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内部資金調達と外部資金調達のモニタリング問題

田 友 紀＊十

1 はじめに

コーポレートガパナンス（企業統治）すなわち企業を支配しているのは誰かといった重要な問題は

これまでの経済理論の中でも多数の成果を残してきており，今でも新たな視点、からの研究が進められ

ている。

この論文はコーポレートファイナンスの観点から， Gertner,Scharfstein & Stein (1994）をもとに，

より現実的なモニタリングを導入し拡張した論文である。

Gertner, Scharfstein & Stein (1994）においてはプロジェクトの全体的な効率性を重視し，投資家，

経営者間の交渉力を外生的なものと捉えて議論しているが，この論文では選択変数としてのモニタリ

ングに基づく交渉力を重視し，さらに内部投資家と経営者は，外部投資家とくらべより密着している

ものと仮定し，お互い（の利得）に強い影響力を持つというモデ、ル化を行っている。

ここで外部資金調達という言葉は通常どおり，銀行などを想定しているが，内部資金調達というの

は株主という解釈もできるし，あるいはひとつの企業の中で二つの部門に分かれており，一方がもう

一方に資金を調達することができるという状況を想定している。一つの企業（あるいはグループ）の

内部の場合，上層部はプロジェクトを実行する下層部に対し，情報獲得能力，あるいは部分的権限な

どを背景に，お互いの利得に影響を与えることが可能となる。

またここでいう契約とは，外部資金調達の場合，返済額のDを支払わなかったら，資産をすべて経

営者から奪えるという標準的な債務契約（standarddebt contract）と，内部での契約の場合，返済額

のDを支払わなければ，その経営者を解雇する，というものを想定している。

2 基本モデル

ここではある初期資産を持たない企業が生産的な社会的に価値のあるプロジェクトを実行するため

に，資金調達をする問題を考える。

ここでは投資家，企業経営者ともにリスク中立的で，一般性を失うことなく割引率はゼロであるも
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のとする。

・プロジェクトについて

このプロジェクトは t=0期目に投資資金Kを必要とする。

また， Gertner,Scharf stein & Stein (1994）と同様に 2期間の投資プロジェクトを想定し， t=l,

t=2期目に実現するそれぞれの収益は特に，企業の経営者がすべてとりあげることを選択できる

ものと仮定する。ここで考えるcashflowは，すべて企業経営者の私的（金銭的）ベネフィットと

して獲得できるものとしても考えることができる。

まずt=l期目に確率変数としてのcashflowが実現し，確率pでxという収益が実現し，確率 1

-pでcashflowはゼロとなる。これらのcashflowは投資家，経営者にとって観察可能であるが，

立証は不可能であるものとする。

t=2期目にはそのプロジェクトが続けられるのであれば， 1期目の収益の実現値とは無関係

に，確率1で確実な収益gを生む。このuについても企業の経営者がすべてとりあげることを選

択できる。

しかし t=2期に至る前にプロジェクトを清算する（あるいは株主の取締役会などにより経営者

を変更する）こともでき，その場合は清算（二次的続行）価値Lをうむ。この場合，プロジェク

トの社会的効率性について Lく仇すなわち 2期まで続行したほうが効率的であるとする。ここ

で，今までのcashflowとの決定的な違いは，清算価値はそのまま企業の経営者の手には渡らず，

投資家が獲得できるという点である。

・返済額Dについて

ここで注意しなければならないのは，プロジェクトが生み出すcashflowはすべて企業が受け取

れる，配分の選択権を持っているという点である。

0 t=lでzが実現したとき

清算する （L）よりも続行 （y）したほうが効率的であると考えると，投資家と経営者の間で非効

率な清算を避けるための再交渉をすることが可能であると考える。その過程でナッシュ交渉をす

るものとし，その交渉力について外生的に，経営者のものを S，投資家のものを 1－βとすると交

渉によるnetの配分は以下のようになる 1）。

（πM, 7rJ ）＝（β（y-L), (l -/3)(y-L)+ L). (1) 

