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はじめに

　2010年10月号にて、Glaeser and Kallal（1997）の

研究を紹介した。銀行が住宅ローンなどの資産を買

い取って証券化する場合、資産の品質について細か

な情報を把握していない方がむしろ流動性（証券需

要）にプラスとなり、証券販売価格を高める場合が

ある、という意外な結果が示されている。銀行が資

産の品質について情報を持っていると、割高に売却

しようとする誘因が生まれるため、投資家は損を被

る可能性が高くなる。銀行も元々情報を持っていな

ければ、割高に証券を購入する可能性が減るため、

投資家は安心して値引きせずに投資することができ

るというわけである。

　今回紹介するのは、Coval, Jurek and Staff ord

（2009）の研究である。この研究は、証券格付にお

いて提供されるデフォルト確率の持つ意味を再考す

るものである。そして、多数の資産のプールを裏付

けとした AAA 証券と、個々の企業の AAA 社債

が、仮に全く同じデフォルト確率と損失率を持って

いたとしても、証券の利回りは全く異なるものにな

ることを示している。

　多数の資産をプールして分散効果を利かせた場

合、プールのデフォルト率が個別事情でばらつく度

合いは小さくなる。大きな資産プールの価値は、経

済全体の構造的な要因によって決まるようになり、

そういったプールを裏付けにした証券トランシェ

は、より経済全体の状況に直接反応する派生証券と

なる。特に、大きな資産プールを裏付けにした

AAA 証券がデフォルトするのは、経済全体が極め

て悪い場合に限られる。他方、小さなプールや個別

企業の AAA 債券は、同じ期待損失額であったとし

ても、より個別要因で様々な状態においてデフォル

トがおこり得る。つまり、多数の資産の分散効果に

よってプールのデフォルト確率が安定し、そのため

証券化したトランシェがどのような状態でデフォル

トするかがより明確になるのである。

　そして研究は、大きな資産プールを裏付けにした

AAA 証券の方が、小さな資産プールを裏付けにし

た AAA 証券よりも価格が低くなるはずだ、という

ことを示している。資産プールの分散を利かせるこ

とによって、個別リスクが消え構造的リスクだけが

残るため、最優先の債券は「壊滅的経済」をより正

確に反映した債券となるのである。

　実証部分では、大きな資産プールについてモデル

に基づいて計算した価格は、実際の証券価格よりも

低いことが示されている。つまり、大きな資産プール

の AAA 証券は壊滅的経済のリスクを集約している

のでもっと低い価格であるはずだが、実際には小さ

なプールの AAA 証券のように高い価格で取引され

ているということである。Coval, Jurek and Staff ord

（2009）は、投資家が格付情報に引きずられ、正し

い値付けをしていないからだと解釈している。

格付と信用スプレッド

　証券の格付は、期待損失率に基づいて設定され

る。期待損失率が比較的低い債券には投資適格の格

付が、更に低い債券には特に高格付（AAA などの

格付）が付与される。期待損失率は、デフォルト確

率とデフォルトした場合の損失率に分解される。

従って、デフォルト確率が低い、またはデフォルト

時損失率が低い債券に高い格付が付与される。
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　一部の機関投資家は特に高格付の債券に高いウェ

