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1. 資本市場の理論と OR

こんにち，本論で中心的にとりあげる資本資産評価モ

デル (Capital Asset Pricing Model, 以下 CAPM

と略す) をはじめとして， 裁定取引理論 (Arbitrage 

Pricing Theory, APT)，オプション評価理論(Option

Pricing Theory, OPT) など，資本市場における取引

や証券の評価をめぐってさまざまな理論が展開され，金

融経済学 (Financial Economics) といわれる分野を形

成するに至っている.

たしかに，そこで扱われる問題は，市場で行動する典

型的な合理的投資家の行動とかれらの行動の結果として

の市場の均衡であり，また，それを用いた投資政策であ

るので，それら諸理論をまとめて呼ぶときに「経済学J

が用いられることも故なしとはしない.

しかし最近では，この分野に関して，しばしばインベ

ストメント・テクノロジーと呼ばれたり，理論や応用を

含めて金融工学なる名称も散見されるようになってい

る.そして実際，この分野に技術者やエンジニアが大き

な関心を示すようになってきている.

ここで，経済学と工学のいずれが適切であるかの議論

は行なわないが，少なくとも，テクノロジーや工学とい

う言葉が用いられるようになり，エンジユアが深く関わ

るようになったのは，次のような理由によると考えてよ

いであろう.

1 つに，資本市場における証券の評価には，株価の変

動をとりあげなければならないが，そのためには確率過

程は避けて通ることができない.この領域は一般に技術

者やエンジエアのものとみられており，確率を駆使した

理論や方策は技術であり，工学であるとされるに至って

L 、る.

2 つに，資本市場は証券にの証券は，投資家にとっ

て資産を意味するので以降「資産J と呼ぶことにする. ) 
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の売買を通して将来に予想されるリターン，つまり「カ

ネ j を取引きする場であるが，カネは，他の財と違って

どこで取引きれようとも同質であり，また微小な単位に

分割できると想定することができる.

こうした性質をもっ「場j では，状態を一般化したモ

デルとして表現し，そのモデルを用いた分析，解析を行

なうことの意義はきわめて大きい.もともと，資本市場

は，技術者やエンジニアがとっつきやすい性質を備えて

おり，かれらがそのことに気づき，多大な関心を示し始

めたことが挙げられる.

3 つに，現代の資本市場についての分析は，Markowitz

が提案したポートフォリオ・セレクションに端を発する

が，かれの出発点は，所与の予算制約のもとで最適な複

数の株式の組合せ(ポートフォリオ)を選択するという

課題であった.こんにちの資本市場の理論は，合理的に

最適なポートフォリオを選択する投資家の行動を基礎に

し，すべての投資家がそのように行動するときに市場が

どのような状態になるかをとりあげている.所与の制約

のもとでの最適化が， ORのもっとも基本的な問題の 1

つであることはいうまでもない.つまり，こんにちのこ

の分野の課題は，もともと ORの問題であったといって

もよし、.

2. Markowitz のポートフオリオ理論の

意義

Markowitz は，制約付きの最適化問題としてポートフ

ォリオの選択を定式化することを試みたが，かれの優れ

たところは，資産への投資という特質を生かして， リタ

ーンとリスクという 2 つの目標を設定して定式化を行な

ったことであった.つまり，投資問題を多目的最適化問

題として定式化したことである.

およそ投資と L、う場合，将来のある時点あるいはある

時点までの期間において，その見返り(リターン)を得

ることを期待して，いま資金を投下することを意味して

いる.つまり，いまの資金と将来の確実でない資金とを

比較することが基本的な課題である.
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もちろん，投資は高いリターン

を期待して行なわれるものである

が，あくまでリターンは期待であ

るから， リターンに伴う不確実性

の程度を合わせて評価することが

求められる.しかも，資本市場で

は一般的に，高いリターンは高い

リスクを伴う(逆のときは逆にな

T 

る)ことが知られている.かれは， 。

できれば高いリターンを，またで

きれば低いリスクをという相反す

• • • 

る目標を同時的に達成する最適化を試みたわけである.

Markowitz のアイデアでもう 1 つ優れているのは，

2 つないしそれ以上の資産を組み合せるとき，各資産の

リターンの変動は，それぞれ無関係に生じているわけで

はないことを考慮していることである.そして，かれは，

各資産のリターンの変動の聞の関係こそ，ポートフォリ

オを組むときのキー・ポイントになることを，そのモデ

んによって明示した.

