銀行ローン契

約により企業の期待利得に内部化されることに

注意すると、このような借入額の増加は企業の

期待利得を減少させることがわかる。しかし、

プロジェクト 2 への投資額が上限に達した状況

で銀行ローンの借入額を増加させると、資本コ

ストが高い企業間信用の利用額を減少させるこ

とができるため、企業の期待利得を増加させる

ことになる。これらのことから、プロジェクト

2 への投資を減らすために借入額をゼロにす

る、逆に、企業間信用の利用額をゼロにするた

めにプロジェクト 1 に加えてプロジェクト 2 に

対してもその上限まで投資するのに十分な借入

額を選ぶことが最適解の候補となると考えられ

る 21。ここで、前者のように借入額をゼロに近

づけると戦略的な投資内容は誘因整合的ではな

くなることに注意すると、後者の借入額を、両
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プロジェクトの上限まで投資され、悪い状態で

はデフォルトが起こることを前提としたときに

銀行の期待利得がちょうどゼロになるような金

利で借りるという銀行ローン契約を選び、プロ

ジェクト 1 と 2 の両方に上限まで投資するとい

う結果が最適解のもう一つの候補となる。

一つ目の候補の場合は、ファースト・ベスト

の投資内容を実現できるものの、コストが高い

企業間信用を利用することになる。二つ目の候

補の場合は、コストの低い銀行ローンのみの利

用であるが、非効率な投資が行われるというコ

ストが発生する。いずれの候補が最適になるか

はこれらのコストの大小関係で決まる。企業間

信用が利用できない場合と同様に、自己資金が

少ないほど、戦略的な行動を選択する誘因が高

まるため、一つ目の候補における銀行ローン借

入額が少なくなり（ が小さくなり）、結果と

して、資金調達コストが高くなる。このため、

ある自己資金の水準 を境として、この水準

より自己資金が多い場合には一つ目の候補が、

少ない場合には二つ目の候補が最適になるので

ある。

ただし、やはり、この閾値 は、必ずしも

正の値になるとは限らない。 の場合、

がいかなる水準であっても、一つ目の候

補が最適契約となる。 のとき、すなわ

ち が成り立つとき、 となり、必ず

一つ目の候補が最適となる。さらに、この閾値

は、必ずしも より小さくなるとは限らな

い。 の場合、ファースト・ベストが実

現しないとき、つまり のとき、 が

いかなる水準であっても、二つ目の候補が最適

になる 22。

企業間信用が利用できない場合と利用でき

る場合の最適解における企業の期待利得を、そ

れぞれ、 、 とすると以下の命題が成り立

つ。

命題 3　（1） が成立する。（2） を

と比較すると、

� （3.13）

が成り立つ。ここで、

　　　　　　　　　　　　 �（3.14）

である。

　企業間信用の利用可能性は、一方で、ファー

スト・ベストの水準の銀行ローンが調達できな

いときの資金不足を補うことで、効率的な行動

をとったときの期待利得を増加させる。しかし、

他方で、戦略的な行動の可能性を広げることで、

戦略的な行動をとったときの期待利得も増加さ

せる。この増加幅が効率的な行動をとったとき

の期待利得の増加幅を上回るとき、戦略的な行

動の誘因を高めることになる。戦略的な行動の

誘因が高まると、効率的な行動を誘因整合的に

する借入額の上限が低下する、つまり、

となる。これは、銀行ローンからコス

トの高い企業間信用への代替を引き起こし、効

率的な行動をとったときの期待利得を減少させ

る。したがって、効率的な行動が選ばれること

が最適になる場合、企業間信用の利用可能性が

効率性を改善するかどうかはこれらの効果の大

小関係で決まる。なお、戦略的な行動が選ばれ

ることが最適になる場合には企業間信用が利用

されないため、企業間信用の利用の可否にかか

わらず戦略的な行動が最適になる場合には、企

業間信用の利用可能性は効率性に影響を及ぼさ

ない。

企業間信用が利用できない場合にはファー

スト・ベストが実現できる場合（ の場

合）、企業間信用の利用可能性は、効率的な行

動をとったときの期待利得を変化させないが、

戦略的な行動をとったときの期待利得を高める

ため、確実に、戦略的な行動の誘因を高める。

これは企業間信用が利用できるようになると

ファースト・ベストが実現しづらくなるという
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ことを意味している。自己資金が多ければ多い

