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ファイナンス理論の概要
一一動的ポートフォリオ理論と ICAPM一一
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1. はじめに

伝統的に，不確実性の下での多期間経済における投資

家の最適消費とポートフォリオ決定問題，すなわち動的

ポートフォリオ理論は確率的ダイナミックプログラミン

グによって発展してきた. Merton (1971) がこの分野の

基本的論文である.しかしながら本文では，伝統的アプ

ローチの代わりに連載第 3 回に紹介した条件付証券の価

格理論が投資家の最適消費とポートフォリオ戦略の分析

にいかに有用かを構説しよう.特に，投資家の最適政策

は条件付証券の価格理論の線形偏微分を解くことによっ

て求められることを示そう.

投資家の最適消費とポートフォリオ政策の特徴がわか

ってしまえば，代表的投資家の存在する経済における各

資産の期待収益率関の均衡関係について結論が容易に導

ける.これが Merton( 1973) の Intertemporal Capital 

As�t Prieing Model である.

2. 最適解消費とポートフォリオ政策

まず Black.Sholes モデルにおける投資家の最適消費

とポートフォリオ政策から始めよう.そしてBlack.Sho

les モデルの結果をいかに一般化するかについて述べる.

2.1 Blaek-Seholeø モデル

この節の設定は，連載第 3 回の第 2 節と同一であり，

詳しくはそこを参照していただきたい. 2 つの永続証券

として，危険証券と無危険証券が存在し，危険証券の価

格は次の幾何プラウン運動にしたがい.

S(t)=叫{(μ-fd)t+σw(t) }, 
これを微分で表わすと，

dS(t)= μS(t)dt+σS(t)dw(t) ， 
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となる.ただし叩は確率Pの下での標準ブラウン運動で

ある.また無危険証券の価格は時刻 t て、 B(t)=exp{rt}

とする.ただし r>O は定数である.無危険証券は瞬時

に一定の金利 r を受ける預金と考えられる.投資家が時

刻 t に与えられる情報は，時刻 0 から t までの危険証券

の価格の履歴である.この情報を.3l't と記す.

この経済における投資家は，時刻Tにおける富の期待

効用を最大化する危険証券と無危険証券のポートフォリ

オとなる自己充足戦略1(a， 8)を用いるものとする . a(t) 

および 8(t)はそれぞれ危険証券と無危険証券の時刻 t に

おける保有数である.連載第 3 回と同様に，自己充足戦

略 (a， 8) を次の条件の下で考える.

E[J~18 (t )S(t)1拙J<∞

この自己充足戦略を許容取引戦略 (Admissible Tra. 

ding Strategies) と呼び， H2(P) と記す.連載第 3 回

の 3.2節から H2(P)には裁定取引機会が存在しないこと

がわかっている.

L2(P)を.3l'T に依存する確率変数の空間とすると，投

資家は次の問題を解くことになる:

sup(α， 8leH2(Pl E[V(WT)] 

s.t. a(O)B(O)+8(O)S(O)= W o, 

WT=α(T)B(T) +8(T)S(T) ε L2(P) ， (1) 

WT;:::: 0 P-a.s. 

ただし V( ・)は時刻Tの投資家の富に対する効用関数，

E[ ・ 1 はPの下の期待値そして ， Wo> 0 は投資家の初期
の富とする Vf主連続な増加関数で厳密に凹関数で，か

っ微分可能な関数である.

連載第 3 回の3.2および3.3節より， Black.Sholes モ

デルでは市場は動的に完備であるから，すべての XEL2

(P)はある戦略 (a， 8)EH2(P) でファイナンスされ，そ

の戦略 (α， 8) でファイナンスされる条件付証券の時刻 t

。自己充足戦略の定義は連載第 3 回を参照
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における価値は，

E*[e-T(T-t>xl sT山 (2) 

である.ただしE叱・|‘.9""' t]は一意な同値マルチンゲール

演u度Qの下での時刻 t の条件付期待値を表わす.一意な

同値マルチンゲール誤u度Qは次のように定義される.

Q{A)=L7J{T)P{d即)，

亨 (t) = 叫{_+A:2山加(t)} ，
μ -r 

"云云ーー 一一一一一ー.