Markowitz のポートフォリオ・セレクションを基礎

にした資本市場の理論が，基本的に，

①最適化問題を基礎にしていること，

②この最適化問題が多目的問題であること，

③投資対象である各資産のリターンの変動の間に存在

する関係が，解を求めるときに重要な役割を果たすこと

を，以下， CAPMについて明らかにし，合わせて，その

限界にも触れることにする.

3. CAPMの概要

CAPMは，合理的な投資家が摩擦のない効率的市場で

取引きすることにより資産の価格が瞬時に調整され，市

場が均衡状態になったとき，資産価格の聞にどのような

関係があるのかを示している.

そのさい，資産のリターンが不確定の危険資産の場合，

投資家が考慮する資産の特性はリターン(投資収益率の

期待値を用いる)とリスク(投資収益率の標準偏差を用

L 、る)のみであると仮定される.投資家は複数の危険資

産を適当に組み合せることにより，よりリターンが高く，

よりリスクの小さいポートフォリオを捜し求める.

いま，各資産(i) のリターン(1'il とリスク (σil を推定し，

それらを σ- 1' 平面上にプロットすると図 1 のようにな

るとしよう.

さて，これらの資産を組み合せて作ることのできるポ

ートフォリオは無数に存在するが，それらすべてを集め
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図 1 図 2

た集合を投資機会集合と呼ぶ.これが投資家にとって代

替案の集合となる. 投資機会集合を σ- 1' 平面上に表わ

すと図 2 を得る.

投資機会集合の境界がこのように非線形となるのは，

資産の投資収益率の聞の相関が完全ではないからであ

る.

投資家はこれらの代替案の中から i つのポートフォリ

オを選択するわけだが，その選択の基準はリターンとリ

スクに関する 2 つの目的関数により示される.この目的

関数は代替案の集合に対して半順序関係を与えるので，

最適解は非劣解(パレート解)として与えられる.このパ

レート解を有効ポートフォリオ (efficient portfolio) と

いい，その集合を有効フロンティア (efficient frontier) 

と呼ぶ(図 2 参照).このように，投資家の行動は典型的

な多目的最適化問題としてとらえることができる.

ここで，利子率りが確定している安全な資産 f(無危

険資産)が存在し，投資家は自由にこの無危険資産に投

資し，あるいはこれを借り入れることができると仮定す

る.いま，危険資産だけからなるポートフォリオに無危

険資産を組み入れた混合ポートフォリオを考える.ある

危険資産ポートフォリオと無危険資産を組み合せた混合

ポートブォリオは， σ- 1' 平面上においてそれら2つを結

ぶ直線上に示される.

このようにして得られる混合ポートフォリオをすべて

の危険資産ポートブオリオについて考えると新たな代替

案の集合が得られるが，これに対するパレート解集合は

無危険資産の利子率りから有効フロンティア上に引か

れた接線となる，これを資本市場線 (capital market 

line: CML) と呼ぶ(図 2 参照).

CMLが有効フロンティアと接する点Mはマーケット・

ポートフォリオ (market portfolio) と呼ばれる.このマ

ーケット・ポートフォリオは，無危険資産が存在すると

きにすべての投資家が共通に選択する最適危険資産ポー
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トフォリオに他ならない.マーケ

ット・ポートフォリオを用いると

CMLは次式により示される.

rp=rf+生(rM-rf) (1) 
υM 

ただし，

rp : CML 上のポートフォリオ

のリターン

σp:CML 上のポートフォリオ

T 

Tf 

。

CML 

σ 

価格も他の資産の価格に対する相

対的な大きさとして与えられるこ

とになる.

4. 代替案の集合と評価

空間

これまでは. CAPM をσ-r 平

面上で議論してきた.これは投資

家が σ と F という 2 つの評価基準

のリスク 図 3 こもとづいて行動するとしている

rM: マーケット・ポートフォリオのリターン からである.しかし，もともと投資家は，どの資産にどれ

σM: マーケット・ポートフォリオのリスク だけ投資するかと Lづ決定を行なうことにより，かれの

り:無危険資産のリターン ポートブォリオを最適化しようとしているはずである.

である. いL 、かえれば，投資家が最終的に行なう意思決定は，かれ

CAPMて、は，このCMLをもとにして個別資産の評価 のポートフォリオを最適化するような各資産への投資割

を行なう.すなわち，個別資産(i) とマーケット・ポート 合，すなわち投資比率ベクトルを決めることである.し

フォリオ (M)の関係に注目し，有効フロンティアがマー たがって. CAPMにおいて，投資家の意思決定がσ と F

ケット・ポートフォリオにおいて CML と接する条件を についての評価だけで十分であるためには，少なくとも，

用いることにより，次式のような証券市場線 (security σ-r 平面上で与えられるマーケット・ポートフォリオ

market line: SML)を得る. は，投資家が求めている投資比率ベクトルを一意に定め

rt=rf+ん (rM-rf)

ここで，んは，

ßt=σtM/σM2 

(2) 

ただし， σiM: 資産 (i) とマーケット・ポートフォリオ

(M)の収益率の共分散

である.

