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ファイナンス理論の概要
一一金利構造と金利感応証券の価格理論一一ー

Chi-fu Huangt and 浦谷規*
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1. はじめに

ファイナンス理論とその応用の連載の最終回として，

連載第 3 図の条件付き証券の価格理論を無倒産債券

(default.free bonds) の価格理論，すなわち“金利構

造の理論"と呼ばれるものに応用してみよう.そして，

金利構造の理論がし、かに債券先物や債券オプションのよ

うな金利感応証券の価格決定を理解するのに役立つかも

述べる.

2. 無倒産証券の裁定価格理論

この節では無倒産債券の価格理論を考えてみよう.無

倒産債券の割引債としての 1 単位を，満期である決まっ

た 1 日に円の支払が確実にある金融証券であるとしよ

う.仮定として，すべての満期の割引債の価格はN次の

“状態変数tt Y ， の関数であり，現時点 t と満期時点T

に対して， S(Y(t)， tiT) と記す.これらの状態変数は

次の拡散過程にしたがう:

Y(市 Y(O)+か(Y(s) ， s)ds 

+~:g( Y(s) ， s)d即(凡 Vt，

ただし ， Wは確率Pの下でのN次の標準ブラウン運動

で， ß'ま Nxl ベグトル g は NxN 行列とする.ま

た gはすべてのY ， t および Sに対してフルランクと

し SはY と t の滑らかな関数とする.

割引債以外に，借入および預金が自由にできる安全利

子率が存在するものとする.この利子率の瞬時の金利

は，時刻 t には r( Y(t) ， t)であるとすると円は時刻j

nこは， B(t)=d州十( Y(s) ， s)ds} となり， これを
安全資産の価格プロセスと呼ぶ.記号の単純化のため

に，これからはしばしば S( Y(t) , t; T) および r( Y(t) , 
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tiT) をそれぞれ S(tiT) :および r(t) と記す.

さて，満期が Tt， T2， … ， Tm である無倒産債券の割引

債の l 単位ずつの集まりを考えよう.ただし， m>N と

する.一般性を失わずに， T1く T2く…くTm と仮定でき

る.さらに，これらの割引債の価務は裁定取引機会がな

L 、ものと仮定する.

連載第 3 回と第4 回から，裁定機会がないための必要

条件は一意の同値マルチンゲール測度の存在であること

を知っている.すなわち，すべての満期 T，{i=1 ， 2， …，

m)に対して ， S(t;Tt)/B(t) がマルチンゲールとなる確

率測度Qが存在する.伊藤の補題から，次の式が導ける.

d(S(t;TtlIB(t) )=[ -S(tiTtlr(t)/B(t) 

+(.ダS(t;Td )IB(t)+S,(t;TtlIB(t)]dt 

+SlI(t;T;lT g( Y(t) , t)IB(t)d四(t ), 

Tこだし，

2'S(t;Ttl=+州ω(t;Ttlg( Y(t) , t) 

g( Y(t) , t)T)+SU(t;Tt)T゚( Y(t) , t) , 

(1) 

tr は“トレース"を表わし， S の添え字はS の偏微分

を表わす.また， (2'S(tiTtl+S,(tiTd)/S(t , T，) は

満期が T， の割引債の時刻 t における瞬時の期待収益率

となることがわかる. Girsanov の定理から，確率Qの

下ではN次のプロセス .t(t) が存在し，

が(t) ;::叩(t)-~>(s)ds tE .9f+, (2) 

が標準ブラウン運動となることは連載第 3 回の定理 1 の

とおりである. (のを(1)に代入すると，

d(S(t;Ttl/B(t) )=[ -S(tiTdr(t)/B(t) 

+(gS(れれ))/B(t )+S，(れれ)/B(t)

+SI/(t;TtlT g( Y(t) ， t)ε (t)/B(t)Jdt 

+SI/(tiTtlT g( Y(t) , t)/B(t)d叫*(t) ， (3) 

となる . S( 幻Ttl/B(t) は ， Q の下ではマルチンゲーん

であるから，時間変化の項は存在しえない.したがっ

て，次の式が得られる.
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-S( t;Tt)r(t) +2!'S( t ;Ti) +St( t ;Ti) 

