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概要– 本研究では，大手製薬企業による創薬ベンチャー企業の買収を想定し，買収対価の一部を成果報酬として
後払いするアーンアウト契約に関する分析を行った．具体的には，リアルオプションアプローチを用いた医薬品
R&D事業評価，M&A契約評価に関する従来モデルを拡張することで，買手にとって最適なアーンアウトの契約
条件と各主体の期待効用を導出し，想定する状況の違いによる契約条件の変化を調べた．その結果，不確実性が
極めて大きい状況ではアーンアウト契約により両企業の期待効用が共に上昇することを示した．また，過去の実
証研究と対比させたところ，不確実性が大きくなるほど後払い割合が増加する点において同様の傾向を得た．
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1 序論
1.1 研究背景と目的

医薬品市場において，製薬企業による大規模なM&A
が数多く行われている．この背景には，R&D競争の激
化，並びに保有特許の集中的な期限切れによる競争力
の低下等が考えられる．このような環境下では，製薬
企業は自社の市場競争力の維持強化のため，多様な新
薬候補（パイプライン）を常に保持しておく必要があ
るため，強力なパイプラインを既に保有している創薬
ベンチャー企業を買収することで，特許技術を獲得し
R&Dの効率化が図られる．製薬業界におけるM&Aの
ニーズは高まっているものの，買収企業とターゲット
企業のM&A契約交渉においては，ターゲット企業に
ついて参照可能な情報の少なさや，対象とするR&D事
業そのものの不確実性の大きさから，両企業の間で企
業価値評価に非対称性が生じる問題がある．
上述した問題に起因して生じる買収価額のギャップ

を解消し，M&Aの交渉を成功に導くために適用され
る契約条項の一つに“アーンアウト条項”がある．アー
ンアウト条項とは，M&Aにおける買収対価を分割で
支払う仕組みのことであり，アーンアウト条項が適用
されると，買収対価の支払いが契約締結時点で支払わ
れる部分と，ターゲット企業の業績指標があらかじめ
定めた条件をクリアした場合に支払われる部分に分け
られる．アーンアウト条項を適用することにより，買
収企業はターゲット企業の業績の不確実性をヘッジす
ることが可能となる．ただし，初期一括で買収対価を
支払う契約時において買収企業が全て負担していた業
績変動リスクをターゲット企業へ部分的に移転する形
となるため，アーンアウト条項の適用はターゲット企
業に対しては必ずしもプラスになるとは限らない．
以上を踏まえ本研究では，アーンアウト条項の適用

を考慮した上で，医薬品市場でのM&A契約における
企業の意思決定の最適化をリアルオプションアプロー
チによりモデル化することにより，ターゲット企業の
行動を考慮した契約最適化モデルを構築する．ここで，
本研究では，アーンアウト条項が両企業の期待効用に
与える影響を定量化し，契約条項の有効性に関して分
析を行うこと，並びにアーンアウト契約における買収
対価の支払い条件の最適設計を行なうことに重点を置
き，医薬品市場における R&D事業の定式化に関して

はその前段階として従来研究をベースに行うこととす
る．また，アーンアウト契約の設計においては，ター
ゲット企業へ提示する達成目標として，i.) R&Dの完
了，ii.) 完了（製品販売）後の売上目標の達成，なる 2
つの項目を設定し，買収対価の支払いは，総額に対す
る先払いと後払いの金額（割合）をあらかじめ設定す
る．さらに，アーンアウト契約を用いる場合にはM&A
の実施以降における買収企業の撤退規制を設けること
で，アーンアウト条項に内包される契約上の制約を表
現することを狙う．最終的な本研究の目的をまとめる
と，以下の 3点を挙げることができる：
i.) ターゲット企業の意思決定を考慮した上で，アーン
アウト契約における買収対価の支払い条件を最適化す
ることのできる理論モデルを構築する．
ii.) アーンアウト条項を適用する場合としない場合と
で，両企業の期待効用をそれぞれ算定し，各企業にとっ
て望ましい契約形態を定量的に明らかにする．
iii.) 設定するパラメータを変化させた場合の最適化さ
れた契約条件の変化を分析することで，異なる状況下
においてアーンアウト契約が持つ性質を定量的に明ら
かにする．

1.2 従来研究

医薬品市場におけるR&Dの事業価値評価，及び一般
的な市場におけるM&A事業の価値評価に関して，リ
アルオプションアプローチを用いた理論研究が数多く
行われている．まず，医薬品市場における R&Dの価
値評価については，R&D フェーズにおける開発完了
までの残存コストと開発完了後に発生するキャッシュ
フローを分けて捉え，各段階を確率過程で表現した上
で，リアルオプションアプローチにより企業の最適な
意思決定を考慮するといった方法が一般的である．こ
こで，リアルオプションアプローチとは，市場におい
て取引される金融商品であるアメリカンオプションの
価値評価手法を現実の事業価値評価に適用する手法で
あり，アメリカンオプションの価値評価において最適
化される権利行使時点を，現実の企業が事業の操業に
関して行う意思決定時点に見立てて最適化を行うこと
を目的としている．医薬品市場で行われる R&Dにお
いては，事業からの撤退を企業の意思決定として明示
的にモデル化している研究が多い．Schwartz14)は，上
記のアプローチを用いた製薬企業の R&Dモデルを構
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築し，医薬品市場における物質特許の存在や，事業の
突発的な破綻リスクについて考慮した上で R&D事業
価値評価を行った．また，Schwartz14)におけるモデル
の拡張として，R&Dにおける開発フェーズの多段階性
を考慮したWilligers et al.17) や，医薬品販売のキャッ
シュフローを，製品価格の変動と需要の変動の 2点を
考慮したモデルへ精緻化し，実データからモデルのパ
ラメータを推定している Hsu et al.5) といった研究が
行なわれている．
M&Aの事業価値評価については，市場の設定に関

して特定の状況を仮定せず，一般的な市場に属してい
る企業間のM&Aの意思決定に着目した研究が多く行
われている．リアルオプションアプローチを用いて企
業間の買収を分析した研究として，Lambrecht8) があ
る．Lambrecht8) は，同一産業に属する 2企業に関し
て，規模の経済性に動機付けられた合併タイミングの
決定と合併比率に関する契約条件の最適設計について
理論的に分析を行った．分析手法としては，生産物需
要の不確実性下における企業の行動をリアルオプショ
ンアプローチにより定式化し，企業間の合併比率に関
する交渉問題を，合併の提案企業と被提案企業による
展開型ゲームとして定式化することにより，合併を提
案する側の企業にとって最適となるような，合併比率
に関する均衡解が導出されている．また，Morellec et
al.13)は，異なる産業に属する 2企業間の合併を想定し，
生産物需要の過程を 2種類発生させることで，属する
産業が異なる場合の合併の効果について分析を行った．
さらに，Thijssen16)は 2企業がそれぞれ合併を実施す
る最適なタイミングを決定するモデルへの拡張を行っ
ており，最適な合併比率については，展開型ゲームで
はなく，ナッシュ交渉解の理論を用いて導出している．
医薬品市場における事業価値評価をリアルオプショ

ンアプローチにより行うには，一般に，キャッシュフ
ロー過程やコスト過程，あるいはコスト過程の多段階
性といった複数のファクターが参照される場合が多い．
そのため，従来のリアルオプション研究のように，企
業の意思決定問題を連続モデルで捉え偏微分方程式へ
落とし込んだ上で，解析解ないし数値解を導出するこ
とは非常に困難であり，離散化しシミュレーション解
を導出するための手法が提案されている．Longstaff et
al.9)は，モンテカルロシミュレーションを用いたアメ
リカンオプションの解析手法である，最小二乗モンテ
カルロ法（LSM法）を提案した．LSM法は，従来のモ
ンテカルロシミュレーションのように，参照する資産
のサンプルパスを発生させた上で，最小二乗法により
次期の継続価値を推定しながら権利行使時点を最適化
する手法であり，Schwartz14)はモデルを離散化した上
で LSM法によるシミュレーション解を導出している．
アーンアウト条項については，現実のM&Aデータ

