
Focus on the Markets            
No.26 グラフィカルモデルと構造方程式モデルを用いた市場間連動メカニズムの探求 

No.26 2008.10.17 
 

 Focus on the Markets No.26 
Page 1 

 
 
 
 
グラフィカルモデルと構造方程式モデルを用いた市場間連動メカニズムの探求 
 
 

円貨資金証券部 
 
 

１．はじめに 
2007 年に発生した米国サブプライム住宅ローン問題（以下「サブプライム問題」）は、証

券化商品の価格暴落や流動性危機の発生だけでなく、世界中の様々な市場へ大きく波及し

ている。サブプライムという言葉がメディアを賑わせ、債券・株式市場を中心とした各国

市場の動きは驚くほど似通ったものとなった（図表 1）。 
我々市場関係者は各市場の動きを分析・予測する上で、海外を含めた他市場の動向を無

視することはできない。特に近年では、グローバル化の進展や新種商品（プロダクト）の

発生と相まって市場の動きが複雑化しており、一見全く関係の無いような市場の動きが、

意外な影響を及ぼすこともある。問題の発生源が海外であっても、“対岸の火事”では済ま

されないのである。 
 市場の連動性を掴むことは、アセットアロケーションを考える上でも重要な役割を持つ。

ポートフォリオのリスク・リターンの重要な構成要素である相関係数は変動する事が常で

あり、昨今サブプライム問題が深刻化する過程でも大きく変動している。もし複数の市場

の連動性を正確に把握することができていれば、市場間の相関が変化した際、それが全体

から見てどの程度の変化なのか、重大な局面変化が起こっているのか、あるいはどういっ

た要因で変化しているのかということについての検討を円滑に行うことが可能となる。 
ある一つの市場から他の市場へどのような経路で影響が及んでいるのか、そしてそれは

どの程度の影響力があるのか。本稿では、複数の市場間の相関関係に着目し、その連動メ

カニズムについて統計モデルを用いた実証分析を行うとともに、市場の局面変化や市場間

の相関係数の変動要因について考察し、活用例を示していく1。 
 

                                                  
1 本稿では、市場間連動性の探求やその応用にあたり、グラフィカルモデルや構造方程式モデルをどのよ

うに活用していくことができるかという説明に重点を置きたいと考え、市場のデータとしては日米の主要

市場に関連するもの及び CRB 指数のみに限定した。データ範囲の拡大は今後の課題としたい。 
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図表 1：2007 年以降の市場推移 
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２．相関係数についての考察 
まず、市場間の連動性を測る尺度として一般的な指標である相関係数について考察した

い。伝統的なポートフォリオ分析では、基本的に各時点での相関関係は一定という前提を

置いているが、実際の相関関係は常に変動している。特にサブプライム危機局面（2007 年

8 月のいわゆる「パリバショック」以降）では多くの商品間で相関係数が大きく変化してお

り、例えばそれまでは相関関係が然程強くなかった日経 225 とドル円為替レート（ドル円）

についても、2007 年 8 月以降上昇していることが見て取れる。（図表 2－①） 
ある変数間の相関関係はその性質として、他の変数の影響により説明できる部分と、他

の変数の影響とは関係の無い独自部分に分けることができ、両者を区別して変動を解釈す

ることが可能である。前者はしばしば“擬相関”と呼ばれ、見せかけの相関を意味する。

すなわち 2 変数同士では直接の相関関係が無くとも、それぞれの変数が別の共通変数と強

い相関関係を持つために、相関関係があるように見えてしまうことを言う。「友達の友達は

友達とは限らないが、同じグループにいるために友達に見えてしまうことがある」といっ

たところであろうか。 



Focus on the Markets            
No.26 グラフィカルモデルと構造方程式モデルを用いた市場間連動メカニズムの探求 

No.26 2008.10.17 
 

 Focus on the Markets No.26 
Page 3 

図表 2：日経 225 とドル円の相関・偏相関係数推移 
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図表2－①. 相関係数の推移

図表2－③. 見せかけの相関

（相関係数－偏相関係数）の推移

図表2－②.偏相関係数の推移

日経225とドル円為替レートとの相関のうち、

見せかけの相関部分は大きくなっているが、
他の影響を排除した部分の関連性は弱まっている

 
(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

一方、後者の部分は他の変数との関係を排除した 2 変数間のより純粋な相関係数を表し

ており“偏相関係数”と呼ばれる。前述した日経 225 とドル円では、偏相関係数2と相関係

数とでは大きく様相が異なってくる。相関係数が大きく上昇したサブプライム局面でも両

者の純粋な相関関係（偏相関係数）は例年並みの水準に留まっている。（図表 2－②）つま

り、擬相関の部分（相関係数－偏相関係数）が大きくなっているのである。（図表 2－③）

組み合わせによっては、擬相関の部分が大きくなっているものとそうでないものが存在す

る。例えば、本邦 10 年金利と S&P500 はサブプライム以降、急激に擬相関部分が上昇した

が、一方で、本邦 10 年金利と日経 225 は擬相関部分がほとんど存在せず、大部分がその他

の市場に影響される部分以外の独自部分で変動していることが見て取れる。（図表 3） 
このように相関係数自体の変化を考察するだけでは不十分であり、特に擬相関の動きを

