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１．はじめに 

（１）本研究会開催の目的 

欧州における国際会計基準の導入や、新しい運用基準であるＬＤＩ (Liability Driven 

Investment)運用の広がり等により、我が国においても超長期債に対する投資家の需要が高

まりつつある。このような状況の下、唯一の円の無リスク資産である国債の供給者である政

府においても、債券市場や金融機関のＡＬＭ（Asset Liability Management : 資産負債の総合

管理）の発展に資するとの観点から、４０年の超長期債等、新たな年限の国債を機動的に発

行できる体制を整備することが求められている。 

一方、新たな年限の国債の発行にあたっては、流通市場が存在しない中で、投資家・納税

者双方にとって不利とならない適切な条件について十分に留意する必要があり、当該「適切

な条件」を設定するための金利推定モデルの構築が必要となっている。 

本研究会は、市場からの中立的かつ専門的な立場から金利推定モデルの構築を行うため、

ファイナンス、金融工学、統計学等の分野で造詣が深い内外の研究者をメンバーとして、財

務総合政策研究所で開催された。 

（２）議論の進め方 

金利推定モデルの構築にあたっては、研究会の場で一から議論して作り上げることは非効

率的と考えられることから、金利の期間構造モデルに関する我が国における第一人者である

首都大学東京大学院の木島正明教授、田中敬一准教授に原案モデルの作成を依頼した。

研究会においては木島教授、田中准教授の作成した原案モデルに対し各メンバーが意見を

述べることで、より適切な金利推定モデルの構築を目指した。 

研究会においては、国債発行当局が世界的に需要の高まっている信用力の高い超長期

債の発行や、国債発行当局が納税者に対するアカウンタビリティを考えた発行を検討してい

る点について、全メンバーより完全な賛同を得て、そのための金利推定モデルを如何に構築

すべきかについて活発な議論が行われた。また、海外の研究者からは、日本のように極めて
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大きな国債発行体が、市場の注目を集める超長期債の発行に当たり金融工学の手法を明示

的に実務に活用することは、金融工学という学問分野にとっても画期的なことであるという指

摘もなされた。 

なお、本研究会で原案モデルの作成にあたり、国債市場特別参加者、国債投資家懇談会

メンバー等市場参加者へのアンケートやヒアリングを実施したほか、検証用データ等につい

て日本相互証券株式会社の協力を得た。 

 

２．金利推定モデルについての国債発行当局の考え方 

本研究会における検討に当たり、金利推定モデルの構築の方向性について、国債発行当

局である財務省理財局（オブザーバー）からは以下のような考え方が示された。 

今般の金利推定モデルの構築は、１(1)の研究会設置の目的にあるとおり、直接的には４０

年債等の新たな年限の国債を発行するための体制整備の一環として、流通市場が存在しな

い中で投資家、納税者の双方に不利とならない「適切な条件」を設定するためのものである。 

他方、国債はデフォルト･リスクのない無リスク資産であり、国債から得られる名目リスク・フ

リーレート（無リスク金利）は、市場で取引される金利すべてのベースとなる金利として、重要

な役割を担っている。こうした点に鑑み、国債発行当局としては、金利推定モデルによって得

られる国債金利が、単に４０年債等の発行に当たって参照されるだけでなく、発行市場・流通

市場を通じた公共財として、民間金融機関におけるＡＬＭやリスク管理の高度化等を含め幅

広く活用されることも期待している。 

具体的には、国債発行当局において、日々の市場動向を分析するツールとして活用するこ

とが考えられるほか、流動性供給入札や買入消却入札といった利回り較差入札への利用可

能性もあろう。民間においても、（上記のＡＬＭやリスク管理以外にも、）国債以外の一般債を

含めた投資判断のツールとしての利用や、資産・負債の割引現在価値を算出するための公

平な割引率としての利用が考えられよう。 
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そのため、金利推定モデルにおいては、国債金利が、市場金利から適切に推定されること

と、特定の個別銘柄の需給に左右されず、また、全ての年限をつなぐイールドカーブの形で

提供され、公表されることが必要と考えている。 

なお、政府や中央銀行による金利推定モデルを活用したイールドカーブの推定・公表はア

メリカやイギリスにおいても行われている。ただし、我が国における今般のイールドカーブ推

定・公表の取組においても、その算出結果をもって国債の公定価格として当局が市場環境と

無関係に定めるというものではないことに十分留意する必要がある。 

 