σ' 

ただし A は sTT のすべての要素とする.確率 P と Q

は同値なのでこの両方の確率に対して“ほとんど確実に

(almost surely)" として単に a.s. を用いる.

定理

もし (a， 8)が(1)の解であるならば， WT*=a(T)B(T) 

+8(T)S(T)a.s. は次の問題の解である.

SUPWTeL2+(p> E[V(WT)] 

s.t. E本[e-TTWT]=WO• (3) 

逆に ， WT*を(3)の解とすると ， WT*はある戦略(a， 8)

EH2(P)が存在し ， (a， 8)が(1)の解となる.

証明

(a, 8) , (1)がの解であるとしよう . WT*=α (T)B(T)+ 

8(T)S(T)EL2+(P)a. S. が (3) の解であることを示す.

E*[e-TTWT*]=α(0)B(0)+8(0)S(O)= WOであるから，

WT*が(3)の可能解である.もしもWT吋-(3)の解で、ないと

すると， (3)の可能解でE[V(WT)]>E[V(WT牟 )]を満た

す WT が存在する.動的に完備な市場だから WT は
(ti ，Ô)εH2(P)かつti(O)B(O)+Ô(O)S(O)=E場[e-TTWT] 

を満たす戦略でファイナンスされる.そこで研FT は(1)の

時刻Tの可能解である.これは， (α， 8) が(1)の解である

仮定に矛盾する.

次にWT*を(3)の解であるとしよう . WT*E L2(P)は連

載第 3 回の 3.2節と定理 3 より ， (a， 8)EH2(P)でファイ

ナンスされ，次の条件を満たす.α(0)B(0)+8(0) S(O) 

=E本[e-TTWT*] = WO・かくしてWT*は(1)の時刻Tの可

能解である.いま (a， 8) が(1)の解でないと仮定しよう.

すると，ある戦略(ti ， Ô) 巴 H2(P)が(1)の可能解であり，

E[V(WT)]>E[V(WT*)] , 

を満たす.ただし WT=ti(T)+Ô(T)S(T)P-a.s. WT 

は取引戦略(ti ， ﾔ) E三 H2(P) でファイナンスされるので，

連載第 3 回の 3.2 節より

E*[e-TTW T]=ti(O)B(O)+ﾔ(O)S(O)= WO・
となる.かくしてWTは(3)の可能解となる.これは WT*
が(3)の解である仮定に矛盾するので， (a， O) が(1)の解で
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あることがわかる. (証明終り)

定理は(1)の複雑な動的最適化問題と標準的な静的最適

化問題(めの同値関係を示している.今後， (めの解は存在

すると仮定し ， WT* と記す. 詳細に興味のある読者は

Cox and Huang (1986) を参照されたい.

さて，投資家の最適ポートフォリオ政策を構成してみ

よう.これは，いまから見るように連載第 3 回の条件付

証券の複製戦略の構成と変わるところがない.

(坊に解が存在するなら，ラグランジェ法より ..1 >0 と

なるラグランジェ定数が次の条件を満たす.

V'(WT*) 三二 ..1e-rT甲(T) a.s. , 

ただし等号はWT彬>0 のとき成り立つ.また， V'はV

の微分を表わし，次の等式を用いた.

E本[e-γTWT*]=E[e-rTW T吋(T)].

次のプロセスを考えてみよう.

と(t)=Àe-Tt守 (t) ， tE[O, T] , 

ただし V' の逆関数をf(y)=inf{x~O: V'(x)三勾}と

する.すると WT*=f(e(T)) と表わせる.守(0)= 1 のと

きれ0)= À となり，

作)=e(s)e叫-(r+t七広2う) 

(μt一山

となるから，標準ブラウン運動は独立で定常的増分をも

つので， e(t )(t 二，= s) の時刻 s における条件付確率はと(s)

で完全に決まる.したがって，確率Qの下でのとのダイ

ナミックスである次の微分表現が有効になる.

de(t)=-e(t )(rーが)dtH(t)κd四*(t) tE[O. T] , 

ただし，

叩*(t) 三世(t)-"t tE[O, T] 

は Qの下での標準プラウン運動である(連載第 3 回の定

理 l 参照).

