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経済論叢（京都大学）第 191 巻第 2 号，2017 年 4 月

  〈論　　文〉 

 わが国地方債市場における信用リスク 
  ― 起債自由化改革・夕張ショックが与えた影響 ―  

 三　宅　裕　樹＊ 

 Ⅰ　はじめに 

 　地方自治体の金融市場からの資金調達コスト，すなわち地方債の利回りは，どのような要因によっ
て決定されるのか。特に，地方自治体の財政状態の健全性は，地方債の信用リスクとして利回りに
反映されているのか。これは，地方債市場をめぐる古典的ともいえる論点であり，かねてより学術
研究者，あるいは地方財政や金融市場に関わる実務家から関心を集めてきたテーマである。 
 　地方自治体の財政状況が地方債利回りに与える影響の有無，ないしその大きさを検討することが，
なぜ重要なのか。一つの理由は，これが地方財政運営における「市場による規律」の有効性と密接
に関わる論点だからである。もし，こうした影響が存在するならば，地方債市場における「市場に
よる規律」に従う形で，地方自治体は金融市場からの資金調達コストを軽減しようと財政健全化に
努めることになる，と期待される。しかし，地方自治体の財政状況が地方債利回りに全く，ないし
ほとんど反映されていないとすれば，地方自治体が放漫な財政運営を続けていても，金融市場から
低利資金を容易に調達でき，財政悪化に歯止めがかかりにくくなる。こうした状況を回避するに
は，地方財政の状況を適確かつ迅速に把握する情報開示の仕組みの導入や，必要に応じて財政健全
化に向けた改革を採るよう促す制度の整備が，非常に重要な意義をもつこととなる。あるいは，「市
場による規律」が機能するよう，地方自治体の債務減免を可能にする債務調整制度の導入や，中央
政府からの「暗黙の政府保証」を市場に期待させるような補助金制度の縮減・廃止といった制度改
革を断行する必要がある，といった議論もありえるかもしれない。いずれにせよ，こうした議論の
前提となるのは，地方債市場の投資家が実際に，地方財政の健全性を考慮して信用リスクを評価
し，地方債利回りにプレミアムを要求しているのか否か，この点の事実確認である。 
 　わが国では，2006 年に地方債の発行制度が大きく変わった。すなわち，それまで地方自治体は，
中央政府からの許可がなければ金融市場からの資金調達を行えなかった。しかし，2006 年 4 月の
事前協議制度への移行により，健全な財政運営を行っていることを条件として，地方自治体は原則
自由に地方債を発行することができるようになった。また，債券市場で公募形式で発行される地方
債である市場公募債について，同年 9 月より発行条件の交渉が個別化された。これにより，市場公
募債を発行する地方自治体（公募団体）は，各々金融機関と交渉して起債を行うこととなり，発行
条件に格差が生じうる仕組みへと移行した 1） 。 

＊　愛媛大学法文学部講師
1 ） 事前協議制度は 2012 年度に一部変更され，財政状態が十分に健全と考えられる地方自治体については，事前
届出制の下で市場公募債などを起債できることとなった。
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 　2006 年にはもう一つ，わが国地方債市場にとって大きな出来事があった。北海道夕張市の財政
破綻，いわゆる「夕張ショック」である。これにより，地方財政運営を不安視する見方が，地方自
治体関係者や金融市場の実務家はもとより，一般にも広がった。これを契機として地方財政健全化
法が成立し，健全化判断比率の算定や，それに基づく各地方自治体の財政運営に対する監督が行わ
れるようになった。 
 　こうした大きな変化を受けて，わが国地方債市場を対象とした実証分析が行われるようになった。
大山ら［2006］や石川［2007］，中里［2008］などである。特に，石川［2007］と中里［2008］は，
地方自治体の財政状況が地方債の対国債利回りスプレッドに対して影響を与えていることが，回帰
分析から明らかにされたとしている。その上で，中里［2008］は 2006 年の地方債発行制度の自由
化に対して肯定的な評価を行い，石川［2007］は「市場による規律」を踏まえた財政運営を行う必
要性を指摘している。また，彼らに続く研究である田中［2013］は，2006 年を境に，地方財政の健
全性が地方債利回り（スプレッド）に対してより強い影響を与えるようになった，としている 2）3） 。 
 　しかし，これらの研究には課題も少なくない。その一つは，サンプル期間の短さである。大山ら
［2006］・石川［2007］・中里［2008］のサンプル期間は 2006 年度まで，田中［2013］でも 2008 年
度までとなっている。1990 年代以降の地方債市場の状況を分析した大山ら［2006］を除き，執筆
時期を考慮すればやむをえないこととはいえ，2006 年以降の状況を十分に反映した実証分析とは
言い難い。また，第Ⅱ節でみるように，地方債利回りの時系列推移を実際に確認すると，石川［2007］
らの推定方法には，いくつか改善の余地があると考えられる。 
 　本稿はこうした問題意識に基づいて，地方自治体の財政状態の健全性が地方債利回りに与える影
響について，改めて実証分析を通じて検証することを目的としている。特に，2006 年の地方債発
行制度の改革，そして夕張ショック後の時期に注目した分析を行う。これまでの先行研究の結果を
踏まえれば，この時期にはより明瞭な形で，地方財政の健全性の影響が確認できるものと予想され
るからである。なお，分析の対象とする地方債は，近年の市場における位置付けの高まりや利回り
データの取得可能性などを踏まえて，市場公募債に限定する 4） 。 

2 ） ただし，田中［2013］のこうした結論には，疑問の余地があるように思われる。同論文では，地方債利回り（ス
プレッド）に対して，発行体，および発行体以外の地方自治体の財政状況が与える影響を分析している。推定
の結果，発行体の経常収支比率の係数パラメーターの推定値が，2003 ～ 2005 年度の時期のそれより，2006 ～
2008 年度の時期のそれが大きいことをもって，「市場公募債スプレッドが当該団体の信用状況に少なからず反応
する状況に向かったことを示すものと解釈できる」（p. 149）としている。しかし，推定値はいずれにせよ負で
あり，符号条件を満たしていない。そうである以上，発行体の財政状況が地方債の信用リスクとして，地方債
利回り（スプレッド）に影響を与えているとみることには無理があるのではないだろうか。