３．本研究会に報告された金利推定モデルのポイント 

本研究会は４回にわたり開催され、活発な議論が行われた。 

国債発行当局の問題意識も踏まえつつ、金利推定モデルの目指すべき姿について様々な

議論が行われる一方で、現在の市場環境に即した現実的な金利推定モデルを限られた時間

の中で構築するとの観点から、木島教授、田中准教授より、原案モデルに本研究会メンバー

の意見を反映させた金利推定モデルが「当面のモデル」として報告された。報告されたモデル

は、別添の「日本円長期金利のモデル化：ＬＧモデル」（木島教授・田中准教授）のとおりであ

り、以下では LG モデルと呼ぶ。そのポイントは以下の通りである。 

（１）LG モデルのポイント 

① スワップカーブ(L)が国債イールドカーブ(G)とスワップスプレッドから構成されていること

に着目し、スワップカーブ及びスワップスプレッドの期間構造をそれぞれモデル化し、個

別銘柄の需給に左右されない国債イールドカーブを表現する。 

② スワップカーブのモデル化は、３０年迄の金利データを使用して、非線形の表現力に富

み、かつ我が国の低金利をより良く表現するのに適したモデルとして Quadratic 

Gaussian モデルを使用して、パラメータのキャリブレーションを行う。 

③ スワップスプレッドのモデル化は上記②で求めたスワップカーブの期間構造を所与とし
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て、市場で観測されるＪＧＢレートを用いてキャリブレーションを行う。モデルとしては１フ

ァクターHull-White モデルを用いる。 

（２）背景 

①スワップカーブ、スワップスプレッドを使用するとした点について 

本研究会のテーマである国債の金利の推定にあたっては、市場で観察される国債の

価格情報が重要な要素となる。しかしながら、現在の我が国の国債市場においては、銘

柄数が多いことや投資家の選好等の要因から、国債価格が個別銘柄の需給の影響を

受けているケースも散見されている。このため、市場で観察される国債価格情報をその

ままモデル化した場合、イールドカーブの形状が時々の銘柄の選好を織り込み歪んだも

のとなるおそれもあり、「投資家・納税者双方にとって不利とならない適切な条件」を求め

るという本研究会の主旨に必ずしも合致しないことが想定された。 

この点に関し、木島教授、田中准教授より、国債価格から直接イールドカーブを描くの

ではなく、「国債金利＝スワップ金利－スワップスプレッド」であることに着目し、比較的高

い流動性をもって取引されているスワップの金利を用いて国債金利をモデル化してはど

うか、との提案がなされ研究会メンバーの合意が得られた。 

②スワップカーブのモデル化に１ファクターQuadratic Gaussian モデルを使用するとした点

について 

木島教授、田中准教授より、４０年等既存の金利データが存在しない超長期ゾーンの

金利を推定するためのモデル選択の留意点として以下の点が挙げられた。 

○整合性（非負性、平均回帰性、無裁定）があること 

○柔軟性、頑健性、実証分析との整合性があること 

○キャリブレーションが容易であること 

これを受け、研究会においては、スワップカーブをモデリングするためのモデル案とし

て、２ファクターCIR, １ファクターQuadratic Gaussian（QG）の２つを検討することとし、これ
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らのモデルについて実証分析を行い、また他の代表的な金利モデルである

Nelson-Siegel, Svensson, Vasicek 等との比較検討も行った。CIR については低い金利に

あまりフィッティングが良くないという点が指摘された一方、QG については１ファクターで

あっても非線形性の表現力に優れている点が評価されたことから、QG をモデルとして採

用することで研究会メンバーの合意が得られた。 

なお、スワップスプレッドのモデル化については、要因分析の結果、スワップスプレッド

がスワップカーブほど複数のファクターの影響を受けないことから、１ファクター

Hull-White モデルを使用することとされた。また、Hull-White モデルで使用する初期イー

ルドカーブは、３０年までの金利データから作成することとされた。 

 

４．今後の課題 

研究会においては、活発な議論が行われ様々な意見が出された。これらの意見の中には、

理論的にはモデルに反映させることが望ましいが、データの制約等から更に時間をかけて継

続的に分析・研究する必要のあるものや、国債市場特別参加者や国債投資家懇談会を構成

する投資家等へのアンケートの結果、現実のマーケットにおいて現時点で必ずしも一般的な

投資家に広く浸透しているとは言えない概念等も含まれていた。 

研究会における議論の結果、これらについては拙速に今回のモデルに反映させるよりは、

今後の課題として引き続き検討を重ねて行くことが望ましいとされた。 

（１） ベーシススワップ・スプレッド（注）の勘案 

研究会においては、スワップカーブとスワップスプレッドから国債金利を推定するとしても、

超長期債の主要な投資家である海外投資家にとって投資判断のための重要な要素である

ベーシススワップ・スプレッドを勘案する必要があるのではないかとの意見が出された。 

この意見に対しては、ベーシススワップ・スプレッドを勘案してイールドカーブを構築する

                                                  
（注）ベーシススワップは円Libor と米ドルLibor を交換する通貨スワップ取引を指すが、社債の起債やアセットスワッ

プの動向による通貨需給の不均衡、あるいは米銀と邦銀の顕著な信用力の格差等を要因として、米ドル Libor に

対して交換される円 Libor にはスプレッドが求められる。このスプレッドをベーシススワップ・スプレッドと呼ぶ。 
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ことは主要な海外金融機関等では比較的採用されており、またヒストリカルデータを見ても、