ほど効率的な行動が誘因整合的になりやすいこ

とから、自己資金の水準が一定の間にある場合

（ の場合）、企業間信用が利用でき

ない場合にはファースト・ベストが実現できる

が、それが利用できる場合にはファースト・ベ

ストが実現できないことになる。

さらに、企業の自己資金が少なくなるほど、

企業間信用が利用できない場合の効率的な行動

が誘因整合的になる借入額の上限が低下するた

め、企業間信用の利用は効率的な行動をとった

ときの期待利得を大きく増加させる。それに対

して、自己資金の水準が十分に低い場合、自己

資金の水準の増減は、いずれの場合でもプロ

ジェクト 2 への投資額を同じ額だけ増減させる

ことになるため、戦略的な行動をとったときの

期待利得の増加幅に影響を及ぼさない 23。この

ため、自己資金が比較的に多い場合には、戦略

的な行動をとったときの期待利得の増加が効率

的な行動をとったときの期待利得の増加を上回

り、企業間信用の利用可能性が効率的な行動が

誘因整合的になる借入額の上限を低下させ

（ となり）、自己資金がかなり少ない場

合には、逆に、企業間信用の利用可能性が効率

的な行動が誘因整合的になる借入額の上限を増

加させる（ となる）ことになる 24。し

たがって、自己資金の水準が、ファースト・ベ

ストを実現させるには不十分であるもののかな

り高い水準である場合（ の場合）、

そしてその場合に限って、効率性を悪化させる

効果が効率性を改善する効果を上回り、企業間

信用の利用可能性がかえって効率性を低下させ

ることになるのである。ここで は企業間信用

の利用可能性が効率性を低下させるような の

下限であるが、戦略的な行動が選ばれることが

最適になる場合には企業間信用の利用可能性が

効率性に影響を及ぼさないことから、この値は、

各場合の効率的な行動が選ばれるような解の候

補における期待利得が一致するような の水準

（max の中の第一項）といずれの場合でも戦略

的な行動が選ばれることが最適になるような

の上限のうちいずれか大きい方ということにな

る 25。

命題 3 の結果は、比較的に高い水準の自己資

金を持つ場合（ の場合）には、「企

業間信用は利用しない（仕入れは現金で支払

う）」とコミットすることによって、場合によっ

て（ の場合）は投資水準を低下さ

せてしまうものの、コストの高い企業間信用へ

の代替を防ぎ、結果として、効率性を高められ

るということを示唆している 26。

先行研究においては、「なぜ資本コストが高

い（と思われる）企業間信用を利用するのか」

が検討の焦点であった。そしてこの問いに対す

る一般的な解答は、「銀行からは、何らかの理

由で、十分な借入をできない（信用割当が発生

する）ため、不足する資金を補うためである」

というものであろう。例えば、Burkart and 
Ellingsen （2004）は、銀行ローンに信用割当が

発生し、企業間信用への需要が生じるメカニズ

ムを、エージェンシー・モデルを用いて明らか

にした 27。これらの先行研究において予期され

ており、結果として示されていることは、企業

間信用が利用できることは、信用割当のために

生じる過少投資の問題を解決し、結果として効

率性を高めるということである。本研究は、既

述のとおり、企業間信用の利用可能性は、過少

投資の問題を解決して効率性を高めるという先

行研究と同様の効果のほかに、エージェンシー

問題を深刻にし、かえって効率性を低下させる

効果を持ち、自己資金が比較的に多い場合には、

かえって効率性を低下させてしまうということ

を示した点で特徴的である。

企業間信用の利用可能性がエージェンシー

問題を深刻化するという本研究の結果は

Burkart and Ellingsen （2004）の結果と対照的で

ある。彼らのモデルでは、供給者から購入する

投入物はキャッシュよりも流用が困難であり、

また、供給者は企業の購入量に依存した契約を

締結することができると想定されている。これ

らのため、企業間信用が利用できることは、戦

略的な行動（流用すること）の便益を高めるこ

となく、効率的な行動（流用しないこと）の便

益を高める。つまり、エージェンシー問題を緩

和するのである。しかし、この結果は、銀行と

供給者の間に利害衝突が生じる可能性、つまり、
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供給者が銀行の利益を損なうような契約を受け

入れてしまう可能性が考慮されていないことに

依存している。実際のところ、情報構造は銀行

と供給者との間で非対称であり、企業が取引す

るタイミングは銀行と供給者とでは異なると考

えられることから、銀行と供給者の間に利害衝

突が生じる可能性は高い。このような利害衝突

の可能性を考慮して、企業間信用が利用できる

ことは、銀行からの借入可能額を抑制し、結果

として、効率性を低下させてしまう可能性があ

ることを示した本研究は、企業間信用に関する

研究において、重要な貢献を果たしているとい

えるだろう。

4.�優先順位の効果に関する考察

4.1.�銀行が優先弁済を受ける場合の解
前節では、企業が銀行ローンに加えて企業間

信用も利用できる状況を分析し、企業間信用を

利用できることがかえって効率性を低下させる

可能性があることを示した。ただし、この結果

は、後で明らかになるとおり、企業が供給者へ

の返済を優先するという前提に大きく依存して

いる。前述のとおり、実際の取引の場面を考え

ると、供給者との取引のほうが銀行との取引よ

りも頻繁であり、またこのことなどから、供給

者のほうが銀行よりも企業の収入のタイミング

を把握しやすく、結果として、多くの場合、供

給者が銀行よりも先に債権回収していると考え

られる。しかし、企業が、銀行との契約の段階

で、銀行ローンの返済を優先することを約束し、

実際にそのとおり履行されると信じられる状況

においてはこの限りではない。本節では、まず、

銀行ローンが優先的に弁済される場合の最適契

約問題を解いて、その結果を検討する。その後

に、どのような状況で銀行ローンが優先的に弁

済されるようになるのかについて検討する。

銀行ローンが優先的に弁済されるこの場合

でも、企業の期待利得は 2 節で説明したものと

同じである。これに対して、この場合、銀行の

期待利得 は

 （4.1）
供給者の期待利得 は

（いずれも、上段はいずれの状態でもデフォル

トを起こさない場合、悪い状態でのみデフォル

トを起こす場合の期待利得）と、場合によって

異なったものになる。

上記を踏まえると、この場合の最適化問題

（P3）は、以下の制約条件

 （4.3）

 
   （4.4）

 

を満たす範囲で、 を最大にする

ような を求めるという問題になる。

　（4.3）は銀行の参加制約、（4.4）は誘因整合

性制約である。銀行と供給者の期待利得が上で

定義されたもので置き換えられた点が問題

（P2）における制約（3.8）と（3.9）からの相

違点である。

　この最適化問題を解くことにより、以下の命

題を導くことができる。

命題 4　（1） のとき、そしてそのときに

限りファースト・ベストが実現可能である。こ

こで、

� （4.5）

である。（2） のとき、（a） の場合、

最適銀行ローン契約は 、最適企業間信
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用契約は 、最適投資内容は

であり、（b） の場合、最適銀行ローン

契約は（3.4）を満たすすべての銀行ローン契約、

最適企業間信用契約は 、最適投資内容は

であり、（c） の場合、最適結果は、

（a）の場合の結果と（b）の場合の結果の両方

である。ここで、

　

