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1. 問題提起 
 

第 2 次大戦後、自国顧客企業の海外進出や 70 年代初頭の石油危機によるユーロ市場の

拡大に端を発した金融機関多国籍化の波は、現在、途上国金融市場に押し寄せている。途

上国金融市場への多国籍金融機関進出の背景として、90 年代に発生した金融危機後、途上

国政府の多国籍金融機関に対する政策スタンスがそれまでの規制強化・維持から規制緩

和・撤廃へと大幅な転換がなされ、そのことが近年の多国籍金融機関の進出を促進してい

る可能性が指摘されている。しかしながら、仮に途上国政府が自国金融市場の完全な対外

開放を行ったとしても、無条件に多国籍金融機関が参入するとは限らない。例えば多国籍

金融機関にとって進出するインセンティブ（例：高収益性）が存在しなければ進出は行な

われないであろうし、また金融機関に進出する能力がない場合にも同様のことが言えよう。

よって途上国への多国籍金融機関進出の要因を探る場合、規制緩和といった途上国サイド

の要因だけではなく、進出金融機関もしくは潜在的進出金融機関サイドからの要因の検証

も行う必要がある。 

「金融機関はなぜ多国籍化するのか」という命題は、多国籍銀行研究の出発点かつ最重

要テーマであり、これまで数多くの研究者が仮説の提起及び検証を行ってきた。Bryant 

[1987]は、金融機関多国籍化に関して 3 つの仮説を挙げている。まず 1 つ目に、金融機関

は海外進出する顧客企業に関するあらゆる性質の情報を現地金融機関に比べて多く有して

いる。それゆえ、多国籍金融機関が顧客企業に金融サービスを提供するため、同様に海外

進出を行うインセンティブが発生し、多国籍化するという Follower 仮説。2 つ目に、多国

籍金融機関は特に途上国において、現地金融機関よりも優れた金融サービスを提供できる

と考えられ、そこに新たな利潤獲得の機会が生じ、多国籍化を行うという Leader 仮説。最

後 3 つ目は、自国の金融規制・監督を回避するために多国籍化を行うという Escape 仮説で

ある。また、以上の 3 つの仮説を包括的に捉えたアプローチ（折衷理論）も、Gray and 

Gray[1981]、Yannopoulos [1983]、Cho [1985]らによって行なわれている。 

しかしながら、これまでの多国籍金融機関活動の理論化及び実証研究の多くが 70～80

年代を対象にしていること、進出対象国が米国や英国といった先進国が中心であることな

ど、90 年代以降の途上国金融市場への本格的な進出に代表される新たな金融機関多国籍化

の動きを扱った実証分析は非常に少ない。 

以上のことから、本報告では、90 年代以降の金融機関多国籍化に対する従来の多国籍銀

行理論の妥当性を検証（特に所有優位性と立地優位性に焦点を当て）し、多国籍銀行理論

の更なる精緻化のための問題提起を行いたい。 



2. 所有優位性の検証 
 

所有優位性を検証するにあたって用いた基本推計式は以下の通りである。 

 

REVENUEit＝Constant＋γ1ASSETit＋γ2CAPITALit＋γ3OFFICEit＋γ4SYNDICATEit＋γ5ADVISEit 

＋γ6UNDERWRITEit＋ζ it    (i＝1,2,･･･,50、t＝1,2)                

 
 推計対象銀行は 50 行、推計期間は、1997 年と 1998 年の 2 年間である。 

 

REVENUE : 海外収益（対数値）ASSET : 総資産量（対数値）CAPITAL : 自己資本量（対

数値）OFFICE : 海外拠点数 SYNDICATE : 国際シンジケート・ローンの引受額（対数

値）ADVISE : アドバイザリーランキング（1 位：25 25 位：1 26 位～：0） 
UNDERWRITE : 証券引受ランキング（1 位：25 25 位：1  26 位～：0） 
 
主な推計結果 
・ ASSET、 CAP TAL の係数は、いずれの推計でも負の値を示し、先行研究とは異なる

結果となった。 
I

・ ADVISE の説明力は、いずれの推計においても最も高かった。 
・ 金融サービス要因を表すその他２変数（SYNDICATE、UNDERWRITE の係数は、い

ずれも正の値を示した。 
 
3. 立地優位性の検証 

 

立地優位性を検証するにあたって用いた基本推計式は以下の通りである。 
 

BANKASSETit or BANKFDIit = Constant + α1FDIit +α2TRADEit +α3GDPit +α4RISKit  

+α5LOANit +δit （i＝1,2,･･･,30or41、t＝1,2,･･･,13） 
 

進出国数は、従属変数が BANKASSET の場合は 41 カ国、BANKFDI の場合は 30 カ国であ

る。推計期間は、1988－2000 年の 13 年間である。 
 

BANKFDI : 米銀の海外直接投資額(対数値）ASSET : 米銀の(海外子会社保有を除く）海

外資産残高(対数値）FDI : 銀行部門を除く米国の対外直接投資額(対数値） 
TRADE : 米国と進出国間の貿易(輸出＋輸入）額（対数値）GDP : 進出国の国民一人あた

りの実質 GDP(対数値）LOAN : 進出国の国内貸出残高／GDP （％）RISK : 進出国の

カントリーリスク（100：リスク最低 0：リスク最高） 
 
 



主な推計結果 
BANKASSET が従属変数の場合 
・ 全地域を推計した場合、最近 2 期間（92-96 年、96-00 年）で RISK の説明力が高い 
・ ヨーロッパでは、FDI と TRADE の説明力が高い 
・ アジアでは、ヨーロッパと対照的に FDI の説明力が低い 
・ 南米では、RISK の説明力が高いが、94-00 年では FDI の説明力が最も高い 
BANKFDI が従属変数の場合 
・ 全期間で FD の説明力が高い I
 
4. 金融規制・インフラ要因を考慮した立地優位性の検証 
 

立地優位性の検証において、これまでほとんど考慮されてこなかった金融規制・金融イ

ンフラの程度を独立変数に加え、立地優位性を再度検証する。 

 

BANKFDIit ＝ Constant ＋ β1GDPit ＋ β2LOANit ＋ β3RISKit ＋ β4CREDITORit ＋ β5ENFORCEit      

＋β6OPENNESSit＋εit   (i＝1,2,･･･,28、t＝1,2,･･･,7） 

 

CREDITOR：貸し手の権利（1：貸し手の権利が最も保護されている ‐2：貸し手の権利

が保護されていない） 

ENFORCE：国家による法の強制力（10：強制力が最も強い 0：強制力が最も弱い） 

OPENNESS：金融規制の程度（2：規制がほとんどない 0：規制が最も強い 

 

主な推計結果 

・ 全対象国を推計した場合、金融規制・インフラ要因を表す 3 変数の係数は、いずれも

負の値を示した 

・ 先進国のみを推計した場合、金融規制・インフラ要因を表す 3 変数の係数は、いずれ

も正の値に転じた 

・ 途上国のみを推計した場合、金融規制・インフラ要因を表す 3 変数の係数の負の値が

高まった） 
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