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金融の ORと投資

浩今野
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句"
最小化 I;_I; σjkXjXk 

f~l k~l 

件五rjXj迄 roM条(2) 

2zj=M， zj孟 0， j=1 ・ 1

と等価である.

マーコピッツがこのような形に問題を定式化したの

は，いまからちょうど30年前の 1959年のことであった.

ところが，良く知られている割には，このモデルは最近

まであまり本格的には利用されなかったようである.そ

の第 1 の理由は，株の将来の平均収益率や共分散を予測

するのに手間がかかることである.そこで，通常は過去

の時系列データからこれを推定してやるわけだが，仮に

そうやったとしても ， n ，，=， I ， OOO といった大型の 2次計画

問題は手軽に解けないことが，実用上のネックとなって

いた.このあたりは，最近かなりの改善が見られるが，

実務家の心理的負担は依然として大きいようである.

そのかわり，というのもおかしいが，マーコビッツ・

モデルは， 1960年代半ばに出現したシャープ教授らのC

A P M(Capital Asset Pricing Model) の基本として

重要な役割を果たすことになった.このCAPMという

のは，経済学者が得意とする“均衡"理論モデルであっ

て，いくつかの仮定の下で、

この特集の狙いは， ORの専門家以外の人々に対して

ORの有効性を平易に解説することだそうである.つま

り，あまり数式を使わずに「投資と金融jにおける ORの

有難味を述べるのが私に与えられた課題のようである.

さて， OR とファイナンス理論の接点として最も良く

知られているのは，マーコビッツのポートフォリオ選択

理論であろう.これは，多数の銘柄に投資を分散させる

ことによって，一定の利益を確保しながらリスクを最小

化しよう，あるいは一定のリスクの下で利益を最大化し

ようというもので，ファイナンスの教科書はもとより，

ORの標準的な教科書(たとえば [IJ など)にも載って

いるものである.そこで，まずこのモデルの基本を簡単

におさらいしておこう.

いま n 種の投資対象的(j=I ，… ， n)があるものとし，

Sj の単位期間あたりの収益率を Rj としよう.すると，

投資家がめに Xj 円を投資するポートフォリオから得ら

れる収益は

と表わされる . Rj は一定の分布にしたがう確率変数

である.マーコピッツは投資に伴うリスクの指標として

R(x" … ， Xn ) の標準偏差を採用し，ポートプォリオ選択

問題を

RhhA)=jERJZJ 

すべての投資家は，市場平均ポートフォリオと

無危険資産(たとえば定期預金)のみに投資する

、IV[R(xt， … ， Xn)J

E[R(x" ・・ ， Xη)J孟 roM
n 
五Xj=M， Xj孟 0， j=I ,"', n 

最小化

という驚くべき結果を導いている.また，これを用いて

Sj の平均収益率りと市場平均ポートフォリオの収益率

rM の聞に

件条)
 

l
 

(
 

rj=rF+゚ j (rM-rF) , j=l,… , n 

とし、う関係が成立することを主張している.ここでワ

は無危険資産の利率，んはわのベータ値と呼ばれるも

のである.んが大きい……たとえば 2.0以上……銘柄は

市場平均収益の変動に対して敏感に反応するハイ・リス

ク株とされる.んを求める手間は，問題 (2) を解く手間

よりはるかに少ないため， 70年代を通じてこのベータ値

工学部こんのひろし東京工業大学

干 152 目黒区大岡山 2-12-1

と定式化した.ここで， Mは投資家の投資金額， ro は投

資家が要求する最小の平均収益率，そして E[ ・ J ， V[ ・]

はそれぞれカッコ内の確率変数の平均と分散を表わす記

号である.

Rj の平均を勺， Rj と Rk の共分散を σjk とすると，

問題 (1) は次の 2 次計画問題:
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図 1

が銘柄のリスクを測る指標として一世を風腺したのであ

った.

かくして， OR的発想にもとづくマーコピッツ・モデ

ルは，シャープ教授の均衡モデルの踏み台にされてしま

ったのだが，これではマーコピッツ教授は浮かばれない，

というのが筆者の感想である.というのは，マーコピッ

ツ・モデルから CAPMを導くためには，シャープ教授

も認めるとおりいくつかの heroic (英雄的)な仮定が必

要となるのである.理論の美しさを求めるために，現実

離れした仮定を設けることは，経済学においてはさほど

珍しいことではないが， ORの立場からは stunning(腰

を放かすよう)な仮定といった方があたっている.

そこで筆者は，マーコピッツ教授の当初の意図を汲ん

で， ORモデルの復権をもくろんでいる昨今であるが，

それについて述べる前に，マ}コピッツ・モデルの技術

的な問題点をもう 2 つ指摘しておこう.

(吋投資のリスクを収益の標準偏差で表わすことは果

たして妥当か? たとえば，図 1 のように平均と分

散が全く同じ 2 つの銘柄 S1> んを比べると，誰でも

んよりふの方を好むはずだが，マーコヒッツ・モ

デんはこの両者を区別できない.

(b) 問題 (2) を解いた結果，多数の銘柄に少額す'つ分

散投資するのが良いことがわかったとして，実際に

そのとおりやろうとすると，取引コストが嵩むうえ

に取引の最小単位以下の端数処理が厄介である.

さて，改良マーコピッツ・モデルのポイントは，投資

のリスク指標として，収益の標準偏差のかわりに絶対偏

差を採用することである [2J. x を確率変数とし，その

密度関数を f(x) とすると，その絶対偏差 W(X)は

W(X)=s二 Ixーμ If(x)dx

で与えられる.μ はもちろんXの平均値である.