　　　　� �

（4.6）

 （4.7）

である。

　まず、ある銀行ローン契約を所与としたとき

の行動について考える。いずれの状態でも破産

しないとき、銀行と供給者のどちらへの支払い

を優先するかは各当事者への支払額に影響を及

ぼさないことに注意すると、前節と同様、プロ

ジェクト 1 にはその上限まで投資し、プロジェ

クト 2 には全く投資せず、不足する資金は供給

者から利回り で信用供与を受けるという行動

が一つ目の候補となる。これに対して、もう一

つの候補となる「戦略的な行動」は前節のもの

と異なる。前節での検討の際に述べたとおり、

供給者が負担するデフォルトのコストが企業間

信用の利回りの引き上げという形で内部化され

るため、企業間信用がデフォルトを起こすよう

な投資内容を選択することが企業にとって望ま

しくなることはない。したがって、銀行ローン

が優先的に弁済される状況における「戦略的な

行動」は、企業間信用は利用せず、自己資金と

銀行ローンで調達した資金をプロジェクト 2 に

優先的に投資して、残りをプロジェクト 1 に投

資するというものになる。つまり、企業間信用

を利用せず、企業間信用が利用できない場合の

戦略的な投資内容を選ぶという行動が二つ目の

候補になる。誘因整合的な行動はこれらのうち

いずれか企業にとって望ましい方ということに

なる 28。

ファースト・ベストが実現可能なのは、前節

の場合と同様に、ファースト・ベストの銀行ロー

ン契約 の下で、効率的な行動でファー

スト・ベストの行動でもある、企業間信用を利

用せずに、 という内容の投資を実行する

ことが誘因整合的になる場合である。この条件

から、ファースト・ベストが実現するための必

要十分条件 が求まる。ここで、ファー

スト・ベストの銀行ローン契約の下での戦略的

な行動が、前節の企業間信用が優先である場合

とは違い、企業間信用を利用せずに、 と

いう内容の投資を実行することであり、この投

資内容は企業間信用が利用できない場合の戦略

的な投資内容と同じであることに注意すると、

となることがわかる。

ファースト・ベストが実現できない場合の最

適解の候補として、前節で考えた二つの場合と

同様、効率的な行動が実現するような解の候補

と戦略的な行動が実現するような解の候補の二

つが考えられる。効率的な行動が実現するよう

な解の候補における銀行ローン契約は、同様に、

効率的な行動を誘因整合的にするような借入額

の上限（この場合 と表記）を金利ゼロで借り

るというものになる。ただし、銀行ローンが優

先になることにより、企業間信用が優先の場合

と比べて、戦略的な行動のもたらす利得に違い

が生じることから、一般的には、借入額に違い

が生じる。投資にあたって、自己資金と銀行ロー

ンで調達した資金では不足する分だけ企業間信

用が利用される。

一方、戦略的な行動が、企業間信用は利用せ

ず、銀行ローンが利用できない場合の戦略的な

投資内容を選ぶことであることに注意すると、

戦略的な行動が実現するような解の候補は、企

業間信用が利用できない場合と同様、企業間信

用を利用せず、両プロジェクトの上限まで投資

するのに必要な額を、両プロジェクトの上限ま

で投資され、悪い状態ではデフォルトが起こる

ことを前提としたときに銀行の期待利得がちょ

うどゼロになるような金利で借りるという銀行

ローン契約を選び、プロジェクト 1 と 2 の両方

に上限まで投資するというものになる。これは
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企業間信用が優先である場合の候補とも同じで