を用いて，アーンアウト条項が適用されやすい状況や
適用する目的の特定，ないし適用により観測される効
果について分析した実証研究が行われている．Cain et
al.2)は，米国における上場企業の関わったM&Aデー
タを用いて，企業がアーンアウト条項を用いる動機に
関する仮説検証を実証的に行なった．この研究におい
てCain et al.2)は，i.) アーンアウト契約の達成目標と
してターゲット企業の経営者が観測可能な指標を設定
することにより，経営者にインセンティブを与え，モ

ラルハザードを抑制している，ii.) ターゲット企業の
属する産業の不確実性が大きい場合や，企業間に存在
する情報の非対称性が大きい場合にアーンアウト条項
を適用することで，企業価値評価のギャップを解消して
いる，との 2つの仮説を実証した．また，Barbopoulos
et al.1)は，M&A後に観測される株価のアブノーマル
リターンに着目し，英国のM&Aデータを用いてアー
ンアウト条項の適用が企業価値へ及ぼす影響について
実証的に分析した．この研究では，非公開企業の買収
を行う場合にはアーンアウト条項が適用された場合の
方がM&Aの効果が高まる，また公開企業の買収に対
してはアーンアウト条項適用の効果は得られない，と
の仮説が実証されている．

1.3 本研究の位置付け
本研究では，リアルオプションアプローチを用いて

M&Aの契約締結タイミングの最適化と，アーンアウ
ト条項の適用を考慮した契約条件の最適化を行うた
めの理論モデルの構築を行う．モデル構築に当たって
は，Lambrecht8)において分析されている問題状況を，
企業の合併から買収へ応用し，アーンアウト条項の
適用を考慮できるようモデルの拡張を行う．さらに，
Lambrecht8)において考慮されていない個別市場の特性
を表現するため，医薬品市場における製薬企業の撤退を
考慮したR&D事業価値評価を行っている Schwartz14)

のモデルを参考にし，2企業間に存在する業績予測やコ
スト構造に関する非対称性を考慮できるよう拡張を行
う．また，理論モデルの結果とCain et al.2)によるアー
ンアウト条項に関する実証研究の結果を比較し，モデ
ルの妥当性や特性を検討することとする．最後に，本
研究の新規性を以下にまとめる：

• リアルオプションアプローチにより企業のM&A
（買収）を評価した点．

• 理論的にアーンアウト条項をモデル化した点．
• M&Aを行う 2企業間に存在する非対称性をモデ
ル化した点．

2 提案モデル
本研究では，医薬品開発事業のM&Aを想定し，リ

アルオプションアプローチを用いて買手企業と売手企
業の意思決定を考慮した上で，アーンアウト条項の適
用が両企業の期待効用に与える影響，並びにアーンア
ウト条項の適用が双方にとって望ましくなるような状
況の検証を理論的に行う．また，異なる状況設定の下
で，最適化したアーンアウトの契約条件がどのように
変化するかを分析することにより，特定の状況下にお
いてアーンアウト契約が持つ性質を明らかにすること
を目的とする．本研究は想定する医薬品事業のモデル
化と，企業間のM&Aのモデル化，及びモデルの最適
化に分けることができる．以下では，各フェーズにつ
いて，詳細なモデル構築と最適化手法について述べる．

2.1 医薬品開発事業に関する設定
本節では，想定する医薬品開発事業に関する設定に

ついて説明し，Schwartz14)を参考にモデル構築を行う．
まず，本研究では，創薬ベンチャー企業（売手企業 S）
の持つ医薬品開発事業の操業権が，M&Aによって大
手製薬企業（買手企業 B）へ移転されるような状況を
想定する．
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売手企業は初期時点において医薬品化合物の物質特
許を取得し，特許満期 T までの間，医薬品開発事業の
独占的操業権を得るものとする．ここで，物質特許と
は医薬品開発事業特有の特許であり，特許期間中にお
いて他社はこの化合物を用いた R&Dや製品の販売を
行うことができない．物質特許を取得した企業は毎期
開発コストを投資し，R&Dを行う．ここである時点 t
において観測される R&D完了までに要する期待所要
コストK(t)は次のように表されるとする：

dK(t) = −ISdt+ σK

√
ISK(t)dz, K(0) = K0. (1)

ここで，IS は売手企業の単位期間における投資額，σK

は開発に伴う技術的不確実性，dzは標準ウィーナー過
程の独立増分を表す．なお，企業間でM&A契約が成
立した時点で事業の操業権が買手企業へと移り，毎期
の投資額が IB(> IS)へ変化すると仮定する．また，期
待所要コストK(t)が 0となった時点をR&D完了時刻
τR とする：

τR = inf{s ≥ t : K(s) = 0}. (2)

R&Dが完了すると，企業は新製品の市場での販売を
即座に開始できるとする．時点 tにおいて得られる利
益 x(t)は以下の幾何ブラウン運動に従うものとする：

dx(t) = µix(t)dt+ σxx(t)dz, x(0) = x0. (3)

ここで，µiは企業 i ∈ {B,S}が個別に想定する利益の
期待成長率，σxはボラティリティを表す．本研究では，
企業がM&A契約を締結するに当たって，個々の企業
が事業の期待成長率を別々に想定するとの仮定を置く
ことにより，現実の契約交渉において見られるような
企業価値評価に関するギャップが生じるような状況を
表現可能なモデル化を行っている．なお，M&A成立
以降において買手企業が得る利益 x(t)は，αx(t)へ増
加するものとする．ここで，αはM&Aにより生じる
シナジー効果及び生産規模の拡張効果を表すパラメー
タであり，このサープラスは現実において買手企業が
買収対価に上乗せするプレミアム料に相当する．
取得した物質特許の失効後には，安価な後発（ジェネ

リック）医薬品が市場へ投入される状況を想定し，企業
が得られる利益が大きく減少するとする．ここで，物質
特許失効後における医薬品開発事業の残存価値は，特
許の満期時点における利益 x(T )にターミナルレート
M を乗じ評価されるものとする：

E0

[∫ ∞

T

e−(r+m)ux(u)du

]
= Mx(T ), s.t. τR < T.

(4)
最後に，医薬品開発事業を操業するに当たり，売手

企業が抱える資金難に伴う操業廃止ないしデフォルト
という固有のリスクをモデル化する．開発期間を通じ
て，事業継続が困難となるようなデフォルトイベント
は発生強度 λのポアソン過程に従い到着するとし，イ
ベントの到着後は売手企業にとっての事業価値がゼロ
になると仮定する．ここで，開発期間 TK の間に売手
企業が資金難に陥る推定確率を PK とすると，強度 λ
は以下のような関係式（指数分布）で表される：

PK = 1− e−λTK . (5)

上述したデフォルトリスクの評価については
Schwartz14) や Dixit et al.4) と同様に，売手企業は事
業の売却あるいは継続の意思決定を行う際に推定する
将来の継続価値を r + λで割り引くことで，自社単独
で操業した場合のデフォルトリスクを評価するものと
する．

2.2 M&A契約に関する設定
本節では，M&Aの交渉プロセス及びアーンアウト

契約の設定について説明する．本研究では，大手製薬
企業と創薬ベンチャー企業の 2主体間におけるM&A
の相対取引を想定する．また，市場にはこの 2企業の
みが存在すると仮定し，現実の市場に見られるような，
複数の買手候補ないし売手候補の絡むM&A競争は考
慮しない．
初期時点（t = 0）において，買手企業は物質特許を