把握していないとその本質は見えてこない。それでは、具体的に市場全体の連動性がどの

ような構造で説明可能であり、また擬相関の部分について具体的にどの市場からの影響が

あるのかを把握できるだろうか。次章以降で市場全体の連動性を説明する構造モデルを探

索及び検証し、その活用方法を探りたい。 

                                                  
2 偏相関係数を算出する上で関係を排除した他商品は次の通り。株式（S&P500）、長期金利（米 10 年金

利・本邦 10 年金利）、商品（CRB 指数）、短期金利（米 6MLIBOR・本邦 6MLIBOR）、インプライドボラ

ティリティ（S&P500・日経 225・米債先物・円債先物） 
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図表 3：各市場間の見せかけの相関（相関係数－偏相関係数）の推移 
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(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

 
３．グラフィカルモデル及び構造方程式モデルの解説 
 各市場間の連動性を探索し影響の波及や大きさを評価するために、以降ではグラフィカ

ルモデル及び構造方程式モデルという 2 つの統計手法を用いる。 
 グラフィカルモデルはどの変数からどの変数に影響が及んでいるか、変数間の因果の方

向性について、全体的に当てはまりのいい組み合わせを探索していくモデルである一方、

構造方程式モデルはある特定のモデルの当てはまり具合（適合度）や変数間の連動性の強

さを算出するモデルである。本稿では、2 つのモデルを以下のように組み合わせて利用する

ことで市場間の連動性・波及経路の推定を実施する。 
 

・グラフィカルモデルで当てはまりが良い経路を網羅的に探索 
↓ 

・構造方程式モデルで全体の適合度を複数の指標によりチェック 
↓ 

・構造方程式モデルで各変数間の影響度合い等を推定 
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初に簡単にグラフィカルモデルについて紹介し、その後に構造方程式モデルについて

説明する。 
 

（１）グラフィカルモデルについて 
後述する構造方程式モデルは、変数間の連動性について分析者が特定のモデルを当て

はめ、そのモデルの当てはまりや変数間の連動性を計量的に算出し、検証的に評価する

ための手法である。それでは、分析者が考慮すべき変数が多く存在し、且つそれらの間

の連動性について特に定まった仮説を持たない場合、分析者はどのようにして変数間の

連動性について分析を進めることができるだろうか。そこで登場するのがグラフィカル

モデルである。グラフィカルモデルとは、多変量間の連動性について、とり得る組み合

わせを“試行”し、尤もらしいモデルを探索する手法である。名前からも容易に想像で

きるように、その変数間の連動性を視覚的に表現することができる。 
グラフィカルモデルの方法論は複数存在するが、その一つにベイジアンネットワーク

がある。これは、変数間の因果関係の有無を条件付確率の概念を用いて評価し、さまざ

まなモデルの中から当てはまりの良い組み合わせを探索する手法である。図表 4 のよう

に、モデルごとに評価スコアが算出される（矢印が出ている変数が原因系で、矢印を受

けている変数が結果系であることを表す）。スコアは条件付確率が条件を付けないときに

比べ変動する変数同士に矢印がつながり、そうでない変数同士がつながっていない場合

に高くなるよう算出される（意味のない矢印にはペナルティが与えられる）。そして も

評価スコアが高いモデルが当てはまりの良いモデルとして評価される。 
 
図表 4．グラフィカルモデルの例図 
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この方法では、変数が少数の場合には全ての組み合わせについて評価スコアを算出し、

比較検討することができるが、変数が多くなると全ての組み合わせを評価することは非

常に困難になる3。 

                                                  
3 4 変数では 36 通りの探索であるが、5 変数では 310通り、6 変数では 315通りを探索する必要が生じる。 
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5 変数以上の関係について検討する場合、変数間に無作為に矢印を発生（またその向き

を逆転）させたり消失させたりしながら、評価スコアの改善度合いが一定の範囲内に収

束するまで 適な構造探索を行うグリーディサーチというアルゴリズムを用いる。これ

は全ての組み合わせを評価する方法ではないため、評価スコアが同値になるモデルや大

きな差異がないモデルが存在する場合に選ばれるモデルが一意に定まらないという問題

が存在するが、総当たり法に比べ処理速度を格段に速め、評価スコアが上位に存在する

モデルを抽出できるため実務的な分析において有用である。 
 
（２）構造方程式モデルについて 

構造方程式モデル（共分散構造分析とも呼ばれる）は、あらかじめモデル化された多

変量間の連動の仕方を検証し、またその強さを推定するための手法である。図表 5 に例

を示す。 
 
図表 5．構造方程式モデルの例図 

 