3 ） ここに挙げた以外の，地方債市場，特に地方債利回りの決定要因について検討した実証研究としては，例え
ば石田［2014］が挙げられる。市場公募債を分析対象とした本稿，および本文中に挙げた先行研究とは異なり，
石田［2014］は，地方自治体による銀行などからの借り入れである銀行等引受債について利回りの決定要因を
分析している。一般に広く公表されているわけではない銀行等引受債のデータを収集・利用した分析であると
ともに，地域金融機関の競争条件が与える影響などを検討しているといった点で，貴重な先行研究となってい
る。また，Hattori and Miyake ［2015］は，本文中に挙げた先行研究とはやや異なり，地方債利回りの対市場イ
ンデックス・スプレッドの決定要因について，実証分析を行っている。

4 ） わが国の地方債には，市場公募債の他，公的金融（財政投融資制度・政策金融機関）を通じて発行される地
方債，そして銀行等引受債がある。また，本稿の「市場公募債」には，住民参加型市場公募債を含めない。
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 　以下，本稿は次のように構成している。第Ⅱ節では地方債利回りの推移を概観し，その特徴を主
成分分析によって明らかにする。続く 2 つの節では，地方債利回り（スプレッド）の決定要因とし
て地方財政の健全性が与える影響について，回帰分析を行う。第Ⅲ節では，その具体的な方針と，
用いるサンプル・データについて述べる。第Ⅳ節では，推定結果を示し，地方財政指標と地方債利
回りスプレッドの相関性をみる。第Ⅴ節は，推定結果が示唆する内容を検討して，本稿の結論とする。 

 Ⅱ　地方債利回り（スプレッド）の推移 

 1　2度の上昇局面と長期の安定局面 
 　地方債利回りの決定要因を検討する準備として，これまでの推移をまず概観する。ここでは，筆
者が服部孝洋氏（財務総合政策研究所）との共同研究（Hattori and Miyake［2016］）で推定した，
コンスタント・マテュリティ・ベースの地方債利回りデータを利用する 5） 。 
 　よく知られている通り，わが国の債券市場の取引実勢に関しては日本証券業協会が「公社債店頭
売買参考統計値」を公表しており，債券の流通価格（利回り）を銘柄別に日次ベースで把握するこ
とが可能となっている。先行研究の多くもこの情報を利用して，残存年限が 10 年（ないし自らが
関心を置く年限）に最も近い銘柄を選び，その利回りを当該発行体のものとみなしてきた。しかし，
この簡易的な方法には，発行体や時期によって「直近 10 年」としている選択銘柄の残存年限に相
当のばらつきが生じうる，といった課題がある 6） 。 
 　これに対して，本稿で利用する地方債利回りデータは，各発行体（地方自治体）のほぼ全ての残
存銘柄の流通価格データからイールド・カーブを推定（補間）して求められたものである。それゆ
え，残存年限がちょうど 10 年（コンスタント・マテュリティ・ベース）の利回りを常に得られ，
年限を揃えた形で分析を行うことができる。財務省が提供している国債利回りデータを用いて対国
債利回りスプレッドを算出する上でも，本データの利用はより適切と考えられる 7）8） 。 
 　現在，地方債の中でも特に市場公募債を発行して金融市場から資金を調達している地方自治体
（公募団体）は，55 団体にのぼる 9） 。また，複数の公募団体が連名で連帯債務の形で起債している

5 ） データは，筆者ウェブサイト（http://www.mcnnns77.net/market-data）で公表しており，定期的な情報更新・
追加も行っている。

6 ） 例えば，2004 年 12 月 30 日時点の京都市と神戸市の 10 年地方債利回りをこの方法で比較しようとすると，京
都市の「直近 10 年」銘柄の残存期間は約 7 年 11 ヶ月なのに対して，神戸市のそれはほぼ 10 年ちょうどとなる。
また，発行頻度が高い地方自治体であっても，新たに 10 年地方債を発行してから次に起債するまでには数ヶ月
を通常要する。その間，当該地方自治体の「直近 10 年」銘柄は同じものとなるので，その残存期間は日を追っ
て短くなっていく。

7 ） 財務省が公表している「国債金利情報」も，国債市場に残存する銘柄の流通価格データに基づいてイールド・
カーブを推定（補間）し，コンスタント・マテュリティ・ベースの利回りを算出したものである。詳しくは，
財務省「主要年限毎の金利算出方法（概要）」（http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/outline.pdf）
など参照。

8 ） Hattori and Miyake ［2016］によるデータを用いるもう一つの大きな利点は，情報取得の容易さにある。筆者
ウェブサイトでは，2002 年 8 月から直近までの地方債利回りデータを，発行体（地方自治体）ごとに一括して
掲載・公表している。

9 ） 2016 年度に発行を予定している地方自治体数。地方債協会ウェブサイト資料参照。



第 191 巻　第 2 号164

共同発行市場公募債も，市場で確固とした地位を築いている。主な地方自治体・地方債を選んで，
その 10 年利回りの対国債スプレッドの推移をみると，2000 年代以降，何度か急上昇した局面が
あったことがわかる（図 1）。 
 　一つは，夕張ショック直後の 2006 年後半である。この時期，北海道や大阪府・市など一部の地
方自治体で，利回りスプレッドが 30 ベーシス・ポイント（basis point, bp）を超えた。一方，その
他の多くの地方自治体では，若干の変動はあったものの，それまでの平均的な水準である 10bp 台
半ばで概ね推移した。その結果，例えば北海道と東京都の利回り（スプレッド）は最大で 23.7bp

図 1　地方債利回り（対国債スプレッド）の推移
（注）　2016 年 10 月まで。日次データを月中平均データに変換している。
（出所） Hattori and Miyake ［2016］，筆者ウェブサイト・データ，および財務省ウェブサイ

ト・データより，作成
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開いた。 
 　それから約 1 年を経た 2007 年後半以降，米国サブプライム・ローン問題の顕在化，2008 年 9 月
の米国大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を引き金とするグローバル金融危機を受けて，地
方債利回りスプレッドはさらに上昇した。特に北海道や大阪府・市では一時 50bp 近く，ないしそ
れ以上に達した。京都市や東京都などでも 30bp を超え，図 1 にある中で 20bp 台でなんとか踏み
とどまったのは唯一共同発行市場公募債だけであった。 
 　もっとも，こうしたショックがない平時には，地方債利回りスプレッドは比較的低い水準で安定
的に推移してきた。特にグローバル金融危機による金融市場の混乱が落ち着きを取り戻した 2010
年より約 5 年間は，全ての地方自治体で 20bp 以下にほぼ収まった。地方自治体間の利回り（スプ
レッド）差も 1 桁ベーシス・ポイントにとどまっている 10） 。 

