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要 約

本稿では，BEIにより期待インフレ率を抽出する際に，状態空
間モデルにより，インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレ
ミアムを勘案した上で期待インフレ率を推計することを試みた．
推計結果の解釈には一定の留意が必要なものの，単純な BEIは，
状態変数として推計された期待インフレ率と比べると，リスクプ
レミアムのために平均的に40～70 bp程度下回っており，特にリー
マンショック後にはその幅が100 bp超にまで達した可能性が示唆
される．すなわち，単純な BEIは，市場における真の期待イン
フレ率を過少評価している可能性が高いと考えられる．なお，イ
ンフレリスクプレミアムは多くの期間でマイナス（0～−30 bpの
間）の可能性が示唆された一方，流動性リスクプレミアムは平均
で30～40 bp程度と推計され，特にリーマンショック後には100 bp
超の水準にまで達し，リスクプレミアムの多くを説明している可
能性がある．

＊本稿の作成にあたっては岩村充（早稲田大学），翁百合（早稲田大学（当時），日本総
合研究所），谷川寧彦（早稲田大学），藤原洋二（早稲田大学）の各先生から御指導を頂
いた．また，編集者である沖本竜義（オーストラリア国立大学）及び匿名のレフリー
から，2015年度日本ファイナンス学会大会において藤木裕（中央大学），2015年度日
本経営財務研究学会全国大会において俊野雅司（成蹊大学）の各先生及び参加者から，
MPTフォーラム講演会において参加者から，数多くの貴重なコメントを頂いた．ここ
に記して感謝を申し上げたい．なお，本稿に含まれる誤りはすべて筆者の責任である．

  

ｄｏｉ： 10．2₄₄₈7⊘ɡｅｎｄａｉｆｉｎａｎｃｅ．39．0︳1



2 湯山・森平

1.　はじめに

将来の物価上昇率に対する期待（以下，「期待インフレ率」という 1．）を把握することは，
経済・金融政策を適切に実施するための重要な課題となっている．もっとも，単に期待イン
フレ率といっても，その主体・対象・期間など様々な側面があり，一概にそれが何を示すの
か特定することは難しい．本稿では，市場参加者による期待インフレ率を反映するとされる
ブレーク・イーブン・インフレ率（以下，「BEI」という．）に着目し，その適切な把握手法に
ついて検討する．BEIは，いわゆるフィッシャー方程式に基づいて，市場における10年物
国債などの普通国債（固定利付債）利回り（i，以下，「普通国債利回り」という．）から物価
連動国債（以下，「物価連動債」という．）利回り（rTIPS）を差し引くことにより求められる．
物価連動債は，物価変動に応じて元本・金利が連動することから，その利回りは，事実上の
実質金利（r）と解釈され，普通国債利回りとの差である BEIは，市場における期待インフレ
率（Eπ）を示すとみなされ，中央銀行や市場関係者により注目される指標となっている． 

 − (I )BE i rTIPS r Eπ= =≒   (1)

例えば，我が国では，日本銀行が消費者物価上昇率2%の「物価安定の目標」を掲げた

図1　我が国の直近銘柄 BEI，物価連動債利回り等の推移

（注） 2014年10月までのデータを使用．直近銘柄 BEIは直近に発行された物価連
動債の同年限国債とのスプレッド．2008年10月～2013年9月の間は発行休
止されていたため残存年限は必ずしも10年ではない．BEI（補正済み）は，本
稿（4.1節）による補正後の BEIを示す．

（出所） 日経 QUICK, Bloomberg.
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2013年1月前後に，BEIが0%台前半から1%台半ばへと上昇したが（図1），これが期待
インフレ率の上昇を示すものとして市場関係者等の間で注目された（黒田［2013］等）2．
米国においても，バーナンキ元 FRB議長等の市場関係者により，早くからその有用性が
注目されていた（Bernanke［2004］）．BEIは，日次でも把握可能であるなど，四半期や
月次を基本とする各種のサーベイ調査よりもその頻度が高く，モニタリング上でも有用
な方法のひとつと考えられる．また，市場データから計算され，利益最大化を前提とす
る市場参加者による行動を前提としていることから，実際のデータでは観察できない期
待インフレ率の真の姿に最も近づくことができるとも指摘されている（D’Amico/Kim/Wei
［2014］）．
しかしながら，BEIを市場における真の期待インフレ率とみなすためには，リスクプレ

ミアムの存在を考慮する必要がある．すなわち，まず，普通国債利回り（i）には，実質金
利（r）と将来の期待インフレ率（Eπ）といった，いわゆるフィッシャー方程式で示される
要素に加えて，その変動に伴うリスクであるインフレリスクプレミアム（IRP）が含まれ
ると考えられる（Evans［1998］等．補論も参照）． 

 i r Eπ IRP= + +   (2)

次に，物価連動債利回り（rTIPS）には期待インフレ率が含まれていないため実質金利
（r）ともみなせるが，物価連動債市場は，普通国債に比べて流動性が低いことなどの影響
から，流動性リスクプレミアム（LRP）が無視できないほどに含まれると考えられる． 

 rTIPS r LRP= +   (3)

以上より，普通国債利回りと物価連動債利回りの差である単純な BEIを市場参加者の
真の期待インフレ率とみなすことは，（2）式のインフレリスクプレミアム（IRP）分だけ
市場参加者の真の期待インフレ率を過大に示す一方で，（3）式の流動性リスクプレミア
ム（LRP）分だけ市場参加者の真の期待インフレ率を過少に示していることとなる．この
ため，リスクプレミアムに相当する分を修正した BEIを抽出することが，市場における
真の期待インフレ率を把握する上で極めて重要と考えられる．すなわち，（3）式を（2）式
に代入し，フィッシャー方程式が（4）式に修正され，BEIの算出式である（1）式も以下
の（5）式に修正される．この結果，市場における真の期待インフレ率は，単純な BEIか
らインフレリスクプレミアムを差し引き，流動性リスクプレミアムを加えた値により示さ
れると考えられる（（6）式）. 

 −i rTIPS Eπ IRP LRP= + +   (4)
 − −BEI( )i rTIPS Eπ IRP LRP= = +   (5)
 − − BEIEπ i rTIPS IRP LRP IRP LRP= + = – +   (6)

この点に関連して，米国では，2008年のリーマンショック後に，BEIが急激に低下し
たが，この背景としては，期待インフレ率が低下したのではなく，物価連動債にかかる
流動性リスクプレミアムが急激に上昇したためである可能性が高いことが指摘されてい
る（D’Amico/Kim/Wei［2014］, Zeng［2013］等］．我が国においても，リーマンショック
後に，長期金利（10年物国債利回り）及びサーベイ調査による物価上昇率の予測値（以下，
「サーベイ予測」という．）の動きが限定的であったのに対し，物価連動債利回りが急激に
上昇したことから，BEIは大幅に低下した（図1，図2）．サーベイ予測が，仮にバイアス
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のない真の期待インフレ率を示している場合，BEIの値はサーベイ予測と大きな差はない
と考えられるものの，実際にはサーベイ予測と比較して大幅な低下を示した 3．
しかしながら，この単純な BEIは上記の2つのリスクプレミアムの修正を行っていな

いため，市場における真の期待インフレ率よりも上方または下方のバイアスが生じている
可能性が高い．特に，我が国の物価連動債市場の流動性の低さはかねてより指摘されてい
ること等を勘案すると（鎌田/中島［2013］等），この単純 BEIは市場参加者の真の期待イ
ンフレ率を過少に評価している可能性が高いと推察される．また，米英と比較すると，物
価連動債の発行残高が普通国債に占める割合は極めて少なく，この点でも我が国の物価連
動債の流動性リスクプレミアムは大きいものと推察される 4．
我が国においては，インフレリスクプレミアムや流動性リスクプレミアムを勘案して

BEIを抽出した先行研究はほとんど存在していないといえるが，欧米には多く存在する．
本稿では，こうした先行研究も踏まえ，我が国の BEIについてリスクプレミアムの調整
を行い，市場参加者の真の期待インフレ率を抽出することを試みる．
本稿の構成は次の通りである．第2節で内外の先行研究のサーベイ，第3節で分析モデ
ルの枠組み，第4節で使用データに関する課題，第5節で実証分析の結果，最後にまとめ
と今後の課題等を示す．

2.　先行研究のサーベイ

2.1 インフレリスクプレミアムに関する先行研究
国債市場におけるインフレリスクプレミアムの存在について，早い段階で指摘し，消
費 CAPMによるリスクプレミアムの考え方に基づいてその推計を行った研究としては，
Campbell/Shiller［1996］があげられ，5年物の米国債市場におけるインフレリスクプレミ
アムは50～100 bp程度と推計した．なお，Campbell/Shiller［1996］は，消費 CAPMによ
るものとは別に，長期債と短期債の超過リターンの差でもってインフレリスクプレミアム

図2　コア CPI上昇率の実績値・サーベイ予測（1年，10年）の推移

（注） コア CPI上昇率の消費税影響を除く実績推計値（2014年4月以降のみ）は，
日本銀行金融経済月報による推計値を使用．

（出所）総務省，QSS債券調査（日経 QUICK），日本銀行．
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と定義して，計測しているが（英国の5年物で70～100 bp），これには通常，タームプレ
ミアムや流動性リスクプレミアムなどの他のリスクプレミアムも含まれており問題がある
ことが指摘されている（Chen/Liu/Cheng［2010］）．Campbell/Viceira［2001］もまたイン
フレリスクプレミアムの推計を行い，3か月物 T-Billで35 bp, 10年物国債で1.1%を上回
る水準であるとの推計を示した．Evans［1998］も，早い段階からインフレリスクプレミ
アムの存在を指摘するとともに，インフレリスクプレミアムがプラスであるかマイナスで
あるかは，実質プライシングカーネルと物価上昇率がどう共変動するかに依存することを
示した．
インフレリスクプレミアムの推計にあたっては，金利の期間構造モデルを応用する手法
が多くみられる．例えば，Ang/Bekaert/Wei［2008］は，レジームスイッチングモデルを
用いて3ファクターの金利期間構造モデルにより国債市場におけるインフレリスクプレミ
アムの水準を推計し，5年物で平均的に1.14%であることを示すとともに，名目金利の変
動の80%程度は期待インフレ率とインフレリスクプレミアムにより説明可能であるとし
た．