 
4 変数間の連動の仕方は矢印の方向性によって表現されており、矢印が出ている変数が

原因系の変数であり、矢印を受けている変数が影響を受ける側の変数であることはグラ

フィカルモデリングの図と同様である。この例では、変数 A は変数 C と変数 B から直接

的な影響を受けていること、また変数 B 及び変数 D については、変数 C を介して変数 A
に影響を及ぼす経路が存在することがわかる。また矢印上に示されている係数が影響度

の強さを示している。この図から、ある変数が変動したとき、それが他の変数に及ぼす

影響の方向性と、その強さを視覚的に確認することができる。 
矢印の係数は変数間の矢印の方向性が定められたもとで、観測された共分散行列もし

くは相関行列を も良く説明するものとして推定され、この際の当てはまりの良さを示

すモデル適合度により、矢印の有無および向きを検証することが可能となる4。 

                                                  
4各種適合度指標の解釈と水準、ならびにモデル適合度を用いて矢印の有無および向きを検証する方法につ

いては、巻末 Appendix1.にて説明する。また、回帰分析と比較した場合の構造方程式モデルのメリット

については巻末 Appendix2.にて説明する。 
 

矢印の太さは相対的な影響力の強さを表す 

（太ければ影響力大、細ければ影響力小） 
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図表 5 の係数は相関行列の推論に基づく標準解とよばれる値5が出力された事例である

が、係数の解釈としては矢印が出ている変数（原因系の変数）が 1σ（σ：標準偏差）上

昇したとき、矢印変数を受けている変数（結果系の変数）が何σプラスかマイナスかど

ちらの方向に動くと期待できるかを表している。つまり図表 5 の結果に従えば、C が 1
σ上昇したときに変数 A は 0.4σ上昇すると期待できる。また変数 B が 1σ上昇したとき

には 2 通りの経路で変数 A に影響を及ぼし、直接的に 0.2σ、変数 C を介して間接的に

0.1×0.4=0.04σ上昇すると期待できる。このように影響の仕方は直接的な場合と間接的

な場合とに分けることができるが、前者は直接効果、後者は間接効果と呼ばれる。 
 
グラフィカルモデルと構造方程式モデルは両者とも、多変量間の連動性が焦点となる

分析手法であるという点と、その結果を視覚的に表現できるという点で同じである。し

かし、両者の も大きな違いはグラフィカルモデルが探索的であるのに対し、構造方程

式モデルが検証的であるという点である。 
グラフィカルモデルは可能性としてあり得る矢印の方向性について当てはまりの良い

ものを網羅的に探索していく一方で、構造方程式モデルは変数間の連動性についての仮

説が存在することが前提であり、分析者により指定された仮説が正しいかどうかを検証

することが目的である。したがって、モデルの適合度判定や連動性の強さの比較などは、

検証が目的である構造方程式モデルの方がグラフィカルモデルに比べて指標が豊富で、

使い勝手が良いと言える。 
次章以降、グラフィカルモデルと構造方程式モデルによる市場間連動性を把握するた

めの活用例を示す。但し、関連する全変数を一度に用いることは困難であるので、本稿

では 初のステップとして、本邦市場参加者に馴染みのある日米に関連する債券・株式

を中心に、為替およびコモディティも含めた市場間連動性に着目した。 

                                                  
5共分散行列をベースに推定を行う場合が非標準解、相関行列をベースに推定を行う場合が標準解と呼ばれ

る。回帰分析における偏回帰係数と標準偏回帰係数の違いと同様、非標準解の場合は実際の予測を行う上

では便利であるが、単位のとり方次第で係数のスケールが異なってくるために係数間の大小比較が困難と

なる。一方、標準解の場合は単位の影響を取り除いた相関係数を基に推定を行うため、係数の解釈ならび

に係数間比較を行うのが容易である。値は相関係数同様－1～＋1 の範囲とる。本稿では以降一貫して相

関行列を基に係数を推定している。 
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４．モデルを用いた実証分析 
（1）利用データについて 

2000 年 1 月～2008 年 7 月までの日米主要市場の日次データを利用した。具体的には、

株式（S&P500・日経 225）、長期金利（米 10 年金利・本邦 10 年金利）、為替（ドル円）、

コモディティ（CRB 指数）、短期金利（米 6MLIBOR・本邦 6MLIBOR）、インプライド

ボラティリティ（S&P500・日経 225・米債先物・円債先物）を用いた。また解析用デー

タとして、金利については前日比、その他は収益率（前日比／前日水準）を用いた。 
日本と米国の日次データは図表 6 の通り、同日でも取引時間には時差がある。そのた

め、日本と米国のデータを用いた場合、日本→米国の関係（表中①）と米国→日本の関

係（表中②）を考察するに際しては、時差を考慮する必要がある。 
それでは①と②ではどちらの連動性が強いだろうか。この仮説を検証するにあたり、

構造方程式モデルにより両者の連動性を同時に数値化した上で比較を行った。日米の債

券・株式市場の連動性について係数を算出した結果が図表 7 である。 
 

図表 6. 市場の順序性 

日本 日本 日本 日本

米国 米国 米国 米国

t日 t+2日 t+3日t+1日

①

②

①か？②か？  

 
図表 7.構造方程式モデルにより算出された日米株債券市場間の連動性 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