 2　「共通ショック」の影響力の大きさ 
 　こうした地方債利回りスプレッドの推移について，次に主成分分析を行う。主成分分析は，債券
利回りなどの推移の全体像を捉える手法として，Longstaff et al. ［2011］や Arghyrou and 
Kontonikas ［2012］などでも用いられている。わが国の地方債市場に関しても，大山ら［2006］に
よる先行研究が存在する。彼らは，1999 年から 2006 年 9 月までの北海道・東京都・大阪府・横浜
市の 4 団体の地方債利回りデータを用いて主成分分析を行った。本稿では，Hattori and Miyake 
［2016］に基づく推定によりデータを最大限取得できる 2002 年 8 月から 2016 年 10 月までをサン
プル期間とした。また，対象とする地方自治体も，この間一貫して 10 年利回りデータが存在する
18 団体に増やした 11） 。 
 　結果は，大山ら［2006］のそれと概ね同様となった（表 1）。すなわち，今回の結果では第 1 主
成分の寄与率が 0.935 となっており，第 1 主成分の説明力がやはり相当高くなっている。また，第
1 主成分（固有値）に対応する固有ベクトルの値をみると，第 1 主成分と各地方自治体はほぼ同程
度の正の相関性をもっている。これは，地方債市場全体におおよそ同等の影響を与える「共通ショッ
ク」（大山ら［2006］p. 8）が大きな役割を果たしてきたことを，改めて確認させる内容といって
よい。 
 　一方，第 2 主成分は，北海道・大阪府・兵庫県・大阪市・神戸市の 5 団体と正の相関関係にある
のに対して，その他とは負の関係にある。つまり，地方自治体の間に生じる地方債利回りスプレッ
ドの格差に関係する「銘柄間格差ショック」（大山ら［2006］p. 9）の影響と捉えられる成分である。
しかし，その寄与率は 0.029 とかなり小さい。 
 　第 1・2 主成分の時系列推移をみると，地方債利回りスプレッドが安定的に推移している平時だ
けでなく，スプレッドが跳ね上がった時期も「共通ショック」がかなり大きく影響していたように
見受けられる（図 2）。夕張ショックがあった 2006 年後半は，第 2 主成分がサンプル期間中最も高
い値を示した時期だったが，第 1 主成分もこれと同程度に上昇した。また，2007 年後半以降のグ

10） 2016 年 6 月に英国で EU 離脱をめぐる国民投票が行われた後，地方債利回りスプレッドは一時上昇したが，
これは短期的な動きにとどまった模様である。

11） 18 団体の内訳は，北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県
の 10 都道府県と，札幌市・横浜市・川崎市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・福岡市の 8 政令指定都市で
ある。
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図 2　第 1・2 主成分の推移

表 1　地方債利回り（対国債スプレッド）の主成分分析の結果

主成分 固有値 寄与率 累積寄与率 個体
（発行体）

固有ベクトル

主成分 1 主成分 2

1 16.8436 0.9358 0.9358 北海道 0.2322 　0.3374
2  0.5370 0.0298 0.9656 埼玉県 0.2395 －0.0760

3  0.2219 0.0123 0.9779 千葉県 0.2386 －0.1994

4  0.0954 0.0053 0.9832 東京都 0.2308 －0.3206

5  0.0567 0.0031 0.9864 神奈川県 0.2397 －0.1506

6  0.0547 0.0030 0.9894 静岡県 0.2411 －0.1196

7  0.0397 0.0022 0.9916 愛知県 0.2399 －0.1061

8  0.0277 0.0015 0.9932 大阪府 0.2274 　0.4494

9  0.0255 0.0014 0.9946 兵庫県 0.2341 　0.3448

10  0.0197 0.0011 0.9957 福岡県 0.2390 －0.1244

11  0.0163 0.0009 0.9966 札幌市 0.2380 －0.0840

12  0.0155 0.0009 0.9974 横浜市 0.2398 －0.1401

13  0.0123 0.0007 0.9981 川崎市 0.2266 －0.2023

14  0.0097 0.0005 0.9986 名古屋市 0.2393 －0.1805

15  0.0089 0.0005 0.9991 京都市 0.2312 －0.0455

16  0.0063 0.0004 0.9995 大阪市 0.2322 　0.3801

17  0.0056 0.0003 0.9998 神戸市 0.2329 　0.3228
18  0.0037 0.0002 1.0000 福岡市 0.2394 －0.0487
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ローバル金融危機の際には，第 2 主成分はそう大きく変動しなかった一方，第 1 主成分は劇的な上
昇をみせた。 
 　主成分分析の結果は，地方債利回りの決定要因を検討する上で，大きく次の 2 つの示唆をもつと
考えられる。第一は，「共通ショック」の影響を適切に考慮することの重要性である。この点に関
して，本稿と同じく地方債利回りの対国債スプレッドを被説明変数として回帰分析を行った先行研
究では，時点（期間）ダミーを定数項ダミーとして（石川［2007］・中里［2008］），あるいは係数
ダミーとして（田中［2013］）推定式に加えている。これに対して，国債・社債市場を対象とした
実証研究では通常，より明示的に市場全体のリスク動向を反映していると考えられる変数を推定式
に複数含める，という対処方法を採っている。さらに，推定式の誤差項にクロス・セクション方向
の相関性が存在する可能性に注意を払った研究も，少なくない。わが国の地方債市場を対象として
こうした分析手法を採った実証分析は，筆者の知る限り見当たらない。 
 　第二の示唆は，各地方自治体の財政状態の健全性といった発行体個々の要因が地方債利回りに与
える影響を重視・強調することにはかなりの慎重さが求められる，ということである。確かに，主
成分分析の結果は，地方債利回りスプレッドの動きに「銘柄間格差ショック」と捉えうる成分が見
出されることを示している。しかし，その説明力は 2.9％にすぎない。この結果を素直に解釈すれば，
地方債利回りスプレッドは，基本的に市場全体の「共通ショック」に左右され，特定の地方自治体・
地方債だけに影響を与える「銘柄間格差ショック」はそう大きな重要性をもたない可能性が小さく
ない，ということになろう。それゆえ，地方債利回りの決定要因を検討する上では，地方財政の健
全性などが与える影響について，統計的な有意性はもとより経済的な大きさについても合わせて確
認することが，通常の分析以上に重要と考えられる 12） 。 