取得した売手企業に対し，契約条件 (P, δ,A)を提示す
る．ここで，P は支払う買収対価の総額，δ は総額の
内の後払いの割合（アーンアウト割合），Aは達成す
べき業績目標（アーンアウト条件）を表す．
この契約条件下において，買手企業はM&Aの成立

時刻において (1− δ)P だけ支払い，売手企業がアーン
アウト条件 Aを満たした時点で，残りの δP だけ支払
いを行う．なお，本研究ではアーンアウト条件 Aを以
下のように設定する：

1. R&D完了時刻における利益が初期時点において
定めた目標利益を上回る．

2. 目標利益の算定に用いる事業の期待成長率 µE に
は売手企業の想定する期待成長率 µS を反映する
（µE = µS）．

すなわち，上述したアーンアウト条件は以下で表す
ことができる：

x(τR) > E0

[
x(τR)

]
= x0e

µEτR , s.t. τ < τR < T. (6)

ここで，アーンアウト条件における目標成長率 µE へ
売手企業の想定期待成長率 µS を反映することについ
ては，アーンアウト契約の締結により，企業価値評価
のギャップを解消するという現実の契約交渉に見られ
る性質を考慮する狙いがある．なお，目標利益 µEの設
定方法の違いが契約条件に与える影響についても分析
の対象とする．初期時点において，買手企業からM&A
の契約条件を提示された売手企業は任意に契約の締結
時刻を決定するものとする．
最後に，M&Aに関して本研究では以下の制約を設

ける：

1. M&Aは R&Dが完了するまでに行われる．

2. M&A以降，買手企業は R&D期間中に事業から
撤退することができる．ただし，アーンアウト契
約を締結している場合には撤退を行うことができ
ない．

ここで制約 2は，アーンアウト契約の評価期間（本研
究では，R&D 完了までの期間）の間に買手企業が事
業からの撤退を行うことにより，売手企業にとって不
当に受取り買収対価の価額が減じられてしまうのを防
ぐために課す制約である．なお，松浪 10) においては，
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アーンアウト評価期間中でも違約金の支払いを行えば
撤退を行える，といった条項を契約に盛り込む必要が
あると指摘されているが，本研究ではこの点は考慮せ
ず，アーンアウト契約を締結する際には一律に撤退が
禁じられるものとする．

2.3 企業行動の定式化

本節では，Lambrecht8) を参考に，リアルオプショ
ンアプローチを用いて企業の事業価値評価モデルを構
築する．はじめに，利潤 xに対する企業 i ∈ {B,S}の
効用関数を以下に示す指数型効用関数と同定する：

U(x) =
1

γi

(
1− e−γix

)
. (7)

ここで，γi は企業 iのリスク回避度を表すパラメータ
であり，効用関数の形状については宮原 12)を参考に設
定した．なお，本研究では売手企業がアーンアウト契
約に対して持つ抵抗度を，開発事業に対して通常想定
する γS と区別し，γSE

として個別に設定する．すなわ
ち，売手企業の期待効用を算定する際，アーンアウト
契約下において後払いされる金額を，パラメータ γSE

を用い，個別に効用換算し評価する．
以下では，企業行動の定式化を行う．まず，売手企

業の期待効用 VS を以下のようにモデル化する：

VS = E0

[
U

(
−
∫ τ∧τR

0

ISe
−rudu

+1{τ>τR}

(∫ T

τR

x(u)e−rudu+Mx(T )e−rT

)

+(1− δ)P e−rτ + 1{EO=1}U(δP )e−rτR
)]

.

(8)

ここで，rは割引率，1{Z} は Z の定義関数，τ は契約
締結時刻，EO は業績がアーンアウト条件を満たした
場合に 1，満たさない場合に 0をとる状態変数を表す．
売手企業は提示された契約条件下において自己の期待
効用を最大化するような契約締結時刻 τ∗を決定するも
のとする：

τ∗ = arg max
τ<τR

VS . (9)

次に，買手企業の期待効用 VB を以下のように表す：

VB = E0

[
1{τ<τR}U

(
−
∫ τR∧τB

τ

IBe
−rudu

+

∫ T

τR

αx(u)e−rudu+Mαx(T )e−rT

−(1− δ)P e−rτ − 1{EO=1}δP e−rτR
)∣∣∣∣ τ = τ∗

]
.

(10)

ここで，本研究では買手企業は売手企業の行動を完全
に予見可能であるとの仮定を置いている．すなわち，買
手企業は売手企業が契約に応じるタイミング τ∗を予見
した上で，自己の期待効用を最大化するような契約条

件の組合せ (P ∗, δ∗)，及び事業からの撤退時刻 τ∗B を以
下のように決定する：

(P ∗, δ∗, τ∗B) = arg max
P,δ,τB

VB . (11)

以上により，売手企業の行動を考慮した上で最適化
されたアーンアウト契約条件を導出できる．本研究で
は，最適化されたアーンアウト割合 δ∗の変化，及び買
手企業と売手企業の期待効用 VB, VS の比較検証に焦
点を当て分析を行う．

2.4 モデルの解法
本節では，2.3節において定式化した，売手企業の契

約締結タイミングの最適化問題，並びに買手企業の提
示する契約条件の組合せ最適化問題に対する解法につ
いて説明する．
本研究では，両企業の契約交渉を展開型ゲームとし

て捉え，2つの部分ゲームに分けて求解する．部分ゲー
ム 1では買収企業が自己の期待利得を最大化するよう
な契約条件を提示し，部分ゲーム 2ではターゲット企
業が自己の期待利得を最大化する契約締結タイミング
を決定する．これらを帰納的に解くことで，部分ゲー
ム完全均衡解を導出する．また，リアルオプションの
価値評価手法として LSM法 9) を用い，組合せ最適化
手法には焼きなまし法 11) を用いる．

2.4.1 LSM法
以下では，Schwartz14) を参考に，LSM法における

提案モデルの離散化と求解プロセスについて説明する．
LSM法とは，満期までの任意時点で権利行使できるア
メリカンオプションの価値評価をシミュレーションに
より行うための手法であり，本研究では次のようにし
て，売手企業の最適M&A契約締結時刻の算定を行う：
i. シミュレーション解の導出に当たり，M&Aの意思
決定が離散時点で行われるものとする．そこで，連続
過程の方程式 (1), (3)を以下のように離散近似し，所
要コスト及び期待利益のサンプルパスを生成する：

K(t+∆t) = K(t)− IS∆t+ σK

√
ISK(t)∆tεK .

x(t+∆t) = x(t) exp((µi − 0.5σ2
x)∆t+ σx

√
∆tεx).

(12)

ここで，εK , εxはそれぞれ独立な標準正規確率変数を
表す．
ii. サンプルパス kについて，売手企業の満期時点 T
における期待事業価値 F (k, T )に対し次の境界条件を
与え算定する：

F (k, T ) = Mx(k, T )∆t. (13)

iii. 満期以前（時点 t）に関しては，その時点以前に事
業の売却が行なわれていないという条件付きで，R&D
が完了した経路について事業価値を以下のように計算
できる：

F (k, t) = exp(−r∆t)F (k, t+ 1) + x(k, t)∆t. (14)

iv. 事業の売却が行なわれていないという条件付きで，
R&Dが完了していない経路については，時点 tで観測し
た x(t)とK(t)を説明変数として，デフォルトリスクを
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考慮した次期の割引事業価値 exp(−(r+λ)∆t)F (k, t+1)
を最小二乗法により推定する．ただし，重回帰に用い
る基底関数には以下を用いる 3)：

Ĝ(X, Y ) = â0 + â1X + â2Y

+ â3XY + â4X
2 + â5Y

2. (15)

ここで，X,Y は説明変数（参照する原資産価格），â
は推定された基底係数を表す．
v. 時点 tにおいて，アーンアウト契約を締結している
場合には，アーンアウト条件の成功確率 βから，将来の
支払いを含めた買収対価の期待値を計算する．ここで，
本研究のアーンアウト条件をバイナリーオプションに
見立てて考えると，満期時点（R&D完了時刻 τR）で
幾何ブラウン運動に従う原資産価格（利益 x(τR)）が行
使価格（目標利益 x0e

µEτR）を上回る確率にR&Dの成
功確率を乗じる問題となり，この成功確率 β は Hull6)

を参考として以下で表すことができる：

β = Pr
(
τR < T

∣∣K(t)
)
× Pr

(
x0e

µEτR < x(τR)
∣∣x(t))

= Pr
(
τR < T

∣∣K(t)
)
×N(d2),

where

d2 =
ln (x(t)/(x0e

µEτR)) + (µS − σ2
x/2)(τR − t)

σx

√
τR − t

.