 

日経225 本邦10年金利

S&P500

0.40 0.210.11 0.07

0.32

0.23

RMSEA: 0.008
AGFI: 0.996
CFI: 0.999

米10年金利
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係数の絶対値は連動性の強さとして解釈できるため、同日中の日本→米国よりも米国→日

本（1 日後）の方が影響力として強いことがこの結果から見て取れる。これはごく簡単な例

であるが、このように構造方程式モデルを利用し仮説を検証することが可能である。またこ

の結果により、本稿では日本市場に関連するデータは 1 日ラグを設定した上で分析を行う

こととする。 
 
（1）2000 年以降の共通モデルの推定 
モデル探索は 2 段階のアプローチにて実施した。まず、日米の株式・長期金利の 4 変数

のみで 適の組み合わせを探索することで、核となる組み合わせを推定（4 変数だと総当た

り形式での探索が可能。詳細結果は Appendix3.に掲載）、その組み合わせとの整合性を保つ

形で他変数を入れて 終的なモデル探索を行った。 
 
図表 8. 構造方程式モデルの結果（2000 年～2008 年 7 月までのデータ） 
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(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

 
図表 8 は構造方程式モデルによる係数とモデル適合度の算出を行った結果である。

矢印の向きや係数の大きさの特徴としては、以下内容が挙げられる6。 
・ 米 10 年金利が他市場に影響する起点になっており、連動性も強い 
・ 一方で米 6MLIBOR は他市場との連動性はほとんど見られない 
・ 主要市場同士の連動性は他市場に比べて強い 
・ 円 6MLIBOR は他の変数と連動せず独立して存在している 
 
モデル適合度は全体的に当てはまりが良いと言えるが、一般的な時系列モデルの分

析同様、適合度の良い時期と悪い時期が存在することに留意する必要がある。本モデ

ルは 2000 年から 2008 年 7 月までの長期データを用いて導出したものであるが、長期

間では市場環境や社会構造の変化により当てはまりの良いモデルが変化している可能

性があるためである。そこで、2000 年以降の全期間のデータを用いて得られたモデル

を用いてその適合度推移を確認し、その結果からモデル再構築のタイミングの示唆が

どのように得られるかを考察した。これは同時に、モデル適合度の時系列推移を計測

することで市場全体の局面変化を数値的に確認する試みでもある。 
モデルの適合度推移は、ある期間を定めてモデルを当てはめ、その期間をスライド

させてモデル適合度を算出することで可能となる。このときモデル適合度変化として

は係数の変化（＝各市場間の影響度の変化）と矢印の方向・本数の変化（＝市場間の

連関性における構造変化）の 2 つがある。そこで、期間を基準日以前の 100 日間と定

め、「矢印の方向・本数・係数全てを固定させたときの適合度推移」（①）と、「矢印の

方向・本数のみを固定させ、100 日間のデータで係数を再推定したモデルの適合度推移」

（②）を算出する。この時の両者の適合度推移により以下のように判定できる。 
 

1. ①は悪化を示しているが、②が良好な場合 
矢印の本数や方向など構造変化自体は起こっておらず、係数（市場間の影響度）の

                                                  
6 全観測期間を通じた平均的な特徴であることに留意する必要がある。 
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みが変化しただけ 
2. ①も②も悪化を示している場合 

モデルの構造そのものが変化した可能性を示唆しており、モデルを改めて推定して

いく必要が生じる 
 

図表 9. 構造方程式モデルの適合度推移 

パス係数固定モデルの適合度推移

パス係数自由推定モデルの適合度推移

Ｒ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
Ａ

適合度良い

適合度悪い

 (出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

 
実際に本モデルの適合度推移（適合度指標の一つである RMSEA を用いた）を算出

したのが図表 9 である。係数固定モデル・自由推定モデルの双方で 2007 年 8 月のパリ

バショック以降に大きな変化が生じている（適合度が大きく悪化）ことが見て取れる。

この結果から以下のことが推察される。 
1. 市場間連動性が大きく変化した（係数固定モデルの適合度の変化が著しく悪化

しているため） 
2. それは係数の変化というよりも、根本的なモデル構造自体の変化に依る（係数

自由推定モデルの適合度も過去水準を越えて推移しているため） 
 
つまり、2007 年 8 月のパリバショック以降の局面は、過去のものとは異質の全く新
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しい構造に変化したのではないかと推察される。適合度の著しい変化は、BNP パリバ

が傘下の 3 ファンドを凍結した 2007 年 8 月 9 日の翌営業日から見られており、市場の

構造変化を機敏に察知できていると言えよう。 
 

（3）2007 年 8 月以降のモデルの推定 

次に 2000 年以降の共通モデルで適合度が著しく悪化している 2007 年 8 月以降のデ

ータを用いてモデルの再構築を行うことにより、具体的にどのような変化があったの

かを調べた。2007 年 8 月以降のデータを用いてグラフィカルモデルによりモデル探索

を行い、構造方程式モデルで係数ならびに適合度を算出した結果が図表 10 である7。 
 

図表 10. 構造方程式モデルの結果（2007 年 8 月～2008 年 7 月までのデータ） 

 