 Ⅲ　推定方法 

 1　推定式 
 　前節の準備を踏まえて，これより地方債利回りの決定要因，特に地方債を発行する地方自治体の
財政状態の健全性が与える影響について，回帰分析を行う。地方債利回り（対国債スプレッド）に
影響を与える可能性がある主な要因には，各地方債の信用リスクと流動性リスク，個別効果，およ
び市場リスクが挙げられる。ここで個別効果とは，時間を通じて不変の地方自治体・地方債の属性
である。具体的には，地方自治体の財政規模や地理的条件，地方債市場における知名度や評判と
いった要素が含まれうる。また，市場リスクとは，前節の「共通ショック」にほぼ相当する，地方
債市場全体，ひいては金融・債券市場に影響を与えるリスクである。これらを説明変数とする推定
式は，次のようになる。 

  Spread  i  t ＝ β 0＋ β  1 '  Credit  i  t ＋ β  2 '  Liquidity  i  t ＋ β  3 '  Market  t ＋ μ  i ＋ ε  i  t  

12） 先行研究が残している課題の一つとして，「銘柄間格差ショック」に相当する要因を，地方自治体の財政状態
の健全性，ないし地方債の信用リスクと事実上ほぼ同一視している点を挙げることもできる。地方債の間で異
なるのは，発行体の信用リスク（および残存年限や発行額など銘柄個々の属性）だけではない。社債市場を対
象とした実証研究では近年，社債個々の流動性リスクの重要性が指摘されている。本稿では，次節で述べるよ
うに，各地方債の流動性リスクをコントロールした推定を試みている。

…（1）
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 　ここで  Spread  i  t は，地方自治体 i が発行する地方債の t 時点における対国債利回りスプレッドを
指す。また， Credit  i  t は発行体の信用リスクに関する変数を， Liquidity  i  t は地方債個々の流動性リ
スクに関する変数を，そして  Market  t は t 時点における地方債・地方自治体全てに共通する市場リ
スクに関する変数を，それぞれ含むベクトルである。 μ  i は個別効果を， ε  i  t は誤差項を指す。 
 　なお，前節の検討結果を踏まえれば，推定パラメーターの有意性の検定に際しては，誤差項のク
ロス・セクション方向の相関性に留意する必要がある。直感的にも，地方債（市場公募債）の発行
体は，財政規模が比較的大きな地方自治体であり，属性が共通している部分も少なくない。また，
財政運営上も相互に密接な関係にある。それゆえ，説明変数に含まれない何らかのショックが生じ
た場合，それが多くの発行体，そして地方債利回りに波及する可能性は十分にある。それゆえ，誤
差項がクロス・セクション方向に相関している可能性は十分にある。この点は，Pesaran CD 検定
（Pesaran ［2004］）で確認することとした 13） 。 

 2　サンプル・データの概要 
 　推定に際して用いたサンプル・データは，以下の通りである（付表 1・2）。推定期間は，本稿の
分析目的に従って 2006 年から 2015 年までの 10 年とした（T ＝ 10）。また，分析対象とした地方
自治体は，この間に地方債利回りデータを取得することが可能な 24 団体である 14） （N ＝ 24）。 
 　被説明変数である  Spread  i  t は，地方債（10 年）利回りの対国債スプレッドである。地方債利回
りは前節で取り上げた Hattori and Miyake ［2016］によるデータを，国債利回りは財務省ウェブサ
イトで提供されているデータを，各々用いた。 
 　説明変数のうち， Credit  i  t には，地方財政指標の中でも特に，発行体が抱える債務の大きさやそ
の返済能力に関わると考えられるものを優先的に含めた。具体的には，実質収支（対標準財政規
模）・実質公債費比率・地方債発行残高（対標準財政規模）の 3 つである 15）  16） 。これと合わせて，石
川［2007］などの先行研究で採用されている財政力指数や経常収支比率を追加した推定も行った。 

13） 時系列方向に長いパネル・データの分析においては，データの定常性に関してパネル単位根検定を行う必要
が生じうる。後述する通り，本稿の分析における時系列方向のサンプル数，つまり年数は 10 であり，一般的な
パネル・データよりは確かに長い。とはいえ，単位根検定を行うのに十分な長さともいいがたい。念のために
本稿で採用した全ての変数についてパネル単位根検定を行ったところ，「変数は単位根過程である」とする帰無
仮説は総じて棄却された。

14） 24 団体には，注 11 に挙げた 18 団体の他，新潟県・京都府・広島県の 3 府県と，千葉市・広島市・北九州市
の 3 政令指定都市が含まれる。

15） 「地方債発行残高」は，銀行等引受債など市場公募債以外の地方債も含めた発行残高である。ただし，後に触
れる資料「市場公募地方債発行団体の財政状況」の内容を踏まえ，普通会計債のみの発行残高のデータを用い
ている。地方債には通常，公営企業債なども含まれるが，これらを合わせた全ての地方債の発行残高のデータ
は，他の財政指標と比べて相当に遅れて公表されており，投資家の情報の利用可能性を考え，普通会債のみの
データを利用することとした。なお，全地方債の発行残高データを用いた推定を別途行ったが，分析結果に大
きな違いはみられなかった。

16） 地方財政健全化法に基づいて算定されている，（実質公債費比率以外の 3 つの）健全化判断比率も，Creditit
に含めるべき有力な候補と考えられる。しかし，これらは 2008 年 9 月より公表が開始され，他に比べてやや新
しい財政指標である。よって，本稿ではあえてこれらを利用せず，時系列方向に長いサンプル・データを用い
ることを優先した。
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 　 Liquidity  i  t には，時点 t における地方自治体 i の 10 年債カレント銘柄（直近に発行された銘柄）
の気配値差（High-Low Gap, HLG）を含めた。国債市場などを対象とした研究では，流動性リス
クの指標としてビッド・アスク・スプレッド（Bid-Ask Spread）などが用いられることも多い。
しかし，わが国の地方債市場に関して同様のデータを発行体別に取得することは，筆者の知る限り
できない。この点は社債市場も同様だが，神楽岡［2007］や王［2011］などは，これに代わる有効
な指標として HLG を提案している。これは，流動性が低ければ，債券の店頭市場で仲介的な役割
を果たす証券会社が示す気配値にばらつきが起きやすい，という発想に基づくものである。具体的
には，「公社債店頭売買参考統計値」で公表されている証券会社（指定報告協会員）から報告され
る気配値の最高値複利と最低値複利の差として計算される。本稿でも，これを各地方自治体・地方
債の流動性リスクの指標として採用した。 
 　 Market  t に関して，国債・社債市場を対象とした実証分析では，社債の対国債利回りスプレッド
を採用するものが多くみられる。これも一つの有力な変数の候補ではあるものの，同スプレッドに
は投資家が流動性リスクに対して要求するプレミアムと，信用リスクに対するそれとが合わせて含
まれている，と考えられる。しかし，2008 年のリーマン・ショック時の経験や，地方債の発行主
体が中央政府と同じく政府の一員である地方自治体であることなどを踏まえれば，できれば各々区
別した方がよいように思われる。 
 　この点に関して，わが国では幸いにも政府保証債が発行されている。政府保証債の最終的・究極
的な債務返済主体は，国債と同様に中央政府である。そうである以上，国債と政府保証債の利回り
の差は信用リスク以外の要因によるもの，すなわち Longstaff［2004］らが指摘するように，基本
的には流動性リスクの違いによるものと捉えてよいだろう。それゆえ，本稿では政府保証債（10
年債）利回りを B-Spline モデルに基づいて推定し，その対国債スプレッドを市場流動性リスク指
標として  Market  t に含めた。そして，社債（10 年債）の対国債利回りスプレッドの残りの部分，
すなわち社債の対政府保証債利回りスプレッドを，市場信用リスク指標として別途，採用した。 