(16)

ここで，N(・)は標準正規分布の累積分布関数を表す．
ただし，特許期間中のR&Dの成功確率を解析的に求め
ることは困難であるため，この確率に関してはモンテ
カルロシミュレーションにより解を求めることとする．
vi. 時点 tにおける次期の推定事業価値 F̂ (k, t)を求
めた上で，コスト IS を支払い事業を継続する場合と，
買収対価を受け取り事業を売却する場合の価値を比較
し，価値の大きい方を選択する．ここで売却を選択し
た場合には，売却時点 τ := tへ更新する．
vii. 初期時点まで iii.～vi.の計算をバックワードに繰
り返すことにより，売手企業の期待事業価値を最大化
するような売却時刻 τ∗ が定まることとなる．

2.4.2 焼きなまし法
モデルの求解に用いる焼きなまし法について説明す

る．三木ら 11) によると，焼きなまし法（Simulated
Anealing; SA）は，金属の焼鈍しという処理をヒント
に開発された，組合せ最適化問題に対して有効とされ
るアルゴリズムである．焼きなまし法では，現在保持
している解の近傍に対し確率的に次の解候補を発生さ
せ，もしエネルギーが減少していたらその解に遷移し，
そうでなくても温度というパラメータを基にしたある
確率でその解に遷移するというメカニズムを用いるた
め，単純な最急降下法が局所最適化しか与えないのに
対して，焼きなまし法では温度パラメータの調節によ
り，大域的最適解を得ようとするものである．
一般的な焼きなまし法の解探索アルゴリズムは以下

の通りとなる 7)：

1. 初期解 xを生成し，初期温度 T0 を定める．

2. 乱数を生成し，ランダムに新たな解 x′ := x+ rm
を得る（rは [−1, 1]の一様乱数，mは近傍探索範
囲を表す固定パラメータである）．

3. 目的関数値の改悪量∆ = f(x′)−f(x)を計算する．

4. ∆ ≤ 0であれば確率 1，∆ > 0ならば確率 e−∆/T

で解を xから x′ へ更新する．

5. アルゴリズムの終了条件が満たされていればアル
ゴリズムを終了し，さもなければ温度 T を更新し
step2へ戻る．ここで，温度 T の更新方法は冷却ス
ケジュールと呼ばれ，例えばT := pcool×T (pcool =
0.95)のように計算される．

上記のような一般的な焼きなまし法では，温度のパ
ラメータが高い場合には解がランダムに更新されやす
く，一方で温度が低い場合には，解が改悪されるケー
スが減少し，一般的な局所探索法と同様の解探索が行
なわれることとなる．
三木ら 11) においては，Corana et al. を参考とした

焼きなまし法のアルゴリズムの拡張が行なわれており，
一般的な焼きなまし法においては固定されていた近傍
の探索範囲を，解の摂動の受理率，すなわち解の更新頻
度に応じて適応的に決定するアルゴリズムを提案して
いる．この手法は，「解が更新される頻度が非常に多い
時期には近傍の探索範囲を狭めて解探索の効率化を図
る，そして更新頻度が非常に少なくなった場合には近
傍探索範囲を拡大し大域的最適解を得ようとする」と
いった特徴を持つこととなる．
以下では，三木ら 11)で提案されている解の近傍探索

範囲の決定アルゴリズムを説明する．まず，現在の解
xから新たな解候補 x′ を以下のように生成する：

x′ = x+ rm. (17)

ここで，近傍探索範囲を表すパラメータmは以下に示
す階段関数により決定される：

m′ = m× g(p)
g(p) = H0, if p > p1
g(p) = 0.5, if p < p2
g(p) = 1.0, otherwise.

(18)


H0 = H0 ×H1

H1 = 2.0, if p′ > p1
H1 = 0.5, if p′ < p2
H1 = 1.0, otherwise.

(19)

ただし p は，近傍探索範囲を変更する間隔 N の間に
解の更新が行なわれた回数 nから，p = n/N と計算さ
れる．ここで p′は，近傍探索範囲のパラメータH0を
変更する間隔 Lの間に解の更新が行なわれた回数 lか
ら，p′ = l/Lと計算される．また，p1, p2 は目標とす
る解の更新確率の上限値及び下限値を表すパラメータ
である．すなわち，期間中における解の更新確率が目
標値の上限より大きい場合には近傍探索範囲を H0 倍
し，目標値の下限より小さい場合は近傍範囲を 1/2に
縮小することで，解の更新を継続的に行わせ大域的最
適解の探索することができる．

3 数値実験
3.1 シミュレーションに関する設定
本節では，設定するパラメータの設定方法と参考と

した従来研究について述べる．実験に用いる基本パラ
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メータは従来研究（Schwartz14), Willigers et al.17)）を
参考にTable 1のように設定する．ただし，本論文では
リスク中立的な効用を持つ企業を想定する際に γi=0.00
と表記することとする．また，従来研究において用い

Table 1: 基本パラメータ
µS 0.02 K0 100.0 [106$]
µB 0.02 IB 12.0 [106$/year]
σK 0.5 IS 8.0 [106$/year]
σx 0.19 x0 20.0 [106$/year]
α 2.0 λ 0.07
M 5.0 T 20 [year]
γB 0.0039 r 0.05
γS 0.0039 γSE

0.01

られていないパラメータの設定と調整の方法を以下の
a.から c.に示す：

a. 企業のリスク回避度 γB, γS , γSE
の設定：

企業が医薬品開発事業の操業に対して持つリスク回
避度 γB と γS は，Schwartz14) において推定されてい
る医薬品関連企業のベータ，及びリスクプレミアムの
値を参考に設定する．Schwartz14) では企業が想定す
るプロジェクトへの投資リスクを，業績の期待成長率
からリスクプレミアムを差し引くことで表現している．
Schwartz14) ではリスクプレミアムを 0.036と推計し，
これを期待成長率 0.02より差し引くことで，リスク調
整済み成長率（= −0.016）を算定している．
そこで，上記パラメータを用いリスク調整前後にお

ける事業価値をそれぞれ算定し，リスクプレミアムに
より価値がどれだけ減少するか確かめる．その後，本
研究におけるリスク回避度を先の減少量と一致するよ
う調整する．ただし，本研究における企業の効用関数
形は式 (7)で表される．
Schwartz14)のモデルにおいて，リスクプレミアムを

考慮せずに求めた事業価値は 64.05，推計されたリスク
プレミアム 0.036を減じて求めた事業価値は 16.32と
なった．本モデルにおけるリスク回避度 γSについて，先
の減少量に合わせ調整を行った結果，最も近づいた値は
γS = 0.0039となったため，2企業のリスク回避度が同一
との仮定を置くことで，γS = γB = 0.0039を基本パラ
メータとして定めた．ただし，企業のリスク回避度は個
別の企業の状況や想定する取引の規模ごとに異なると考
えられるため，リスク中立的な企業（γS = γB = 0.00）
間のM&Aについてもシミュレーションを行い，企業
のリスク回避性向が結果に与える影響について分析す
ることとする．
また，売手企業が持つアーンアウト契約における後