                                                  
7 巻末 Appendix4.では今回のサブプライム局面で注目された日米のクレジット市場と米住宅ローン証券

市場のデータを含めたモデルも参考までに構築した。 
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(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

2000 年以降の共通モデル（薄青色の矢印）と比べ、異なる点または共通する点が複

数確認できる（モデル適合度は良好）。その内容は以下のように集約できる。 
 

【異なる部分の特徴】 
・ 変数間の矢印の数が増え、モデルが複雑化した 
・ 多くの矢印の係数が上昇（＝変数間の連動性が上昇）した 
・ 米 6MLIBOR が 初に他市場に影響を及ぼす原因系の変数に変化した 

 
【共通する部分の特徴】 
・ 日米の長期金利／株式間の波及経路が同一である 
・ 米 10 年金利が 初に他市場に影響を及ぼす原因系の変数として存在している 
・ 本邦 6MLIBOR が独立して存在している 

 
変数間の矢印が増え、モデルが複雑化したのは市場間の連動性が波及する経路が増

え、既存の経路においても連動性に高まりが見られるということを意味する。特に顕

著な差異が、円債先物のインプライドボラティリティに現れており、2007 年 8 月以降、

多様な市場から影響を受けるようになったことが見て取れる。 
矢印の方向性という観点では、米 6MLIBOR が波及の先頭になったことが顕著な差

異として見られる。2000 年以降の共通モデルではドル円から矢印を受けていたのが、

2007 年 8 月以降のモデルでは CRB 指数、ドル円、円債先物のインプライドボラティ

リティに影響を与える側になっている。パリバショック以降、特に信用不安の高まり

による銀行間金利の上昇ならびに短期資金の流動性低下がクローズアップされた時期

であったことを考えると、“米短期金利の動きが他市場に波及する”というモデルが探

索的解析で選ばれ、その当てはまりが良いことには納得感が高い（一方、米 10 年金利

は 2000 年以降の共通モデルにおいても 2007 年 8 月以降のモデルにおいても波及の先

頭である）。 
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５．構造方程式モデルに基づく相関係数変化の要因分解 
構造方程式モデルは一旦モデルが構築されると矢印の係数を用いて各変数間の相関係数

（相関係数行列）を表現することが可能となる（巻末 Appendix1.参照）。そのため、各係数

が変化した場合の相関係数の変化が把握できるのと同時に、相関係数の変化に及ぼす影響

が大きい係数の変化を特定し、その推移を把握することが可能となる。 

図表 11 は、一例として本邦 10 年金利と S&P500 との相関係数に着目し、2000 年以降の

共通モデルにより推定される相関係数（全係数固定）とスライド形式で推定された相関係

数（100 日ごとに係数を再推定）との乖離部分の推移、及びモデルから算出される当該相関

係数の構成部分の推移を表したものである。 

 
図表 11. 本邦 10 年金利と S&P500 とのモデル相関係数からの乖離要因の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この結果より、本邦 10 年金利と S&P500 との相関が 2007 年 8 月のパリバショック以降大

きく上昇した要因を主に 2 つに分解することが可能である。 

一つ目は、米 10 年金利の要因である。2007 年 8 月以降、米 10 年金利→本邦 10 年金利へ

の影響及び米 10 年金利→S&P500 への影響が、共に本邦 10 年金利と S&P500 との相関を底

(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

モ
デ
ル
相
関
係
数
か
ら
の
乖
離

モデル相関係数からの乖離

乖離の構成要因

ドル円→本邦１０年金利の係数

Ｓ＆Ｐ５００→ドル円の係数

米１０年金利→ドル円の係数

米１０年金利→Ｓ＆Ｐ５００の係数

米１０年金利→本邦１０年金利の係数
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上げする要因として働いており、米 10 年金利を軸とした本邦 10 年金利と S&P500 との擬相