ある。

企業間信用が優先である場合と同様、前者の

場合は、ファースト・ベストの投資内容を実現

できるものの、コストが高い企業間信用を利用

することになり、後者の場合は、コストの低い

銀行ローンのみの利用であるが、非効率な投資

が行われるというコストが発生する。これまで

と同様に、自己資金が少ないほど、戦略的な行

動を選択する誘因が高まるため、前者における

銀行ローン借入額が少なくなり（ が小さく

なり）、結果として、前者の契約のコストが高

くなる。このため、ある自己資金の水準 を

境として、この水準より自己資金が多い場合に

は前者の候補が、少ない場合には後者の候補が

最適になるのである。

ただし、やはり、この閾値 は、必ずしも

正の値になるとは限らない。 の場合、

がいかなる水準であっても、前者の候補

が最適契約となる。 のとき、すなわち

が成り立つとき、 となり、必ず前

者の候補が最適となる。

銀行ローンが優先弁済される場合の最適解

における企業の期待利得を とすると以下の

命題が成り立つ。

命題 5　 を および と比較すると、

�
（4.8）

� （4.9）

が成り立つ。

　銀行ローンへの返済が優先の場合、企業間信

用への返済が優先の場合と違って、企業間信用

を利用する限り効率性損失を自ら負担すること

になるため、戦略的な行動をとる場合には企業

間信用を利用しなくなる。このため、ファース

ト・ベストを実現できない状況において、企業

間信用の利用可能性は、戦略的な行動をとった

ときの期待利得を高めることなく、効率的な行

動をとったときの期待利得を高めることができ

る。この結果、銀行ローンへの返済を優先にす

ると、企業間信用が利用できることの、銀行ロー

ンの不足を補完して効率性を高める効果を享受

しつつ、戦略的な行動の誘因を高めて効率性を

低下させる効果を排除することができる。した

がって、銀行ローンへの返済を優先にすること

によって効率性を改善できないのは、そもそも

ファースト・ベストを実現できる場合と、逆に、

いずれにしても両プロジェクトに上限まで投資

してしまうような場合に限られるのである。

4．2．解釈と考察
以上で明らかになったとおり、企業間信用へ

の返済が優先される場合には企業間信用が利用

できることはかえって効率性を損なう可能性が

あるものの、銀行ローンへの返済が優先される

場合にはこの可能性が生じない。銀行ローンを

優先的に返済する旨を信頼できる形でコミット

する手段として、ABL（Asset-based Lending, 動
産担保融資）の利用が考えられる。より具体的

には、各プロジェクトの投入物、産出物、およ

び産出物を販売した際に生じる当該企業の売掛

債権に対して、あらかじめ担保権を設定するの

である 29。このようにすることにより、銀行は、

企業が破産に陥った際に、優先的に債権を回収

することができる 30。

ABL は近年になって特に注目されている金

融手法の一つである 31。企業、特に中小企業は、

銀行から借入れをする際、所有する不動産を担

保として提供することが一般である。企業が銀

行に対して返済しない場合、銀行は担保権の実

行によりその債権の一部または全部を回収でき

る。このため、企業が銀行に担保を提供すると、

銀行は企業による借入申込みに応じやすくな

る。必要とする資金に対して十分な不動産を所

有していないような企業でも、ABL を利用し

て事業の投入物、生産物、および売掛債権を担

保として提供することで、借入れがしやすくな

るといわれている。しかし、本論文の分析結果

は、ABL を利用することの別の機能の存在を

示している。
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担保権の設定は、上記のような機能とは別

に、債権者間の優先順位を調整するという機能

を持っている。従来の研究でも、担保権の設定

が企業金融に及ぼす影響について様々な分析が

行われている 32。ただし、そこで想定されてい

るのは、複数の銀行から資金調達するような状

況であって、銀行から資金調達した上で供給者

からの企業間信用も利用するような状況ではな

い。上述のとおり、銀行と供給者との関係を考

えると、ABL を利用することは、実質的に、

銀行への返済を供給者への支払いよりも優先さ

せることを意味する。このことが、企業間信用

を利用してよりリスキーな行動をとるという企

業自らの誘因を抑制し、結果として、銀行ロー

ンの借入上限額を増大させ、企業金融の効率性

を向上させるのである。

また、ABL の利用と企業間信用の利用の関

係という視点から、以下の点に注意する必要が

ある。不動産に加えて、ABL として、投入物

から、産出物、売掛債権に至るまでのすべての

動産にも担保を設定すれば、企業は十分な資金

を銀行から調達でき、企業間信用は利用しなく

てもよくなるように思われるかもしれない。し

かし、本研究の結果は、企業が資産を流用する

ことなく、しかも、銀行に優先的に弁済するよ

うな状況でも、自己資金が不十分である場合の

多くの場合で、企業間信用を併用する必要があ

ることを示している。たとえ担保対象物を増や

して返済の確実性を高めたとしても、戦略的に

投資内容を変化させる可能性とその誘因が残る

限り、銀行ローンの借入可能額に制限が生じて

しまう。このようなとき、銀行よりも供給者の

ほうが取引先の経営内容を知りやすく、その内

容を契約条件に反映させやすい限り、企業間信

用が銀行ローンの不足を補うことになるのであ

る。

5．まとめ

多くの企業、特に中小企業にとって、企業間

信用、つまり、投入物の供給者からの信用供与

は重要な資金調達手段となっている。しかし、

企業間信用のほうが銀行ローンよりも資本コス

トが高いと考えられることから、銀行ローンに

加えて企業間信用を利用することの経済的な意

味を検討することが、企業金融の分野で、一つ

の論点となっている。

本研究では、銀行と供給者の間に利害衝突が

ある状況、つまり、銀行ローンと企業間信用の

間に優先・劣後関係があり、一方への債務は履

行されるが他方への債務は不履行となる可能性

のある状況を、エージェンシー理論を用いて分

析した。分析の結果、通常想定されるように、（実

質的に）企業間信用への返済が優先される場合、

企業間信用の利用可能性には、銀行ローンの不

足を補って効率性を高めるという効果が存在す

るものの、戦略的にリスクの高いプロジェクト

へ投資する誘因を高め、結果として、効率性を

低下させてしまう可能性があること、この可能

性は銀行ローンへの返済が優先される場合には

生じないことが示された。

銀行ローンへの返済を優先するという取り

決めに実効性を持たせるための手段として、

ABL（Asset-based Lending, 動産担保融資）の利

用が考えられる。ABL の利用は不動産担保で

は十分な資金を調達できない企業が利用すると

見られがちであるが、本研究の結果、ABL の

利用には、銀行と供給者の間の利害を調整し、

結果として、企業の経営判断上の誘因のゆがみ

を補正するという別の機能があることが示され

た。

本稿で用いたモデルは、限界収入が一定の技

術を想定しているという点で、一般性に欠けて

いる。主要な結果の背後にある基本的なロジッ

クは本稿における特定化に依存しないと考えら

れるものの、より一般的な枠組みで分析するこ

とが今後の課題の一つである。

補論 A　証明

A1．命題 1 
最適化問題（P1）の誘因整合性制約（3.2）

に関して以下の補題が成り立つ。

補題 1（1） を以下の問題
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　 � （G1）

　

の解、 を以下の問題

　 � （H1）

　

の解とすると、

 （A.1）

（A.2）

�

である。（2）

　 � （A.3）
　 � （A.4）

と定義すると、最適化問題（P1）の誘因整合

性制約（3.2）は、

 
（A.5）

と変形できる。

証明：（1）については以下のとおりである。（2.6）
および仮定 1 より、

� （A.6）

が成り立つことから、問題（G1）の解として

が成立する。また、（2.7）および仮定 1
より、

 （A.7）

が成り立つことから、問題（H1）の解として

が成立する。

（2）については以下のとおりである。定義よ

り、 が成り立つときには、

良い状態ではちょうど返済できるが、悪い状態

では破産する。また、やはり定義より、

は資金制約を満たす範囲における

の 最 大 値 で あ る。 よ っ て、

が成り立つとき、どのような投

資内容が選ばれても、企業は、悪い状態では破

産し、良い状態でも破産するかちょうど返済で

きるかで、企業の期待利得は （一定）となる。

このため、資金制約を満たすような投資内容す

べてが誘因整合的になる。

以下では が成り立つ場合につ

いて考える。まず、 と の定義および（2.4）
と（2.5）の比較より、 とな

るのは、 の下で

　 � （A.8）

が正の値をとる、つまり、 を選ぶと悪い状

態では破産しないときだけであることがわか

る。よって、 の場合、

を選ぶと悪い状態でも破産せず、結果として、

　 � （A.9）

となるといえる。また、やはり と の定

義 お よ び（2.4） と（2.5） の 比 較 よ り、

となるのは の下で

（A.8）が負の値をとる、つまり、 を選ぶと

悪い状態では破産するときだけであること

が わ か る。 よ っ て、 か つ

の場合、 を選ぶと悪い

状態でのみ破産し、結果として、
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　 � （A.10）

となるといえる。

資金制約を満たす任意の について

� （A.11）

　 � （A.12）

が成り立つことから、 の場

合、資金制約を満たす任意の について、

　 � （A.13）

が成り立つ。よって、この場合（A.9）が成り

立つことから、 が唯一の誘因整合的な投資

内容となる。同様にして、

の場合、資金制約を満たす任意の につ

いて、

　 � （A.14）

が成り立つことから、 が唯一の誘因整合的

な投資内容となり、 の場合、

資金制約を満たす任意の につい

て、

　 �（A.15）

が成り立ち、また、（A.9）と（A.10）が成り立

つことから、 と が、そしてこれらだけ

が誘因整合的な投資内容となる。

■

命題 1（1）については以下のとおりである。

締結された銀行ローン契約がファースト・ベス

トのもの、 、であるとき、効率

的な投資内容 はファースト・ベストの投資

内容 と一致する。これに対して、このと

きの戦略的な投資内容 は、 より、

になる。したがって、

   （A.16）

および

  （A.17）

が成り立つ。ここで、 が成り立

つことに注意すると、補題 1 より、ファースト・

ベストの契約が締結されたときにファースト・

ベストの投資内容が選ばれるのは

　   

 （A.18）

のとき、そしてそのときだけである。また、

ファースト・ベストの契約以外の契約が締結さ

れているときにファースト・ベストが実現しな

いことは明らかである。以上より、ファースト・

ベストの結果が実現するのは のとき、

そしてそのときだけであることがわかる。ここ

で、仮定 1 より、 が成り立つ。

命題 1（2）については以下のとおりである。

最適な銀行ローン契約を と表すことにする。

仮に が成り立つとすると、悪い

状態では破産することになるので、

　 � （A.19）

となる。これに対して、銀行ローンを利用しな

い場合には、効率的な投資行動が誘因整合的に

なることに注意すると、

　 � （A.20）

となる。これらの結果は企業にとって より

も が好ましいことを意味しており、 が最

適銀行ローン契約であることと矛盾する。よっ

て、 が成り立つ。

このとき、 は以下の二つの問題のうち高

い期待利得を企業にもたらすものになる。

　 �
（P1G）

ここで、 は戦略的な行動をとり、悪い状

態が実現したときの支払い前の資金量を表し、

 （A.21）
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である。また、（2.6）、（2.7）、 、および

より、 と は、一般的に、

以下のように表される。 

　   （A.22）

　