 3　日次データの取り扱い 
 　以上のデータを用いる上での課題の一つは，データ頻度の違いにどう対処するかという点である。
すなわち， Credit  i  t に含まれる地方財政指標が年次ベースのデータであるのに対して， Spread  i  t ，あ
るいは  Liquidity  i  t や  Market  t に含まれる変数は全て，日次ベースのものである。本稿の主たる関
心が  Spread  i  t と  Credit  i  t の相関性にある以上， Credit  i  t に含まれる地方財政指標にあわせて他の日
次データを利用するべき，と考えられる。 
 　地方自治体，特に公募団体の財政状況に関するデータが決算ベース，比較可能な形（普通会計
ベース），そして一覧性ある形で最初に公表されるのは，市場公募地方債発行団体合同 IR 説明会
で配布される市場公募地方債発行団体・地方債協会「市場公募地方債発行団体の財政状況」と思わ
れる 17） 。この合同 IR 説明会は毎年 10 月中下旬に開催され，前年度の決算情報が提供される。例え

17） いくつかの地方自治体は，合同 IR に先立って個別に決算情報を公表しているが，それは基本的に一般会計
ベースであり，他の地方自治体と容易には比較しづらい。また，実質公債費比率などの財政指標の値が示され
ることも，そう一般的ではない。なお，総務省から地方自治体の個別の財政情報が示されるのは，例年では 12
月以降である。
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ば，2016 年 10 月の合同 IR 説明会で総括資料として示されたのは，各公募団体の 2015 年度決算の
内容である。この点を踏まえ， Spread  i  t ・ Liquidity  i  t ・ Market  t には，各データの毎年 10 月の月末
値と翌 11 月の月中平均値を用いた 18） 。 

 Ⅳ　推定結果 

 1　全公募団体を対象とした推定 
 　以上の方針に従って行った推定結果を，次に検討する（表 2）。まず，Robust Hausman 検定
（Hausman ［1978］・Wooldridge ［2010］第 10 章）の結果から，推定式に個別効果を含めることの
妥当性が支持された。また，Pesaran CD 検定を行った結果，誤差項にクロス・セクション方向の
相関はないとする帰無仮説は全て，有意基準 1％で棄却された。これは，推定パラメーターの有意
性の検定においては，この点に関して頑健な標準誤差を用いる必要があることを示唆している。そ
こで，本稿では Petersen ［2009］が推奨するクラスター・ロバスト標準誤差と，Beck and Katz ［1995］
が提案したパネル修正標準誤差の 2 つを採用した。ただし，いずれを用いても，結果的には有意性
の評価にほとんど違いはみられなかった。その意味で，今回の推定結果は頑健な結果といえる。 
 　本稿の関心からいえば，注目すべきは  Credit  i  t に含まれる変数の係数パラメーターの推定結果で
ある。地方自治体が抱える債務の大きさやその返済能力と特に密接に関わると考えられる 3 つの変
数のうち，被説明変数である地方債利回り（対国債スプレッド）に統計的に有意な影響を与えてい
るとの結果が得られたのは，地方債発行残高だけであった。地方債発行残高の係数パラメーターの
推定値は，全ての場合で正となり，符号条件を満たした。また，2 つの標準誤差のいずれを用いた
検定においても，ほとんどの場合において 5％基準で有意に推定された（（2）～（6））。 
 　ただし，地方債発行残高の係数パラメーターの推定値は，最小で 1.18（（6）），最大でも 2.09（（1））
となっている。これは，地方自治体が抱える地方債（普通会計債）の発行残高が，当該地方自治体
の標準財政規模相当分新たに積み増されると（1 倍分増えると），地方債の利回りスプレッドがよ
うやく 1.18 ～ 2.09bp 上昇することを意味している。経済的な観点からみると，地方債発行残高が
与える影響はかなり限定的とみてよいように思われる。 
 　これ以外の 2 つの変数については，地方債利回りスプレッドとの相関性を統計的に確認できる結
果は得られなかった。実質公債費比率では，地方債利回りスプレッドなどの日次データに関して各
年 10 月末時点のデータを用いた場合，係数パラメーターの推定値は符号条件（正）を満たしたも
のの，10％基準でも有意には推定されなかった（（1）～（3））。各年 11 月の月中平均データを用いる
と，そもそも符号条件を満たさなかった（（4）～（6））。一方，実質収支は，実質公債費比率とは逆
に各年 11 月の月中平均データを用いると符号条件（負）を満たす係数パラメーターの推定値が得
られた。クラスター・ロバスト標準誤差で検定すると1％基準で有意であるとの結果も一部で得られ
たが（（4）・（5）），パネル修正標準誤差での評価やその他の推定結果を踏まえると，頑健な結果とは

18） Credititには，t 時点で公表されている最新の地方財政データ，つまり t －1 年度の決算情報を含めている点に
は，留意を要する。投資家の先見性などを仮定すれば，t 年度や t＋1 年度の財政情報を含めることも考えられ
るし，こうした方針を採る研究も国債市場などの実証分析では見受けられる。しかし，わが国の地方財政制度
や地方公会計制度などを踏まえると，こうした方針を正当化することは難しいように思われる。
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言い難い。各年 10 月末データを用いた場合には，符号条件がそもそも満たされなかった（（1）～（3））。 
 　これ以外に  Credit  i  t に含めた変数についてみると，各年 10 月末データを用いた場合には財政力
指数で，各年 11 月中平均データを用いた場合には経常収支比率で，1％基準で統計的に有意な結果
が得られた。しかし，それぞれ他方のデータを用いた分析では同様の結果とはなっておらず，地方
債利回りスプレッドへの影響を十分に確認できるものとはなっていない。 