+SV(t;Tt)Tg(Y(t) ，t)~(t)=O， Vt. (4) 

放に，裁定機会が存在しない必要条件は， N次のプロ

セス κ がすべての満期 Ti に対して， (4)を満足すること

である.異なる満期の割引債の数はブラウン運動の次元

より大きL 、，すなわち M!N としたので，線形代数の初

歩の知識から， κ が一意的に決まることがわかる.さら

に，満期は任意に選べるので， 川主満期から独立でなけ

ればならない.したがって， 川主Y と t の関数でなけれ

ばならない.そこで， ~(t)=応(Y(t) ， t) と記す.

以上から次のことが明らかとなった.もし κ ( Y(t) , t) 

がわかったなら， μ)は S(Y， t;T)が満たすべき次のとお

りの偏微分方程式となる.

-S( Y , t;Ti)r( Y , t)+2!'S( Y , t;T;l+Sd Y , t;Tt) 

+S首(Y， t;T;lT g( Y , t)~( Y , t) =0, 

Vtε [0， Tt) V Y. (5) 

さらに，無倒産の割引債の 1 単位は，満期日には 1 円

でなければならない.したがって， S( Y， t;Tt )は境界条

件を S(Y， Ti ;Ti )=l とする(坊の解である.

無倒産の割引債の価格に対する裁定アプローチを，要

するに関数 κ( Y， t) の定義に依存する.この定義は任意

ではありえなく， Girsanov の定理を満たすように関数

t を選ばねばならない.すなわち，任意の満期 T>O に

対して E[C(T)]=l となる κ を選ぶ.ただし，

C(T)=e判-tfz(Y(S)バ )T ，，(y(川ds

+)~ ~(Y(中)Td即(叶

さらに， ,,( Y， t) が上の式を満たすように選ぶと，

Q(A)=LC(ω， T)P(ぬ)

が，状態変数Yから得られるすべての事象Aに対して，

Pに同値な確率となる.そこで，割引債の価格は，次式

となる.

S( Y(t) , t;Ttl =B(t)Et*[I!B( Ttl] 

=Eホ[叫{ _~~i γ(Y(s) ， s)ds} 1 Y(t)] , 

ただし ， Et*[・]は Q の下での時刻 t における条件付

き期待値であり，第 2 の等号~ìYのマルコフ性から得ら

れる.そこで，容易に S(t;TtlIB(t)がQの下で S(Ti ;

Ttl=l を満たし，マルチンゲーんになることがわかる.

以上のように定義されたすべての満期に対する割引債

は，かくして無裁定価格システムをなすことになる.も

ちろん ， S はY と t に関して滑らかな関数であり ， S(Y, 

t;Ttlは，境界条件 S( Y , Ti ;T!l =1 を満たす (5) の解と
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なる場合である.

1 単位の割引債の価格に対して，満期前の時刻 tくれ

の第 i 債券に対する最終利回り (yield-to-maturity)

R( Y， t;Ttl を次のように定義する.

S( Y , t; Ttl =exp {-R( Y , t;Til(Ti-t)}. 
_-lnS(Y 山中、

したがって， R(URi--7戸ムムであり，

時刻 t の最終利回り曲線 (yield curve) すなわち，時刻

t における“金利構造"は，状態変数Yが与えられたと

きの種々の満期 Tt に対する関数 R(Y， t;Td にすぎな

L 、.

通常の利付き債は，割引債のポートブォリオにすぎな

いので，割引債の価格がわかれば利付き債の価格は容易

に計算できる.

3. Cox-Ingersoll-R倒S 毛デル

Cox, IngersolI, RO$s( 1985)の金利構造の CIR モデ

ルは前節で、概説した裁定アプローチの応用である.状態

変数Yは 1 次元で，瞬時の安全利子率 r(t) と仮定する.

さらに r は次のような平均復元 (mean reverting) 

プロセスにしたがうと仮定する.

r吋昨刷(υ川tり)片=寸f巾(何川0引叶)+寸叫ψ;仁ル;〉κ(供0ト一巾)

ただし， 叩は 1 次元の標準ブラウン運動で， k>O , 

0>0 および and σ>0 がその 3 つのパラメータである.