Adrian/Wu［2009］は，実質金利と名目金利に関するアフィン型期間構造モデル及び，
カルマンフィルター，プライシングカーネルを利用した時変のインフレリスクプレミアム
を推計し，サーベイ調査などを用いずに市場データのみで期待インフレ率の期間構造の推
計を行った．その上で，期待インフレ率や株価のボラティリティが大きい時に，BEIとモ
デルにより推計された期待インフレ率との差が大きいことを示した．

Hördahl/Tristani［2007］は，欧州における期待インフレ率の期間構造の推計に際し，
マクロ経済と金利モデルをリンクさせてインフレリスクプレミアムを考慮したモデルを構
築した．インフレリスクプレミアムは，マイナスである期間が多く（ただし，これについ
ては流動性リスクプレミアムの可能性についても指摘），2004～2006年の間には大きく変
動し，BEIの変動の多くはインフレリスクプレミアムの変動であり，期待インフレ率自体
は安定していたとしている．また，Hördahl/Tristani［2012］は，欧州における10年物国
債のインフレリスクプレミアムは平均で20 bp程度と指摘している．

Haubrich/Pennacchi/Ritchken［2012］は，サーベイ予測，インフレスワップレート，国
債金利データを用いて実質金利・名目金利の期間構造モデルを推計し，10年物国債にお
けるインフレリスクプレミアムが28～62 bpで平均48 bpとの推計結果を示し，また株価
と期待インフレ率の上昇がマイナス相関にあるとした．なお，米国クリーブランド連邦準
備銀行は，そのウェブサイトにおいて，Haubrich/Pennacchi/Ritchken［2012］による期待
インフレ率推計値を公表している．

Christensen/Lopez/Rudebusch［2010］は，ジョイント AFNSモデル（Affine Nelson-
Siegel Model）という形で，名目金利と実質金利（物価連動債）を3要素，2要素の期間構
造モデルで示し，さらにその差の BEIをインフレリスクプレミアムと期待インフレ率に
分解している．その結果，期待インフレ率は長期的に安定しているとともに，インフレリ
スクプレミアムは大きく変動するが，平均的にはほぼゼロであることを示した．

Chen/Liu/Cheng［2010］は，2ファクターの CIR（Cox-Ingersoll-Ross）金利期間構造モ
デルを構築し，カルマンフィルターによる推計を行うことにより，インフレリスクプレ
ミアムの水準が安定していることを示し，その平均水準は3か月物で0.24 bp, 20年物で
77.24 bpであると推計した．
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2.2 流動性リスクプレミアムも勘案した先行研究
他方，流動性リスクプレミアムが，BEIを活用した期待インフレ率の抽出に際して重視
され始めたのは比較的最近といえる．特に，リーマンショック後の BEIの大幅低下の要
因を探る研究として取り上げたものが多い．
インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムの両方を考慮した推計としては，

Carlstrom/Furest［2004］が初期の研究としてあげられるが，インフレリスクプレミア
ムが一定と仮定されており，また流動性リスクプレミアムは，普通国債の取引の関数と
されるものであったため，通常の普通国債の流動性が低いときはこのプレミアムも低い
ものなってしまう問題点が指摘されている．特に，2008年のリーマンショック時の動き
は Carlstrom/Furest［2004］のモデルでは捉えることができないと指摘されている（Zeng
［2013］）．
なお，BEIによる期待インフレ率抽出にあたって流動性リスクプレミアムとインフレ
リスクプレミアムを調整する方法としては，先行研究では大きく2つの方法で行われてい
る．一つは金利期間構造モデルを応用したものであり，もう一つはより簡便な誘導形アプ
ローチによる方法である．
前者について，D’Amico/Kim/Wei［2014］は，米国の物価連動債・普通国債について，
プライシングカーネルを用いてインフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムを勘
案した無裁定のアフィン期間構造モデルをカルマンフィルターにより推計した．これによ
り，米国の物価連動債利回りは，流動性リスクプレミアムの影響を大きく受けていること
を示し，その水準は，発行初期の2000年代前半には大きな流動性リスクプレミアムを伴
い100 bp程度にまで達し，2003年以降は徐々に低下していったものの，リーマンショッ
ク時には350 bpにまで達したと指摘している．
後者の誘導形アプローチについて，Söderlind［2011］は，米国において，単純な BEI
とサーベイ予測（フィラデルフィア連邦準備銀行による調査）との差を，サーベイ予測の
ボラティリティや国債の銘柄間（On/Off-the-Run）スプレッド等による変数を用いてイン
フレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムとして説明するモデルを構築し，各リス
クプレミアムが有意であると示している．また，流動性リスクプレミアムを示す変数とし
て国債銘柄間スプレッドを利用するが，これが VIX指数（S&P500指数のオプション・ボ
ラティリティを指数化したもの）と強い相関にあり，これでもって流動性リスクプレミア
ムを示す指標として代替することが可能と指摘している．Shen［2006］も，BEIとサーベ
イ予測との差について，国債市場の流動性リスクを示す国債銘柄間スプレット，取引量等
により説明する OLS推計を行い，その変数の説明力が高いことでもって BEIの変動は流
動性リスクプレミアムによるものであることを示した．

Kajuth/Watzka［2011］は，米国において，インフレリスクプレミアムとして GARCH
により推計したインフレ率のボラティリティ，流動性リスクプレミアムとして国債銘柄間
スプレッドを利用する一方で，期待インフレ率を状態変数としたカルマンフィルターによ
り，サーベイ調査を用いずにインフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムを勘案
した期待インフレ率を抽出した．その結果，推計された期待インフレ率は単純な BEIや
各種サーベイ調査よりも高い予測パフォーマンスをあげたとしている．
また，Kajuth/Watzka［2008］は，2008年までクリーブランド連銀が定期的に公表して
いた期待インフレ率に関する推計に関して，その推計手法に問題があると指摘して，その
問題の解決法を示した 5．すなわち，2008年までのクリーブランド連銀の手法は，BEIと
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サーベイ予測の差を，普通国債の銘柄間スプレッド等を流動性リスクプレミアムの指標と
して説明するモデルにより推計し，そのモデルによる推計値分を，BEIから差し引くこと
で期待インフレ率とするものであったが，この手法では，（1）サーベイ予測にバイアスが
ないものと仮定しているが実際にはそうではない，（2）普通国債の銘柄間スプレッドは，
物価連動債の流動性リスクプレミアムとは必ずしも連動していない，（3）インフレリスク
プレミアムを一定水準と仮定している，などの問題点があることを指摘した．このため，
期待インフレ率に加えて，インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムについて
も状態変数とする状態空間モデルを用いた推計を行った．

Zeng［2013］は，Kajuth/Watzka［2008］と同様に，期待インフレ率・インフレリスク
プレミアム・流動性リスクプレミアムの3変数を状態変数とするカルマンフィルターを用
いて，物価連動債の流動性リスクプレミアムを勘案した期待インフレ率の抽出を行った．
その際，物価連動債と CPIとの間の3か月のインデックス・ラグ，インフレリスクプレ
ミアムのトレンド要素と景気循環依存要素への分解等も考慮している．結果として，流動
性リスクプレミアムの水準が大きいことから，単純な BEIはほぼ全ての推計期間にわた
り，期待インフレ率を過少に評価していると指摘した．

Pflueger/Viceira［2013］は，米英の物価連動債市場における BEIを，サーベイ予測，
流動性指標（銘柄間スプレッド，普通国債・物価連動債の取引量の比，普通国債と物価連
動債のアセットスワップのスプレッドの差 6）でもって説明する OLS推計を行い，BEIに
は時変の流動性リスクプレミアムが与える影響が大きいことを示した．具体的には，リー
マンショック時には150 bpを超える水準にまで急騰したが，それ以外の期間においては
50～70 bp程度の水準であることを示し，同時に，インフレリスクプレミアムの水準が，
流動性リスクプレミアムよりも平均的に小さいと指摘した．
この他に，Grishchenko/Huang［2012］は，流動性リスクプレミアムを考慮するために
モデルにより推計された実質金利イールドと実際の TIPS価格の残差を流動性リスクプレ
ミアムとした上で，金利期間構造モデルによる推計を行い，インフレリスクプレミアムが
時変かつ2000年代前半においてはマイナスであり，2000～2008年の間の10年物金利で
−16～10 bpの間であると推計した．
我が国における先行研究としては，内山［2005］が，アフィン金利期間構造モデルをカ
ルマンフィルターの手法を用いて推計し，期待インフレ率を算出しているものがあげられ
るが，これはインフレリスクプレミアムを一定と仮定した形になっている．また，鎌田/
中島［2013］は，我が国の物価連動債には流動性リスクプレミアムが多く含まれているこ
とから，購買力平価（PPP）の考え方を応用して各国 BEIから，日本の BEIを推計して
いる先行研究があるが，推計方法に不安定なところがあるとしている．最近では，今久保
/中島［2015］，Imakubo/Nakajima［2015］が普通国債にかかるインフレリスクプレミアム
の推計を行っているが，BEIにかかるものではない．
このように，我が国における先行研究は，データの問題もあって，欧米と比べると極め
て少なく，特に実証分析において更なる追加的な研究の余地があると思われ，ここに本稿
の意義があると考えられる．

3.　分析モデルの枠組み

前章までで述べたように，BEIには，インフレリスクプレミアムや流動性リスクプレミ
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アムが含まれることから，BEIを真の期待インフレ率とみなすにはバイアスが存在してい
る．このため，Kajuth/Watzka［2011］の考え方をもとに，期待インフレ率（Eπ）を状態
変数とする状態空間モデルを構築することにより，BEIをリスクプレミアムにより修正す
る形で期待インフレ率を抽出する．すなわち，状態変数である期待インフレ率に加えて，
インフレリスクプレミアム（IRP=α1 irpt）や流動性リスクプレミアム（LRP=α2 lrpt）を，
観測方程式の説明変数として含める形で定式化し，以下の状態空間モデルにより，これ
らのリスクプレミアムを勘案する形で期待インフレ率（状態変数で示される）を推計する
（（7），（8）式）. 