関部分が大きくなったと考えられる。 

二つ目に、ドル円の影響が挙げられる。ドル円は S&P500→ドル円→本邦 10 年金利とい

う経路で間接効果を及ぼしており、S&P500→ドル円及びドル円→本邦 10 年金利の連動性の

上昇が本邦 10年金利とS&P500との相関を底上げする要因として働いた格好になっている。 

つまり本邦 10 年金利と S&P500 との相関の変化は、①「米 10 年金利がもたらす擬相関」

と、②「ドル円を介した S&P500→本邦 10 年金利の間接効果」の増大に大別することがで

きる。すなわちこのモデルによれば、2007 年 8 月以降の本邦 10 年金利と S&P500 との相関

係数の変化は、当該 2 市場のみに原因を追求するのではなく、真に解釈すべきは①と②が

示す米市場間の連動性および米株式市場と為替間の連動性であることを読み取ることがで

きる。 

上記要因分解はモデルに変化が無い場合に有効であるため、継続的にモデル適合度など

をチェックし、モデル変化が起こっているかどうかをモニタリングする必要がある。モデ

ル適合度という定量的な情報と、金融市場の変化についての様々な情報と併せることによ

り、モデルの構造が変わらず市場間の連動性の強さ（係数）が変化しただけなのか、それ

とも根本的にモデルの構造自体が変化したのかを判断することが可能となろう。また、当

該変化が一時的なものか恒常的なものかについても検討し、必要があればモデルの再構築

を行うといった意思決定を迅速化できるであろう。  

これはあくまで一例であるが、大きく市場間の連動性が変化した局面において、モデル

によりその要因を分解し、定量的に把握できることには価値があると考えられる。 

 

６．おわりに 

以上、本稿では心理学やマーケティングの分野で用いられることの多いグラフィカルモ

デル・構造方程式モデルを金融市場分析においても活用できることを、主要市場での分析

を通じて示した。今回の分析モデルの活用ポイントをまとめると以下 3 点となる。 

 

① 市場間の連動性および順序性を計量的に把握し、全体像を把握する 

② モデルの適合度を一定期間幅でチェックし、市場全体の局面変化を機敏に察知する 

③ アセットアロケーション等で特定の市場間の相関に興味がある場合、その変動を他

市場との影響の変化とその他部分に分離し、真に解釈すべき所に焦点を当てる 

 

今後の課題は、より広範囲に亘る市場の連動性分析を行うとともに、連動性の構造変化

について考察を行っていくことであろう。グローバル化の進展により個別商品市場や新興

国市場などについても既に注目が高まっているが、これらの市場と主要市場との連動性が
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どのようになっているのか、また連動性の構造がどのように変化してきたのかという観点

から今後は考察を続けていきたい。 

また、より発展的な相関係数の予測方法としては、定められたモデル構造の下で係数を

予測、個別に擬相関と偏相関の推移を求めて積み上げ式に相関係数推移を算出するという

ことも考えられる。相関係数を偏相関と擬相関に分離し、さらに擬相関部分における各市

場の影響を今回の分析モデル等を用いて定量的に算出することで、特定の市場間の連動性

がそれぞれ異なる要因により変動していることが明らかになれば、個別の係数予測から精

度良く相関係数の予測を行うことも可能となるかもしれない。 

2007 年 8 月のパリバショックから始まった金融不安は、2008 年 9 月のリーマンショッ

ク以降より深刻な事態へ発展しており、市場間の連動性についてもさらに複雑さを増して

いることが想定される。市場間の連動性に着目した分析を継続していくことで、金融市場

の変化に対してより迅速かつ精緻な対応を行うことができるのではないだろうか。 
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【Appendix1. 構造方程式モデルの適合度指標と連動の方向性ついての推定】 
構造方程式モデルの適合度指標は、モデルにより復元される変数間の相関行列と観測

された相関行列の乖離をチェックするものである。主なモデル適合度指標としては、図

表 12 の 3 つの指標を用いて、複合的な観点でチェックを行った。 
 

図表 12．構造方程式モデルにおける 3 つの適合度指標 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
以下では、適合度指標を用いて、なぜ同時点に生じる変数の連動の方向性を検証で

きるかについて説明する。 
図表 13 のモデル 1 とモデル 2 は 4 つの変数の連動性を表現する矢印のうち、モデル

1 では変数 C→変数 D であるのに対し、モデル 2 では変数 C←変数 D となっているだ

けの違いであるが、どちらの方がより現実に適合しているかを適合度指標でチェック

すること、すなわち変数 C と変数 D はどちらが原因系でどちらが結果系であるかを判

定することが可能である。 
 
図表 13．構造方程式モデルの例図 

 

変数A 変数D

変数C

変数B

モデル1

変数A 変数D

変数C

変数B

モデル2
p1 p2

p3 p4

p1 p2

p3 p4

変数A 変数D

変数C

変数B

モデル1

変数A 変数D

変数C

変数B

モデル2
p1 p2

p3 p4

p1 p2

p3 p4
 

 
 
いずれも係数のパラメータ数は p1～p4 の 4 つであり、4 変数全ペアの相関係数 6 個

を 4 つの記号の組み合わせで説明することになる。このときモデル 1 とモデル 2 では

矢印の 1 つの向きが異なるために、相関行列のモデル構造が異なる。 
 

指標 説明 基準
RMSEA
（Root Mean Square Error of
Approximation)