0 は f の“長期的平均"を表わし，現在の利子率が長期

的平均より低いときには，すぐに r をこの平均の方へ引

き上げる.同様に現在の利子率が長期的平均より上にあ

るとき，すぐに r をこの平均の方へ引き下げる . k は平

均復元の強さを表わす.平均復元の時間的変化はブラウ

ン運動のランダムショックによっても影響を受ける.

ランダムショックのばらつきは，利子率の平方根と σ

に比例する.利子率が高いときには，利子率の動きによ

り大きな不確実性が伴う.

均衡理論から， C 1 Rモデルは次のように定める.

，， (υ)=ーす ..fr-，

ただし A は正負いずれでもよい値である.利子率のプ

ロセスはマルチンゲーノL測度の下では次のようになる.

rt" . . J kO 、
(t) =r(O)+ r(k+ À)(一一-r(s) )ds 

Jo" "'¥k+ﾀ "-'! 

+~:σ ..fr(S)ω(s) (7) 

これもまた，長期的平均を kfJ!(k+ À) とする平均復元

プロセスとなる.確率Qの下では，確率Pの下での 3 つ

のパラメータに加えて，さらに』があることに注意され
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Tこ~、.

(5)の偏微分方程式から

t←σポ2rSふ九似門川γ(什r汽υ川， t幻;Ti勾tρ)+S川
一ÀrηJ+Stバ(r久， t;Tiρ) 一 rS(r汽， t;Tiρ) =0 , (8) 

が得られ，その境界条件は S(r， Ti ;Ti )=1 である.こ

の解は，次であることが確認できる.

S(r , t; T;) =A(t, T;)e-γGCt ， Tρ， 

ただし，

A(t ， T;)=r~re山+r)(T川/~l2k8/.2
., -L(r+k+À)(er【Ti-υー 1 )+2rJ 

G(t， T;)==~( er<Ti- tJ ー 1)
(r+k+え)( er<Ti- tJー 1) 十 zr'

r== [(k+ﾀ )2+ 2a2J1I2. 

伊藤の補題を用いると，

dS(r， t;Ttl=べ l ーÀG(t， Ti)JS(r , t;T;)dt 

-G(t, T;)S(r， t;Tdσ 、rr-d叩 (t).

が得られ， À<(>)O のとき，次の瞬間に満期になってい

ない割引債の瞬時の期待収益率は r より大きい(小さ

時刻 t における満期が Ti の割引債の最終利回りは，

R(r , t; T;) =[rG (t, Td-lnA(t , Tt)J/( Ti-t) , 

となり，満期に近づくと ， R(r， t;T;)は r に収束する.

また，非常に長い満期の時には， R(r， t;T;)の極限は次

のとおりである.

2k8 
lim R(r, t; T;) =一一一一一
Ti~∞ r+k+ À ' 

さらに rくO の時には最終利回り曲線は一様に上昇

する r が k8/( k+À) より大きいとき，最終利回り曲線

は一様に下落する.両者の中間の値の時に，最終利回り

曲線は癌状になる.

この CIRモデルは，たとえば 2 つの癒を作れないな

ど，一見では応用が限られているようにみえる.したが

って，実際に観測される最終利回り曲線をすべてこのモ

デルが解析できるようにはみえない.しかし，この欠点

はパラメータを時間の関数にすることによって容易に解

消する.たとえば 8 を時間の関数にすると，瞬時の利

子率のプロセスは，

r(t)=r(O)+J:刷s)-r(s))ds

+J:σ何川， (9) 

となり，時刻 t における割引債の価格は，

S(r， t;T;)=λ (t， Ti)e-G<t.T{lr. 

である.ただし，

λ (t， T;)==叫(-kJ~i8(s)G(s， Ti)ds) 

1991 年 4 月号

そこで，最終利回り曲線は関数 8(t) に依存して任意

の形状をとりうる.

このモデルを応用するためには，無倒産債券の観測さ

れる価格からパラメータを推計する必要がある.