 +1 10 10t t tE π E π v= +状態方程式：   (7)
 10 1   2  BEIt t t t tE π α irp α lrp w= + + +観測方程式：   (8)

ここで，vtと wtは無相関の誤差項とし，例えば，Etπ10は t期における今後10年の期
待インフレ率を示す．なお，Kajuth/Watzka［2008］は，期待インフレ率に加えて，イン
フレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムも状態変数としてカルマンフィルターに
よる推計を行っているが，後の Kajuth/Watzka［2011］では，計算上の問題により状態変
数を1変数にとどめたとしている．本稿においても，同様の理由から，状態変数は期待イ
ンフレ率の1変数にとどめ，適切な代理指標を用いることにより，インフレリスクプレミ
アムや流動性リスクプレミアムを示すパラメーターも推計することとした．

Kajuth/Watzka［2011］によるモデルの特徴は，複雑な金利期間構造モデルを用いるこ
となく比較的容易な方法により，インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムを
勘案した BEI，すなわち期待インフレ率を抽出することができる点にある．また，本稿で
は月次データを用いるものの，市場に関するデータは日次でも取得可能であり，より高頻
度でかつ直近の期待インフレ率を把握することも可能となる．
また，仮に期待インフレ率の市場参加者によるサーベイ予測がバイアスのない予測で
ある場合，市場参加者による期待インフレ率としてサーベイ予測が適当なものとなるこ
とから，（5）式より，BEIと期待インフレ率の差は，インフレリスクプレミアムと流動性
リスクプレミアムであると考えられる．しかしながら，サーベイ予測は Kajuth/Watzka
［2008］でも指摘されるように，必ずしもバイアスのない効率的な予測値であるとは限ら
ない 7．Kajuth/Watzka［2011］によるモデルでは，直接的には期待インフレ率の指標とし
て（バイアスのありうる）サーベイ予測のデータを利用せずに，インフレリスクプレミア
ムと流動性リスクプレミアムを特定して期待インフレ率を抽出することができ，この点で
も，カルマンフィルターにより状態変数としての期待インフレ率を抽出する意義があるも
のと考えられる．
さらに，本稿では状態変数である期待インフレ率のモデル（（7）式）に改良を加える．

Kajuth/Watzka［2011］では期待インフレ率が（1）ランダムウォークに従うモデル（（7）式）
であるが，この他に，期待インフレ率が，（2）平均回帰性を有する，（3）過去のトレンドに
従う2次トレンドモデルとなる，（4）マクロ経済変数の影響を受ける，（5）アベノミクスに
よる影響等の有無をみる，モデルを推計する．
（2）の平均回帰性を有するモデルは，金利モデルにおける Vasicek［1977］の考え方を応
用して，期待インフレ率が，長期的な平均水準（=物価目標とも考えられる）に対する回
帰性を有するモデルである．すなわち，期待インフレ率の変化について，長期的な平均回
帰水準をβ0，平均回帰の速度をα0とした場合， 
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となり，この（9）式が，（7）式にかわって状態方程式となる．ここで，平均回帰水準であ
るβ0は，期待インフレ率がどの水準に収斂していくかを示しており，「物価安定の目標」
などの物価目標に収斂しているのか，また，その速度（α0）はどの程度かが検証できる．
（3）の2次トレンドモデルでは，期待インフレ率の変化が過去の変化に依存して， 

 1 10 10 10 1 10t t t t tE π E π E π E π v+ −− − = +   (10)
 1 10 10 1 102t t t tE π E π E π v−+ = + +   (11) 

となり，この（11）式を，（7）式にかわって状態方程式とする．これに加えて，（10）式の右
辺に，一定の係数α0がかかるものとして，期待インフレ率の動きを 

 1 10 10 10 1 10t t t t tE π E π α E π E π v−− −+ = ( )+0   (12)
 1 10 10 1 10( )1  t t t tE π α E π α E π v−−+ = + +0 0   (13) 

と仮定して，この（13）式が，（7）式にかわって状態方程式となるモデルについても推計す
る．
（4）のマクロ経済変数の影響を受けるモデルについては，フィリップス曲線の考え方に
基づいて，物価上昇率が生産水準や失業率の関数となるとする考え方をもととする．具体
的には，（7）式の状態方程式に，t時点におけるマクロ経済変数（Macrot）を説明変数とし
て加え， 

 1 10 10 Macrot t t tE π α E π β v+ = + +0 0   (14) 

として推計する．なお，カルマンフィルターの状態方程式にマクロ経済変数を含めるモ
デルは，金利モデルに関する先行研究として，藤井/高岡［2007］にもみられる考え方であ
る．具体的なマクロ経済変数については，後述する．
最後に，（5）としてアベノミクスによる影響の有無をみるために，実質的にその影響が

開始されたと考えられる衆議院解散のあった2012年11月以降を1とするダミー変数を状
態方程式の説明変数として加える．

4.　使用データと課題

本稿で使用したデータの定義，記述統計量は表1及び表2に示すとおりである．我が国
の物価連動債から得られる BEIについてインフレリスクプレミアムと流動性リスクプレ
ミアムを勘案した形で修正を行うにあたって，最大の課題は使用データにあるといえる．
特に，物価連動債のデータが不十分であることとリスクプレミアムが観測できない指標で
あることにどう対処するかという課題が大きい．以下において，データにおける課題と対
応法を示す．

4.1 物価連動債について
我が国の物価連動債（償還年限は10年）は，2004年3月に第1回債が発行され，その

後，第16回債まで年4回発行されていたが，デフレが続き，元本減少が続いたことなど
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から需要も減少し2008年10月に一時発行が休止された．その後，2013年10月から発行
が再開された（財務省［2013］）．本稿で用いる BEIは，物価連動債と償還期間が同程度の
普通国債利回りとの差であり，基本的には今後10年間の期待インフレ率を示すこととな
るが，上記休止期間については直近銘柄 BEIの残存年限が10年より短くなることから，
期待インフレ率もより短い期間となる．このため，各年限のインフレスワップのデータ
を用いて，直近銘柄 BEIの残存年限が短くなる分だけ，インフレスワップにおける10年
物と差分年のインフレスワップ利回りの差を調整することにより直近銘柄 BEIを補正し
た 8．
具体的には，インフレスワップレートの10年物と直近銘柄 BEIの残存年限相当のイ

表1　データの定義

略記号 定義

BEI ブレーク・イーブン・インフレ率：国債10年物利回り–物価連動
債利回り（%）（ただし，物価連動債未発行期間については，イン
フレスワップにより補正）

cpich コア CPI上昇率：消費者物価上昇率（生鮮食品を除く）の前年同月
比上昇率（%）

期待インフレ／ 
インフレリスク
プレミアム指標

cpi10ep コア CPI上昇率サーベイ予測（10年）：今後10年間平均のコア
CPI変化率の予測値（QSS債券調査）

cpi10ep_stv 同上　標準偏差
cpi1ep コア CPI上昇率サーベイ予測（1年）：今後1年間平均のコア CPI

変化率の予測値（QSS債券調査）
cpi1ep_stv 同上　標準偏差
qss10_1 QSS債券調査のコア CPI上昇率サーベイ1年先予測–10年先予測
cpiarch コア CPI上昇率（定数項なしの適応期待モデル）の分散の

ARCH（1）による推計値
cpigarch コア CPI上昇率（定数項なしの適応期待モデル）の分散の

GARCH（1,1）による推計値
cpiigarch コア CPI上昇率（定数項なしの適応期待モデル）の分散の

IGARCH（1,1）による推計値

流動性リスク 
プレミアム指標

jgbltot 長期国債出来高（単位：億円）
tips1outs 物価連動債の各回債あたり現存残高（単位：億円）
tipsspr3m 売買参考統計値の最高値と最低値の差／同中央値（物価連動債の各

回債）の3期移動平均値（単位：0.01%（bp））
nkyvix 日経225VIX指数
lbr_ois LIBOR-OISスプレッド（単位：bp）

マクロ経済変数 aip 全産業活動指数（季節調整済，農林水産業生産指数及び公務等活動
指数を除く）

hpaip 全産業活動指数のホドリック–プレスコット・フィルタによる推計値
hpaipdif aipと hpaipの乖離幅
jobless 完全失業率（単位：%）
jobask 有効求人倍率（倍）
wti 原油価格（WTI）
wtid 原油価格（WTI）の3か月前比上昇率

（注）市場データについては月末値を使用．
（出所）日経 NEEDS, 日経 Quick, Bloomberg, 経済産業省，総務省，厚生労働省，日証協．
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ンフレスワップレートの利回りの差を，直近銘柄 BEIの利回りに加えることでもって調
整した．例えば，直近銘柄 BEIの残存年限が7年の場合には，10年物インフレスワッ
プレートと7年物インフレスワップレートの利回りの差を，直近銘柄 BEIの利回りに加
えることとした．もっとも，補正後と補正前の BEIの利回りを比較すると，インフレス
ワップレートのイールドカーブも普通国債の利回り同様にフラット化していることから，
若干の差こそあるものの，それほど大きな差は見られない（図1）．
さらに，発行再開後の物価連動債については，発行形式が変更され，デフレ時において
も元本が保証される形となった（米国も同様の形式）．これにより，物価連動債は，行使
価格が元本価格であるプットオプションの価値が付加される形で評価されることになる
（北村［2006］，鎌田/中島［2013］等）．期待インフレ率を抽出する際には，この分を補正
する必要があるが，今回の主要な目的ではないため，分析の対象外とした 9．また，物価
連動債は，普通国債に比べるとその価格形成主体たる投資家層に偏りがみられる可能性が
あるといった指摘もあるが，これは，そもそも BEIをもって市場の期待インフレ率とみ
なす際に留意が必要な点であろう 10．