0 t=lでOが実現したとき

経営者は再交渉をするための初期資産を保有しておらず，プロジェクトの成果も Oなので， cred-

ibleな利得移転を要する再交渉をすることは不可能である。

ここで1期での支払額Dを経営者が自発的に支払うためには，上の再交渉を考えると支払時の経営

者の利得（x-D十y）が，支払いをしなかった場合の再交渉時の利得x+(3(y-L）を上回る必要があ

る。この条件は，

1 ) ここでは x>yを仮定し， credibleなzからの利得移転を要する再交渉が常に可能であるものとする。
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D三二/3L+(l-/3)y (2) 

であり，経営者の交渉力 βが大きくなるほど返済額が少なくなる可能性が大きくなることが分か

る。

投資家がプロジェクト投資のための契約に参加するには参加条件pD十（1-p)L-K注Oである，す

なわち以下の条件が必要であるが，

K-(l-p)LζD 
p 

ここで投資家が初期契約を提示できる完全な交渉力を持つとすると，

D＝β乙＋（1-/3)y

に決まることになる。

よって投資家がプロジェクトにファイナンスする条件は次のようになる。

p[/3L十（1-/3)y］十（1-p)L-Kミ0.

一方このプロジェクトの最も効率的（First-Best）なNPVは，

p[x+y]+(l-p)O-Kミ0.

(3) 

(4) 

よって， x>y>Lより自己資産を持っていない経営者が外部，あるいは内部投資家から資金調達す

ることにより，正のNPVを持つプロジェクトが実行されないという非効率性が生じている。が生じて

いる（過少投資）。

t =0 

資金調達K

3 外部投資家と内部投資家

t =l 

収益の実現

確率p/X  

l-p " 0 
返済or清算

図1 タイムライン

この節ではモニタリングと経営努力の選択を導入する。

t =4- t =2 
二一一十＋

e,mの uの実現
選択

3 
まず，経営者は t=2期目の収益uについての経営努力を一期目にすることで収益の値を増加させ2 

られる，すなわち努力水準を eとして収益を関数以りであらわせるものとする。また，そのコストに

ついてはそのまま eで表せるものとすし，そのサポートを eε ［O,e］とする2）。

またこのとき， 1期目の効率性について，次式が成り立つと仮定する。

2）ここで5は内点解を保証するほど十分大きいものとする。
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Lくy(e）く z forveε［O, e] 

すなわちすべての eに対し， t=l時点で清算するよりも続行して 2期目に収益uをうむ方が効率的

であると仮定し，再交渉時における予算の制約がないものとする九

3.1 内部投資家からの資金調達

企業が外部から資金を調達する場合，たとえば銀行などから調達する場合は，企業の所有権はすべ

て企業が持っているので， tニ 2期における収益uをすべて企業は獲得することができるという点を考

え合わせると，努力水準決定時における企業行動は次のように定式化できる。

maxy(e)-e. (5) 

この問題の解はFirst-Bestの努力水準 eFBと一致する。 （eFB=eex)