 2　都道府県と政令指定都市の各々を対象とした推定 
 　分析をさらに丁寧に行うべく，続いて都道府県レベルの公募団体と政令指定都市レベルの公募団
体とを区別した推定を行った。これは，地方財政指標が同じ実績値を示したとしても，都道府県と
政令指定都市とでは財政状態の健全性に対する評価が異なりうる可能性を考慮したものである。実

表 2　公募団体全て（24 団体）を対象とした推定の結果

各年 10 月末データによる推定 各年 11 月中平均データによる推定
（1） （2） （3） （4） （5） （6）

Credit
　実質収支 117.8534 59.8204 65.4571 －112.7765 －108.7302 －63.9490 

（71.9807） （74.9233） （86.4210） （37.8898） （37.5892） （35.8114）
［92.3678］ ［78.4909］ ［91.4637］ ［63.1544］ ［64.6816］ ［69.7112］

　実質公債費比率 0.1524 0.1291 0.1392 －0.1726 －0.1712 －0.0956 
（0.1930） （0.1264） （0.0992） （0.1617） （0.1604） （0.1536）
［0.1974］ ［0.1313］ ［0.1105］ ［0.1062］ ［0.1040］ ［0.0957］

　地方債発行残高 2.0953 1.4857 1.4537 1.3849 1.4253 1.1871 
（1.5753） （0.7296） （0.7179） （0.6059） （0.5513） （0.4422）
［0.8358］ ［0.5867］ ［0.5566］ ［0.6081］ ［0.5966］ ［0.5406］

　財政力指数 －37.2797 －37.2328 2.3619 2.8507 
（9.8308） （9.9189） （7.0195） （7.7386）
［8.4926］ ［8.5958］ ［5.4855］ ［5.6233］

　経常収支比率 0.0318 0.2415 
（0.1285） （0.0611）
［0.1444］ ［0.0960］

Liquidity
　HLG 0.2532 0.2399 0.2332 1.2474 1.2344 1.1089 

（0.5469） （0.4358） （0.4483） （0.5211） （0.5085） （0.4852）
［0.5080］ ［0.3800］ ［0.3727］ ［0.4418］ ［0.4392］ ［0.4280］

Market
　市場流動性リスク
　指標

1.5314 1.5454 1.5458 1.4343 1.4360 1.4471 
（0.1852） （0.1680） （0.1682） （0.1464） （0.1413） （0.1254）
［0.2252］ ［0.1714］ ［0.1715］ ［0.1213］ ［0.1195］ ［0.1177］

　市場信用リスク指標 0.1626 0.1646 0.1647 0.1369 0.1369 0.1356 
（0.1494） （0.1189） （0.1185） （0.0543） （0.0532） （0.0530）
［0.1360］ ［0.1012］ ［0.1013］ ［0.0608］ ［0.0601］ ［0.0598］

サンプル数 240 240 240 240 240 240 
決定係数 0.8231 0.8623 0.8623 0.8951 0.8953 0.8992 

（注） 各項目の上段は係数パラメーターの推定値を，中段はクラスター・ロバスト標準誤差を，下段はパネル修正標
準誤差を，それぞれ示している。
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際，地方財政健全化法に基づく評価では，両者の間で異なる数値基準が設定されている。 
 　都道府県レベルの公募団体にサンプルを限って行った推定では， Credit  i  t の中でも特に注目され
る 3 つの変数について，地方債利回りスプレッドとの相関性が統計的により確認されにくい結果と
なった（表 3）。例えば，地方債発行残高の係数パラメーターは，各年 10 月末データを用いた場合
には符号条件（正）を満たし，かつ 5％基準（クラスター・ロバスト標準誤差）ないし 1％基準（パ
ネル修正誤差）で有意に推定された。しかし，各年 11 月中平均データを用いた場合には，符号条
件は引き続き満たされつつも，係数パラメーターが有意にゼロとは異なるという帰無仮説を棄却す
ることはできなかった。実質公債費比率は，全ての結果で符号条件（正）をそもそも満たさなかっ
た。実質収支についても，先ほどの推定では一部で統計的に有意な結果も得られていたが，こちら
では符号条件（負）をそもそも満たさない，あるいは符号条件は満たしていたとしても，その値は

表 3　都道府県レベルの公募団体（13 団体）を対象とした推定の結果

各年 10 月末データによる推定 各年 11 月中平均データによる推定
（1） （2） （3） （4） （5） （6）

Credit
　実質収支 207.0194 79.5854 52.6045 －46.1667 －31.2619 10.1576 

（79.6982） （111.1223） （113.2813） （62.8829） （68.7852） （57.3523）
［86.5079］ ［85.0263］ ［96.5713］ ［61.8296］ ［68.9349］ ［71.2707］

　実質公債費比率 －0.4498 －0.1225 －0.1478 －0.2461 －0.2834 －0.2515 
（0.1862） （0.2230） （0.2303） （0.1160） （0.1010） （0.0936）
［0.1573］ ［0.1676］ ［0.1619］ ［0.1204］ ［0.1357］ ［0.1306］

　地方債発行残高 12.5031 7.8805 8.4652 1.2300 1.7578 1.0258 
（4.5268） （2.8704） （3.0360） （3.1574） （2.8419） （2.8436）
［3.1290］ ［2.4004］ ［2.2973］ ［1.8703］ ［1.7428］ ［1.8659］

　財政力指数 －26.3698 －26.3407 2.9600 3.0873 
（7.1887） （7.2017） （4.3550） （4.2681）
［7.4086］ ［7.1782］ ［4.7691］ ［4.8309］

　経常収支比率 －0.1219 0.1735 
（0.1122） （0.0849）
［0.1660］ ［0.1148］

Liquidity
　HLG 0.0854 0.3009 0.2924 1.5458 1.5052 1.4498 

（0.7709） （0.6671） （0.6413） （0.5751） （0.5446） （0.5195）
［0.6310］ ［0.5566］ ［0.5592］ ［0.5446］ ［0.5550］ ［0.5448］

Market
　市場流動性リスク
　指標

1.8501 1.7495 1.7695 1.4264 1.4407 1.4229 
（0.1453） （0.1527） （0.1507） （0.1731） （0.1537） （0.1415）
［0.2198］ ［0.1911］ ［0.1921］ ［0.1364］ ［0.1353］ ［0.1362］

　市場信用リスク指標 0.1104 0.1186 0.1150 0.1286 0.1273 0.1316 
（0.1309） （0.1171） （0.1157） （0.0593） （0.0596） （0.0593）
［0.1191］ ［0.1004］ ［0.1002］ ［0.0579］ ［0.0574］ ［0.0575］