4.2 消費者物価指数について
物価連動債が参照する物価指数は，消費者物価指数（生鮮食品を除く．いわゆる「コア

CPI」．以下において，その前年同月比上昇率を「コア CPI上昇率」という．）であるが，
これについても課題があり，そのうち最大の点は消費税の取り扱いである．2014年4月

表2　基本統計量（期間：2005年1月–2014年10月）

Mean Maximum Minimum Std. Dev. Obs

BEI 0.142 1.508 −2.335 0.892 118
cpich 0.147 3.400 −2.400 1.161 118
cpi10ep 1.043 1.610 0.660 0.243 118
cpi10ep_stv 0.631 1.350 0.460 0.104 118
cpi1ep 0.218 2.370 −1.220 0.815 118
cpi1ep_stv 0.386 0.920 0.140 0.222 118
qss10_1 −0.824 0.880 −1.900 0.599 118
cpiarch 0.062 0.351 0.043 0.043 118
cpigarch 0.068 0.322 0.014 0.069 118
cpiigarch 0.064 0.310 0.008 0.070 118
jgbltot 703,541 1,072,591 459,507 133,940 118
tips1outs 3,743 6,010 2,037 1,351 118
tipsspr3m 7.280 35.271 0.000 6.134 118
nkyvix 25.124 92.030 12.520 10.523 118
lbr_ois 18.092 73.250 4.813 15.391 118
aip 98.064 104.000 89.000 3.579 118
hpaip 98.064 102.140 95.024 2.587 118
hpaipdif 0.000 3.156 −7.953 1.981 118
jobless 4.325 5.500 3.400 0.510 118
jobask 0.834 1.100 0.420 0.216 118
wti 81.874 134.020 39.260 19.865 118
wtid 14.572 98.460 −58.825 33.488 118
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から消費税が5%から8%へと引上げられ，さらに2015年10月からは10%に引上げるこ
とが予定されていた 11．コア CPI上昇率は，当然，消費税増税による影響を含むベース
であることから，コア CPIを参照する物価連動債をもとに算出される BEIにも消費税に
よる物価上昇の影響が含まれる．他方，市場における期待インフレ率に関するサーベイと
して使用しているデータは，日経 QUICKによるコア CPI上昇率サーベイ予測（QSS債
券調査）に含まれている，「今後1年間，10年間平均のコア CPI変化率の予想値」（図2）
であるが，同調査では，アンケート回答者がこの消費税による上昇分についてどのように
想定して回答しているかが定かではないとしている．日本銀行による「物価安定の目標」
は消費税の影響を除いたベースとされていることから，推計の結果を，この物価目標と関
連して考える場合には，消費税分の影響を取り除いた上で解釈する必要がある 12．

4.3 インフレリスクプレミアムについて
インフレリスクプレミアムは観測できない指標であるが，投資家が将来のインフレ率に
対する見通しの不確実性のために追加で支払うこととなるプレミアム分であり，かつ，そ
れは通常は時変であると考えられることを勘案すると，先行研究で示したように，いくつ
かの代替指標が考えられる．例えば，Kajuth/Watzka［2011］では，サーベイ予測の回答
値の標準偏差，及び物価上昇率の実績値を用いて GARCH（1,1）により推計した時変の条
件付き標準偏差，を用いている 13．本稿においても同様の指標を検討する．
サーベイ予測の標準偏差については，（1）日経 QUICKの QSS債券調査が，市場参加
者の今後10年間の期待インフレ率の分布を月次で集計し，その標準偏差を示しているこ
とから，これを用いる（表1の cpi10ep_stv）．この他に，インフレ率に対する見通しの不
確実性は足元の物価上昇率に寄せられる可能性が考えられる．すなわち，10年間の期待
インフレ率に対して，今後1年間の期待インフレ率が大きく変動する場合には，その影響
が大きいと考えられるため，（2）コア CPI上昇率サーベイ予測の10年と1年の差（表1の
qss10_1）により期待インフレ率自体の安定性と考える（10年間の見通しが安定していて
も，足元の見通しがそれと乖離していれば不安定性が高まるという考え方）．
次に，Kajuth/Watzka［2011］と同様に，我が国のコア CPI上昇率を用いて，その時変
ボラティリティを求めることとし，具体的には ARCH, GARCH, Integrated GARCH（以
下，IGARCHという）により推計し，これをもってインフレリスクプレミアムに関する代
替指標とすることを検討する．コア CPI上昇率は，適応期待モデルとして（15）式に示さ
れる形で，定数項（α0）を含むモデルと含まないモデルにわけて推計し，その ARCH（1）
については，（16）式で示されるボラティリティを推計した． 

 0 1 1t t tπ α α π e−= ++   (15)

 2 2
0 1 1t tσ β β e −= +   (16) 

また，GARCH（1,1）については，上記（15）式の誤差項のボラティリティが， 

 2 2 2
0 1 1 2 1t t tσ β β e β σ− −= + +   (17) 

で示されるように，予測誤差の二乗とボラティリティの1期ラグに従う（17）式による．
さらに，IGARCH（1,1）では，（17）式に β1と β2の和を1とする制約を加え，定数項 β0

をとったものである．なお，推計に当たっては，消費税の影響を控除したコア CPI上昇
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図3　インフレリスクプレミアムにかかる指標の推移

（注）GARCH（1,1）は本稿による推計値．
（出所）日経 Quick, 総務省．

表3　コア CPI上昇率のボラティリティの ARCH·GARCH·IGARCHによる推計結果

ARCH（1） GARCH（1,1） IGARCH（1,1）

適応期待モデル（定数項あり）：π t=α0+α1π t−1+et

ARCH·GARCH·IGARCH: σ2
t=β0+β1 e2

t−1+β2σ2
t−1

Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.

α0 0.023 （0.02） 0.020 （0.02） 0.021 （0.01）*

π t−1 0.963 （0.02）*** 0.957 （0.03）*** 0.958 （0.02）***

β0 0.043 （0.00）*** 0.002 （0.00）
e2

t−1 0.299 （0.13）** 0.195 （0.09）** 0.167 （0.04）***

σ2
t−1 — 0.789 （0.07）*** 0.833 （0.04）***

Adjusted R2 0.924 0.925 0.924
D.W. 1.079 1.072 1.073
Log likelihood 3.38 14.08 11.17
AIC 0.011 −0.155 −0.140

適応期待モデル（定数項なし）：π t=α1π t−1+et

ARCH·GARCH·IGARCH: σ2
t=β0+β1 e2

t−1+β2σ2
t−1

Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.

π t−1 0.965 (0.02)*** 0.957 (0.03)*** 0.960 (0.03)***

β0 0.043 (0.00)*** 0.002 (0.00)
e2

t−1 0.306 (0.14)** 0.202 (0.09)** 0.171 (0.04)***

σ2
t−1 — — 0.783 (0.07)*** 0.829 (0.04)***

Adjusted R2 0.925 0.925 0.925
D.W. 1.079 1.071 1.075
Log likelihood 3.07 13.33 10.28
AIC −0.001 −0.159 −0.141

（注1） *, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す．囲み部分がもっとも AICが
小さいモデル．

（注2）サンプル期間は，2005年1月～2014年10月．
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率を用いている．これらの推計結果を示したものが表3であり，コア CPI上昇率自体が
変化した時にそのボラティリティも大きくなっていることがうかがえる（図3）．ARCH, 
GARCH, IGARCHの間でその推計値に大きな違いはないが，定数項のない適応期待モデ
ルの GARCH（1,1）が AICから判断して説明力が若干高いことから，GARCH（1,1）の推
計結果をインフレリスクプレミアムの代替指標の一つとして採用する．
上記で示したインフレリスクプレミアムにかかる3つの指標の推移を図3に示す．

4.4 流動性リスクプレミアムについて
物価連動債にかかる流動性リスクプレミアムも観測できない指標であり，欧米の先行
研究においても必ずしも容易に代替指標が得られているわけではない．Kajuth/Watzka
［2011］は，物価連動債の出来高，発行残高および普通国債の銘柄間スプレッド（On-/Off-
the run spread）を用いている．出来高（プライマリー市場）・発行残高は，理論的には，
それが上昇するにつれて流動性リスクプレミアムが減少すると考えられるが，リーマン
ショック後の金融危機時に明らかに物価連動債市場に流動性リスクプレミアムが生じて
いたと考えられたにもかかわらず，この2指標ではそれが示されるような形で代替するこ
とができない 14．このため，　Kajuth/Watzka［2011］では，普通国債の銘柄間スプレッド
を，流動性リスクプレミアムを示す指標のひとつとして勘案したとしている．
我が国における課題は，物価連動債の出来高データが使用できないことと，物価連動
債の発行が基本的に年4回であり，かつ発行休止期間もあったことから，発行市場にお
ける月次データがとれないことがある 15．本稿では，利用できる類似データとして，（1）
国債のうち出来高データを取得できる長期債（物価連動債が属する）売買高（表1の jg-
bltot），（2）物価連動債の1回債あたり現存残高（表1の tips1outs）を用いる．これらは伝
統的な流動性指標であると考えられる．この他に，（3）物価連動債の各回債について，売
買参考統計値の最高値と最低値の差を同中央値で除した値（HLG: High-Low GAP）を採
用する（表1の tipsspr3m）．同値は，いわゆるビットアスクスプレッドではないが，それ
に近い流動性指標として解釈できると考えられ，流動性の低い債券は HLGが広がる傾向
にあるとされる 16．これは，マーケット・マイクロストラクチャーの観点からの，市場流
動性に関する指標となる．
他方，Söderlind［2011］は，この他の市場流動性のリスクプレミアムに関する指標と
して米国の VIX指数をあげており，これが金融危機時における市場流動性を示す代替指
標として適当であるとした．Adrian/Wu［2009］も株価の変動の大きさが，推計された
期待インフレ率と BEIの差を説明すると指摘した．また，我が国においても，白須/米澤
［2008］は，社債市場における先行研究ではあるが，金融逼迫時において flight to liquid-
ityあるいは flight to qualityといった現象が見受けられ，流動性制約を有する投資家の流
動性需要が投資家の危険回避度の高まりによって説明できるとしている．こうした先行
研究も踏まえ，我が国における同様の指標として（4）日経225VIX指数（表1の nkyvix），
及び（5） Libor-OISスプレッド（表1の lbr_ois）も利用する 17．なお，日経225VIX指数と
Libor-OISスプレッドの相関は高く，ともに市場流動性に関するリスクの度合いを示すも
のと考えられる．
上記で示した流動性リスクプレミアムにかかる5つの指標の推移を図4に示す 18．
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4.5 マクロ経済変数について
（14）式で用いる具体的なマクロ経済変数（Macrot）としては，まず生産水準については