イトを置いた運用を行う。例えば、AAA の格付の

債券に投資を限定している投資家がいるとすると、

その投資家は AAA の債券の中から資産を選択す

る。格付は期待損失率にもとづいておこなわれるた

め、その投資家が投資する資産の期待損失率はほぼ

同水準に収れんする。

　さて、債券のスプレッドを格付毎にまとめ、クレ

ジット・スプレッド（信用スプレッド）が議論され

ることが良くある。一般にクレジット・スプレッド

はデフォルトリスクに対するリスク・プレミアムで

あると単純に考えられることが多いが、それは正確

ではない。そもそも、デフォルトする債券のスプ

レッドは流動性やその他の要因にも影響されるが、

仮にデフォルト以外の要因が全くなかったとしても

スプレッドとリスク・プレミアムは同一のものでは

ない。スプレッドは債券の値引きによって生じる

が、値引きには二種類の原因がある。デフォルトで

発生する損失の期待額分だけ値引きされる部分と、

デフォルトの発生や損失の金額が不確実であること

自体で値引きされる部分である。後者の値引きに

よって生じるスプレッドこそがリスク・プレミアム

である。そして、格付によって提供される情報は、

前者のデフォルトで発生する損失の期待額である。

証券価格のモデル

　１年後に満期となり、満期前には何のキャッシュ

フローも発生しない額面が１の証券の価格を考え

る。まずは、最も一般になじみのある CAPM に基

づいて価格を検討しよう。１年後に損失 L（L は正

で額面以下の確率変数）を支払う証券の価格 P は、

⑴　P ＝ １－E［L］
Rf＋β（E［Rm］－Rf）

で表される。ただし、Rf は１＋安全利子率、Rm は

１＋ 市 場 収 益 率、 β は 市 場 ベ ー タ と 呼 ば れ

β＝ρσ／σmkt である。ρは（１－L）／P と Rm の相関

係数、σは（１－L）／P の標準偏差、σmkt は市場収

益率の標準偏差である。１－L と Rm の相関が正で

大きい場合（すなわち損失額と Rm の相関が負で大

きい場合）、および損失額の標準偏差が大きい場合

に、割引率が高くなり証券価格は低いものとなる。

　ここで重要なのは、証券の価格は期待損失 E［L］

だけで決まるのではなく、損失と Rm の相関や損失

の標準偏差によって決まるということである。ただ

し、CAPM は最も広く知られた資産価格モデルで

あるものの、制約が多く実証的な説明力も高くない

ことが知られている。

　つぎに、証券の値付けを CAPM より一般的な枠

組みで整理しよう。Ｔ年後が満期で、満期前には何

のキャッシュフローも発生しないような額面が１の

証券を考える。Ｔ年後の状態に応じて、投資家が受

け取る金額が決まる。Ｔ年後には s＝｛s１ , ... , sN｝で

表される N 個の状態があるとして、状態が s∈D

という集合にある場合はデフォルト損失 L（s）が発

生する。状態 s となる確率を p（s）と表す。デフォ

ルトの場合、投資家が受け取る金額は１－L（s）で

ある。

　市場に裁定機会がない場合には、資産の現在価格

（P）はアロー＝ドゥブリュー価格（q（s））と呼ば

れる概念を用いて

⑵　P＝
sN

Σ
s＝s１

q（s）（１－１｛s∈D｝L（s））
と表される。ただし、１｛s∈D｝は s∈Dのときに１、

それ以外では０となる指示関数である。アロー＝

ドゥブリュー価格は状態価格とも呼ばれ、その状態

でのみ１単位の支払いがなされるような証券の現在

価格である。支払いが確実な割引債の T 期間の収

益率を RT
f とすると
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sN

Σ
s＝s１

q（s）＝ １
RT

f

と表されるので、それを用いて

⑶　P＝ １
RT

f －Σ
s∈D

q（s）L（s）

となる。安全な債券の価格から、期待損失の現在価

値を差し引いたものが、このリスキーな債券の価格

である。

　ここで、期待損失と期待損失の現在価値との差を

明確にするために、更に確率的割引係数（SDF）１と

いう概念を用いて、期待値の形で現在価値を書き表

そう。SDF は m（s）＝q（s）／p（s）と定義される。す

ると⑶式は、

⑷　P＝ １
RT

f －E［m（s）１｛s∈D｝L（s）］

　　＝ １
RT

f －
⎧⎜⎨⎜⎩

E［m（s）］E［１｛s∈D｝L（s）］
＋Cov［m（s）, １｛s∈D｝L（s）］

⎫⎜⎬⎜⎭

　　＝ １
RT

f －
E［１｛s∈D｝L（s）］

RT
f

　　－Cov［m（s）, １｛s∈D｝L（s）］

と表される。つまり、期待損失額を安全利子率で割

り引いた価値を、安全債券の価格から差し引いたう

えで、更に SDF とデフォルト損失の共分散を差し

引いた金額が債券の価格となる。

　重要なのは最後の共分散の項である。SDF, （m（s））

は、経済全体の資産価格が低く消費水準が低い状

態、つまり不況や恐慌において高い。逆に資産価格

が高く消費が活発な状態、つまり好況においては低

いという特性を持つ２。共分散は、１．SDF と損失

額（１｛s∈D｝L（s））との相関係数ρmL、２．SDF の標

準偏差σm、および３．損失額の標準偏差σL の積で

あるので、

⑸　P＝ １
RT

f －
E［１｛s∈D｝L（s）］

RT
f －ρmLσmσL

と表される。最後の項によって差し引かれる金額

は、損失と SDF の相関係数が高く、損失の標準偏

差が大きい場合に大きくなる。相関係数の項が意味

するのは、不況期にデフォルトが生じやすく、また

不況期に損失が大きい傾向のある証券については値

引きが大きいことである。また標準偏差の項が意味

するのは、投資家が得るキャッシュフローが状態に

よって明確に違う場合に値引きが大きくなることで

ある。これらの値引きは、証券の期待損失額に加え

て追加的に生じるものである。

　SDF による証券価格の⑶式と CAPM による証券

価格の⑴式とを比較すると、SDF と損失との共分

散による値引きは、CAPM におけるリスク・プレ

ミアムによる値引きに対応していることが分かる。

実のところ、CAPM は SDF と市場収益率が完全に

逆相関している特殊ケースなのである。従って、一

般に SDF と損失の相関が正の場合には値引きにな

るのに対し、CAPM では市場収益率と損失の相関

が負であるときに値引きになるのである３。

期待損失額が同じでデフォルト特性の異
なる証券の価格

　つぎにで、期待デフォルト損失が全く同じ二種類

の債券を考えよう。期待デフォルト損失額が同じな

ので、債券格付は同じである。債券Ａは、経済状態

が最悪の状態でのみデフォルトが起き、デフォルト
　　　　　　　　　　　　　　
１ 確率的割引係数は、英語で Stochastic Discount Factor（SDF）と呼ばれ、プライシング・カーネルとも呼ばれ