９０年代後半にはベーシススワップ・スプレッドが相応に発生した経緯があることから、勘案

すべきであるとの意見も出された。 

しかしながら、研究会においては時間の制約等もあり、ドル円のベーシススワップ・スプ

レッドのみを勘案すれば良いのか否かを含め、ベーシススワップ・スプレッドをイールドカー

ブに勘案することが国債及びスワップのイールドカーブをモデル化するにあたってどのよう

な意味を持ちうるのか、という点について掘り下げて議論するまでには至らなかった。 

加えて、市場参加者へのヒアリングからは、実際の国債投資にあたってベーシススワッ

プ・スプレッドは一部市場参加者において考慮されているものの、大勢を占めるには至って

はおらず、むしろ伝統的な国債投資家においては勘案するインセンティブがほとんどないこ

とが窺われた。このため、本件については、今回は円資産の範囲で考えることとし、今後モ

デルを高度化するにあたってベーシススワップ・スプレッドを勘案することの意義についても

十分議論した上で、組み込みの是非を検討してはどうかということとなった。 

（２） スワップスプレッドを構成する諸要因の分析 

今般「当面のモデル」として報告されたモデルにおいては、スワップスプレッドは国債金

利とスワップカーブとの間で計測されたスワップスプレッドを市場で観測されるままの形で

期間構造を把握することとしている。これに対し、実際にはスワップスプレッドを構成する要

因は様々であり、国債を保有することによる便益（いわゆるコンビニエンス・イールド）、信

用リスク要因、スワップ取引の独自要因等のそれぞれについて分解のうえ分析する必要が

あるとの意見が出された。 

これについては、海外においては先行研究が存在するものの、現時点において我が国

に直接適用しモデル化することは、社債市場等マーケット環境が整備されていないことから

事実上困難であるとの意見もあった。 

しかしながら、スワップの参照レートであるＬＩＢＯＲの信用リスクをモデル化し、そこから
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スワップカーブを理論的に導出するという点は極めて斬新かつ重要なテーマであり、この

点に関しては、我が国における研究も広く進められているとまでは言えない状況であること

から、今回モデルに組み込むことは見送るが、今後のモデルの高度化にあたっての方向

性の一つとして検討すべき課題とされた。 

（３） モデル・パラメータの決定方法の検討 

今般「当面のモデル」として報告されたモデルにおいては、日々のスワップカーブをその

都度キャリブレーションし、マーケットの状況を直接的に反映するモデルとなっている。その

ため本モデルは、特定の時点でのイールドカーブをその時のマーケット状況にフィットさせ

ることができる一方、一部市場参加者の意図的な動きがあった場合モデルから導出される

イールドカーブがその影響を受ける可能性も否定しえない。 

本研究会においては、こうした要因を排除すべく、モデルのパラメータについてはその都

度キャリブレーションするのではなく、過去の市場データから一定の安定したパラメータを

推定し、これを継続的に使用することであるべき国債イールドカーブを示す方針が初期の

段階では指向され、その意見が大勢であった。 

しかしながら、実際のところ、長らく低金利が継続した我が国においてそのような安定し

たパラメータを推定するのは容易なことではなく、また、仮に推定し得たとしても、実証分析

に相当の時間を要すると考えられたこと等から、「当面のモデル」への適用は見送ることと

された。 

したがって、今後、モデルの高度化を検討するに当たっては、このような方向性を検討す

ることは必要であるが、上記（２）と併せて、更に時間をかけて検討すべき課題であるとされ

た。 
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５．おわりに 

本研究会は、５月１５日の第１回会合以降合計４回にわたり、投資家・納税者双方にとって

不利益とならない国債イールドカーブのモデル化について活発かつ精力的な議論を行い、

「当面のモデル」としてLGモデルが報告された。今後は、本研究会の検討内容が国債市場の

高度な分析に資し、資本市場の機能の更なる効率化に貢献できるよう、上記「今後の課題」

に掲げたテーマ等今回の研究会で議論尽くせなかった問題点について、官民問わず、しかる

べき場において更なる分析・検討が進められ、本モデルの高度化につながることを期待す

る。 

 

以 上 