GDPギャップなどを用いることも考えられるが，四半期に一度しか入手できず頻度が少
ないため，月次データが使用できる全産業活動指数（季節調整済，農林水産業生産指数及
び公務等活動指数を除く）を用いる．これは，全産業の生産活動状況を供給面から捉える
ことを目的としており，サービス産業が含まれることから，鉱工業生産指数よりも経済全
体の活動状況に近いと考えられ，そのトレンドからの乖離をホドリック–プレスコット・
フィルタ（Hodrick-Prescott filter: HPフィルタ）の手法により推計し，乖離水準が高いと
きには期待インフレ率の上昇要因となり，低い時には下落要因となると考えられる．
また，失業率としては，月次で公表される完全失業率及び有効求人倍率について，完全
失業率が低い時（有効求人倍率が高い時）には期待インフレ率の上昇要因となり，逆の場
合には下落要因とすることで採用する．
この他に，最近の期待インフレ率の変動要因として原油価格下落等も指摘されているこ
とから 19，これも採用し，具体的には足元の変化率を反映させる観点から，原油価格の3
か月前比変動率を採用する．

図4　流動性リスクプレミアムにかかる指標の推移

（出所）日経 Quick, Bloomberg, 日本証券業協会．
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5.　カルマンフィルターによる期待インフレ率の推計

5.1 インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムの代替指標選択
本章では，期待インフレ率を状態変数としてカルマンフィルターによる推計を行う 20．
推計に当たっては，まず，インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムとして
適当な代理変数を決める必要がある．このため，基本ケースとして，期待インフレ率が
平均回帰するとしたケース（（9）式）において，第4章で検討したインフレリスクプレミア
ム及び流動性リスクプレミアムに関する指標を組み合わせた形でモデルについて推計し，
それぞれ適切な変数を選択した（表4）．この結果，尤度と AICで判断するとインフレリ
スクプレミアムの指標としてサーベイ予測の1年–10年（qss10_1），また流動性リスクプ
レミアムの指標として日経225VIX指数（nkyvix）を用いたモデルの説明力がもっとも高
かったことから，これらの変数を採用することとした（表4の指標ケース A）．
なお，流動性リスクプレミアムの指標としては，日経225VIX指数（nkyvix）の他に，
売買参考統計値の最高値と最低値の差（tipsspr3m）や，Libor-OISスプレッド（lbr_ois）
といった市場流動性にかかる指標の有意性が高かったが，国債売買出来高（jgbltot）や物
価連動債の現存残高（tips1outs）などの伝統的な流動性指標を用いたモデルは収束せず，
有意な結果が得られなかった．売買出来高や残高は，通常は発行額に応じて増加すること
から理論的には流動性リスクプレミアムが減少するが，逆に，リーマンショック後には流
動性リスクプレミアムが高まった可能性が高いという実態からして，概ね妥当と考えら
れ，これは欧米における先行研究（Kajuth/Watzka［2011］等）とも同様の結論である．

5.2 モデル定式化の選択
次に，第3章で示したように，インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアム

としてこれらの指標を用いて，平均回帰モデル（A2）の他に，ランダムウォークモデル
（A1），二次トレンドモデル（係数あり（A3），係数なし（A4）の2モデル），状態方程式に
マクロ変数を含めたモデルによって定式化されたモデル（A5–A8），アベノミクスダミー
を加えたモデル（A9）について推計を行った（表5）．その結果，もっとも説明力の高いモ
デルは，尤度と AICともに，平均回帰モデルとなった（表5の A2）．

表4　リスクプレミアムの代替指標選択の結果（平均回帰モデルを使用）

状態方程式（平均回帰モデル）： Et+1π10=α0*β0+（1−α0）*Etπ10+vt

指標ケース irp指標 lrp指標 尤度 AIC

A qss10_1 nkyvix 19.714 −0.232
B 同上 lbr_ois 15.152 −0.155
C 同上 tipsspr3m 11.018 −0.085
D cpi10ep_stv nkyvix 18.368 −0.210
E 同上 lbr_ois 13.713 −0.131
F 同上 tipsspr3m 9.906 −0.066
G cpigarch nkyvix 18.998 −0.220
H 同上 lbr_ois 14.344 −0.141
I 同上 tipsspr3m 10.523 −0.077

（注） サンプル期間は，2005年1月～2014年10月（観測数118）．尤度と AICから判断して，もっと
も説明力が高い指標ケース（A）が囲み部分．
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なお，期待インフレ率に対するマクロ経済変数の影響については，全産業活動指数のト
レンドからの乖離（A5）については符号条件が合致せず，完全失業率（A6）・有効求人倍
率（A7）については係数が有意ではなかった．原油価格上昇率（A8）については，係数は，
符号条件も合致し有意であり，原油価格が期待インフレ率に一定の影響を与えていること

表5　カルマンフィルターによる期待インフレ率の推計結果

Model A1 A2 A3

ランダムウォークモデル 
（（7）式）

平均回帰モデル 
（（9）式）

二次トレンドモデル 
（（11）式）

状態方程式 Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
α0 — — 0.041 （0.03） — —
β0 — — 0.897 （0.51）* — —

観測方程式
α1（irp+） 0.242 （0.092）** 0.298 （0.16）* 0.105 （0.12）
α2（lrp−） −0.014 （0.001）*** −0.014 （0.00）*** −0.015 （0.00）***

尤度／AIC 11.627 −0.129 19.714 −0.232 −4.816 0.149

Model A4 A5 A6

二次トレンドモデル 
（係数あり，（13）式）

マクロ変数（（14）式） 
（全産業活動指数の HPフィ
ルタとの乖離：hpaipdif）

マクロ変数（（14）式） 
（完全失業率：jobless）

状態方程式 Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
α0 0.000 （0.00）*** 0.990 （0.02）*** 0.962 （0.03）***

β0 — — −0.019 （0.01）** 0.007 （0.01）

観測方程式
α1（irp+） 0.242 （0.38） 0.399 （0.13）*** 0.314 （0.15）**

α2（lrp−） −0.014 （0.01）** −0.013 （0.00）*** −0.014 （0.00）***

尤度／AIC 11.627 −0.112 13.755 −0.131 12.827 −0.116

Model A7 A8 A9

マクロ変数（（14）式） 
（有効求人倍率：jobask）

マクロ変数（（14）式） 
（原油価格3か月比 
上昇率：wti）

アベノミクスダミー（（14）式） 
（2012年11月以降を1と 

するダミー変数）

状態方程式 Coef. Std.Err. Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
α0 0.957 （0.04）*** 0.976 （0.02）*** 0.952 （0.04）***

β0 0.034 （0.05） 0.002 （0.00）** 0.100 （0.07）

観測方程式
α1（irp+） 0.287 （0.18） 0.109 （0.18） 0.157 （0.14）
α2（lrp−） −0.014 （0.00）*** −0.014 （0.00）*** −0.014 （0.00）***

尤度／AIC 12.543 −0.111 14.266 −0.140 13.687 −0.130

（注1） サンプル期間は，2005年1月～2014年10月（観測数118）．インフレリスクプレミアム指
標（irp）には，コア CPIサーベイ予測の1年–10年（qss10_1），流動性リスクプレミアム指標
（lrp）には日経225VIX指数（nkyvix）を利用．なお，*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で
有意を示す．

（注2） 変数名の括弧内は，係数がかかる変数・符号条件を示す．
（注3）尤度と AICから判断して，もっとも説明力が高いモデルが（A2）となっている．
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表6　平均回帰モデルの有意性について（1）

代替変数： irp: qss10_1 同左
lrp: lbr_ois tipsspr3m

Model B2 C2

状態方程式 Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
α0 0.056 （0.04） 0.044 （0.03）
β0 0.848 （0.42）** 0.666 （0.57）

観測方程式
α1 （irp+） 0.311 （0.13）** 0.292 （0.20）
α2 （lrp−） −0.021 （0.00）*** −0.018 （0.01）***

尤度／AIC 15.152 −0.155 11.018 −0.085

代替変数： irp: cpi10ep_stv cpigarch
lrp: nkyvix 同左

Model D2 G2

状態方程式 Coef. Std.Err. Coef. Std.Err.
α0 0.030 （0.02） 0.027 （0.02）
β0 0.790 （0.84） 0.719 （0.87）
観測方程式
α1 （irp+） −0.057 （0.25） 0.841 （0.61）
α2 （lrp−） −0.014 （0.00）*** −0.013 （0.00）***

尤度／AIC 18.368 −0.210 18.998 −0.220

（注1） サンプル期間は，2005年1月～2014年10月（観測数118）．状態方程式は（（9）式）の平均回
帰モデル．なお，*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す．