� （A.23）

　問題（P1G）は効率的な投資内容 が選択

されるような契約の中で最適な銀行ローン契約

を求める問題である。補題 1 より、銀行ローン

契約 が を満たすとき、効

率的な投資内容 を選択することが誘因整合

的であり、また、このとき企業の期待利得は

となる。さらに、悪い状態でも破産し

ないことから、銀行の期待利得は となり、銀

行の参加制約は任意の銀行ローン契約

の下で満たされるため、制約として効

いてこない。

問題（P1H）は戦略的な投資内容 が選択

されるような契約の中で最適な銀行ローン契約

を求める問題である。やはり補題 1 より、銀行

ローン契約 が を満たすと

き、戦略的な投資内容 を選択することが誘

因整合的であり、また、このとき企業の期待利

得は となる。悪い状態では破産するこ

とから、銀行の参加制約は二番目の不等式で表

される。

初めに問題（P1G）について考える。

のとき、（A.22）、（A.23）より、

 （A.24）

が成り立つことから、誘因整合性制約は が小

さくなるほど成立しやすくなる。また、このと

き、（A.22）より、 は について減少関

数である。以上より、この問題の解において

であるならば、 であることがわかる。

さらに、 のとき、（A.22）、（A.23）
より、

　 � （A.25）

　 （A.26）

となる。両者が一致する の値を とすると、

 （A.27）

となり、 のとき が成

り立つ。ここで、（A.22）、（A.23）より、

 （A.28）

（等号は の場合で、 のとき）

が成り立つことに注意すると、

 （A.29）

が成り立つ。

以上と、 が について増加

関数であり、また、

 （A.30）

が成り立つことから、問題（P1G）の最適銀行

ローン契約は になる。この契約の下で

の効率的な投資内容は である。

次 に 問 題（P1H） に つ い て 考 え る。

の範囲において、

であることから、参加制約は

 （A.31）

と変形できる。 がこの条件を満たすとき、

（A.23）より、 の範囲において、
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を減らすと、 が増加する。ここで、

（A.28）と が成り立つこと

から、 を減らそうとすると、誘因整合性制

約がバインドすることになる。以上より、この

問題の解の候補として、以下を満たすような

が考えられる。

 
（A.32）

こ の 候 補 に お け る 企 業 の 期 待 利 得 は

である。ただし、この候補は、た

とえ問題（P1H）の解となったとしても、元の

問題（P1）の解にはなり得ない。これは、

の 定 義 お よ び よ り、 必 ず、

が成り立つためである。

これに対して、 の範囲において、

（A.24）、（A.28）、および より、す

べての について、 が成

り立つ。また、この範囲において、 は

の減少関数、銀行の期待利得は の増加関数

である。このため、問題（P1H）の解がこの範

囲に存在するとき、解は銀行の参加制約を等号

で満たす、つまり、

 （A.33）

が成り立つことになる。これを について解い

て代入すると、目的関数 （ ）は

 （A.34）

と変形される。これは、

に お い て は が 増 加 す る と 増 加 し、

においては にかかわらず一定で

ある。したがって、問題（P1H）の最適銀行ロー

ン契約の他の解の候補は と (A.33)
を満たすすべての銀行ローン契約ということに

なる。このような銀行ローン契約の下での戦略

的な投資内容は であり、このような解の

候補における企業の期待利得は、 

 （A.35）

である。

問題（P1G）の解における企業の期待利得

と問題（P1H）の二番目の解の候補におけ

る企業の期待利得 を比較すると、その大小関

係は の水準に依存し、

  

 （A.36）

が成り立つ。よって、命題 1（2）が成立する。

A2. 命題 2 の証明
最適化問題（P2）の誘因整合性制約（3.9）

に関して以下の補題が成立する。

補題 2（1） を以下の問題

  （G2）

の解、 を以下の問題

の解とすると、

 （A.37）
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（A.38）

である。ここで、

� （A.39）

である。（2） と を

　 � （A.40）

　 � （A.41）

と定義すると、誘因整合性制約は

� （A.42）
と変形できる。

証明：（1） については仮定 1 より

自明である。

次 に に つ い て 考 え る。 ま ず

の場合について考える。仮に

だとする。このとき、問題（H2）の

二番目の制約条件は必ず満たされ、また、

であることに注意すると、

より、 となる。これに対して、 をそ

のままにして、 かつ に

代えると、二つの制約条件を満たしつつ

を増加させることができる。した

がって、 である。

とき、 が成り立つことから、

二番目の制約条件は等号で満たされなければな

らない。よって、問題（H2）の解において、 

 

  （A.43）
が成り立つ。また、 とき、 が

成り立つことから、一番目の制約条件も等号で

満たされなければならない。よって、問題（H2）
の解において、

  （A.44）

が成り立つ。

（A.43）と (A.44) を代入すると、

は、 のとき

 （A.45）

のとき

 （A.46）

と変形される。 が増えると（A.45）と（A.46）
はともに増加するため、 である。対し

て、 が増えると、（A.45）は増加するが、（A.46）
は減少する。したがって、 のとき

  

� （A.47）

であることを踏まえると、

（A.48）

となる。よって、（A.44）より、
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�

�
（A.49）

である。さらに、 のとき、

（A.43) より、 となることから、

である。

の場合の解については自明

である。

（2）は補題 1（2）とほぼ同様にして示すこ

とができる。

■

命題 2（1）について、ファースト・ベスト

が実現するための必要十分条件は、命題 1（1）
の証明における説明と同様にして、ファースト・

ベストの銀行ローン契約の下で、効率的な行動

をとることが誘因整合的になっていること、つ

まり、

� （A.50）

が満たされることである。この場合、補題 2 よ

り、効率的な行動が企業間信用を利用せずに投

資内容 を選ぶこと、戦略的な行動が

� （A.51）

という企業間信用契約を利用して投資内容

� （A.52）

を選ぶことであることに注意すると、求める条

件は、

　

 
（A.53）

となる。仮定 1 より、 が成り立つ。

命題 2（2）については以下のとおりである。

最適結果を と表すことにする。

仮に が成り立つとすると、悪い

状態では破産することになるので、企業の期待

利得は となる。これに対して、銀行ロー

ンを利用しない場合には、その場合の効率的な

投資行動

　 � （A.54）

が誘因整合的になることに注意すると、企業の

期待利得は

　