払い金額の大きさへの抵抗度 γSE
の値は，γS とは個別

に与える．パラメータ設定方法は，基本パラメータを用
いてシミュレーションを行った際に算定されるアーンア
ウト割合 δが買収対価の総額の内の 50%程度となるよ
うに，γSE を調整することとし，その結果，γSE = 0.01
と設定した．なお，γS , γB と同様に，抵抗度 γSE

に関
する結果の感度についても考察を加えることとする．

b. 創薬ベンチャー企業のデフォルトリスク λの設定：
本研究では，多くの創薬ベンチャー企業が直面する

資金調達が滞ることにより操業継続が困難となるデス
バレーと呼ばれるリスクをモデルに組み込む．高橋 15)

では，米国の創薬ベンチャー企業の内，黒字の企業は
約 15%しかなく，全体の半数以上は burn rate 1.0以下
（1年以内に追加資本を得ることができなければ操業資
金が枯渇する状況）を示しており，デスバレーに直面
している状況であると指摘されている．そこで，本研
究では創薬ベンチャー企業が開発期間 TK の間にデス
バレーに直面し事業継続が困難となる確率 PK を 6割
程度と想定し，ポアソン強度 λ = 0.07と設定した：

PK = 1− e−λTK = 0.583,

where λ = 0.07, TK = T/IS = 12.5.
(20)

c. 各企業の投資可能額 IB, IS の設定：
本研究では，買手（大手製薬）企業が売手（創薬ベ

ンチャー）企業の 1.5倍のコストを投資できると仮定し
パラメータを定めた．また，買手企業にとってのM&A
の効果 αに関して，大手製薬企業がM&Aにより事業
を操業する場合には，創薬ベンチャーが操業する場合
に比べ 2倍の利益が得られると仮定した．なお，この
値には，M&Aの効果として一般的である事業の効率
化や自社製品・技術との間に生じるシナジー効果だけ
でなく，買収後に行う大規模なマーケティングや開発・
生産・販売規模の拡大といった，資金力のある買手企
業だからこそ行使することのできる事業の「成長オプ
ション」を加味している．
また，LSM 法で用いるサンプルパスの生成数を

10, 000 本，タイムステップサイズ ∆t = 0.25 年（毎
四半期），焼きなまし法の計算反復回数を 1, 000回と
設定しシミュレーションを行う．なお，焼きなまし法
11) には Table 2に示すパラメータを用いる．

Table 2: 焼きなまし法に用いるパラメータ
T0 20 pcool 0.9 p1 0.4 p2 0.2
N 10 L 30

3.2 アーンアウト契約の有効性評価

本節においては，アーンアウト契約を締結した場合
とそうでない場合における各企業の期待効用を算定，比
較することにより，各企業の期待効用を高めるような
望ましい契約形態はどちらかを検証する．アーンアウ
ト契約の締結により，従来は買手企業が負担していた
リスクを部分的に売手企業へ移転することができるた
め，一般的には，アーンアウト契約は買手企業にとっ
て有利な契約形態となり，売手企業にとっては不利な
ものとなると考えられている．また，Cain et al.2) の
分析により，以下の 2点が実証されている：

A. ターゲット企業の属する産業の不確実性が大きい
ほどアーンアウト割合が上昇する．

B. 取引規模（買収金額）が大きくなるほどアーンアウ
ト割合が低下する傾向がある．

そこで本節では，対象とする事業の持つ不確実性と
利益の規模（初期の期待利益）に着目し分析を行うこと
により得られた結果を，一般的に唱えられているアー
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ンアウト契約の性質や Cain et al.2)での実証結果A及
び Bと対比させることを狙う．
具体的には，初期の期待利益 x0と利益に関するボラ

ティリティσxをそれぞれ変化させ，アーンアウト契約
を締結する場合と，アーンアウト契約を用いず買収対
価を契約締結時に一括で支払う場合の企業の期待効用
を比較することにより，各状況下において企業にとっ
て望ましい（期待利得をより高める）契約形態は，アー
ンアウト型か，初期一括型かを定量的に明らかにする．
さらに，各企業のリスク性向の違いによりアーンアウ
ト契約の評価に差が生まれるかどうかを検証するため，
リスク中立的な企業間，及びリスク回避的な企業間の
取引を想定し分析を行うこととする．

3.2.1 アーンアウト契約が企業の期待効用に与える
影響

Fig. 1では，初期の期待利益 x0及びボラティリティ
σxの変化に対して，リスク中立的（γB = γS = γSE

=
0.00）な買手企業にとって最適な契約（左側），売手企
業にとって望ましい契約（右側）を示している．この図
では，各企業にとって，アーンアウト条項を適用した
場合の方が期待効用が高まる領域を白色，適用しない
場合の方が期待効用が高まる領域を青色で表している．

Fig. 1: リスク中立的な各企業にとって望ましい契約
（左：買手企業, 右：売手企業）

Fig. 1から期待利益の不確実性 σxの小さい状況下に
おいては，アーンアウト契約は売手企業にとって有効
となっている．また，不確実性 σxが小さく，初期の期
待利益 x0が小さい領域ほど，買手企業にとってM&A
契約時一括でのM&Aが望ましくなっていることが分
かる．この結果には以下 2つの要因が考えられる：

i.) リスクの低い状況において売手企業が事業の売却を
決定する場合には，リスクが高い状況と比べ，将
来の期待事業価値の予測精度が上昇し，売手企業
は自己の期待効用を高める意思決定をより精確に
行うことが可能となるため，アーンアウト契約に
より負担することとなるリスク量も減少する．そ
の結果，買手企業は売手企業へのリスク移転をほ
とんど行えないにも関わらず，アーンアウト契約
を締結させるために対価支払いの延期に伴う時間
的プレミアムを支払う必要があるため，結果的に
期待利得が減少していると言える．

ii.) アーンアウト契約を締結すると，買手企業は契約
満期まで事業からの撤退を行うことができないた
め，撤退オプションの保有価値が得られなくなる．

i.)で述べたように，リスクの低い状況下において
はアーンアウト契約による売手企業へのリスク移
転効果が小さくなるため，より自己の期待利得を
高めるために，撤退オプションを保有できる初期
一括型の契約を選好していると考えられる．

次に，Fig. 2ではリスク回避的な買手企業にとって
最適となる契約（左側），売手企業にとって望ましい契
約（右側）を示している．

Fig. 2: リスク回避的な各企業にとって望ましい契約
（左：買手企業，右：売手企業）

Fig. 2から，Fig. 1のリスク中立的な買手企業と比
較し，リスク回避的である方がアーンアウト契約が有
効となる領域が広がっていることが分かる．これは，買
手企業の損失への評価が過大となることから，プレミ
アムを負担する必要があるとしても，売手企業にアー
ンアウト契約を締結させ，より大きな損失を被るリス
クをヘッジすることが最適となるためである．
また，リスクの高い領域（σx = 0.225近傍以降）に

おいては売手企業にとってもアーンアウト契約が有効
となっていることが分かる．すなわち，この領域にお
いては，アーンアウト契約の締結が両企業の期待効用
を高めるような，パレート改善な状態が達成されてい
ると言える．リスクの高い領域において，買手企業は
損失リスクヘッジのため買収対価を大きく引き下げる
と考えられる．つまり，売手企業はアーンアウト契約
に応じないことで生じる機会損失がアーンアウトへの
抵抗感を上回った領域において，アーンアウト契約を
受け入れるようになっていると考えられる．
この結果をより分かりやすくするため，Fig. 1，Fig.

