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はじめに

　前回は、Greenbaum and Thakor（1987）のモデ

ルにもとづいて、審査費用削減によってもたらされ

る証券化の意義を説明した。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。

DeMarzo（2005）のモデル

　今回紹介するのは、DeMarzo（2005）が整理す

る、投資銀行の収益機会に着目した証券化のメカニ

ズムである。現代的な証券化は、トランチングと呼

ばれる仕組みを採用し、信用リスクや期限などの異

なる複数の種類の証券を発行するのが普通である。

単純に一種類の証券を発行するパススルーと呼ばれ

る方法に比べると圧倒的に複雑でコストもかかる。

DeMarzo のモデルは、トランチングを行う複雑な

証券化がなぜ一般化したのかを理解するのに役立

つ。

　このモデルで提示されているのは、情報優位にあ

る投資銀行が、超過利潤を最大化するための手段と

して証券化を利用するメカニズムである。住宅ロー

ンなどの資産評価については、単純に融資を実行す

る機関（オリジネータ）に比べて、投資銀行は金融

市場や経済動向についてより多くの情報を持ちかつ

分析能力も高い（これを以下では情報優位と呼ぶこ

とにしよう）。情報優位の投資銀行は、割安な融資

債権プールだけを買い取ることができる。投資銀行

は、債権プールを適切な価格で証券化することがで

きれば情報優位性を生かした超過利潤を実現するこ

とができる。

　証券化に当たって投資銀行は、単純なパススルー

によって証券化することもできるが、更にトランチ

ングを行って信用リスクが低く情報密度の低い債券

を作り出すことによって、より高い価格で資産を売

却することができる。証券化により獲得した資金を

用いて更に資産買い取りと証券化の事業規模を拡大

することによって、情報優位性により得た超過収益

率にレバレッジをかけられるのである。

個別売却、資産プール一括売却、トランチ
ングの比較

　投資銀行の証券化モデルを考える前提として、よ

り一般的に資産の個別売却、プール一括売却、プー

ルのトランチングのいずれが良いかを整理しよう。

　まず資産の価値に関して、資産の売り手の方が買

い手よりも情報優位である場合を検討しよう。どの

資産を売却対象に含めるかを売り手が決められるよ

うだと、逆選択の問題が生じてそもそも取引が成立

しない。

　売却対象の資産プールは決まっていて中身を入れ

替えられないが個々の資産の売却割合は変えられる

とすると、情報優位な売り手の利益最大化の結果と

して、売却割合は資産の本当の価値に応じて変わっ

てくる。DeMarzo のモデルでは、資産の本当の価
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値が高い場合には売却割合が低く設定されることが

示されている１。

　売り手としては、プールを一括売却するよりも個

別売却にした方が良い。個々の資産の品質（本当の

価値）に応じて異なる売却割合を設定して利益を最

大化できるためである。プールの一括売却にする

と、一つの売却割合を全ての資産に当てはめること

になるので、売り手の利益は減少してしまう。

DeMarzo はこれを資産プールによる情報破壊効果

（Information Destruction Effect）と呼んでいる。

　資産をプールした上で、更に優先的に支払われる

負債と劣後の証券である資本などの複数のクラスの

証券（トランチ）に分割して売却できるとするとど

うだろうか。トランチングできるのであれば、一度

プールしたほうが個別売却よりも良い場合がある。

以前、Gorton and Pennachi（1990）のモデルで見

たとおり、トランチングによって作り出される負債

型の証券は情報密度が低い。つまり、特別な情報を

持つかどうかで価値があまり影響されない証券であ

る。従って、売却価値に情報の非対称性は影響しな

い。特に、資産間で収益の相関が小さければ、資産

プールを大きくすることで分散効果が得られ、より

多くの負債を安全資産として売却することができ

る。資産間の収益リスクが独立な場合には、このリ

スク分散効果のメリットにより、資産個別売却より

も、プールしてトランチング方が、売り手の収益は

高いものとなる。

　他方、売り手より買い手が情報優位の場合はどう

だろうか。この場合、情報優位の主体が取引対象資

産を選ぶことができると逆選択の問題が生じる。も

し、売り手が資産を個別に売却すると、情報優位の

買い手は割安の資産に限って買い取る「良いとこ取

り」が生じる２。この場合には、売り手はむしろ資

産を全てプールして売却する方が価値を高めること

ができる。資産プールの規模が小さいうちは、まだ

情報優位の買い手が良いとこ取りをする余地が残る

が、資産プールの規模を大きくしていくと逆選択の

問題がなくなっていく。

投資銀行のモデル

　DeMarzo（1995）が想定している投資銀行の証券

化ビジネスは、次の図の構造をしている。ローンを

実行する機関であるオリジネータは、資産評価に関

しては情報劣位である。情報劣位の売り手として、

情報優位の投資銀行に資産を売却する際には、複数

の借手に対する融資資産をプールして一括売却する

のが最適となる。投資銀行は、複数のオリジネータ

から資産プールを買い取り、更に大規模な資産プー

　　　　　　　　　　　　　　
１ この仕組みは、先月紹介した Greenbaum and Thakor（1987）のモデルにおいて、保証割合を借手が選択するこ

とによって信用力の高い借手ほど高い保証割合を選択する仕組みと類似のものである。
２ 英語では、良いとこ取りを “cherry picking” あるいは “cream skimming” などと呼ぶ。
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ルを組成した上で、トランチングを行い、情報劣位