　
� （A.55）

となる。これらの結果は企業にとって より

も が好ましいことを意味しており、 が最

適銀行ローン契約であることと矛盾する。よっ

て、 が成り立つ。

このとき、 は以下の二つの問題のうち高

い期待利得を企業にもたらすものになる。

　 �

（P2G）

�

（P2H）

ここで、 は戦略的行動をとり、悪い状態

が実現したときの支払い前の資金量を表し、

�
（A.56）

である。また、（2.6）、（2.7）、（A.37）、および（A.38）
より、 は、

のとき

　   （A.57）

のとき

　    （A.58）

となり、 は、

のとき
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（A.59）

のとき

 
  （A.60）

のとき

 （A.61） 

となる。 と に関して、

 （A.62）

 （A.63）

 （A.64）

�
（A.65）

が成り立つ。

問題（P2G）は効率的な行動 が

選択されるような契約の中で最適な銀行ローン

契約を求める問題である。補題 2より、銀行ロー

ン契約 が を満たすとき、

効率的な行動 を選択することが誘因

整合的であり、また、このとき企業の期待利得

は となる。さらに、悪い状態でも破産

しないことから、銀行の期待利得は となり、

銀行の参加制約は任意の銀行ローン契約

の下で満たされるため、制約として効

いてこない。

問題（P2H）は戦略的な行動 が選

択されるような契約の中で最適な銀行ローン契

約を求める問題である。やはり補題 2 より、銀

行ローン契約 が を満たす

とき、戦略的な行動 を選択すること

が誘因整合的であり、また、このとき企業の期

待利得は となる。悪い状態では破産す

るものの、補題 2（1）より、企業間信用はデフォ

ルトを起こさないことから、銀行の参加制約は

二番目の不等式で表される。

初めに問題（P2G）について考える。

のとき、（A.64）と（A.65）より、

  
（A.66）

が成り立つことから、誘因整合性制約は が小

さくなるほど成立しやすくなり、また、

は が小さくなるほど大きくなる。し

たがって、この問題の解において である

ならば、 であることがわかる。

さらに、（A.57）と（A.59）が一致するよう

な の値を とすると、

　

　  

（A.67）

となり、 のとき、

　

�
（A.68）

が成り立つ。ここで、（A.62）と（A.63）より、

   （A.69）

（等号は の場合で、 のとき）

が成り立つことに注意すると、 
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（A.70）

が成り立つ。

以上と、 が について増

加関数であり、また、

  （A.71）

が成り立つことから、問題（P2G）の最適銀行

ローン契約は になる。この契約の下で

の効率的な行動は
　 ��

（A.72）

である。

次 に 問 題（P2H） に つ い て 考 え る。

の範囲において、

�

（A.73）

であることから、参加制約は

� （A.74）

と変形できる。 がこの条件を満たすとき、

より、 の

範囲において、 を減らすと、 が増加

する。ここで、

の範囲においては（A.69）と

が成り立つことから、 を減らそうとすると、

誘因整合性制約がバインドすることになる。以

上より、この問題の解の候補として、以下を満

たすような が考えられる。

  （A.75）

しかし、命題 1 の証明における対応する候補と

同様の理由で、この候補は元の問題（P2）の

解にはなり得ない。

これに対して、 の

範囲において、（A.66）、（A.68）、および (A.69)
よ り、 す べ て の に つ い て、

が成り立つ。また、この範

囲において、 は の減少関数、銀行の

期待利得は の増加関数である。このため、問

題（P2H）の解がこの範囲に存在するとき、解

は銀行の参加制約を等号で満たす、つまり、

 

 （A.76）

が成り立つことになる。これを について解い

て代入すると、目的関数 は

 （A.77）

と変形される。これは、

においては が増えると増加

し、 においては にかかわらず

一定である。したがって、問題（P1H）の最適

銀行ローン契約のほかの候補は

と（A.76）を満たすすべての銀行ローン契約と

いうことになる。このような銀行ローン契約の

下での戦略的な行動は 、であり、こ

のような解の候補における企業の期待利得は、

（A.35）である。

問題（P2G）の解における企業の期待利得

と問題（P2H）の二番目の解の候補におけ

る企業の期待利得 を比較すると、その大小関

係は の水準に依存し、

� （A.78）

が成り立つ。よって、命題 2（2）が成立する。

A3. 命題 3 の証明
と の大小関係を比較すると、仮定 1 よ

り、 が成り立つ。

と は以下のように表すことができる。
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 （A.79） 

　
 （A.80） 

ただし、 と は非負とは限らない。

と を比較したとき、仮定 1 より、

 （A.81） 

が 成 り 立 つ。 こ こ で、 仮 定 1 よ り、

が成り立つ。

初めに の場合について考える。

のときに が成り立ち、また、

であることに注意すると、 と

の定義より、明らかに、 が成

り 立 つ。 こ の 場 合、 の と き は

、 の と き は

と な る。 こ れ に 対 し て、

のときは

 
（A.82）

となるが、このときは 、 、

、および が成り立つことか

ら、 が成り立つ。よって、 の

場合は命題の内容が成り立つ。

次 に の 場 合 に つ い て 考 え る。

のときは

 （A.83）

となるが、このときは が成り立つこと

から、 が成り立つ（等号は か

つ のとき）。また、 のときは

で あ る。 こ れ に 対 し て、

のときは、 が成り立

つ（1 番目が等号で成り立つのは 2 番目も等号

で成り立つとき）ことに注意すると、

 
（A.84）

となるが、このときは および

が成り立つことから、 が成り立つ。

よって、 の場合も命題の内容が成り立

つ。

A4. 命題 4 の証明
最適化問題（P3）の誘因整合性制約（4.4）

に関して以下の補題が成立する。

補題 3　（1） を以下の問題

� （H3）

の解とすると、

 （A.85）

である。（2）誘因整合性制約は
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� （A.86）
と変形できる。

証明：問題（H3）の解において が成り立

つとする。このとき、 は の減少

関数、参加制約の左辺は の増加関数であるこ

とから、参加制約はバインドする、つまり、

 （A.87）

が成り立つ。これを について変形して代入す

ると、 は以下のように変形できる。

 （A.88）

これは の減少関数である。したがって、資金

制約はバインドする、つまり、

  （A.89）

が成り立つ。これを について変形して代入

すると、 の式は以下のように変形できる。

　

　  

　  （A.90）

これは の減少関数である。このため、

となるような最適化問題の解は存在しない。

よって、 となる。

のとき、問題（H3）は問題（H1）と一

致する。このため、 となる。以上に

より（1）が成り立つ。

いずれの状態でも破産しない状況において

は、企業の期待利得と供給者の期待利得は、企

業間信用が優先の場合のそれらと一致すること

から、 が問題（P3）の誘因整合性

制約を満たす企業間信用契約と投資内容の組合

せの候補の一つになる。また、いずれの状態で

も破産するような状況においては、上記と同様

にして、企業間信用を利用しないことが望まし

くなる。よって、この状況においては、企業間

信用が利用できない場合と同様、資金制約を満

たすような投資内容すべてが誘因整合的にな

る。これら事実と（1）の結果を用いると、補

題 1（2）と同様にして、（2）の内容が成り立

つことがわかる。

■

命題 4（1）について、補題 3（2）の結果を

踏まえると、命題 1（1）、命題 2（1）の証明に

おける説明と同様にして、ファースト・ベスト

が実現するための必要十分条件は

� （A.91）

である。これを について解くと、

 （A.92）

となる。

を満たすような を

と表すことにすると、命題 1（2）および命題 2
（2）の証明と同様の考察より、問題（P3）の

最適解の候補は、

 （A.93）

および

 （A.94）

になる。ここで、

 （A.95）

と な る。 の と き、 仮 定 1 よ り、
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が成り立つ。