サンプル数 130 130 130 130 130 130 
決定係数 0.8547 0.8768 0.8777 0.9150 0.9153 0.9176

（注） 各項目の上段は係数パラメーターの推定値を，中段はクラスター・ロバスト標準誤差を，下段はパネル修正標
準誤差を，それぞれ示している。
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10％基準でも有意とならなかった。 
 　政令指定都市レベルの公募団体に限った推定は，全ての公募団体を対象としたものと概ね同様の
結果となった（表 4）。地方債発行残高の係数パラメーターは，全ての結果で符号条件（正）を満
たし，そのほとんどで 5％ないし 1％基準で有意に推定された（（2）～（5））。しかし，その推定値は
やはり 1 前後にとどまり，経済的に大きな影響を地方債利回りスプレッドに与えるとはみなしがた
い結果となった。実質収支の係数パラメーターは 5％基準で有意に負となる結果も一部で得られた
が（（5）），やはり頑健なものとは言い難い。実質公債費比率についても，統計的に有意な相関性を
確認することはできなかった。 
 　 Credit  i  t に含めたその他の 2 つの変数については，都道府県レベルに限っても，政令指定都市レ
ベルに限っても，全ての公募団体を対象とした推定の結果とほぼ変わらなかった。すなわち，各年

表 4　政令指定都市レベルの公募団体（11 団体）を対象とした推定の結果

各年 10 月末データによる推定 各年 11 月中平均データによる推定
（1） （2） （3） （4） （5） （6）

Credit
　実質収支 117.3304 66.3449 70.6468 －176.6756 －172.0728 －83.6287 

（112.7157） （95.9350） （116.6102） （90.8171） （84.5514） （90.1251）
［135.7687］ ［115.8035］ ［124.0833］ ［109.9975］ ［109.2898］ ［111.6287］

　実質公債費比率 0.4772 0.0761 0.0849 －0.1411 －0.1119 0.0695 
（0.3344） （0.1904） （0.2025） （0.3192） （0.2959） （0.2820）
［0.2937］ ［0.1855］ ［0.2044］ ［0.1885］ ［0.1655］ ［0.1831］

　地方債発行残高 0.7632 1.7461 1.7259 1.4882 1.4144 0.9785 
（0.5808） （0.7568） （0.7344） （0.4559） （0.6073） （0.3789）
［0.7968］ ［0.4805］ ［0.5028］ ［0.5964］ ［0.6570］ ［0.5813］

　財政力指数 －86.6140 －86.5045 6.2951 10.7399 
（21.3023） （21.1903） （21.3534） （22.5471）
［16.8273］ ［17.1027］ ［15.9649］ ［15.7574］

　経常収支比率 0.0243 0.4908 
（0.2008） （0.1314）
［0.1701］ ［0.1585］

Liquidity
　HLG 0.4522 0.0597 0.0479 0.9216 0.9295 0.5154 

（0.4907） （0.3310） （0.3791） （0.5387） （0.5473） （0.5682）
［0.3838］ ［0.3025］ ［0.3167］ ［0.4354］ ［0.4370］ ［0.4344］

Market
　市場流動性リスク
　指標

1.3759 1.4647 1.4678 1.4274 1.4274 1.4988 
（0.2468） （0.1851） （0.2021） （0.1651） （0.1631） （0.1552）
［0.1991］ ［0.1426］ ［0.1481］ ［0.1245］ ［0.1226］ ［0.1201］

　市場信用リスク指標 0.2184 0.2173 0.2170 0.1486 0.1494 0.1331 
（0.1515） （0.1095） （0.1110） （0.0631） （0.0608） （0.0578）
［0.1244］ ［0.0853］ ［0.0856］ ［0.0685］ ［0.0676］ ［0.0664］

サンプル数 110 110 110 110 110 110 
決定係数 0.8373 0.8822 0.8822 0.8757 0.8760 0.8868

（注） 各項目の上段は係数パラメーターの推定値を，中段はクラスター・ロバスト標準誤差を，下段はパネル修正標
準誤差を，それぞれ示している。
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10 月末データを用いた推定では，財政力指数の係数パラメーターが 1％基準で有意に負となった。
しかし，各年 11 月中平均データを用いると，符号条件（負）を満たさなくなった。経常収支比率
の方は，後者の場合には符号条件（正）を満たし，かつ統計的に有意に係数パラメーターが推定さ
れたものの，前者ではそうならなかった。 

 3　市場リスクの重要性 
 　本稿の推計結果は，市場リスク，とりわけ市場流動性リスクの重要性を示唆する内容にもなって
いる。金融・債券市場で投資家が流動性リスクを回避する姿勢をどれだけ強めているか，言い換え
れば流動性リスクに対してどれだけのプレミアムを要求しているか，を示す指標として，本稿では
政府保証債の対国債利回りスプレッドを  Market  t に含めた。その係数パラメーターの推定値をみ
ると，全ての結果において 1％基準で統計的に有意に正となった。その値は，全ての公募団体を対
象とした推定では 1.43 ～ 1.54 となっている（前掲表 2）。これは，政府保証債利回りスプレッドが
1bp 変化すると，地方債利回りスプレッドは同じ方向に 1.43 ～ 1.54bp 動く，ということを意味し
ている。都道府県や政令指定都市のいずれかに限った推定でも，概ね水準に変わりはない。 
 　一方，市場信用リスク指標として採用した社債の対政府保証債利回りスプレッドについては，各
年 11 月中平均データを用いると統計的に有意な相関性がかなり頑健な形で確認された。しかし，
各年 10 月末データを用いると，同様の結果はほとんど得られなかった。また，地方債それぞれの
流動性リスクを表すコントロール変数として採用した HLG も，これと同様の結果となっている。 
 　本稿第 2 節で行った主成分分析の結果は，地方債市場では「共通ショック」が地方債利回り（ス
プレッド）にかなりの影響を与えていることを示唆していた。この点を最初に指摘した大山ら［2006］
は，これについて「地方債の債務履行に関する法制度やマクロの金融環境に関する諸要因」（p. 8）
というように，やや漠然と捉えている。本稿の分析結果は，この「共通ショック」の内容をより具
体化し，金融・債券市場における流動性リスク・プレミアムが少なくともその重要な一要素である
ことを示唆している。もっとも，この点については， Market  t （および  Liquidity  i  t ）を日次データ
として，ないしより頻度の高いデータとして用いた分析などによって，さらなる詳細な検証を要し
よう。 