の投資家に証券を売却する。

　投資銀行の証券化ビジネスをダイナミックに記述

しよう。まず期間 t の当初において、投資銀行の保

有資産は、現金 Ct と保有証券 Ot である。t－１期

から保有している証券については、すでに投資銀行

の情報優位性はなくなっており、情報が全て明らか

になっているものとする。投資銀行は現金の一部を

用いて、オリジネータから債券を購入する。投資銀

行の持つ優位な情報を用いて評価した資産価格を

Nt としよう。購入した結果、現金ポジションは Ct

から Ut に減少する。すでに保有していた証券 Ot と

新たに購入した資産のうち一部の St をトランチン

グにより証券化する。証券化を終えた後は、現金を

Ut ＋Ot ＋St だけ保有しており、これが次の期の現

金資産 Ct ＋１となる。そのほか、証券化した残りの

資産である Nt －St を保有しており、これが次の期

の保有証券 Ot ＋１となる。

　個々の資産 j は事前には均質で、その不確実なペ

イオフ Yj は二つの要素から構成されるとする。一

つは、情報優位な投資銀行が評価することのできる

価値 Xj で、もう一つは情報優位な主体にとっても

不確実な要素 Zj である。Xj は情報劣位の主体に

とっては上限と下限のある確率変数となる。Zj に

ついては E［Zj | X1, ... , Xn］＝０を仮定する。

　均質なオリジネータは多数存在し、同一規模の

ローンプールが全体として M 個あるとする。個々

のオリジネータの資産プールの売却価格を p、価値

を X として、X＞p であれば資産プールは投資銀

行の買い取り対象となる。投資銀行の資金制約

によって、対象資産のうちより好ましい一部のプー

ル（ある閾値 xc＞p を超えるプール）だけを実際に

買い取るとすると、投資銀行の買い取り総額は

MPr（X＞xc）p となる。ただし、xc と価格 p はオリ

ジネータの参加条件をぎりぎり満たす（期待利益が

ゼロである）水準であるとする。

　この場合、

Ut ＝Ct －MPr（X＞xc）p

であり、新規取得した資産の価値は

Nt ＝ME［X1X＞xc］

　＝ Ct －Ut ＋ M（E［X1X＞xc］－p）

となる。ただし、1X＞xc は X＞xc であるときに１、

そうでないときに０となるような指示変数とする。

二行目の第三項は、投資銀行の超過利益であり、情

報優位性を利用して選択的に買い取りを行うことか

ら生まれる収益である３。

　投資銀行が取得した資産プールのペイオフリスク

のうち不確実な要素 Z は分散可能であるため、資

産プールの規模を大きくすればリスク分散の結果、

額面 xc の安全な債券を発行することができる。証

券化の証券売却により得られる資金は、

St ＝MPr（X＞xc）xc

である。期間 t における資産買い取りと証券化にお

いて、限界的な資産の価値は xc、買い取り価格は p

であるので、限界的な収益は xc/p となる。

　投資銀行にとって、上記のような収益機会がある

とき、最適なビジネス戦略はどうなるだろうか。残

念ながらモデルを解析的に分析することはできない

が、数値シミュレーションによると

１ ．買い取りを行った後資産売却を行わない、

２ ．買い取りを行った後個々の資産を個別に売却す
　　　　　　　　　　　　　　
３ このモデルでは、実は超過収益が究極的にどこで生まれているかは明確になっていない。オリジネータが超過収

益を得ていないことから、ローンを実行する際の金利設定などによって、借手から価値が移転しているものと考
えられる。
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る、

３ ．買い取りを行った後トランチングを行って債券

を売却する、

の三つの比較では、３のトランチングを行う時に最

も多くの金額を資産売却から獲得することができ

る。

　証券化や資産売却によって獲得した資金は翌期に

新たな資産プールを買い取る資金 Ct＋１として活用

することができ、新たな収益機会を獲得しビジネス

を拡大することができる。つまり、トランチングを

伴う証券化は、資産買い取りにおける投資銀行の情

報優位性から得られる利益にレバレッジをかけて投

資銀行としての企業価値を最大化できる手段とな

る。これが、DeMarzo（2005）が提示する現代的な

証券化発展の要因である。ただし、このメカニズム

は、経済全体の効率化につながるものではなく、情

報の非対称性によって超過収益が移転するスピード

を加速するだけであることは意識しておくべきであ

ろう。
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