時刻Tの最適な富の時刻 t における価値は，

E*[e- T(T-υW T*l sTt]=E*[e-T(T-υ'f(e(T))l sTt] 

E[e-T(T-tl f(e(T))甲( T)l sTt ]
マ 一一 μ)(t) 

E[f(e(T))e(T )ie(tD三 F(e(t) ， t) ，
e(t) 

となる.ただし第 2 の等式はQの定義とベイズの条件付

確率の公式から導かれ，第 3 の等式は e(t)が与えられる

と，と(T)の条件付確率は完全に決定することからえられ

る.

したがって ， F( e(t)， t)はTに f(e(T))を支払う“条

件付証券"の時刻 t における価値である.マルチンゲー

ルの方法によって F が満たす偏微分方程式を示そう.
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F(W) ， t) は時刻 t における条件付証券であるから ， e-rt 

F(W) ， t) は同値マルチンゲール測度Qの下でマルチン

ゲールである‘伊藤の補題より， Qのもとでは，

d(e-rt F(~(t) ， t)) 
time trend 

=rTS[÷Ffew-Fs(rーが)~ー叫FtJ

+FE~/C話可dS*(t) ， 制

ただしS*(t)=S(t)/B(t)であり，連載第 3 回の(6)を用

いた. (5)の左辺はQのもとでは，マルチンゲールである

から，右辺の時間的変化の項は零でなければならない.

かくして次の偏微分方程式がえられる:

÷2FJ》ーFρ_/C2) ~-rF+Ft=O， 的

この偏微分方程式は後述することとして， (5)の積分を

考えてみよう.

e引F(~(凡 t)=F(肌O l+J:O(t附 (μt川)
となる.ただし

。(t)=Fe句177
日(t)=(F(~(t) ， t) -O(t)S(t) )/B(t) とすると，連載第

3 回の定理 3 の証明と同様にして， (a， 0)EH2(P) かっ

WT*は初期の富Wo でこの戦略でファイナンスされる.

次にWT*の複製戦略を考えてみよう . S(t) とと(t)には

1 対 1 の写像が存在するので，任意の時刻 t におけるこ

の複製戦略は， ~ (t)の値と t に依存する.最適制御理論

では通常，制御プロセスの関数のコントローんはフィー

ドパ'"クコントロールとなる.ここでは，制御されるプ

ロセスはポートフォリオ価値の時間的変化，すなわち投

資家の富の変化である.この最適制御(a， O) ;が投資家の

富と時間の関数として記述できることを示そう.

第 1 に，時刻 t における最適ポートフォリオの価値を，

W(t)=α(t) B(tl+ O(t) S(t) とする.Fの定義から，

W(t)=F(~(t) ， t)である .fは減少関数でかつ定数では

ないので， Fはとの厳密に減少関数である.したがって

と(t) =F-l( W(t) , t) である.ただし F-l( ・ ， t)は F( ・， t) 

の逆関数である.第 2 に，時刻 t における最適戦略は ç(t)

と t だけの関数であり，また~(t) =F-l( W(t) , t)である

から，最適戦略は富と時間の関数として表わせる.かく

して最適取引戦略はフィードパ・y クコントロールとして

表現できた.

上記の最適戦略の構成においては，関数F とラグラン

ジェ乗数 A がわかっていると仮定されている.応用にお

いては，これを計算する必要がある.もし任意の~(O)に

98 (42) 

対する Fの条件付期待値が解析的にわかっていれば，容

易にである.なぜなら A はF(jl， O)=Wo を満たすから，

À=F-l(WO， O) と定義し，と(0)= えとする.そこでプロ

セスとは定義され，最適取引戦略が求められる.

Fに対する解析的解が存在しないときには，次のよう

に少々複雑になる. (6)の偏微分方程式を境界条件がF(乙

T)=f(~)かっ，すべての t に対して1ime→∞F(~， t)=O と

なる数値解を求めなければならない. ç(O)の種々の可艇

な値に対してF( ・， 0)が求められれば，ラグランジェ乗数

は A三F-l(WO， O) として求められる.かくして最適取引

戦略が決定される.