るものでなくてはならない.

この点を明らかにするために，投資比率ベクトル(.r) 

の張る空間から σ-r 平面への写像について考えてみよ

う.

いま，市場に n 個の危険資産があるとすると，空売り

がない場合，投資家の代替案の集合は，

SML は，個別l資産のリターンが確定のリターン部分 X={.rleT.r=I. 'r/ i XよQ} (3) 

(右辺第 l 項)とリスクプレミアム部分(第 2 項)とに分解 ただし，

されることを示している.後者のうちの (rM-rf) は全

ての資産に共通のファクターであるので，んがその資産

を特徴づける唯一のパラメータであり，個別資産の実質

的なリスクの大きさを示す測度であることがわかる.

e=(I. 1. …,I) T 

という Rn の部分空間となっている.

ここて〉

i'=(r.. r2. …，九)T

さて，資本市場で行動する投資家は，現在における各

資産の市場価格をみて，将来に予想されるリターンとリ

スクを評価し，その資産の購入(投資)や売却を決める.

このような投資家の行動が数多く集められた結果とし

とすると .X から投資家の評価空間 (σ-r 平面)への写

像は，次の 2 つの式で与えられる.

r=i'T.r 

σ2= .rT V .r 

て，各資産の市場価格が決まることになる. CAPMは， ただし，

均衡状態において，資産価格形成のもととなる各資産の V: 投資収益率の分散共分散行列

リターンを F なるリスク測度と関連づけて示している. である.

(4) 

(5) 

したがって，式 (2)が与えられるなら，これに対応して各 ところで， σ-r 平面上での CAPMの議論が意味をも

資産の価格も定まることになる.しかも，ここで重要な つためには，少なくともマーケット・ポートフォリオに

ことは. CAPMでは各資産のリターンが.ß を通して， ついて，この逆写像が存在しなくてはならない.そこで，

市場全体の水準(マーケット・ポートフォリオ)に対し n=3 の場合についてこの写像を図解してみよう.

相対的に与えられることである.したがって，どの資産 まず，式(3) より，代替案の集合Xは Rn 空間における
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超平面上の凸閉集合であることが

わかる(図 4 参照).

次に， X から F への写像は式

(4)で与えられており， X は引を

除いた Rn-l 上でも表現すること

ができるので，図 4 に対応づけて

図示すると図 5 になる.また， X

から σ への写像は式(5) で・与えら

れており，同様に X2 を除いて考

えると図 B になる.最後に，図 5

と図 6 を合成すると図7が得られ，

代替案の集合から評価空間への写

像を描くことができる.

さらに，図 7 の図形を σ-f 平面

へ正射影すると， CAPMで用いる

投資機会集合を得ることができる

(図 S 参照).

さて，図 7 において有効フロン

ティアは左側の膨らみの稜線上の

一部に相当する.また，この稜線

上では F を定めると，それに対応

する投資比率ベクトルは一意に定

まることがわかる.マーケット・

国5

X3 

図 4

ポートフォリオは有効フロンティア上の 1 点であるの

で，これに対応する投資比率ベクトんも一意に定まる.

したがって， σ-f 平面上のマーケット・ポートフォリオ

からXへの写像が存在する.

このように， σ-f 平面上で求められたマーケット・ポ

ートフォリオからその投資比率ベクトんを導くことがで

きるので，投資家は危険資産に対する最適な投資意思を

T 

。

σ 

X3 

図 S

1989 年 1 月号

T 

X2 

図 B

決定し，行動することができる.

5. まとめ

本論ではまず，こんにち注目を集めている資本市場の

理論がもともと OR と深く関わっていることを述べ，次

に，資本市場の理論でも最も基本的なものの 1 つである

CAPMを例に，投資家の投資意思決定が多目的最適化問

題として記述されることを示した.

すなわち， CAPMは，投資比率ベクトルからリスク・リ

ターンという 2 次元の評価空間への写像をもとに議論し

ており，典型的な多目的最適化問題をなしているという

ことである.しかも， CAPM の均衡状態は， 無危険資

産の導入により最適解が一意に定まるような特殊な系を

なしている.

資本市場の理論は，市場の理論として経済学と密接に

関連している.しかし，同時に，それは解が一意に定ま

る特殊な多目的最適化問題であることに注意しなくては

ならない.
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