前者の候補における企業の期待利得 

� � （A.96）

と後者の候補における企業の期待利得

� � （A.97）

を比較すると、

 
が成り立つ。ここで、 と比較すると、仮定 1
より、 が成り立つ。

A5. 命題 5
命題3（1）及び命題 4（1）より、

�� � （A.99）

が成り立つことに注意すると、すべての

と について

   （A.100）

が成り立つ。また、 を および と比較

すると、すべての について、

   （A.101）

が成り立つ。この関係から、さらに、

   （A.102）

が成り立つことがわかる。

以上のことから、 の場合は

 （A.103）
が、 の場合は

 （A.104）
が成り立つ。よって、命題 5 の内容が成り立つ。

参考文献
Bolton, P. and Scharfstein, D. S., 1996,“Optimal Debt 

Structure and the Number of Creditors,”Journal of 
Political Economy 104, 1-25.

Burkart, M. and Ellingsen, T., 2004,“In-Kind Finance: A 
Theory of Trade Credit,”American Economic Review 
94, 569-590.

Buzacott, J. A. and Zhang, R. Q. 2004, “Inventory 
Management with Asset-Based Financing,” Management 
Science 50, 1274-1292.

Diamond, D. W., 2004, “Presidential Address, Committing 
to Commit: Short-term Debt When Enforcement Is 
Costly,” Journal of Finance 59, 1447-1479.

Fabbri, D. and Menichini, A. M. C., 2010, “Trade Credit, 
Collateral Liquidation, and Borrowing Constraints,” 

Journal of Financial Economics 96, 413-432.
Gavish, B. and Kalay, A., 1983, “On the Asset Substitution 

Problem,” Journal of Financial and Quantitative 
Analysis 18, 21-30.

Green, R. C. and Talmor, E., 1986, “Asset Substitution and 
the Agency Costs of Debt Financing,” Journal of 
Banking and Finance 10, 391-399.



50　　企業間信用に関する一考察

Hart, O., 1995, Firms, contracts, and financial structure, 
Clarendon Press.

Hart, O. and Moore, J., 1998, “Default and Renegotiation: 
A dynamic Model of Debt,” Quarterly Journal of 
Economics 113, 1-41.

Jensen, M. C. and Meckling, W. H., 1976, “Theory of the 
Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure,” Journal of Financial Economics 
3, 305-360.

Myers, S. C.,  1977, “Determinants of Corporate 
Borrowing,” Journal of Financial Economics 5, 147-
175.

Petersen, M. A. and Rajan, R. G., 1997, “Trade Credit: 
Theories and Evidence,” Review of Financial Studies 
10, 661-691.

Stiglitz, J. E. and Weiss, A., 1981, “Credit Rationing in 
Markets with Imperfect Information,” American 
Economic Review 71, 393-410.

Von Thadden, E.-L., Berglöf, E. and Roland, G., 2010, 
“The Design of Corporate Debt Structure and 

Bankruptcy,”� Review of Financial Studies 23, 2648-
2679.

荒波辰也、中村廉平（編）、2006、『現場から見

た経営支援―地域密着型再生支援と今後の指

針』、金融財政事情研究会

内田浩史、2011、「企業間信用の機能」、現代ファ

イナンス , 29, 3-48.
森田修、2011、『債権回収法講義』、有斐閣

　　　　　　　　　　　　　　

*筆者は本稿の初期のバージョン（タイトルは

“A contracting approach risk-shifting behavior and 
trade credit”）を日本経済学会 2010 年春季大会

において口頭報告した。討論者を務めてくだ

さった内田浩史氏には、その詳細かつ有益なコ

メントに対して、厚く御礼を申し上げたい。ま

た、本研究の成果について、報告の機会を与え

て下さり、また、貴重なコメントを寄せてくだ

さった方々、特に、大木良子、広瀬純夫、宮川

栄一、宮原泰之の各氏にも御礼を申し上げたい。

本稿は 2008 年に公益法人全国銀行学術研究振

興財団より大木良子氏と共同で受けた研究助成

の成果である。助成に対して厚く御礼申し上げ

るとともに、成果公表が大変遅くなったことに

ついてお詫び申し上げたい。

**法政大学経営学部准教授

1 先行研究のサーベイとして、Petersen and Rajan 
（1997）、内田 （2011）などを参照のこと。近年

の他の理論論文として、例えば、Fabbri and 
Menichini （2010）がある。

2 負債で資金調達した場合のエージェンシー問

題の例として、本論文で扱う「資産代替問題」

と、Burkart and Ellingsen （2004）で扱われてい

る「資金流用問題」が挙げられる。前者は、資

金調達をした後に企業の所有者がプロジェク

トの選択をできるとき、所有者には、収益性が

低くても、よりリスクが高いようなプロジェ

クトを選択する誘因が生じるという問題のこ

とである。この問題は、Jensen and Meckling 
（1976）により最初に明示的に指摘され、その

後、Gavish and Kalay （1983）やGreen and Talmor 
（1986）などにより、より詳細な分析が行われ、

その後も、様々な応用研究が行われている。後

者は、実現した収入は、債権者にとって、観察

可能であったとしても立証困難であることか

ら、所有者に収入を流用する誘因が生じると

いう問題のことである。この問題は、Hart 
（1995）、Bolton and Scharfstein （1996）、 Hart and 

Moore （1998）などで、明示的にモデル化され、

応用されるようになった。これらのような

エージェンシー問題が想定されるとき、投資

家は負債で資金供給することをためらうよう

になると考えられる。例えば、Stiglitz and 
Weiss （1981）は、資産代替問題が想定されると

き、負債市場において、信用割当、つまり、リス

クに見合った金利を約束しても十分な資金を

調達することができないという現象が発生す

ることを明らかにした。

3 例えば、Myers （1977）は、既存の借入額が多い

企業は、価値のある投資プロジェクトを持っ

ていたとしても、資金調達ができないという

問題、いわゆる過剰借入問題（debt overhang
問題）、が生じる可能性を明らかにした。これ

は、新しいプロジェクトの収益の（全部また

は）一部が、資金供給者である新規の投資家で

はなく、既存の債権者のものになってしまう

という形で、既存の債権者と新規の投資家と
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の間に利害衝突が生じるためである。このよ