3.2 内部投資家からの資金調達

ここで内部というのは株主という解釈もできるであろうし，投資プロジェクトを持つ支社の上層部

にあたる本社という解釈もできるであろう。どちらの場合にせよ，企業の経営者がその支社の所有権，

決定権をすべて持っているということはできない。いくらかの所有権，すなわち契約で特定化できな

い事柄についての決定権，残余請求権などを，株主，会社の上層部が持っているということができる。

よって t=2期におげるcashflow y( e）を経営者，内部投資家間で配分するものと考えて妥当であ

る。その配分について，さしあたり内部投資家を株主と解釈することにし， 2期目に確実に実現する

cash flowのうち，経営者，株主が獲得できる割合をそれぞれ（1－仇¢）であるとする。

・企業所有にもとづく配分割合φについて

ここで砂は株主がcashflowのうち獲得できる割合を表している。この獲得能力は株主が行うモニ

タリング水準 （mε［0, co））によって上昇する。株主，あるいは上層部は，立証不可能なcashflow y 

のうち，モニタリングすることによって立証可能となる比率併を獲得できるようになると解釈するこ

ともできる。

また，株主が有効なモニタリングを行うとき，株主が分散しているか集中しているかとの関連で，

タイプ Oを導入し，。が大きいほど株主が効率的に集中している，すなわち同じモニタリングコスト

でもモニタリングの精度が高まり獲得能力ゆも上昇すると考えられる。このタイプ（集中度）はすべ

ての主体にとって観察可能であるとする。またこれは，内部投資家を，本社と考える一つの会社内部

での上層部（投資決定部門）と下層部（プロジェクト実行部門）におけるの相対的決定権（所有権）

の尺度とも解釈できる九また，このモニタリングは内部投資家が努力水準を選択するのと同時に決定

するものとする。

その結果として，株主がcashflowのうち獲得できる割合ゅは関数ゆ（m ：θ）と表すことができる。

この関数は次の仮定を満たしている。

の＞O ¢mmく0forvm，ゐ＞O forv 8，の。＞Oforv 8, m ¢(0: 8) ＝豆forve

3）よってcredibleな交渉による利得移転が可能であると仮定している。

4）このタイプ θが観察不可能なケースも考えられる。
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すなわち θが大きいほど獲得能力も高く，限界的なモニタリングによる獲得シェア率 (pmも高くな

る乙とを示している。また，モニタリングを行わなくともある一定の割合を株主，上層部は獲得でき

るものとする。

また，モニタリングコストについては c(m）で Cm>O,Cmm>O, c(O)=Oを満たす標準的な費用関数

であると考える。

ここでeとmは観察可能であるが，立証不可能であるものとする。

まず，内部投資家は次の最大化問題に直面する。

Y (e) 

e 

max¢(m: 8)y(e)-c(m) for＼；／θ 

。

c'(m) 

ゆm(m: 82)Y 

o間（m:81)fl 

m 

（仇＜ 82) 

図2 株主のモンタリング決定

e1 m( e1 : 81) m( e1 : 82) 

図3 株主の反応関数

よって次式を満たすモニタリング水準を選択する。

'(m) y(e)-
ーの（m:8) 

(6) 

c'(m) 
・ r/Jm(m : 81) 

c'(m) 。m(m: 82) 

(7) 

この式より分子はmについて増加関数であり，分母については減少関数であることから（7）の右辺は

全体として増加関数である。よって経営者の eに対する本社，株主の反応関数としてはある eに対し

て一意にmが決まる。また，。が大きくなるほど（7）の右辺は小さくなる（図 3）。

関数の形状から下の命題が言える（図 2, 3）。

命題l
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あるいはひとつの会社の上層部の反応関数について次のことが言える。

dm 
de 

dm 
dB 

φm(m : B)y'(e) 
>O <f>mmY(e)-c勺n)

ゆmoCm:8) 
>O φmmY(e)-c"(m) 

Joγvg 

JoγY e 

すなわち，株主の最適モニタリング戦略は，経営者の努力水準が高いと予測するほど高くなり，努

力水準が低いと予測するほど低くなり，すなわち eについて増加関数である。

また，株主の最適モニタリング戦略は株主が効率的に集中しているほど，一つの会社内部での下層

部の子会社に関して上層部の情報把握能力が高くなるほど（タイプ Oが大きくなるほど）ある eに対

する最適モニタリング水準は高くなる。

補題 1

(l)mに関する限界的なシェア獲得能力 </Jmについてタイプごとの差が大きいほど，すべての eに対

し最適モニタリング水準の差も大きくなる。

(2）収益の関数以e)（収益性）が大きいほど，上方にあるほど，

リング水準は高くなる。

すべてのタイプに対して最適モニタ

(3）モニタリングの限界費用関数が小さくなるほど，下方にあるほど，すべての eに対し最適反応す

るmの範囲が広がるo

(3）についてはモニタリングの限界費用が小さければ，追加的にモニタリングすることによって得ら

れる uの獲得割合ゆをより増加させることができるので，最適反応mの範囲（値域）が上に広がるこ

とになる。

次に経営者の行動について考える。内部から資金を調達する場合，企業の所有権はすべて企業が持っ

ているわけではないので， t=2期における収益y(e）をすべて企業は獲得することはできず，その獲得

割合はゆ（m：θ）に依存する。よって努力水準決定時における企業行動は次のように定式化できる。

max{l-¢(m: B)}y(e)-e Joγ.v e (8) 