4. 金利感応証券の価格決定

金利構造の理論は割引債の価格決定ばかりでなく，一

般の金利感応証券の価格決定にも有効である.いまから

は. C 1 RモデルにしたがL 、，そのパラメータ k， 8， σ 

および』が既知であるとしよう.

無倒産割引債のヨーロッパ型コールオプションを考え

る.債券の満期は Ti であり，コールオプションの満期

と行使価格はそれぞれ T<Ti と K>O とする.コール

オプションの時刻 t における価格を C( t) と記す.利子

率の不確実性を生むただ 1 つのブラウン運動に対して，

多くの異なる満期の債券が存在するので，動的に完備な

市場である.したがって，このオプションは裁定によっ

て価格が決まる.裁定機会のない価格はマルチンゲール

となるので，

C(t)=B(t)Et*[max[S(r(T) , T;T;) 
-K,OJ/B(T)J 

=Eいp {-~~r(s)ds}max[S(r(T) ， T;T;) 

-K, OJ1r(t)]. 

ただし，第 2 の等号は r のQの下でのマルコフ性から

えられる.同値マルチンゲーノレ測度の下での r の推移確

率は知られているので (CIR， p.391 を参照)，上記の期

待値は求めることができる.興味のある読者は，その式

を (CIR ， p.396) を見られたい.

同じ原理で，“任意の"金利感応証券の価格を決定する

ことができる.似 t) を時刻 O から t までの T の履歴に

依存するランダムな時刻 t のキャッシュフ口ーとする.

単純化のために，制 t) は，有限時点 t}， t2,…, tπ 以外で

は零であるとする.時刻 t での併(tt) の価格は，

Et*[e-fli 一。(れ)] 

ただし， ti>t である.したがって，時刻 t のこの証

券の価格は，

L: Et*le-flirwd'ø( む) 1. 
ti>t .J 

この一般的な金利感応証券の具体例は，モルゲージを

集めたものに対する証券Mortgage-Backed Securities 

である.この例では，集められたモルゲージの利息、と元

金の受取から発生するキャッシュフローがゆ (t;) であ
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る.このような証券の価格を決定するためには，次の 2

つだけが必要である.確率Qの下での無倒産利子率のバ

ラメ}タおよび集めたモルゲージが生むキャ γ シュフロ

ーの予測である.

5. 金利感応証券の先物および先渡価格

割引債の先物や先渡契約のような，連続的に変わる金

融契約の価格について考えてみよう.議論を具体的に進

めるために， C 1 Rモデルを用いる.

先渡契約とは，ある財または証券を将来の決まった日

“満期"に，現在の“先渡価格"で売買する契約である.

満期には先渡価格は財または証券の現物価格に等しい.

満期がれの割引債に対して考えてみよう.この債券

の売買を限月受渡日“満期.. T<Tt に行なう先渡価格の

時刻 t における価格を F(t) とする.金銭の授受は先渡

契約をする段階ではないので，時刻 t の投資額は零であ

る.したがって時刻Tにおける受取 S(r， T;Tt)-F(t) 

の時刻 t の価値は零でなければならない.数学的には，

F(t) のこの条件は次のようにかける.

Et*[e-Jf rWd'(S(r( T) , T;T;)-F(t) )J=O. 

S(t;Ttl/B(t)はQの下でマルチンゲールであるから，

E戸[e-f~rWdl S(r(T) , T; T;)J=S(r (t), t ;Ti ). また，
F(t) は時刻 t に決められているので，

Et*[e-ff W)d. F( t)] =F( t )Et*[e-ff rWd'] 

=F(t)S(r(t) ， れ T) ，

となる.ただし，第 2 の等号は S(r(T) ， T;T)=l から

得られる.時刻Tに割引債は満期になるからである.し

たがって，

F(t)=S(r(t) , t;T;)/S(r(t) , t). 酬

となる.かくして，時刻 t の割引債に対する先渡価格は

その時の債券価格で決定される. (~助から明らかなよう

に， F(t) はパラメータ Tおよび Ti 以外に r (t) と t の

関数である.