2における初期の期待利益 x0 = 20.0の断面，及び買
手企業と売手企業の期待効用を合計した値を以下に示
す．Fig. 3と Fig. 4はリスク中立的な企業間のM&A，
Fig. 5と Fig. 6はリスク回避的な企業間のM&Aに関
する結果を示している．

Fig. 3: リスク中立的な企業の期待効用にボラティリ
ティσx が与える影響

Fig. 4から，リスク中立的な企業間のM&Aにおい
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Fig. 4: リスク中立的な企業の期待効用の合計

てアーンアウト契約を締結すると，2企業の期待効用
の合計が低下することが分かる．これは，リスク中立
的な企業間でアーンアウト契約を締結しても，期待効
用（ないしリスク量）を移転しているだけの形となる
上，買手企業が負担するリスクプレミアム料と破棄す
る撤退オプション価値の分だけ買手企業の期待効用が
減少するためである．

Fig. 5: リスク回避的な企業の期待効用にボラティリ
ティσx が与える影響

Fig. 6: リスク回避的な企業の期待効用の合計

一方，Fig. 6からは，リスク回避的な企業間のM&A
においてアーンアウト契約を締結すると，2企業の期
待効用の合計が不確実性の大きい場合（σx = 0.30近
傍以降）に増加し，この領域においては両企業の期待
効用がパレート改善する．
最後に，本節で示した結果から示唆される点を以下

にまとめる：

• 買手企業が買収対価をディスカウントせざるを得
ないほど不確実性が非常に大きい事業においては，
アーンアウト契約は買手・売手企業双方にとって
有効となるため，本条項の適用が望ましい（Cain
et al.2) での指摘 A）．

• 開発費に対して製品の需要規模が比較的小さく，損
失を被る可能性の高い事業においては，買手企業
は契約締結時に買収を 100%完了させ，撤退オプ
ションを保有しておくことが望ましい．

• 買手企業が買収対価をディスカウントしない状況，
すなわち，売手企業がアーンアウト契約を受け入
れることでメリットを享受できないような状況下

では，アーンアウト契約の締結に売手企業の妥協
が必要となる．

3.2.2 事業の不確実性 σx と規模 x0 がアーンアウト
割合 δに与える影響

Fig. 7は，リスク回避的な企業間のM&Aにおいて，
期待利益のボラティリティσxと初期の期待利益（事業
規模）x0を変化させた時のアーンアウト割合 δの変化
を示している．この図では，アーンアウト割合 δが大
きいほど薄い色で表示している．

Fig. 7: リスク回避的：初期期待利益 x0 とボラティリ
ティσx がアーンアウト割合 δに与える影響

Fig. 7より，ボラティリティσxが大きいほど，そし
て初期の期待利益 x0 が小さいほど最適なアーンアウ
ト割合 δが増加していることが分かる．これは，リス
ク回避的な買手企業は業績の不確実性に伴って生じる
損失を過大に評価し，不確実性が高い状況下では，契
約締結時点で（すなわち，利益が確定する以前に）支
払う買収対価を引き下げるためである．一方，初期の
期待利益 x0が大きくなるにつれ，アーンアウト割合 δ
が減少している．これには次の要因が考えられる．将
来得られる期待利益の増大によって買収対価の金額 P
（M&Aの規模）が増大し，それに伴い後払いとなる金
額 δP も大きくなる．これにより，売手企業の持つ抵
抗度 γSE

によりディスカウントされる金額も増大する
ため，買手企業にとっては，このディスカウントを最
小限に抑えながらリスク移転を行えるような水準まで
アーンアウト割合 δを低下させることが最適となって
いると考えられる．
Fig. 8は，リスク中立的（γB = γS = γSE

= 0.00）
なM&Aにおいて，期待利益のボラティリティσxと初
期の期待利益 x0を変化させた時のアーンアウト割合 δ
の変化を示している．
アーンアウト割合 δの傾向としては，リスク回避的

な企業を想定した Fig. 7と類似していると言える．た
だし，Fig. 7と比べ，買手企業にとって初期一括での
買収対価の支払い（δ = 0.0%）が最適となる領域が広
がる，また，アーンアウト契約が望ましい領域におい
てアーンアウト割合 δ が高くなっている，といった違
いを読み取ることができる．これは，買手企業が損失
を過大評価することがないため，リスクの低い状況下
ではアーンアウト契約の価値が生まれないこと，ある
いは，リスク中立的な売手企業はアーンアウト契約に
抵抗度を持たないため，買手企業はアーンアウト割合
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Fig. 8: リスク中立的：初期期待利益 x0 とボラティリ
ティσx がアーンアウト割合 δに与える影響

δ を十分高めることができる，といった点に起因する
と考えられる．
ここで，Fig. 8における δ = 0.0%（契約時一括型）

とそれ以外（アーンアウト型）の領域の境界（σx =
0.150近傍）について考察を加える．リスク中立的な買
手企業は損失を過大に評価しないため，撤退オプショ
ン価値からアーンアウト契約に伴い売手企業へ支払う
時間的プレミアム料を差し引いた値とアーンアウト契
約によって移転されるリスク量を比較することとなる．
一方で，売手企業はアーンアウト契約に対し抵抗度を
持たないため，不確実性 σxが大きくなるほど，事業の
売却オプション価値，及び売却を選択する確率が高ま
る．よって，Fig. 8における δ = 0.0%とそれ以外の
領域の境界において，買手企業が負担するプレミアム
料（及び，放棄する撤退オプション価値）が売手企業
の売却率に依存する移転リスク量と均衡していると考
えられる．
最後に，本節で示した結果から示唆される点を以下

にまとめる：

• 買収対価の金額（M&Aの規模）が大きい場合に
は，アーンアウト割合を低く設定することが望ま
しい（Cain et al.2) での指摘 B）．

• 事業の不確実性が大きい場合には，アーンアウト
割合を高く設定することが望ましい（Cain et al.2)

での指摘 A）．

3.3 感度分析

本節では，構築したモデルにおいて，アーンアウト契
約の条件や企業の期待効用に影響を与えうるパラメー
タに関して感度分析を行うことにより，各状況下にお
いてアーンアウト契約が持つ性質を明らかにすること
を狙う．なお，各節の中で特に断りのない限り，シミュ
レーションは Table 1に示す基本パラメータを用い行
うこととする．

3.3.1 売手企業の想定する期待成長率 µS がM&A
契約に与える影響

Fig. 9は，売手企業の想定する期待成長率 µS を増
加させた時の買手企業の期待効用 VB の変化を示して
いる．Fig. 9の結果から 2つのことが分かる．第一に，
µSが大きくなると，アーンアウト契約の有無によらず，
買手の期待効用 VBが減少している．これは，売手企業

Fig. 9: 売手企業の想定する期待成長率 µS が買手企業
の期待効用 VB に与える影響

が将来の事業価値を過大に評価するようになると，買
手企業が買収対価の総額 P を上乗せなければM&A契
約に応じなくなり，上乗せするプレミアムの分だけ買
手企業の期待効用が減じられること起因すると考えら
れる．第二に，アーンアウト契約を締結した場合には
買手企業の期待効用 VB の減少が少なく，その傾向は
想定期待成長率の差（µS −µB）が大きくなるにつれよ
り顕著になっている．これは，アーンアウト条件（目
標とする期待成長率 µE）に売手企業の言い値 µS を反
映しているためである．つまり，買手企業の計算では
達成が困難な条件設定であっても，売手企業の計算上
は適正な条件となるため，それだけ買手企業にとって
有利なアーンアウト契約に売手企業が応じやすくなり，
より多くのリスクを売手企業へ移転できるようになる
ためである．

3.3.2 売手企業の持つアーンアウト契約への抵抗度
γSE と目標成長率 µE との関係性

本節では，2.2節で述べたアーンアウト契約の設定を
変更し，アーンアウト条件における目標とする期待成
長率 µE に対し売手企業の想定期待成長率 µS を反映せ
ず，買手企業が自由に設定できるものとする．その上
で，売手企業がアーンアウト契約に対して持つ抵抗度
γSE と目標 µE の設定との関係を分析する．
Fig. 10は，アーンアウト契約への抵抗度 γSE