この式より経営者の反応関数は次のようになる。

{l一件（m:B）｝ダ（e)=l forv e (9) 

この式についてmが大きくなれば1一世（m:8）は小さくなり，この式を満たすeはすべてのタイプ

について小さくなる。またmを一定とすると，。が大きくなるほど y'(e）の係数は小さくなり，結果と

して経営者の最適反応eの水準はより小さくなる。よって， θが大きくなるほど反応関数は下方にシブ

トする （図4）。
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e 

e(m1 : 81) f－－－－－－－－－－－－－－－て…

e(m1 ： θ~） f －－－－－－一一一一…－－－－－－~

m1 

Joγ81 

Joγ82 
m 

81 < 82 

図4 経営者の反応式

経営者のeffortの選択について，次式が成立するo

de _ y'(e）（ーの）
ヨ辰一一｛1一世（m：θ）｝〆（e）く0 forv 8 

de_ y'(e)(-cpo(m: 8)) 
dB－一｛1－φ（m:8）｝〆（e）く0 forvm 

すなわち，株主のモニタリング水準が大きいと予測するほど，経営者の最適努力水準eは小さくな

り，モニタリング水準が小さいと予測するほど，最適努力水準eは大きくなる。

また，株主が効率的に集中しているほど，一つの会社内部での下層部の子会社に関して上層部の情

報把握能力が高くなるほど，すなわち θが大きくなるほど反応関数は下方にシフトし，同じmに対す

る最適努力水準は小さくなる。

経営者は，株主のモニタリングが高いと予測すれば， 2期目における収益uについて彼の獲得割合

が高くなる，すなわち自分の獲得割合が低くなるので収益を高める eのインセンティヴは低くなるo

また同様に，株主が効率的に集中しているほど，あるいは会社内部での資金投資部門の介入能力が高

いほど，自分の獲得割合が低くなるので収益を高める eのインセンティヴは低くなる。

補題2

effortについての 2期日の限界収益関数が緩やかである，すなわち経営努力が収益の上昇にそれほ

ど貢献しなくなるほどタイプ別の最適努力水準の差は小さくなっていく。

3.3 均衡

以上株主，経営者のそれぞれの反応関数より均衡における，経営努力水準，モニタリング水準につ

いて均衡点E本（θ）が求められる。

図5より，
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m
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反
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-+-m*(fJ1) 
m*( 82) 

for 81 
for 82 

m 

（白＜82) 
m*( 81)--m*( 82) 

m 

図5

命題3

経営者，株主が同時に経営努力水準ムモニタリング水準mを決定するとき，

(I) 0が大きいほど，株主が効率的に集中しているほど，一つの会社内部での下層部の子会社に関し

て上層部の情報把握能率が高くなるほど，均衡における企業経営者の努力水準は低くなる。

(2）均衡におけるモニタリング水準については，経営者の反応関数が緩やかであれば，すなわちmに

対し eが非弾力的であれば，タイプが高いほどモニタリング水準は上昇し，経営者の反応関数が急で

あれば，すなわちmに対し経営者の eが弾力的であれば，タイプが高いほどモニタリング水準は減少

する。

命題3の（2）については，経営者の反応関数が急であるとは，限界モニタリング費用関数ピ（m）が大

きい， mについての限界シェア獲得関数 </Jm(m:e）が小さいことであり，モニタリングすることのイ

ンセンティヴが減少すると考えられる。タイプが高いほど，同じmについて限界シェア獲得関数は高

いので，それに応じてモニタリング水準は減少すると考えられる。

3.4 比較

O返済額Dについての拡張

投資家が経営者に返済してもらうには支払時の経営者の利得が支払いをしなかった場合の再交渉時

の利得を上回るDを提示する必要があるが，ここまでの話を見ると，均衡における経営者の利得は外
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部調達，内部調達によって変化していることが分かる。