（注2）変数名の括弧内は，係数がかかる変数・符号条件を示す．

表7　平均回帰モデルの有意性について（2）

指標ケース／Model
（A1）ランダム
ウォークモデル
（（7）式）

（A2）平均回帰 
モデル 
（（9）式）

（A8）マクロ変数
（原油価格3か月
前上昇率） 
（（14）式）

A qss10_1 nkyvix 尤度 11.627 19.714 14.266
AIC −0.129 −0.232 −0.140

B 同上 lbr_ois 尤度 6.535 15.152 9.400
AIC −0.043 −0.155 −0.058

C 同上 tipsspr3m 尤度 2.911 11.018 6.440
AIC 0.018 −0.085 −0.007

D cpi10ep_stv nkyvix 尤度 10.732 18.368 14.183
AIC −0.114 −0.210 −0.139

G cpigarch nkyvix 尤度 11.481 18.998 14.451
AIC −0.127 −0.220 −0.143

（注） サンプル期間は，2005年1月～2014年10月（観測数118）．尤度，AICから判断して，もっと
も説明力が高いモデル（平均回帰モデルの指標ケース Aを選択したもの）が囲み部分．
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が示唆されたが，モデル全体の説明力としては平均回帰モデルよりは弱かった．また，ア
ベノミクスダミーを加えたモデル（A9）ついては，ダミー変数が有意とならなかった．
次に，リスクプレミアム指標として他の指標を用いることにより，上記で採用した平
均回帰モデルの有意性を補強した（表6）．まず，インフレリスクプレミアム指標として，
サーベイ予測の1年～10年（qss10_1）のかわりに，第4章で示したように，サーベイによ
る今後10年間の期待インフレ率の標準偏差（cpi10ep_stv）を用いた推計（D2），コア CPI
上昇率のボラティリティの GARCH（1,1）による推計値（cpigarch）を用いた推計（G2）を
行った．次に，流動性リスクプレミアムの指標として，日経225VIX指数（nkyvix）のか
わりに，第4章で示したように，Libor-OIS スプレッド（lbr_ois）を用いた推計（B2），売
買参考統計値の最高値と最低値の差（tipsspr3m）を用いた推計（C2）を平均回帰モデルに
より実施し，パラメーターの有意性等を検証した．また，これらを，同じ指標を用いたラ
ンダムウォークモデル及び平均回帰モデルの次に説明力の高かった，マクロ変数として原
油価格上昇率を用いたモデルによる推計結果と比較した（表7）．
結果をみると，他の2つのインフレリスクプレミアムの指標については有意ではなく（D2, G2），

他の2つの流動性リスクプレミアムの指標については有意であり（B2, C2），かつ尤度・AICは，
いずれの指標を用いたケースをみても，平均回帰モデルが最も説明力が高かった．結論として
は，平均回帰モデルの説明力が高く，平均回帰モデルの有意性を補強する結果を得られた．
次に，モデルの誤差項に系列相関が生じてないかを検証するために，平均回帰モデル

（A2）による推計結果を用いて，観測方程式である BEI推計式（（8）式）の予測誤差につい

図5　BEIの実績値・予測値・予測誤差の推移（平均回帰モデル）

（注）期待インフレ率の平均回帰モデル（A2）の結果．

表8　BEIの予測誤差の AR（1）検定

定式化：wt=c+a*wt−1

Coef. Std.Err. P-Value

c −0.007 （0.019） 0.704
a 0.00036 （0.092） 0.997

Adjusted R2 −0.009
D.W. 2.001

（注）期待インフレ率の平均回帰モデル（A2）の結果．
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て，AR（1）の推計を実施した（図5，表8）．推計結果をみると，予測誤差の AR（1）項の係
数が有意とはならなかったことから，カルマンフィルター推計値の誤差項の系列相関につ
いては問題ないと思われる 21．

5.3 推計結果からの考察
もっとも説明力の高かった平均回帰モデル（A2）により推計された期待インフレ率の

図6　推計された期待インフレ率等の推移

（注）表5の期待インフレ率の平均回帰モデル（A2）の結果．

表9　カルマンフィルターにより推計された期待インフレ率の平均値等
（単位 %）

期待インフレ率 
（状態方程式）モデル

期待インフレ率 
推計値平均 期間最大値 期間最少値 標準偏差 BEIとの差

（注2）

A1 ランダムウォーク・ 
モデル（（7）式）

0.69 2.16 −1.29 0.74 0.55

A2 平均回帰モデル 
（（9）式）

0.74 2.22 −1.24 0.72 0.60

A3 二次トレンドモデル
（（11）式）

0.60 1.87 −1.12 0.77 0.46

A4 同上（係数あり） 
（（13）式）

0.69 2.16 −1.29 0.74 0.55

A5 マクロ変数（AIP） 
（（14）式）

0.80 2.28 −1.15 0.70 0.66

A6 同上（完全失業率） 
（（14）式）

0.75 2.23 −1.22 0.72 0.61

A7 同上（有効求人倍率）
（（14）式）

0.73 2.21 −1.27 0.73 0.59

A8 同上（原油価格） 
（（14）式）

0.74 2.17 −1.15 0.72 0.60

A9 アベノミクスダミー 
（（14）式）

0.61 2.07 −1.42 0.77 0.47

平均 0.71 2.15 −1.24 0.73 0.57

【参考】BEI 0.14 1.51 −2.34 0.89 —

（注1）尤度，AICから判断して，もっとも説明力が高い平均回帰モデル（A2）が囲み部分．
（注2）BEIの推計期間平均値0.14との差．
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推移を示したものが図6である．推計された期待インフレ率は，単純な BEIの水準を上
回って推移しており，平均回帰モデル以外も含めた各モデルによる期待インフレ率の推計
値の平均値をみると60～80 bp程度となっている（表9）．単純な BEIの平均値は14 bpで
あるので，カルマンフィルターにより状態変数として推計された期待インフレ率と比べる
と平均的に概ね40～70 bp程度下回っており，単純な BEIは，全体として市場における期
待インフレ率を過少評価している可能性が高い．このため，BEIを利用して市場における
期待インフレ率の抽出を行う際には，単純な BEIにこの水準（平均的に40～70 bp程度）
を付加した水準としてみることが適当であると示唆される．
単純な BEIと推計された期待インフレ率との差は，インフレリスクプレミアムと流動

性リスクプレミアムであると考えられるが，もっとも説明力の高かった平均回帰モデル
（A2）により推計された期待インフレ率と単純な BEIの差について，要因分解を行い，イ
ンフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムの推移として示したものが図7であ
り，平均回帰モデル以外も含めた各モデルについてインフレリスクプレミアムと流動性リ
スクプレミアムの平均値等を示したものが表10である．
インフレリスクプレミアムについては，有意ではないモデルもあるが，有意であった
モデルについては，その平均水準が概ねマイナス（0～−30 bpの間）であり，多くの期間
においてインフレリスクプレミアムがマイナスであった可能性が示唆される．強いデフ
レ懸念が存在する時期におけるマイナスのインフレリスクプレミアムの可能性について
は，Hördahl/Tristani［2007］, Grishchenko/Huang［2012］等も指摘しており，理論的に
もインフレリスクプレミアムは，期待インフレ率とプライシングカーネルとの関係により
マイナスになりうることが指摘されている（Campbell/Sunderam/Viceira［2009］等．補
論も参照）22．通常，単純な BEIは，インフレリスクプレミアムの分だけ期待インフレ率
を過大に示すが，マイナスの場合には，逆に，この分だけ過少に示していると考えられ
る．もっとも，足元ではインフレリスクプレミアムが上昇し，プラスと推計されている
（図7）23．
流動性リスクプレミアムについては，リーマンショック後に大幅な流動性リスクプレミ
アムが生じ，100 bp超に達していた可能性も示唆される（図7）．結果として，推計された
流動性リスクプレミアムの平均値は30～40 bp程度であり，単純な BEIは，この分だけ市
場参加者の真の期待インフレ率を過少に示していると考えられる（表10）24．
これらのインフレリスクプレミアムや流動性リスクプレミアムを勘案して推計された期

図7　インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムの推移

（注）表5の期待インフレ率の平均回帰モデル（A2）の結果．
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待インフレ率は，2008年のリーマンショックまではサーベイ予測と概ね同水準で1%前
後で推移していたが，リーマンショック後に急激に低下し，マイナス圏内に陥った．もっ
とも，リスクプレミアムの影響があることから，推計された期待インフレ率は BEIほど
には低下していない．また，サーベイ予測については，リーマンショック後においても大
幅な変化は見られず引き続きプラスを維持していた（図6）．その後は，経済が回復する
に徐々に推計された期待インフレ率も持ち直し，2012年以降は，消費税増税の影響がみ
られる2013年4月付近を除き，概ねサーベイ予測と同じ水準の1%前後で推移している．
直近では原油価格の下落の影響などもあり，期待インフレ率は幾分低下しているとみられ
る．なお，リスクプレミアムについては，ほぼ一貫して BEIと推計された期待インフレ
率を乖離させる要因として推移していたが，直近では，インフレリスクプレミアムと流動
性リスクプレミアムが相殺され，合算したリスクプレミアムが大幅に縮小し，期待インフ
レ率は，BEIとも概ね同水準となっている（図7）．
また，期待インフレ率の定式化に関してもっとも説明力の高かった平均回帰モデル

（A2）では，長期平均水準（β0）が0.9程度で有意であることから，期待インフレ率が0.9
程度の長期平均水準に収斂していく動きが示唆される．もっとも，平均回帰の速度（α0）
は0.04と遅くかつ有意ではない（通常は0～1の間をとり1に近いほど回帰速度が速い）．

表10　インフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムの平均値等
（単位 %）

期待インフレ率 
（状態方程式）モデル

インフレリスクプレミアム 
推計値

流動性リスクプレミアム 
推計値（注3） 平均値 

合計
平均 最大値 最少値 標準偏差 平均 最大値 最少値 標準偏差

A1 ランダムウォーク・ 
モデル（（7）式）

−0.20 0.21 −0.46 0.15** −0.35 −0.18 −1.29 0.15*** −0.55

A2 平均回帰モデル 
（（9）式） −0.25 0.26 −0.57 0.18** −0.35 −0.18 −1.30 0.15*** −0.60

A3 二次トレンドモデル
（（11）式）

−0.09 0.09 −0.20 0.06* −0.37 −0.18 −1.36 0.16*** −0.46

A4 同上（係数あり） 
（（13）式）

−0.20 0.21 −0.46 0.15 −0.35 −0.18 −1.29 0.15** −0.55

A5 マクロ変数（AIP）
（（14）式）

−0.33 0.35 −0.76 0.24** −0.33 −0.17 −1.22 0.14*** −0.66

A6 同上（完全失業率）
（（14）式）

−0.26 0.28 −0.60 0.19** −0.35 −0.18 −1.29 0.15*** −0.61

A7 同上（有効求人倍率）
（（14）式）

−0.24 0.25 −0.54 0.17 −0.35 −0.17 −1.29 0.15*** −0.59

A8 同上（原油価格） 
（（14）式）

−0.25 0.27 −0.58 0.18 −0.35 −0.17 −1.28 0.15*** −0.60

A9 アベノミクスダミー 
（（14）式）

−0.13 0.14 −0.30 0.09 −0.34 −0.17 −1.26 0.14*** −0.47

平均 −0.22 0.23 −0.50 0.16 −0.35 −0.17 −1.28 0.15 −0.57

（注1）尤度，AICから判断して，もっとも説明力が高い平均回帰モデル（A2）が囲み部分．
（注2）*, **, ***は，パラメーター推計値が，それぞれ10%, 5%, 1%水準で有意．
（注3） インフレリスクプレミアムの符号条件はプラスであり，流動性リスクプレミアムの符号条件は