モデルから求められる相関行列とデー
タから得られる相関行列との乖離を自
由度で調整した指標

一般的に0.05以下であれば当てはま
りが良く、0.1以上であれば当てはまり
が悪いとされる

AGFI
（Adjusted Goodness of Fit Index）

データから得られる相関行列を、モデ
ルから求められる相関行列がどの程
度説明しているかを表した指標であ
り、モデルの複雑さ（自由度）も考慮

0～1の範囲であり、0.9以上が当ては
まりの良いモデルの基準値とされる

CFI
（Comparative Fit Index）

変数間に全く関連性が無いという最も
強い制約を置いた際の適合度から、モ
デリングした際の適合度がどの程度
改善するかを見た指標

0～1の範囲であり、0.9以上が当ては
まりの良いモデルの基準値とされる
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例えば、モデル 1 の場合、変数 A と変数 D の相関係数は変数 B を介する間接効果（＝

p1×p2）と変数 C を介する間接効果（＝p3×p4）の和となり p1p2＋p3p4 とモデル化

されるが、モデル 2 の場合は変数 B を介する間接効果のみになり p1p2 とモデル化さ

れる。図表 14 はモデル 1 の、図表 15 はモデル 2 の全変数ペアのモデルから求められ

る相関行列構造である（相関行列の対角成分は 1 となる。また対称行列になるため、

上半分は省略）。 
 
図表 14. モデル 1 における相関行列構造 

変数A 変数B 変数C 変数D
変数A 1
変数B p1 1
変数C p3 p1p3 1
変数D p1p2+p3p4 p2+p1p3p4 p4+p1p2p3 1  

 
図表 15. モデル 2 における相関行列構造 

変数A 変数B 変数C 変数D
変数A 1
変数B p1 1
変数C p3+p1p2p4 p1p3+p2p4 1
変数D p1p2 p2 p4+p1p2p3 1  

 
それぞれのパラメータは、観測された相関行列に も当てはまりが良くなるように

推定される。従って、もしモデル 1 の適合度が良くモデル 2 の適合度が悪ければ、変

数 C は変数 D から影響を受けているのではなく、変数 D に影響を与えているというモ

デルが支持されることとなる。 
簡単なシミュレーションとして、モデル 1 のもとで乱数を 100 個発生させて標本相

関行列（図表 16）を作成し、モデル 1 とモデル 2 それぞれで係数の推定ならびにモデ

ル適合度の評価を行った。 
 

図表 16. モデル 1 の構造のもとで乱数により作成した標本相関行列 
変数A 変数B 変数C 変数D

変数A 1
変数B 0.75 1
変数C 0.69 0.56 1
変数D 0.67 0.66 0.73 1  
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図表 17 がモデル 1 の構造のもとで推定した結果、図表 18 がモデル 2 の構造のもと

で推定した結果である。 
 

図表 17. モデル 1 のもとでの係数、相関行列及びモデル適合度の算出 

変数A 変数D

変数C

変数B
0.75 0.37

0.69 0.53

RMSEA: <0.001
AGFI: 0.96
CFI: >0.999

推定された相関行列

適合度は良く、推定された相関行列はほぼ観測された

相関行列に一致

 
 
図表 18. モデル 2のもとでの係数、相関行列及びモデル適合度の算出 

RMSEA: 0.25
AGFI: 0.68
CFI: 0.95

変数A 変数D

変数C

変数B
0.75 0.66

0.36 0.49

推定された相関行列

適合度は悪く、推定された相関行列の中には観測された
相関行列と比べ乖離の大きな個所が存在

 
 

モデル 1 に基づく推定は真の構造と一致しているため、推定された相関行列が観測

された相関行列にほぼ一致し、極めて良い適合度を示している。一方、モデル 2 に基

づく推定は観測された相関行列に も近づくようパラメータを推定してもなお残差が

大きく、適合度指標は RMSEA が 0.26、AGFI が 0.68 と極めて悪い結果を示している。 
つまり、モデル適合度からはモデル 1 が支持され、変数 C→変数 D の矢印の方向性

を正しく選択できることがわかる。このように、矢印の向きを逆転させただけで、推

測される相関行列は異なってくるため、たとえ時間差がない変数についてもモデル適

合度の観点から矢印の方向性に関する検証が可能になるのである。すなわち、時間差

のない市場についても波及経路の向きを検討でき、例えば株→金利なのか金利→株な

のかその向きについて評価することが可能である。 
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【Appendix2. 構造方程式モデルのメリット】 
構造方程式モデルを用い、係数やモデル適合度を算出することで分析者にどのよう