返済額Dについて，基本モデルでは外部投資家も内部投資家も同じように考えていたが，ここで次

のように拡張して考えることにする。

はじめに返済額の提示交渉力が完全に投資家側にあるものとする。

このとき基本モデルで見たように，非効率的な清算を避けるための再交渉時に，再交渉から得られ

る追加的ベネフィット y(e)-Lの配分について経営者投資家間の交渉力をひとつの定数（ム 1－β）で

表していたがここでは外部資金調達時の経営者の交渉力を /3ex，内部資金調達時の経営者の交渉力を

β初（めであらわすことにし，これらのパラメーターについては次式を満たすものとする。

2ι＜β初（8) for v (J (10) 

すなわち内部投資家のタイプ（集中度） θは2期目の収益の配分割合ゆ （m : 8）に影響を与えるだ

けでなく， 1期日の事前の交渉力にも影響しとくに内部投資家との密着度が高いことを想定し内部投

資家から資金調達する場合のほうが経営者にとってより多くの交渉による利得を得られるものとす

る。

－外部資金調達時の経営者の成功時の均衡利得がDexを支払わなかった場合の再交渉時の利得

x＋β町 （y(eFB)-L）上回れば，経営者は立証不可能なzから 1期において支払いを行う九

x-Dex+ y(eFB)-eFB注Z十/3ex(y(eF8)-L). 

すなわち

Dex三勾（eFB)-eFB -/3ex(y( eFB)-L) (lU 

ここではじめの返済額の提示交渉力が完全に投資家側にあるものとしていたので，上の式を等号で

成立させる返済額Dexとなる。

－内部資金調達時の経営者の成功時の均衡利得がDinを支払わなかった場合の再交渉時の利得

x＋β（y(d（θ））－L）を上回れば，経営者は立証不可能なzから 1期において支払いを行う。

x-Din+{l一世（mH8):8)}y(eH8))-eH8））ミx+ (]in( 8)(y(eH8))-L) for v (J 

すなわち

Din+{l-¢(m!(8): 8)}y(d(8))-d(8）－βin( e)(y( d（θ））－ L) for v (J (12) 

返済額の提示交渉力が完全に投資家側にあるものと仮定していたので，この式を等号で成立させる

返済額Dinとなる。

ここで，以下のように LJDを定義する。

LlD=Dex-Din=[{y(eF8)-eF8}]-{1一世（mH8):(8)}y(eH8))-e牢（8)] 

-[/3ι（y(eF8(8))-L）－βバ8)(y(d（θ））－L] (13) 

この LJDについて第 1項は外部，内部，投資家のときの eについての最大化問題を解いた値であり，

この項は正になる。すなわち外部調達による返済額のほうが大きくなる効果を持つ。

第 2項については事前の交渉力 /3exが大きいほど， βω（θ）が小さいほど，すなわち外部と内部の投資

5）ここで基本モデルと同様1期における再交渉の支払い可能性をcredibleにするため， x>y(e)>Lforveと仮定す

る。
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家の持つ事前の交渉力の差が小さいほど（タイプ Oが小さいほど） LJDは負になりやすく，内部資金

調達による返済額のほうが大きくなりやすい。また清算価値Lが大きいほど，内部資金調達による返

済額のほうが大きくなりやすい。

0ファイナンス可能性の比較

(3）式に加え，内部ファイナンスによる所有権を背景に 2期目のcashflow gを取れるメリットが加わ

るので，均衡において内部投資家がプロジェクトにファイナンスする条件は次のように変化する。

p[{l-</>(mHB): （θ）｝y(d(B))-d(B）－β初（B)(y(d(B))-L)-c(ml(B））］十（l-p)L-K註Oforvθ 

(14) 

モニタリングをすることで利得が減少する場合はもともとモニタリングしないことを選択するので

前のファイナンス条件より範囲が広がっていることがわかる。また， θが大きいほどファイナンスする

範囲は狭くなっていく。

一方，外部投資家のときのプロジェクトのFirst-BestなNPV(net present value）は次のように表

すことができる。

p[x+y(eFB)-eFs]+(l-p)O-K. (15) 