さて，先物価格を考えてみよう.先物契約とは，ある

財または証券を満期日に売買する契約であり，契約する

ときに“先物価格"で売買すると定める.満期日には先

物価格は現物価格と等しい.契約時には，金銭の交換は

ない.しかし，その後先物価格の変動にしたがい，契約

者間に支払義務が発生する.満期日の財または証券の売

買は，その時点の現物価格で行なわれる.はじめの先物

価格と現物価格の差の支払(受取)と契約期間中の清算

された額がこの契約の金銭の授受となる.したがって，

198 (40) 

先物価格は残存期間中の支払が常に零になるように連続

的に変化しなければならない.

f(r， t) を限月受渡日 Tに 1 単位の割引債に対する時

刻 t の先物価格としよう.割引債の満期日は先物の満期

比つまり限月受渡日より長い， Tt>T と仮定する.

さらに. f(r， t) を r(t) に関して 2 回微分可能で t に関

して l 回微分可能な関数とする.

定義から，時間 [s， s+ds] における先物契約から発生

するキャッシュフローはその期間の先物価格の変化 df

(r(s) ， s) に等しい.初期の投資額は零であるから，すべて

の SE[t， TJ に対するキャッシュフローの時刻 t におけ

る現在価値はまた零でなければならない.したがって，

即日シf~r(<>d ， df(r(凡叶 =0

fは連続関数で，利子率の実現値も時間の連続関数であ

るから，部分積分によって，

f(r(t) , t) =Et*[e-ff r( ，)d官 f(r(T) ， T)

+f e-J:r(')d' r(s)f(r(凡 s刈，似)

が得られ，両辺にe必(T)ch をかけ~: e-fg…r(s) 

f(r(s) ， s)ds を加えると，

e-f~ r( Tl," f( r(凡 t)+~: e-f店~ r(山(，叫'

=Eι即刈戸ペ*[卜e-恥仙f(r川げ刊(げ(T)町)， T)+~~ e-S:r( ，)d宮

r(s)f(r(s) , s)ds] , (1 

が得られる.上の式の右辺lは主フイ夕スされた確率変数の

条件付き期待値であるので期待値のチエ一ンオベレイシ

ヨンにより ， Qの下でマルチンゲールになる.したがっ

て，左辺もまた Q の下でマルチンゲールとなる.そこ

で左辺に伊藤の補題をもちL 、，さらにQの下で、マルチン

ゲールであることから，これの時間変化の項は零でなけ

ればならない.したがって，

がr(r， t)ru2+ん(υ)[仰-r)ー』市兵=0，闘

がfの満たす偏微分方程式となる.境界条件は先物契約

の満期日に先物価格は現物価格に等しくなければならな

いことから得られる.すなわち， f(r , T)=S(r , T; Ttl 

である.容易にこの境界条件を満たす(1却の解は，

f(r(t) , t) =E*[S(r( T) , T;Ttllr(t)J. (14) 

であることを確認できる.したがって，先物価格のプロ

セスは"<ノレチンゲール測度の下のマルチンゲールとな

る.これは永続証券に対するマルチンゲールの結果，す

なわち価格のプロセスは(安全資産で割った)Qの下で

マルチンゲールになるという結果とは異なる.なぜな
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ら，先物価格は永続証券の価格ではなく，それは，連続

的に清算される金融契約の価絡であるからである.

確率Qの下で r の推移確率は知られているので， (14) 

の期待値は求められる.興味のある読者は試みられた

い.この解析的な解は，はじめに仮定したように r に関

して 2 回微分可能でに関して 1 図微分可能な関数で

ある.

6. おわりに

連載の最終回として，条件付き証券の裁定価格理論が

し、かに有効に利子率の動きや金利感応証券の価格決定に

応用できるかを概説した.詳細は Huang( 1989) を参考

にされたい.

Cox , Ingersoll , Ross (1985) の金利構造のモデル以

外にも， Brennan and Schwartz (1979) , Heath, 

J arrow, and Morton ( 1988) , Ho and Lee ( 1986) , 

Richard( 1978) , and Vasicek( 1977)などがあり，興味

のある読者はこれらも読まれると参考になる.
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