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クな銀行の支払不能である銀行危機を経験
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２はそれぞれｔ対対 の割合で存在すると知
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●銀行のリスク・シェアリング
機能と銀行取付けは表裏一体
（ダイヤモンド・ディビッグ
モデル（参考文献②）
）
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（出所）筆者作成。
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の 曲線で示される︒貸出金利がゼロから

率として用いる︒銀行のこの行動は図２⒜

付き期待値︶を借り手の平均の融資返済確
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自己資本を保有する︒銀行は安全資産もし

銀行は貸し出しを行い︑預金を収集し︑

●金融自由化と銀行危機（ヘルマ
ン・マードック・スティグリ
ッツモデル（参考文献④）
）

らしうる︒

る︒融資の杜絶は投資と生産の低下をもた

この条件は図２⒜の 曲線により示される︒

収益Ｒ未満では︑投資収益が貸出金利に比

になる︒しかし︑貸出金利がＲを越えて上

産の収益がＲ／２を上回り 曲線が上方に

図２⒜の 曲線と 曲線の交点で市場均衡

昇するにつれ︑返済確率の高い借り手は融

シフトすると︑ 曲線との交点は消滅する︒

（出所）参考文献③中のそれぞれ図２、図３を改変し作成。

資に応募しなくなるので︑銀行の推測する

べ高く︑全ての借り手が融資に応募するの
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銀行が必要とする融資の平均返済確率は︑

⒝融資が杜絶する場合

平均返済確率は低下し︑ 曲線は右下がり

貸出金利

R

いかなる貸出金利の下でも借り手の行動か

平均返済確率

BB

BB

BB
50%

右下がりの直線は︑銀行の安全資産の投資

を所与とし︑銀行が他の銀行と同一の預金

金利を支払う環境で︑フランチャイズ価値
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貸出金利�������
と平均返済確率
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⒜融資が行われる場合
平均返済確率
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と預金金利
預金金利 ( r )

rP ( k )
r^ ( k0 ), rP ( k )

係を示す︒

り高い金利を支払う銀行に預金するため︑
銀行はより高い金利を支払うようになる︒
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︵例えば不動産業への融資︶が可能になる︒

金融自由化により︑銀行の保有する資産

r（
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（
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自己資本 ( k )

k
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を最大化する際の自己資本と預金金利の関
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