が小さ
い企業（左側），大きい売手企業（右側）とのM&Aに
関して，アーンアウト条件における目標成長率 µE を
変化させた時のアーンアウト契約条件（P ∗, δ∗）の変化
を示している．

Fig. 10: アーンアウト条件における目標成長率 µE が
買収対価に与える影響

Fig. 10より，目標とする成長率 µE を大きくした場
合，契約締結時点で支払う金額はアーンアウト契約への
抵抗度 γSE

によらず増加するものの，条件付きの支払
金額については，抵抗度 γSE が小さい場合には増加し，
大きい場合には減少していることが分かる．目標成長
率 µE を高く設定すると，R&D完了時の業績 x(τR)が
アーンアウト条件を満たす確率が減少するため，売手
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企業はその減少分のプレミアムを要求するようになる．
ここで，アーンアウト契約への抵抗度 γSE

が大きい場
合には，条件付き支払額を大きく増加させなければ売
手企業の期待効用は高まらず，過大な条件付き支払い
により買手企業の損失リスクが大きくなるため，結果
的に初期支払額を増やすことでM&Aに応じさせるこ
とが結果的には効率的になっていると考えられる．

Fig. 11は，Fig. 10で示している各状況における買
手企業の期待効用を表したものである．

Fig. 11: 目標成長率 µE と売手企業の抵抗度 γSE , 及び
買手企業の期待効用 VB の関係

Fig. 11から，抵抗度 γSE の値に関わらず，目標成
長率 µE を過度に高く設定すると，買手企業の期待効
用が低下しアーンアウト契約を締結しない場合と同水
準となっている．つまり，買手企業にとってアーンア
ウト契約が持つ価値が無くなっている．なお，この要
因については，Fig. 10において述べた点と同様である
と考えられる．また，この結果から，契約条件の設定
方法の違いが買手企業の期待効用に影響を与えること
が読み取れ，こうした傾向は対象とする案件，及び各
企業のリスク性向によって変化すると考えられる．

さらに，3.3.1節において示した Fig. 9と上 Fig. 11
での結果を対比させ，考察を加える．Fig. 9では，売
手企業の想定する期待成長率 µSが買手企業の想定より
も大きく評価にギャップが生じている場合には，売手企
業の言い値 µS をアーンアウト条件における目標成長
率 µE として設定したとしても売手企業が契約に応じ
やすくなることから，買手企業にとってアーンアウト
契約締結による有効性が高まることを示した．ここで，
Fig. 9と Fig. 11は（売手企業の言い値 µS は異なる
ものの）目標成長率をより高く設定した場合の期待効
用の変化を表す点で共通している．このことから，設
定する目標に対する売手企業の契約への応じやすさの
違いにより，買手企業の期待効用への影響度合は全く
逆の性質を持つことが分かる．先に述べた点から示唆
されることとして，買手企業が売手企業とM&Aに関
する交渉を行う上で，アーンアウト契約の提示が一種
のスクリーニングとして機能する可能性がある．すな
わち，アーンアウトの契約条件に売手企業の言い値 µS

を適用した場合，契約に応じてくる相手方は，真に自
社の事業価値を高く評価している企業に限られるため，
自社の事業価値を過大に申告してくる売手企業をスク
リーニングすることが可能であると考えられる．もち
ろん，現実には状況はより複雑であり，アーンアウト契
約へ抱く抵抗度も経営者により様々であるため，必ず
しもこの効果を期待できるとは言えない．しかし，医
薬品開発事業に代表されるような各企業の持つ資産の

専門性が非常に高い事業，あるいはベンチャー企業の
ような客観的な評価指標の乏しい企業を評価する際に
は，買手企業が売手企業の提示する情報を参照し評価
へ反映せざるを得ないといったケースが増加すると考
えられるため，買手企業にとってアーンアウト契約の
活用範囲は広がると考えられる．
最後に，本節で得られた結果から示唆される点を以

下にまとめる：

• アーンアウト契約における成長目標を高く設定す
ると，買収金額もそれだけ高額となり，売手企業
がアーンアウト契約に抵抗感を持つ場合には，契
約締結時点において支払う金額を増加させなけれ
ば契約に応じなくなることを考慮する必要がある．

• 過度に高い目標を設定することは，買手企業にとっ
てマイナスの要因となる．

• アーンアウト契約の提示は，M&A交渉プロセス
において対象事業（企業）のスクリーニングとし
て機能する可能性がある．

3.3.3 開発の規模K0と技術的不確実性 σK が企業の
期待効用とアーンアウト契約に与える影響

本節では，対象とする医薬品開発事業の持つ 2つの
要素：（R&D完了までに要する期待コストK0；R&Dに
伴う技術的不確実性 σK）を変化させることによって，
R&Dの規模（達成可能性），及び R&Dの進捗に伴う
リスクの大きさが各企業の期待効用や，アーンアウト
契約に与える影響を分析する．
Fig. 12は，R&Dモデルの 2要素（R&D完了まで

に要する期待コストK0；R&Dに伴う技術的不確実性
σK）を変化させた時の，各企業の期待効用の合計とそ
の内訳の変化を示している．

Fig. 12: R&D 完了までに要する期待コスト K0 と
R&Dに伴う技術的不確実性 σK が各企業の期待効用
に与える影響

Fig. 12の結果から，R&D完了までに要する期待コ
スト K0 が大きくなるほど，2企業の期待効用の合計
が低下することが確かめられる．また，K0 の増大に
伴う期待効用の減少量は買手企業と比較して売手企業
の方が大きくなることが分かる．これには以下の要因
が考えられる．売手企業が毎期投資できる開発コスト
IS(= 8.0)に対して，期待される所要コストが過大とな
り事業の達成可能性が低下したことにより，売手企業
にとっての事業価値は減少する．その結果，買手企業
とのM&A契約において要求する買収対価も減少する
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こととなり，買手企業が安値での買収を行えるように
なるため，売手企業の期待効用は減少し，また，買手
企業は売手企業から利鞘を稼げる分，期待効用が増加
（減少量を抑制）していると考えられる．
一方で，事業の技術的不確実性 σK が増大するにつ

れ，相対的に売手企業の期待効用が増加していること
が分かる．これは，開発進捗のボラティリティの増大
により，売手企業は低コストかつ非常に早く R&Dを
完了させられる可能性が上昇するという上方へのリス
クテイクを行える上，進捗状況が悪い状況では買手企
業へ事業を売却できるという下方リスクのヘッジ効果
を享受できるためである．
また，Fig. 13では，Fig. 12で示した各状況下にお

いて最適化された買収対価の総額とその内訳を示して
いる．ここで，R&D完了までに要する期待所要コスト

Fig. 13: R&D 完了までに要する期待コスト K0 と
R&Dに伴う技術的不確実性 σK がアーンアウト割合
δに与える影響

K0 の増大により支払う買収対価の総額 P が減少する
点，及び技術的不確実性 σK の増大により P が増加す
る点に関しては，上述した，事業の達成可能性が高く
下方リスクのヘッジ効果を享受できる状況下において
は，売手企業にとっての事業価値が高まるため，M&A
契約においてより高額の買収対価を要求するようにな
ることに起因して起こると考えられる．
さらに，技術的不確実性 σK が増大すると，アーンア