 Ⅴ　結びに代えて 

 　本稿では，わが国の地方債市場において，地方自治体の財政状態の健全性が利回りに与える影響
の有無，およびその大きさについて，実証分析を行った。 
 　まず，地方債利回りの推移を視覚的に，また主成分分析を通じて概観すると，各地方自治体・地
方債の個別的な要因が地方債利回り（スプレッド）に与える影響はそう大きくないように見受けら
れた（第Ⅱ節）。これは，地方債市場における地方債個々の信用リスクの存在を強調してきた多く
の先行研究とは相容れない内容のものといえる。 
 　そこで，地方債の対国債利回りスプレッドを被説明変数とする回帰分析を試みた（第Ⅲ節）。そ
こでは，サンプル期間を直近までの 10 年間に伸ばして先行研究よりもサンプル数を増やすととも
に，地方債利回りデータについては，Hattori and Miyake ［2016］の研究成果を活用してより適切
なものを利用した。また，地方自治体が抱える債務の規模やその返済能力をより適確に表すと考え
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られる財政指標として，実質収支・実質公債費比率・地方債発行残高の 3 つを選び，説明変数とし
て推定式に含めた。推定式は，個別効果の影響を考慮した一元配置固定効果モデルとして設定した。
さらに，「共通ショック」の影響をコントロールするべく，市場全体での流動性リスクや信用リス
クに対するプレミアムを推定式に加えた。その上で，クロス・セクション方向の誤差項の相関性に
頑健な標準誤差を用いて，係数パラメーターの有意性を検定した。 
 　その結果，投資家が地方自治体の財政状態を地方債の信用リスクとして捉え，その評価に応じた
プレミアムを利回りに要求している，という仮説は総じて支持されなかった（第Ⅳ節）。実質収支
や実質公債費比率については，これらが地方債利回りスプレッドに対して統計的に有意な影響を与
えているとする推定結果は，ほとんど得られなかった。一方，地方債発行残高の係数パラメーター
は確かに，概ね符号条件を満たし，統計的に有意に推定された。しかし，その推定値は相当に小さ
く，投資家が地方債のリスク分析において重視している指標とはみなしがたい内容となった。この
他，財政力指数や経常収支比率を説明変数に加えた分析も行ったが，これら 2 つの変数が地方債利
回りスプレッドに影響を与えているという結果も，頑健な形では得られなかった。 
 　こうした推定結果の中でもとりわけ，実質公債費比率に関するものは注目に値しよう。なぜなら，
これは実質収支や地方債発行残高とは異なり，地方債発行制度をはじめとする実際の地方財政制度
において現実に活用されている財政指標だからである。例えば，地方債協議制度の下では，実質公
債費比率 18％を境として協議団体と許可団体の区分が行われている。また，実質公債費比率は地
方財政健全化法に基づいて算出される健全化判断比率の一つでもあり，同法に基づく起債制限の指
標ともなっている。さらに，2012 年度より導入された事前届出制度の下でも，実質公債費比率が
16％未満であることが，銀行等引受債や市場公募債の発行時に協議を要しない要件の一つとされて
いる。こうした位置付けにもかかわらず，本稿で行った推定では，実質公債費比率と地方債利回り
（スプレッド）の間に統計的に有意な相関性は確認されなかった。 
 　本稿の実証分析では，投資家が各地方自治体の財政状態の健全性を地方債の信用リスクの指標と
捉え，その評価に基づいてプレミアムを要求している，という仮説を支持する結果は得られなかっ
た。2006 年に地方債発行制度の自由化や夕張ショックを経験し，「市場による規律」の前提条件が
整った，というわけではなかったのである。 
 　以上の分析結果からどのような政策的含意を引き出すかについては，立場が分かれよう。「市場
による規律」を機能させるべく，債務調整制度の導入といった新たな制度改革が必要だ，とする議
論もありえよう。あるいは，地方債市場・投資家には，地方財政運営の健全性（適切性）を評価す
る能力や意思がない以上，「市場による規律」に過度に期待すべきでない。むしろ，「財政（市民）
による規律」を徹底させる仕組みづくりを進めるべきだ，とする主張もありえよう。 
 　いずれにせよ，先行研究などではややもすると当然視されてきた地方債の信用リスクの存在，な
いしその影響力の大きさについて，本稿は疑義を呈する分析結果を得た。この点を踏まえれば，よ
り多角的な視点・分析方法で，地方債利回りの決定要因について今後さらなる検討を行うことの意
義は，決して小さくないと考えられる。 
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付表 1　データの概要・出所

変数 定義・計算式 データの出所

被説明変数（Spread）

地方債利回り
（対国債スプレッド）

地方債（10 年）利回り－国債（10 年）利回り
※単位は bp

地方債利回り：Hattori and Miyake 
［2016］・筆者ウェブサイト
国債利回り：財務省ウェブサイト

説明変数（Credit）

実質収支
（対標準財政規模）

実質収支／標準財政規模
※単位は倍

総務省『地方財政統計年報』
各年度版

実質公債費比率 地方債の元利償還費用など
　／標準財政規模など

総務省「地方公共団体の主要財政
指標一覧」各年度版

地方債発行残高
（対標準財政規模）

普通会計債発行残高／標準財政規模
※単位は倍

総務省『都道府県決算状況調』
・『市町村決算状況調』各年度版

財政力指数 基準財政収入額／基準財政需要額
※過去 3 年間の平均値

実質公債費比率と同じ

経常収支比率 （経常的経費に充当した一般財源等
　／経常一般財源）× 100

実質公債費比率と同じ

説明変数（Liquidity）

HLG 最低値複利－最高値複利
※ 「最高値」「最低値」は単価に基づくもの

なので，利回りはちょうどその逆となる。
※単位は bp

日本証券業協会
「公社債店頭売買参考統計値」

説明変数（Market）

市場流動性リスク・
プレミアム

政府保証債（10 年）利回り－国債（10 年）
利回り
※ 政府保証債は，地方公共団体金融機構（旧

公営企業金融公庫・地方公営企業等金融機
構）発行のもの。利回りは，B-Spline モデ
ルに基づいて推定。

※単位は bp

政府保証債利回り：HLG と同じ
（B-Spline モデルに基づいて推定）
国債利回り：地方債利回りと同じ

市場信用リスク・
プレミアム

A 格社債（10 年）利回り－政府保証債（10 年）
利回り
※ A 格社債利回りは，NOMURA-BPI 事業債
※単位は bp

A 格社債利回り：野村證券金融工
学研究センター
政府保証債利回り：市場流動性リ
スク・プレミアムと同じ
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