マイナスであることから，流動性リスクプレミアムについては推計値にマイナスを掛けたもの
がプレミアム水準となる．すなわち，流動性リスクプレミアムにおいて BEIに係るマイナス
は，物価連動債のプラスのプレミアムを示す．
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これは期待インフレ率が0.9%という長期平均水準に回帰する動きが極めて弱いことを示
唆する．平均回帰スピードが0.04ということは，平均からの乖離が毎期4%ずつ減少す
ることを意味することから，平均からの乖離が半減するのに約17か月を要することを意
味する．日本銀行は，2013年1月の2%の「物価安定の目標」を掲げる以前には，2006年
3月に「『物価の安定』についての考え方」を示し，その中で「中長期的な物価安定の理解」
の中心値として1%前後を示していたが，その方向に向けた動きがわずかに見られたもの
の，その力は極めて弱かったことが示唆される 25．同時に，回帰速度が0である場合には
ランダムウォークモデルと同じになることに留意すれば，期待インフレ率の動きはランダ
ムウォークに近いといえる．また，2013年4月以降の日本銀行による異次元金融緩和に
おいては2%の「物価安定の目標」に向けて従来以上に強力に政策手段を行使してきたこ
とから，今後，データが蓄積されてきた場合に改めて検証した場合には，本稿でみた平均
回帰モデルの優位性がさらに明確になっている可能性も考えられ，今後の検討課題として
考えられる．
なお，推計結果の解釈については，いくつかの点で留意が必要である．第一に，2013
年10月以降に発行された物価連動債にかかる元本保証オプション・プレミアムが反映さ
れていないため，この分だけ期待インフレ率の過少評価の幅が縮小している可能性がある
点である．また，Zeng［2013］等が考慮しているような，物価連動債とコア CPIとの間の
3か月のインデックス・ラグについても考慮していない 26．さらに，消費税の影響につい
ても留意が必要である．物価連動債自体が消費者物価指数を参照しているために，BEI自
体にも消費税の影響が反映されているが，推計された期待インフレ率（及び単純な BEI）
には消費税増税の影響が一定程度含まれていることに留意する必要がある．

6.　結びにかえて

最近の経済・金融政策においては，期待の役割が重視され，市場における期待に対する
働きかけを通じた政策も多く実施されているが，期待やそれを反映したリスクプレミアム
は通常は観測できない指標であり，その把握は困難を伴うものである．本稿はこの課題に
対処するためのひとつの試みを行ったものである．
本稿では，市場における期待インフレ率を把握する観点から BEIを活用する際に，イ

ンフレリスクプレミアムと流動性リスクプレミアムを勘案した上で，期待インフレ率の抽
出を行うことを試みた．具体的には，期待インフレ率を状態変数とする状態空間モデルを
構築し，予測にバイアスがある可能性があるサーベイ予測を期待インフレ率の指標として
使用せずにカルマンフィルターにより期待インフレ率を推計した．
推計結果には，一定の留意が必要であるものの，インフレリスクプレミアムと流動性
リスクプレミアムを合算して勘案した場合，多くの期間において単純な BEIは市場にお
ける真の期待インフレ率を過少評価している可能性が高いといえる．具体的には，単純
な BEIを，カルマンフィルターにより状態変数として推計された期待インフレ率と比べ
ると，リスクプレミアムのために平均的に40～70 bp程度下回っており，特にリーマン
ショック後にはその幅が100 bp超にまで達した可能性が示唆される．このため，BEIを
利用して市場における期待インフレ率の抽出を行う際には，単純な BEIにこのリスクプ
レミアムの水準（平均的に40～70 bp程度）を付加した水準としてみることが適当となる．
また，期待インフレ率は，長期的に平均回帰し，長期平均水準と推計された0.9程度に収
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斂する動きが示唆されるが，その平均回帰の速度は遅く，実質的にはランダムウォークに
近いとも考えられる．
インフレリスクプレミアムは，多くの期間においてマイナス（0～−30 bpの間）の可能
性が示唆された．また，流動性リスクプレミアムは，その平均水準が30～40 bp程度であ
るが，リーマンショック後には100 bp超の水準にまで達した可能性があり，単純な BEI
と真の期待インフレ率の差の多くを説明している可能性がある．足元では，インフレリス
クプレミアムがマイナスからプラスへと上昇したこともあり，推計された期待インフレ率
と BEIは概ね同水準で推移するとともに，サーベイ予測とも概ね同水準で推移している．
本稿は，我が国において，リスクプレミアムを勘案した期待インフレ率の抽出に関する
研究が欧米に比して極めて少ないことに鑑みれば，意義があると考えられる．もっとも，
物価連動債の元本保証にかかるオプション・プレミアムについて勘案していない点など，
いくつかの留意点が残っていることに加え，2013年4月以降の日本銀行による異次元金
融緩和においては2%の「物価安定の目標」に向けて従来以上に強力な政策手段を行使し
てきたことから，今後，データが蓄積されてきた場合には，本稿でみた平均回帰モデルの
優位性が更に高まっている可能性も考えられ，今後の課題としたい 27．

補論　インフレリスクプレミアムについて

普通国債利回り（i）が，実質金利（r）に期待インフレ率（Eπ）とインフレリスクプレミア
ム（IRP）を加えた形で示されるとする本文中（2）式について Evans［1998］, Grishchenko/
Huang［2012］等をもとに説明すると以下の通りとなる．
普通国債利回りが，名目ゼロクーポン債の利回りであるとした場合，時点 tにおける名
目金利利回り i（t）とその名目割引債価格 Qn（t）の関係，実質金利利回り r（t）とその実質割
引債価格 Qr（t）の関係はそれぞれ以下で与えられる．なお，利回りの期間 hについては，
ここでは単純化のために h=1，すなわち t期と t+1期の状態を考えることとする． 

 1( ) ln ( ) ln ( )n ni t Q t Q th− −= =   (A1)

 1( ) ln ( )  ln ( )r rr t Q t Q th− = −=   (A2)

また，名目割引債価格 Qn（t）と実質割引債価格 Qr（t）に関する，それぞれの名目と実質
のプライシングカーネル（確率的割引ファクター）をMn（t+1）, Mr（t+1）とした場合，そ
れぞれの満期価格が1である場合には， 

 ( ) ( 1)n nQ E M tt + 
 =   (A3)

 ( ) ( 1)r rQ E M tt  
 = +   (A4) 

で示される（Eは期待値を示す）．プライシングカーネルが対数正規分布すると，正規分
布の積率母関数の性質を利用することにより，（A3）式と（A4）式は， 

 1ln   ln 1  Var ln 1( ) ( ) (2 )n n nQ E M tt t M   
   = + + +   (A5)

 1ln   ln 1  Var ln 1( ) ( ) ( )2
r r rQ E M tt t M   +   = + +   (A6) 
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となる．さらに，t期から t+1期までの h=1期間における物価水準の比 P（t+1）/P（t）を
Π（t+1）として，対数正規分布するとした場合，名目プライシングカーネルと実質プライ
シングカーネルの関係は， 

 ( 1) ( 1) ( 1)Πr nM t M t t ++ = +   (A7) 

であるので，両辺の対数をとると， 

 ln ( 1) ln ( 1) ln ( 1)Πr nM t M t t+ = + + +   (A8) 

となる．ここで，（A7）式を（A4）式に代入すると， 

 ( )  1 Π( 1) r nQ t E M t t 
 = + +   (A9) 

となり，プライシングカーネルとΠが結合対数正規分布するとの仮定の下，両辺の対数
をとり，期待値を計算し，積率母関数の性質を利用することで，以下のように展開でき
る． 
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ここで，右辺の第1項と第2項の和は，（A5）式より名目割引債価格の対数 ln Qn（t）と
なり，第3項は期待インフレ率とみなすことができる．また，（A1）式と（A2）式により
（A10）式は，名目債利回り i（t）と実質金利利回り r（t）を用いる形で， 

 { }1( ) ( )     lnΠ( 1)    Var lnΠ( 1) Cov ln 1 lnΠ( 1) 2
ni t r t E t t M t t + + + +        = + + + ( ) ,   (A11) 

となり，名目金利である普通国債利回り（i）は，実質金利（r）に期待インフレ率
（E［ln Π（t+1）］）と右辺第3項以下で示されるインフレリスクプレミアム（IRP）が加わる
形で示される．
インフレリスクプレミアムは，単に物価上昇率のバラつきを示す分散ばかりでなく，そ
れとプライシングカーネルとの共分散によっても表現されることに注意すべきであろう．
プライシングカーネルは，代表的投資家の異時点間における消費の限界効用の比と表現
されるから，マクロ経済の変動と投資家のリスク選好を内包していると解釈できる．従っ
て，インフレリスクプレミアムは，物価上昇率のボラティリティリスクのみならず，それ
がマクロ経済や投資のリスク選好と確率的にどのような関係にあるかということを示して
いるものといえる．
また，インフレリスクプレミアムがマイナスとなることに関連して，（A11）式で右辺第
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3項における共分散項 Cov［ln Mn（t+1）, ln Π（t+1）］はゼロ，正，負のいずれの値もとり
得ることに注意すべきである．共分散が物価上昇率の分散を打ち消すほど大きな負の値を
とるときには，Var［ln Π（t+1）］+Cov［ln Mn（t+1）, ln Π（t+1）］<0になり，マイナスのリ
スクプレミアムが実現する．共分散が負であることは， 

  ln 1( )
Π( 1) 0ln
nM t
t

∂ +
∂ +

<   (A12) 