なメリットがあるのだろうか。例えば、伝統的な統計手法である重回帰分析（ターゲ

ットとなる変数が一つあり、それについて他の変数がどの程度影響しているかを分析

する手法）と比較8すると、メリットは次のように要約できる。 
 

① 多変量の連動性を柔軟にモデル化し、直接効果や間接効果に分解可能 
   重回帰分析は目的変数を一つに絞る必要があり、また説明変数間の連動性を表現す

ることができないが、構造方程式モデルでは本文図表 5 のように、ある変数が原因系

の変数であると同時に、他の変数については影響を受ける側の変数であるということ

が柔軟にモデル化できる。その結果、ある特定の変数に対して他の変数がどの程度直

接効果及び間接効果を持つかということが、係数を辿ることで計量的に把握すること

が可能となる。 
 
② モデル適合度評価により、矢印の方向性について計量的に決定可能 

構造方程式モデルを用いることにより、データから観測された相関行列をモデルか

ら推定される相関行列がどの程度説明しているかという適合度指標から、モデル評価

を行うことが可能である。従来の重回帰分析では目的変数を説明変数群がどの程度説

明しているかを表す決定係数（R2）という指標があるが、相関行列自体はモデル化し

ていない。このモデル評価の効能は、分析者の仮説の妥当性をチェックするだけでな

く、変数間の矢印の方向性について当てはまりの良さを比較することができる。 
 

グラフィカルモデルと構造方程式モデルは両者とも、多変量間の連動性が焦点とな

る分析手法であるという点に変わりはなく、その結果を視覚的に表現できるという点

も同じである。しかし、両者の も大きな違いはグラフィカルモデルが探索的である

のに対し、構造方程式モデルが検証的であるという点である。 
グラフィカルモデルは可能性としてあり得る矢印の方向性について当てはまりの良

いものを網羅的に探索していく。一方、構造方程式モデルは変数間の連動性について

の仮説が存在することが前提であり、分析者により指定された仮説が正しいかどうか

を検証することが目的である。したがって、モデルの適合度判定や連動性の強さの比

較などは、検証が目的である構造方程式モデルの方がグラフィカルモデルに比べて指

標が豊富で、使い勝手が良いと言える。 

                                                  
8構造方程式モデルは回帰分析や因子分析を下位モデルに含むため、回帰分析を実行することも容易である。 
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また本稿では取り扱わなかったが、構造方程式モデルは実際に観測できない潜在変数

をモデル中に含めることができるという 大の特徴がある。 近では、不安や満足度

といった心理的構成概念に着目したマーケティングアンケート調査や計量心理学的分

析で用いられることが多い。実際には観測することのできない変数を、観測できる変

数の背後に仮定し、その振る舞いを調べることは市場間分析においても有用であると

思われる。例えば、FRB（Federal Reserve Board；連邦準備理事会）は構造方程式モ

デルの下位モデルのひとつである因子分析モデルを用い、複数市場の価格水準、ボラ

ティリティ及び流動性プレミアムなどの変数を用い、背後にシステミックリスクを表

す潜在変数を仮定し、その説明力を指標として金融市場が『危機モード』にあるかど

うかをウォッチしている（馬場・竹田・清水、2006）。本稿では、まずはマーケット間

の直接的な連動性に着目したいということから潜在変数は導入しなかったが、将来的

な活用として潜在変数を用いることも視野に入れたい。 
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【Appendix3. グラフィカルモデルによる 4 市場の連動性の分析】 
本稿では多変数下での 適な組み合わせを推定するにあたって、まず核となる組み 

合わせを推定すべく、日米の株式・長期金利の 4 変数を用いた総当たり形式でのモデ 
ル探索を行った。図表 19 は、ベイジアンネットにおける総当たり形式での探索結果の 
上位一部分を抜粋したものである。 

 
図表 19. グラフィカルモデルによる 4 市場の連動性の分析(2000 年 1 月～2008 年 7 月) 
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(出所)Bloomberg データより三菱東京 UFJ 銀行作成 

 
左上およびその右のモデルのスコアが も高く、同順位の 1 位となった9。米株式→

日株式、米長期金利→日長期金利といった同商品内での米国→日本の関係が観測され、

また日本では金利→株式の関係が観測されているが、米国では金利→株式、株式→金

利の関係には大きな差異は見受けられていない。また 2007 年 8 月以降のデータのみを

対象とした分析についても、日米債券株式の方向性に違いはなかった。 
 

                                                  
9 スコアの絶対水準には特に基準はなく、相対的な順序比較でモデルの評価がなされる。 
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【Appendix4. クレジット及び住宅ローン証券市場を含めた構造方程式モデル】 
日米のクレジット市場と住宅ローン証券市場のデータを含めたモデルも参考までに

構築した（図表 20）。 
 
図表 20 クレジット市場及び住宅ローン証券市場のデータを含めた 

構造方程式モデルの結果（2007 年 8 月～2008 年 7 月までのデータ）10 

 

 
(出所)Bloomberg データ等より三菱東京 UFJ 銀行作成 

 

                                                  
10 クレジット市場や住宅証券市場のデータはデータ取得期間が短いために 2000 年以降の共通モデルには

含めていない。 
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日米のクレジット市場と住宅ローン証券市場を含めない本文図表 10の基本的な流れは

変わらずに、以下の流れが加わった形となっている。 
・ 米株動向から日米のクレジット市場と住宅ローン証券市場への波及 
・ ABX（AAA）→米クレジット→本邦クレジットの流れ 
・ ドル円→ABX（BBB－）の連動性 
 

 クレジット市場や住宅ローン証券市場を加えても、米国の短期／長期金利ともに波

及の先頭であり続けている点は特徴的である。短期資金の流動性リスク懸念から米国

短期金利が注目されている現在の金融環境を、適切に捉えられていると言えるのでは

ないだろうか。 
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