絶対偏差は，定義からもわかるとおり標準偏差と良く

似た量であるが，ふつうの場合は取扱いがややこしいの

で敬遠されがちである.しかし，ポートフォリオ選択問

題(1) の目的関数を W[R(x1> ・ '， xn)Jでおきかえた問題
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L手;ぅ〉的に総)f;

なリスク

絶対偏差リスク

図 2

最小化 W[R(x1> …, xn)J 

以益率

(3) I 条件 E[R(Xh "'， xn)J~roM 

" ぷxj=:;M， Xjミ 0， j=I ,"', n 

:は線形計画問題となるのです!!

線形計画問題であれば 2 次計画問題に比べて裕段に

速く解けることはもとより， (b)で述べた端数処理もずっ

と容易である.ふつうなら問題をややこしくするはずの

絶対偏差が，ここでは標準偏差よりずっと取扱いやすい

という次第である.

さて，以上のモデルでは， リスクを定義するうえで，

平均値の下側と上側を対称に扱い，どちらも好ましくな

いものと見なした.ところが，実は平均より上側にパラ

ツイているものは， リスクというよりむしろ“メリット"

というべきではないだろうか.としうわけで，筆者は図

2 に示した区分的に線形なリスク関数を用いて，個々の

投資家のリスク感覚を組みこめるモデルを提案している

[3]. ちなみに， 折線リスクモデルは， その折線が凸関

数である限りは，問題 (2) と同様線形計画問題として処

理可能である.

また筆者らは，株先50に採用されている 50銘柄の過去

5 年間のデータを用いて，さまざまな計算を行なってみ

たが，その結果次のような特徴が確認された.

(i) 問題(2)は問題(1) よりはるかに速く解ける.

(自) 問題(2) の解は，問題(1) の解に比べてより少数の

銘柄に集中的に投資することを推奨している.ちな

みに刊をどのように選んでも， (2) の最適解て・正の

投資比率をもっ銘柄数は， (1) の場合の約半数であ

る.また上位10銘柄への投資率は， (1)では 60-70

%であるのに対し， (2)では90%を越えてし、る.

(iii) 問題(2)の最適解の標準偏差は，問題(1)のそれと

比べてたかだか10%程度しか違わない.
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以上のように，改良マ}コピッツ・モデル (3) は基本

モデル(1)より操作性が良いことが確かめられたわけだ

が，フ 7 イナンスにおけるORの出番は，これ以外にも

いろいろある.たとえば様々な最適化手法をはじめ，確

率過程論や統計分析，意思決定分析， DS S …・・などが最

もストレートに利用できるのがこの分野である.実際，

ファイナンス先進国のアメリカで・は， ORの専門家たち

が作ったそデルや手法が重要な役割を果たしている・・ー

その好伊~はオプション売買戦略やポートフォリオ・イン

シュアランスである……のだが，わが国ではファイナン

スはまだ(少数の)経済学者の領土になっているようで

ある.ぜひともこの分野をORの方向に引き寄せて工学

化を図り， r理財工学」として発展させたい[4J，という

のが筆者の願望であるが，当然、のこととして道は剣し
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い.読者諸兄姉のご支援をお願いする次第である.
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多次元デュア ν ーション (MDD) を用いた
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1. はじめに

1970年代後半から始まった金利水準の乱高下は，それ

までの安全資産投資としての債券投資が，株式投資に劣

らずハイ・リスク=ハイリターンであることを明らかに

した.本稿の目的は，債券投資の伝統的なリスク指標で

ある「デュアレーション (Duration) J を多次元に拡張

することによって得られた多次元テ蜘ュアレーションの重

要性と，その債券ポートフォリオ分析への応用の可能性

について検討することにある(注 1 ).特にこの場合，目

標計画法(ゴールプログラミング)が，実際的な債券ポ

ートフォリオ・モデルの構築にあたって，有効であるこ

とを示したL 、と思う.

2. 債券投資リスクの尺度としての「多

次元」デコアレーション

債券の「理論」価格は，将来得られる利子(クーポン)

もりだいら そういちろう
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と満期日における元本の償還金額とを，現在の価値に割

引L 、たものに他ならない . t 期のクーポンを Ct> 満期ま

での期間を T(t=I ， 2， … ， T) ， t 期のクーポンを現存価

値に引きもどすための「割引率」をめとすると(注 2 ), 

現時点における債券価格(Po) は，

(1) PO=~+~+…+-EL 
(1+仇)1 1 (1干瓦戸 (1+百)T

と表わすことができる. ただしここで， Cr=T 期のク

ーポン+元本と考えることとする.

貸倒れ(Default)や，満期前の任意償還(Call) のない

債券，たとえば， 日本の国債などでは， Ct ゃ T は t=o

において確実にその値が知られており，なんら不確実性

は存在しないと考えてよい.したがって，債券価格変動

の不確実性は，割引率(め)が予期されない変化を示す

ことから生ずると考えてよい.割引率(仇t Y2， … ， Yr) が

どのように決定され，それを実際のデータからどのよう

に推定すべきかについては， 利子率の期間構造 (Term

Structure of Interest Rate) の理論をめぐるさまざま

な研究と残された問題がある.ここでは，め(t=I ， 2， ..., 

T) が時間 (t) にかかわらず一定である (Yt=yVt) と仮

定し，その変化が債券価格にどのような影響を与えるの

かを考えてみよう(注 3 ). 
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