ることもある。
２ ある状態の SDF は、その状態における消費の限界効用と現在の限界効用との比率である。消費が抑えられてい

る不況時には追加的な消費によって得られる喜び（限界効用）が大きいため、SDF も高くなる。
３ CAPM では、投資家の収入は市場ポートフォリオからの収益だけであると仮定しているので、市場収益率が低

い状態は消費が抑えられている状態で限界効用が高い状態となる。
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した際には損失率は100％となる。債券Ｂは、債券

Ａに比べるとより広範な状態で（経済状態が若干悪

い程度でも）デフォルトが起きうるが、デフォルト

が起きた時の損失率は債券Ａに比べて低くまた状態

によってばらつきがある。

　この場合、債券Ａと債券Ｂの価格はどういう関係

にあるだろうか。期待損失額が同じで格付が同じな

ので同一な価格となるだろうか。前節の⑸式の議論

を踏まえると、SDF と損失の相関と、損失の標準

偏差が価格に影響する。

　SDF との相関では、債券Ａが高いか債券Ｂが高

いかは定かではない。経済状態が悪い時（SDF が

高い時）に損失が発生するので、どちらの債券でも

損失との相関係数はプラスである。もし債券Ｂの損

失が経済状況の悪化に従い徐々に拡大する特性を

もっていれば、債券Ｂの相関係数の方が高く大きな

値引き要因になる。

　他方、損失の標準偏差については、債券Ａの方が

大きい。債券Ａは、満額償還される状態と、全額損

失となる状態は明確に分かれているため、損失の標

準偏差が大きいのである。平均的な期待損失額は同

じながら、より広範にデフォルトが生じる債券Ｂで

は、債券Ａがデフォルトするような最悪な状態での

損失額は小さく、他方債券Ａがデフォルトしないよ

うな状態でも若干の損失が発生しうる。債券Ｂでは

損失の発生がより平準化されているので、標準偏差

は小さくなる。

　債券価格の値引きは結局共分散によって決まり、

共分散は相関係数と標準偏差の積が左右する。債券

Ａは、相関係数は小さいものの標準偏差が大きいの

で、共分散は大きく値引きが大きくなる。実のとこ

ろ、債券Ａの値引きの方が常に大きくなることを正

式に証明することができる。債券Ｂのキャッシュフ

ローからスタートして、SDF が大きい状態の支払

いを減らし、逆に SDF が小さい状態の支払いを同

額増やすことになるので、支払いを減らした分のマ

イナスの価格効果の方が大きく、価格は低くなるの

である。

　もう少し具体的に理解するために、上の表の５つ

の状態を考えよう。状態 s＝｛s１ , ... , s５｝は、経済状

況の良い順に並んでおり、したがって s１における

SDF は低く、s５における SDF は高い。三種類の債

券は、期待損失は同じであるが、支払の特性が違っ

ている。債券Ａは経済状態が最悪の s５でのみデフォ

ルトし、全額が損失となる。債券Ｂは s５で2/3の損

失、s４で1/3の損失を出す。債券Ｃは s２から s５に亘

りより小さな損失を出す。SDF と損失の相関係数

は corr（m, Loss）で、債券Ａが0.71、債券Ｂが0.88、

債券Ｃが1.00である。しかし、損失の標準偏差は、

債券Ａが0.40、債券Ｂが0.27、債券Ｃが0.14である。

結果として、共分散は、債券Ａが0.12、債券Ｂが

0.10、債券Ｃが0.06となる。従って、債券Ａの値引

支払額（c）
状態 SDF 債券Ａ 債券Ｂ 債券Ｃ

S1 0.4 1.000 1.000 1.000
S2 0.7 1.000 1.000 0.900
S3 1 1.000 1.000 0.800
S4 1.3 1.000 0.667 0.700
S5 1.6 0.000 0.333 0.600

期待損失 0.200 0.200 0.200
mean（c） 0.800 0.800 0.800
cov（m, Loss） 0.120 0.100 0.060
corr（m, Loss） 0.707 0.884 1.000
stdev（Loss） 0.400 0.267 0.141
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きが最も大きくなる。

　債券Ａに該当するのが、大きな資産プールに基づ

く証券である。債券Ｃはより個別リスクが残る小さ

なプールに基づく証券である。どちらの期待損失も

同じなので、格付の定義からするとどちらも同じ格

付を得るが、証券価格は証券 A が低く証券 C が高

くなる。
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