ウト割合 δ（総額に占める条件付き支払額の割合）が低
下していることが読み取れる．この要因として，技術
的不確実性 σK が増大することにより，R&Dが特許期
間内に完了する確率が上昇することが挙げられる．こ
れは，本研究で仮定している式 (1)の期待残存コスト
K の遁減モデルの持つ性質によるところが大きいと考
えられる．一般的なバイナリーオプションの解析的性
質 6)として，原資産価格変動の不確実性の増大により，
満期時に原資産価格が権利行使価格を上回る確率は低
下し，一方下回る確率は上昇するとされる．すなわち，
R&D完了までに要する残存コストが 0を下回る（接す
る）確率は不確実性の増大により上昇することとなり，
R&Dの成功確率の上昇によって本質的な事業価値が増
加していると言える．このような傾向については，コ
スト過程に関して本研究と同様のモデルを用いている
Schwartz14)においても，技術的不確実性が増大すると
（撤退オプション価値を除いた）R&D事業の持つ本源
的価値が増加する，との結果が示されている．
このように，技術的不確実性 σK の増大によりR&D

が完了しやすくなり，結果として事業価値が増加する
ため，売手企業はより高額の買収対価を要求するよう

になり，買手企業としても買収後の損失リスクが低減す
る分契約時に支払う金額を高められることとなる．そ
の結果，両企業の均衡における契約時支払額が大きく
なっていると言える．

4 結論と今後の課題
4.1 結論

本研究では，医薬品市場におけるアーンアウト契約を
考慮したM&A事業価値評価モデルを構築することで，
設定した特定の状況下においてアーンアウト契約の条
件設計を理論的に最適化することを目的とした．同時
に，アーンアウト契約に関する実証研究と対比させな
がら，企業がM&Aを実施するに当たってアーンアウ
ト契約を用いる有効性や，特定の状況下においてアー
ンアウト契約の持つ性質を明らかにすることを狙い分
析を行った．本研究は，対象とする医薬品開発事業の
モデル化と，アーンアウト契約を考慮した上で，当該
事業のM&Aに関わる 2企業の意思決定（事業価値評
価）モデルの構築の 2つから構成された．
企業のR&Dモデルについて述べる．本研究では，医

薬品市場において物質特許を取得した創薬ベンチャー
企業が営む医薬品開発事業をモデル化の対象とした．事
業のモデル化に当たっては従来研究で提案されたモデ
ルを参考とし，医薬品市場における創薬ベンチャー企
業に多く見られる特徴である，「特許取得による独占的
開発権は保有しているものの，開発が成功するまでは
キャッシュインフローが発生しないため，損益に関する
リスクが非常に大きくなる」という点を分析できるモ
デルを構築した．また，従来モデルにおいて分析され
ていた医薬品開発事業からの撤退を，事業の売却へ変
更し，M&Aの分析モデルへ応用した．さらに，事業の
操業主体として，創薬ベンチャー企業と大手製薬企業
の 2企業を想定し，企業間の非対称性として資金力の
差を考慮した．具体的には，創薬ベンチャー企業は大
手製薬企業と比べ，毎期 R&Dへ投資できる金額が少
なく，また資金繰りの悪化による事業廃止リスクを負
うとの仮定を置いた．ただし，現実の医薬品開発事業
で見られるような投資の多段階性や他社が革新的な製
品の販売を開始したことにより，特許の価値が陳腐化
してしまうといった特徴は考慮しないこととした．
企業のM&Aモデルについて述べる．本研究では，リ

アルオプションアプローチを用いて企業のM&A意思
決定をモデル化した．モデル化のフレームワークは，企
業間の合併行動をリアルオプションアプローチにより
分析した従来研究を参考とし，企業間の合併を，大手製
薬企業による創薬ベンチャー企業の買収へ応用し，対
象市場（事業）を医薬品と特定した．モデルでは，企業
に開発の進捗状況と製品の利益予測を考慮してM&A
に関する意思決定を行わせるが，本研究では企業間で
将来の業績見通しが異なるという状況を分析すること
を狙い，企業間で利益の期待成長率の見通しが異なる
との非対称性を考慮した．さらに，買手企業が提示す
る契約条件（買収対価）として，従来の契約締結時に
おける一括支払いに加え，買収対価を成果報酬のよう
な形で後払いにするための契約条項である，アーンア
ウト条項のモデル化を行った．
アーンアウト条項のモデル化について述べる．本研

究では，従来研究において考慮されていなかったアーン
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アウト条項の適用による成果報酬をモデル化した．具
体的には，アーンアウト契約の締結時において成果報
酬支払いのための達成目標を定め，契約を提示された
売手企業は目標の達成確率を計算した上で，事業売却
の意思決定を行えるよう従来モデルの拡張を行った．こ
こで，本研究では，アーンアウト契約における達成目
標を，i.) R&Dが完了し製品を市場へ投入する，ii.) 製
品投入時における利益があらかじめ定めた水準を上回
る，と設定した．ただし，現実で用いられるアーンアウ
ト契約における達成目標はより複雑なものが多いこと
に留意する必要がある．また，アーンアウト契約のモ
デル化に合わせ，売手企業がアーンアウト契約に対し
て感じる抵抗度を考慮し，アーンアウト契約において
後払いされる買収対価を個別に効用換算することとし
た．さらに，アーンアウト契約を用いる案件では，一
般的に契約の満期まで，あるいは目標の達成，失敗が
確定するまで買手企業は事業から撤退することができ
ない，との性質をモデル化することにより，買手企業
側が抱えるトレードオフを考慮した．
得られた結果について述べる．将来の期待利益の不

確実性，及び期待利益の規模に関して感度分析を行っ
た結果，買手企業にとって損失リスクが大きくなるよ
うな（不確実性が大きく，規模が小さい）状況において
は，アーンアウト契約の締結によって買手企業と売手
企業の期待効用が同時に高まることが確認できた．こ
の結果について，リスクの大きい状況下で，買手企業
が損失を恐れ契約締結時，すなわち損益の見通しが立
ちづらい時点での買収対価の支払い金額を大きくディ
スカウントするようになり，この金額が売却の意思決
定を行う売手企業の持つ抵抗感を上回ることに起因し
て起こると考察した．また，得られた結果をアーンア
ウト契約の性質を分析した実証研究と対比させたとこ
ろ，事業の不確実性が大きいほど，あるいはM&Aの
規模が小さいほど，買収対価の総額に占める後払い金
額の割合が増加する，といった点において同様の傾向
を確認することができた．
最後に，感度分析の結果から，売手企業の想定する

事業の期待成長率が大きい場合には買手企業にとって
アーンアウト契約締結の効果が高まることを示した．そ
の他，売手企業の持つアーンアウト契約への抵抗感や，
R&D事業に要するコスト・開発に伴う不確実性の大き
さがアーンアウト契約や企業の期待効用に与える影響
を確認した．

4.2 今後の課題

今後の課題として，より複雑なアーンアウト条件を
考慮することが挙げられる．実際のM&A契約におい
てアーンアウト条項が適用される場合，医薬品市場の
例を挙げると，R&Dが完了に至らなくても開発の進捗
度合いに応じて部分的に支払いが行われることが多い．
なお，本研究では契約締結時に成果報酬の額を確定さ
せているが，実際には，アーンアウト評価期間中に観
測された売上高の数%の支払いなど，金額が変動する
契約が締結されている場合も多い．
また，アーンアウト評価期間の設定も本研究では考

慮されていない．本研究では，アーンアウト契約を用
いる場合には買手企業に撤退規制を設けているが，実
際には，将来の予期せぬ事態に対応するためにアーン

アウト契約に数ヶ月から数年の満期を設けることでリ
スクに対応していると考えられ，このような満期の調
整を考慮すると，アーンアウト契約に関する最適解は
変化すると変化すると考えられる．
さらに，M&A契約の評価という観点からは，契約交

渉のプロセスを表現するモデルをさらに精緻化する必
要がある．本研究では，買手企業が初期時点において
売手企業に契約条件を提示し，売手企業が任意のタイ
ミングで契約に応じるという形で契約プロセスを表現
しているが，各企業の持つ交渉力の影響の考慮や，交
渉に関わるゲーム理論モデルを導入することで，より
妥当なモデル構築と評価を行うことが望まれる．
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