であることを意味する．つまり，対数表示の名目プラシングカーネルが対数表示の物価上
昇率の減少関数，言い換えれば，名目プライシングカーネルの物価上昇率に関する弾力性
が負であることを意味する．物価上昇率が上昇したときに消費が増加する場合を考えて
みると，プライシングカーネルは消費に関する限界効用の比であるから，危険回避的な代
表的投資家（U″（C）<0）にとっては，消費が上昇すると消費の限界効用は低下する（限界
効用低減の法則）．したがって，（A12）が成立するためには，物価上昇率の上昇がプライ
シングカーネルの低下をもたらすような場合，つまり，物価上昇率の上昇（低下）が消費
の増加（減少）をもたらすような経済を想定する必要がある．通常，右下がりの需要曲線
を考えれば，物価水準が上昇すれば財に対する需要，つまり消費は減少する．しかし，マ
イナスのインフレリスクプレミアムは，そうしたケースが満たされない状況にあるといえ
る．

（ゆやま とものり，もりだいら そういちろう）

注

1 本稿では，「期待インフレ率」や「コア CPI上昇率」「物価上昇率」などの用語がみられる
が，「インフレ率」と「（物価）上昇率」を同義で用いることとする．

2 日本銀行では，金融経済月報や金融システムレポート等において，BEIは定期的に観測
される指標となっており，金融政策決定会合においても点検している．例えば，2014年
12月開催の金融政策決定会合の議事要旨には，「予想物価上昇率は，やや長い目でみれ
ば，全体として上昇しているとみられる．ブレーク・イーブン・インフレ率は，原油価
格の下落が続いていることなどから，低下している．一方，家計，企業，エコノミスト
などの物価見通しに大きな変化はない．」「ブレーク・イーブン・インフレ率などマーケッ
トの指標について，複数の委員は，原油価格下落を受けた世界的な低下傾向の中でこの
ところ若干低下しているが，「量的・質的金融緩和」の拡大の効果もあり，欧米に比べれ
ば低下幅は小さいとの見方を示した．」との記載がみられる．

3 日本銀行［2009］によれば，リーマンショック後には，レラティブバリュー系ヘッジファ
ンドなどの投資家が，それまで BEIが実勢比で低いことに着目し，いずれ BEIが上昇す
ることを想定したポジションを想定していたが，資金流動性の制約からポジションの巻
き戻しを強いられた結果として BEIの大幅な低下を示したとされる．

4 米英では，物価連動債は普通国債の発行残高の約1～2割程度を占めているが，我が国の
物価連動債の発行残高は財務省が発行を再開した2013年10月末時点で約3.5兆円，国債
全体のわずか約0.4%程度であった（財務省［2013］）．

5 クリーブランド連銀による推計方法は，2008年まででいったん停止され，2010年以降に
新たに Haubrich/Pennacchi/Ritchken［2012］による手法に基づいて推計された期待イン
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フレ率を公表している．
6 Pflueger/Viceira［2013］では，アセットスワップのスプレッドの差は，投資家にとって
の物価連動債の調達コストを示すものとして流動性リスクを代替する指標として採用し
ている．

7 これに関連して，先物レートにかかるサーベイ予測に関して，湯山/一上［2007］は，米
国の FF金利に係るサーベイ予測が効率的な予測とはいえずバイアスをもっていることを
指摘し，この修正を行ったリスクプレミアムの計測を行っている．

8 インフレスワップレートのデータについては，Bloombergにより1～10年の各年限の利
回りデータが入手可能．ただし，日本のインフレスワップ市場は外銀中心の小さい市場
であることに留意する必要がある．

9 物価連動債の元本保証にかかるプットオプション・プレミアムの水準は，期待インフレ
率やそのボラティリティに依存して決まるものと考えられる．期待インフレ率がマイナ
スである場合には，その水準は一定程度に達する可能性があるが，期待インフレ率が1%
程度はあり，そのボラティリティがそれほど大きくない時には，そのプレミアムの水準
は極めて小さい（数ベーシス程度）と推察される（森平/湯山［2016］）．

10 本稿で使用する物価連動債のデータは，日経 Quickを通じて得た日本証券業協会（以下，
「日証協」という．）のデータ（日証協が会員から収集したデータ）であるため，国内外の
信託銀行・投資顧問会社，生命保険会社といった物価連動債の主な投資家層が証券会社
の提示した価格を受動的に受け入れている可能性もあることに留意が必要である．

11 消費税の8%から10%への引上げは，2014年11月に，当初予定の2015年10月か
ら，2017年4月からの引き上げへと延期されることとなった（その後，2016年6月に，
更に2年半延期されることが表明された）．

12 具体的には，増税の物価上昇率への影響は，基本的に増税後1年間に現れるため，今後
10年の物価上昇率予測値からは増税分の影響の10分の1を差し引くことが考えられる．
日本銀行においては，2014年4月の消費税増税分による物価上昇率への影響が概ね2%
であるとしているが，仮にアンケート回答者が消費税増税の影響を全て含めて予想物価
上昇率に対する回答を行っていると考える場合には，今後10年の物価上昇率予測値か
ら0.2%程度を差し引くことで推計結果を解釈することが適当と考えられる．なお，村瀬
［2013］は，消費税増税の BEIへの影響は2013年8月時点で0.45%程度と試算している．

13 米国の推計であるため，サーベイとしては今後10年間の期待インフレ率データがある
フィラデルフィア連邦準備銀行の SPF（Survey of Professional Forecasters）のデータを
用いている．

14 リーマンショック後，この流動性リスクプレミアムに対処するために，財務省は国債市
場の流動性を補うことを目的として流動性供給入札を実施した．

15 我が国の物価連動債については，財務省による買入消却が比較的多く行われており，そ
の分現存残高が減少することとなる．また，日本銀行による所有も一定程度みられるが，
これはオペに利用されることもあることから，市場流動性には反映されると考えて含め
ることとした．

16 日証協が提供する公社債売買参考統計値の最高値と最低値の差を同中央値で割ったもの
を用いる．売買参考統計値とは，日証協の指定報告協会員が，選定銘柄のうち自社が届
出を行った銘柄について，当日の午後3時現在における額面5億円程度の売買の参考とな
る気配を，原則として午後4時30分までに報告し，それを日証協が集計したものである．
このうち，最高（低）値は一定のカット基準を経た後の報告値の最高（低）値を示し，流
動性が低い銘柄については，証券会社間の気配値のバラツキが大きいと考えられるため，
その最高値と最低値の差も大きくなると考えられる．売買参考統計値の最高値と最低値



28 湯山・森平

の差を流動性指標として用いている先行研究及び同指標の解説については，王［2013］，
日証協ホームページ等を参照．

17 日経225VIX指数は，正式には「日経平均ボラティリティー・インデックス」であり，米
国の VIX指数（株式市場におけるリスク度合いを示すとされる）と同様の日本版 VIX指
数とされる．Libor-OISスプレッドは，Liborと Overnight Index Swap（OIS）レートと
の差（3か月物）．金融機関の短期資金の流動性リスクを示すとされて，しばしば利用さ
れる．OISレートは，一定期間の無担保コールオーバーナイト物の加重平均金利（複利運
用）と交換する金利スワップレート．

18 白須/米澤［2008］においても，直接の流動性プレミアムを示す指標として公表されてい
る指標の採用は困難であるとして，マクロ指標である日本銀行準備金残高，日銀短観に
よる大企業資金繰り判断 DI，社債新規発行額を採用して分析している．

19 例えば，日本銀行［2014］にも，原油価格の下落が，予想物価上昇率の低下に影響を与え
るリスクについての指摘がみられる．

20 推計に際しては，Van den Bossche［2011］を参考として，初期値をランダムに与えるこ
とにより，もっとも尤度が高いモデルを選択するプログラムを作成して推計した．

21 なお，観測方程式の系列相関を考えて，カルマンフィルターの観測方程式自体に AR（1）
を入れる推計も行ったが，有意な結果は得られなかった．

22 マイナスのリスクプレミアムについては，例えば，米国 FF金利先物レートにかかるリ
スクプレミアムが一時期はマイナスであることを示した研究（Ichiue/Yuyama［2009］）等
にもみられる．理論的には Evans［1998］, Campbell/Sunderam/Viceira［2009］，今久保/
中島［2015］等においても，リスクプレミアムがマイナスとなりうることが示されている
（補論も参照）．

23 もっとも，このインフレリスクプレミアムの上昇には，2014年4月の消費税増税の影響
も一部含まれていることに留意が必要．

24 流動性リスクプレミアムの指標の推計結果はマイナスとなるが，これはパラメーターの
符号条件がマイナスだからであり，物価連動債にかかる流動性リスクプレミアムとして
は，推計結果にマイナスを掛けたものとなる（すなわち，BEIにおけるマイナスプレミア
ムが，物価連動債に係るプラスのプレミアムとなる）．

25 日本銀行が2006年3月に発表した「新たな金融政策運営の枠組みの導入について」で示
された「『物価の安定』についての考え方」において，0～2%程度であれば，各委員の「中
長期的な物価安定の理解」の範囲と大きくは異ならないとの見方で一致し，また，委員の
中心値は，大勢として，概ね1%の前後で分散していたとしている．この1%前後という
「中長期的な物価安定の理解」の水準は，2013年1月に2%の「物価安定の目標」を掲げる
までほぼ継続していた．

26 我が国の物価連動債においても，3か月前のコア CPIを参照している．
27 物価連動債の元本保証にかかるプットオプションプレミアムについては，森平/湯山
［2016］において検討している．
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