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1.はじめに

あるとしている。k 期の国債の割引率を D k とすると、k 期の

1.1 研究背景・意義

キャッシュフローの現在価値は、

証券投資をする際には、様々な情報から投資リスクを把握
する必要がある。投資判断において特に注意すべきは、近年

(1.2)



となる。

破綻する企業が少なくないという点である。
企業がどの程度の確率でデフォルトするかを表すデフォ

ck  Dk

社債価格はキャッシュフローの現在価値の和で表される

 ため、満期までにクーポンが支払われる回数を n とすると、

ルト確率の期間構造を推定することができれば、企業の投資

社債価格モデルで計算される価格 P は、

リスクを定量的に把握することができ、投資判断に活用する

(1.3)

ことができる。

n

P  ck  Dk
k1

と表すことができる。 
1.2 先行研究

この社債価格と現実に公表されている社債価格が同値で

企業のデフォルト確率を推定する研究は多くされている。

あると考えており、このことからキャッシュフローに含まれ

ここでは代表的な方法として、格付推移行列を用いてデフォ

ているデフォルト確率の期間構造を推定しようとしている

ルト確率を推定する方法とその問題点について紹介する。

のが Kariya[2]の方法である。

Jarrow, Lando and Turnbull [1]におけるモデルは、信用

Karaiya[2]ではデフォルト確率のモデルにパラメータを

リスク・スプレッドの期間構造を、マルコフモデルを利用し

含んでおり、デフォルト確率を推定する際にはこのパラメー

説明するものであり、格付とデフォルト確率を結びつけるモ

タを推定する必要がある。このパラメータの推定が複雑であ

デルとなっている。モデルには格付が 1 期間にどのような確

るために、実証的な分析を行うことができなかった。

率で変化するのかを表す格付推移行列を用いる。
この方法は確率過程モデルを利用しており、特殊な仮定を

1.4 研究目的

必要とする。従って、モデルは複雑になってしまい、実証分
析において現実の状況にそぐわないことが問題点となる。

本研究では、Kariya[2]のモデルでは実証分析ができなか
ったことを解決するために、デフォルト確率の期間構造の推
定が可能な新たな社債価格モデルを提案する。

1.3 社債価格モデルを利用する方法

本研究の目的は、新たな社債価格モデルを利用し、現実の

社債価格モデルは確率過程モデルを利用せず、特殊な仮定
を想定する必要がないため、現実の状況によく当てはまり、

状況において実証分析をし、デフォルト確率の期間構造を推
定することである。

もっともらしいモデルと言える。本研究で社債価格モデルを
利用するにあたり参考にする論文は Kariya [2]である。

2.デフォルト確率モデル

続いて、Kariya[2]の社債価格モデルについて説明する。

新たな社債価格モデルでは、社債の利回りにデフォルトリ

Kariya[2]では、将来のキャッシュフローにデフォルトリス

スクの情報が含まれていると考える。利回りと割引率は対応

クが含まれていると考えている。k 期のクーポンを ck 、k 期

関係にあるので、割引率にもデフォルトリスクの情報が含ま
れているということである。社債の k 期の割引率を D˜ k とする

期の期待クーポン c k は、
(1.1) c k  ck 1 p(k)100 (k)p(k)  p(k 1)

と、社債の k 期のキャッシュフローの現在価値は、
˜
(2.1) ck  D
k

となる。

のデフォルト確率を p(k) 、k 期の回収率を  (k) とすると、k


と表すことができる。






(1.1)の意味は、社債の期待クーポンは(k
期のクーポン)
×(k 期までに倒産しない確率)と、(元金)×(回収率)×(k-1

この現在価値と、Kariya[2]における k 期のキャッシュフ
ローは、同じ時点のキャッシュフローを異なる視点からみて

期と k 期の間に企業が倒産する確率)の和で表すことができ

いるだけなので、同じ値である。従って、(1.2)と(2.1)から

るということである。

以下の等式が得られる。
˜
(2.2) c k  D k  c  D

Kariya[2]では、社債の利回りにはリスクが含まれていな

k

スクは含まれていない。従って、社債の割引率はデフォルト
リスクのない債券の割引率、つまり、国債の割引率と同値で

k

(1.1)と(2.2)より、k 期のデフォルト確率 p(k) は、

いと考えているため、利回りと対応関係である割引率にもリ

(2.3)


p(k) 


1
ck  D˜ k 
100 (k) p(k 1)

100 (k)  ck 
D k 




と表すことができる。

種間では差がみられるのかという点である。20 業種の実証分

ただし、本研究の実証分析では回収率  (k) はゼロとして扱

析を行ったが、ここでは例として 2 業種を取り上げる。

う。従って、k 期のデフォルト確率 p(k) は、

p(k)  1

D˜ k
Dk

となる。




デフォルト確率

(2.4)

 3.分析方法
3.1 利回りの期間構造の推定
2 節でデフォルト確率の期間構造の推定には、k 期の国債
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と社債の割引率が必要であることを述べた。割引率の期間構
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造を推定するためには、利回りの期間構造が必要である。今

図 1. 銀行業のデフォルト確率の期間構造

する。非説明変数に利回り、説明変数に残存期間、格付、ク
ーポン率を用いる。

1

k 期の利回りを sk 、年あたりに支払われる回数を m とする
と、k 期の割引率 d k は、

1
dk 
mk
 1 sk m
となる。

(3.1)



4.データ
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図 2. 電力業のデフォルト確率の期間構造

ここでは利回りの期間構造の推定の際に利用する変数の
データについて説明する。

以上の分析から、デフォルト確率の期間構造には格付間、

分析に利用する利回り、残存期間、クーポン率は日本証券

業種間で差がみられることがわかった。従って、デフォルト

業協会から得られる 2013 年 8 月 30 日の日次データを利用す

確率の期間構造の推定において格付、業種を区別するという

る。格付は、格付投資情報センター(R&I)は 2013 年 8 月の月

方法は有効である。

次データを、日本格付研究所(JCR)は 2013 年 8 月 30 日の日
次データをそれぞれ利用する。

しかし、デフォルト確率がマイナスになる格付があること
や、各業種の多くの格付のデフォルト確率が 99%になるとい
う問題もある。

4.1 国債、社債データの概要
国債は利付債の中から、中期国債、長期国債、超長期国債

6.まとめ

を利用した。債券数は 309(残存期間:1 ヶ月〜40 年)。社債は

本研究では、Kariya [2]のモデルで実証分析ができなかっ

20 業種に分類する。全債券数は 2244(残存期間:1 ヶ月〜27

たことを解決するために、新たな社債価格モデルを提案し、

年)である。

Kariya[2]のモデルと組み合わせることによって、デフォル
ト確率の期間[3]構造を推定できるモデルを開発した。実証

4.2 変数の説明
分析に利用する利回りは複利利回りである。本研究での債

分析において、20 業種のデフォルト確率の期間構造を推定す
ることができた。

券は年に 2 回クーポンが支払われるとする。残存期間はクー
ポンの支払い回数に対応する値に設定する。また、残存期間
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