外部投資家がプロジェクトにファイナンスする条件は次のように変化する。この場合，事後的には

最も効率的なNPVをもっプロジェクト投資が実行されていることになるが，事前の段階で投資家に

1－βι（y(eFs)-L）を取られてしまう分，非効率性が生じている。

p[y(eFB)-eFB＿βぽ （y(eFB)-L] +(l -p)L-Kミ0. (16) 

また，内部投資家のときのプロジェクトのNPVは次のように表すことができるが，この場合モニタ

リングは配分割合併（m:B）にのみ影響し，社会的なプロジェクト価値にとって負の効果しかもたら

さない。

p[x十y(el(B))-el(B)]+(1-p)O-K -c(m1（θ））． ミ‘，
a
’’

円

ysa

守
E
E
A（
 

どちらの資金調達でも， 3という事前の交渉力を経営者が持つことによって資金調達の範囲が狭く

なっていることが分かる。

O外部調達or内部資金調達

・外部資金調達した場合の経営者の均衡利得は

p[x-Dι＋（eFB)-eFs]+(l-p)O 

=p[x＋β町 ｛y(eFs)-L}]. (18) 

．内部資金調達したときの経営者の均衡利得は

p[x-Din+{l-</>(mf(B）：θ）｝y(d（θ））－d（θ））］ +(1-p)O=p[x＋ん（θ）｛y(el（θ）) -L}]. (19) 

ここでeについて eFB>dが成り立っていることから，次のことが言える。

命題4

企業の経営者は清算価値Lが大きいほど外部から資金調達し，タイプ θが大きいほど内部から資金

調達をし， eFBとel(B）の幅が小さくなるほど内部から資金調達をする傾向にある。
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企業の経営者にとって外部と内部のどちらから資金を調達するかというときにその二つの違いは，

(1) t=I期にzの収益が出たとき，経営者が清算する（清算価値L）というオプションを持っている

ので，それをもとに行われる再交渉において経営者の取り分が y(e)-Lのうち f3in(めであるか，

(/3exく3初（8)forvθ）， 

(2) t=2期に実現する収益gに対する経営者の取り分が 1-¢(m：θ）であるかすべてであるか，

の2点である。

Lが大きいということは上記の（1）において企業が受け取る配分が少なくなり相対的に見て（2）の点が

重要視され外部資金調達のほうが有利になることを示している。。が大きいということは（2）の点を考

慮しても，（1）において経営者の取り分が十分に大きいので内部から資金調達するほうが有利であるこ

とを示している。また， eFB とdの差がなくなるほど 1期における βin(B）の大きさが経営者にとって

有利になり，内部資金調達のほうが有利になることが分かる。

上記の命題についてはまた，逆の解釈もできる。

4 終わりに

企業の経営者に対する主体（内部投資家）を株主と考えたとき，配当ではなく返済額Dになってい

るという点には異論があるかもしれないが，配当を重視する株主にとっては，ある一定額以上の配当

がなされなければ，議決権を行使し企業の経営者を交代させられると考えればそれは妥当なモデル化

と言えるだろう。またそれによってタイプ θが株主の集中度を表していると解釈できることになる。

この論文では経営者の選択する努力水準eと，株主（あるいは会社の上層部）が自らの利得をより

高めるためのモニタリング水準について均衡を導出し，さらにタイプ Oについて，より，獲得能力が

高まるほど，均衡努力水準は低下し，均衡モニタリング水準は経営者の反応関数の形状によって上下

することを示している。

また，外部投資家から資金を調達するとFirst-bestと同レベルの努力水準が達成されるが，内部投資

家の場合は努力水準は過小になることも容易に分かる。

また，初期段階に戻って，外部から資金調達する場合と内部から資金調達する場合の返済額，ファ

イナンスの可能な範囲の比較を行い，最終的に経営者が外部，内部のどちらから資金調達するかにつ

いて，タイプが大きくなるほど，すなわちより内部と二重の意味で密着しているほど内部から資金を

調達するという結論などを導出している。

今後の課題としてはこの論文をより一般化できるよう，プロジェクト実行が必ずしも清算価値より

効率的とは限らない状況で（y(e）くLくy（ε）），交渉力については同様に内生的に決まるといったモデ

ルの分析などがあげられる。
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