うな複数投資家間の利害衝突の可能性を考慮

した場合の資金調達や債権回収に関して、例

えば、Diamond （2004）やVon Thadden et al.（2010）
などが分析している。

4 債権を銀行ローンの担保とするとき、法律上

は、債権を銀行に譲渡する形になる。我が国に

おいて、ABL が普及し始めたのは、「動産及び

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に

関する法律」（通称、動産・債権譲渡登記特例

法）が2005 年に改正され、将来債権に関して、

債務者を特定せずに債権譲渡の登記ができる

ようになったためだと言われている。我が国

におけるABL の活用に関しては、例えば、荒

波・中村 （2006）の141 ～153 頁を参照のこと。

5 通常、ABL の機能は、貸出をより安全にするこ

と、および、経営の状況をより良く把握できる

ようにすることであると考えられている。よ

り詳しくは、例えば、Buzacott and Zhang （2004）
を参照のこと。ただし、知る限り、ABL に関し

てエージェンシー問題に着目したフォーマル

なモデル分析をしている研究は存在しない。

6 二つのプロジェクトの限界収入は、それぞれ、

と で一定となっている。これはこの企業

が投入物1 単位から生産物1 単位を産出する2
種類の技術を持ち、いずれの生産物の市場に

おいてもプライス・テイカーである状況と解

釈することができる。各プロジェクトにおけ

る投入量の上限は生産能力の上限を表してい

る。このような設定は分析を簡単にするため

のものであり、より一般的な生産技術の下で

も、一定の条件を満たす限り、以下と同様の結

果を得られるものと考えられる。

7 、つまり、債務超過に陥っている場合、

既存の債務と新たな債務の間での優先劣後関

係について議論する必要がある。このため、本

稿では の可能性を排除した。また、

の場合、本稿のモデルを用いて分析す

ることが可能であるが、ベンチマークとして

検討する企業間信用が利用できない場合にお

いて、良い状態でも悪い状態でも破産するよ

うないささか奇妙な結果も最適解の結果に加

わり、記述が煩雑になる。このため、本稿では

の可能性も排除した。

8 供給者のほうが銀行よりも信用力が低いと考

えると、供給者の資本コストが銀行の資本コ

ストよりも高いと考えることが妥当である。

銀行の資本コストをゼロとすることは単なる

基準化であり、結果に本質的な影響を及ぼさ

ない。

9 資産代替問題について、前掲注2 を参照のこ

と。

10 また、仮に であったとしても結果の本

質に影響を及ぼさない。ただし、 という

仮定は以下の分析において、投資内容の決定

に関する場合分けを簡単化する役割を果たし

ている。

11 したがって、 が買掛金の発生額を表す。

12 詳しくは4 節での議論を参照のこと。

13 このような仮定は、資産代替問題を扱う文献

における通常の仮定である。

14 以下で説明するとおり、破産する場合には、

銀行への支払額が を下回り、場合に

よっては、供給者への支払額も を下回

ることになる。

15 厳密には、本論文の設定の場合、銀行にとっ

ての資本コストがゼロであるため、企業が必

要額を上回る資金を借り入れることもファー

スト・ベストの結果になる。また、ファースト・

ベストの借入額がゼロとなるとき、当然なが

ら、借入金利はどのような水準でも無差別で

ある。ただし、これらのことは以下の議論の本

質に影響を及ぼさない。

16 詳しくは補論A1 にある補題1 およびその証

明を参照のこと。

17 Green and Talmor （1986）は、一般的な形で、借

入額が多くなるほど資産代替が起こりやすく

なることを示している。しかし彼らは、以下で

検討するような、資産代替の誘因を考慮した

場合の最適銀行ローン契約については検討し

ていない。

18 ちょうど必要となる額は である

が、銀行ローンの資本コストがゼロであると

いう仮定の下では、この額以上のどのような

額を借りても無差別である。逆に、銀行ローン

の資本コストが正の値をとる場合には、ちょ
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うどこの額を借りることだけが最適契約の二

つ目の候補となる。

19 の定義と仮定1 による。

20 詳しくは補論A2 にある補題2 を参照のこと。

21 前掲注18 と同様のことがいえる。

22 の場合、 を に近づけた

ときの の極限がファースト・ベスト借入額

よりも少なくなり、このため、 を

に近づけたときの の極限が よりも小

さくなる。このため、後者の候補における企業

の期待利得 をとしたとき、すべての

に対して、 となる可

能性が生じる。例えば、 、 、

、 、 のとき、 、

となり、後者の方が大きくなる。

および の詳細については命題2 の証明

を参照のこと。

23 が十分に小さいとき、企業間信用が利用で

きない場合の戦略的な投資内容は 、

企業間信用が利用できる場合の戦略的な行動

における投資内容は

となる。このため、戦略的な行動をとったとき

の企業の期待利得の差は、 が変化しても、変

化しない。詳しくは補論A1、A2 にある補題1、
2 とそれらの証明を参照のこと。

24 特に、 を0 に近づけたとき、 の極限はゼ

ロであるが、 の極限は正の値である。

25 補論A3 にある命題3 の証明で示されるとお

り、 のmax の第一項が よりも小さくなる

場合には、 が成り立つことから、いず

れにしても戦略的な行動が選ばれることが最

適になるのは のときであり、 はmax
の 第 二 項 の と な る。逆 の 場 合 に は、

が成り立つことから、いずれにして

も戦略的な行動が選ばれることが最適になる

のは のときであるが、この場合には

のmax の第一項が よりも大きくなること

から、 はmax の第一項となる。

26 このような理論的な示唆も、興味深い実証上

の課題である。ただし、仮にこのようなコミッ

トメントをしている企業があったとしても、

自己資金が十分にあって企業間信用が必要な

い（ である）企業と識別することは困

難かもしれない。

27 エージェンシー・モデルを用いて企業間信用

の利用についてアプローチしたという点にお

いて、彼らの研究は本研究と密接に関連する

論文である。ただし、彼らの着目したエージェ

ンシー問題は、本研究で着目した資産代替門

ではなく、いわゆる「資金流用問題」（キャッ

シュ・フローは、観察できるかもしれないが、

立証することは困難であることから生じる、

返済できるけれども返済しないという誘因が

あるという問題のこと）である。 より詳しく

は後ほど本文中で説明する。前掲注2 も参照

のこと。

28 詳しくは補論A4 にある補題3 の証明を参照

のこと。

29 債権担保に関する法律の説明については、例

えば、森田（2011）を参照のこと。

30 供給者が破産前に回収していた場合でも、破

産手続きにおいて、銀行は、担保権を根拠に、

供給者に対して請求することができる。

31 前掲注4 を参照のこと。

32 前掲注3 を参照のこと。