いかにして投資家が最適取引戦略を構成するかは，条

件付証券に対する複製戦略からのアナロジィから明らか

である.時刻Tの投資家の最適な富は条件付証券であり，

その支払いは(3)の静的な最大化問題によって決定され

る.そこで，最適取引戦略はこの条件付証券の複製戦略

を見い出すことに帰着する.このためにまず，この条件

付証券Fの価値をすべての時間に対して求める.そして

最適取引戦略はFの微分によって決定される.もしも F

が解析的に表わせないなら，線形 2 階の偏微分方程式を

数値解法で求める.

この場合の偏微分方程式と連載第 3 回で述べた条件付

証券の偏微分方程式には次の明らかに異なる点がある.

連載第 3 聞の (16) と側の偏微分方程式には，危険資産の瞬

時の期待収益率が含まれない.一方， (めは κ を通して μ

に依存する.これはFがとの関数であり，そのダイナミ

ックスがQの下での￡に依存するからである.さて，す

べての t に対して， ç(t) と S(t)に 1 対 l 対応が存在する.

そこで，この写像をh(S(t) ， t)=W) と表わすと，この写

像が μ に依存することを確かめられる.さらに， G(S(t) ，

t)) =F(h(S(t) , t) , t) とすると ， G(S(t) , t)=F(W) , t) 

となる.したがって， Gが連載第 3 回の(16)偏微分方程式

を満たすことが容易に確認できる. (1同は μ には依存しな

い.しかし t=T でのGの境界条件である G(S， T)=f(h

(S， T)) は μ に依存する.このことにより，オプション

の価格理論における μ の情報は，オプラョンの支払が μ

に依存しないために，必要としない.しかしながら，投

資家の時刻Tの最適な富は μ に依存すると(T) の関数で

あるから， μ の情報は時刻Tの最適な富を求めるために

必要である.もしも，投資家が危険資産の期待収益率を

知ることができないなら，彼の期待効用を最大化する最

適ポートフォリオを求めることは不可能になる!

2.2 モデルの一般化
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前節で構成した投資家の最適取引戦略を，さらに一般

的なプロセスの経済に拡張しよう .N種の危険証券と 1

つの無危険証券が存在し，これらの証券は時間 [0， T]に

は配当を支払わないものとする.第n危険証券は時刻 t

には価格S偽(t)で売買される . S(t )=(St(t), S2(t) , ..., 

SN(t))T とする.ただし T は“転置"を表わす.この危

険証券ベクトル S(t) は，次の関係を満たすものとする.

S(t)=S(O)+S;IS (巾 (Y(川dt

+S;IS (t)σ (Y(t) ， t)dw(t) tE[O,T] , 

ただし叩はκ次の標準ブラウン運動， Is(t) は NxN

の対角行列で第 n の対角要素がSn(t)である， μ( Y， t)は

Nx  1 ベクトルでその要素がN種の危険資産の瞬時の期

待収益率 σ(Y， t)は NxN行列で σJが時刻 t における

危険資産の瞬時の期待収益率の分散共分散行列である.

Yは次のようなM次の拡散過程であり ， Ms.Nを満たす

ものとする:

Y(t)=Y附S:戸(Y(凡 t) dt 

+S;g{ Y{り， t)dw {t) tE[刊，

ただし P と gはそれぞれMx 1 ベクトルとMxN行列で

ある.また σ(Y(t) ， t) と g( Y(t) ， t)はすべての Y(t) と t

に対してフルランクとする.

便宜上今後， p( t) と σ (t)でそれぞれ μ(Y(t) ， t) と σ(Y

(t) , t)を略記する.同様に ß(t) と g(t) はそれぞれ戸(Y

(t) , t) と g( Y(t) ， t)の代わりである.また，無危険資産

の瞬時の収益率 r( Y(t) ， t) も単純に r(t) と記す.したが

って， 時刻U t における無危険資産の価格は B(t)=exp

H; r( s )ds} と表わす
さて，次のように定義しよう.

&(Y(t) ， t)= 一σ ( Y{t) ， t)-t( μ(Y(t) ， t)-r( Y{t) , t)) , 

ただし 1&( t) 1 2 三 tr (σ (t)σ (t)T) はすべての時間および

標本点に対して一様に有界であるとする.また，これは

価格システムが次の同値マルチンゲール測度をもち，

Q(A)=L 7J(帆 T)P(向)AεßTT ，

ただし，

マ(市exp {--B:I&{S) 12 dサト{S)T d叩(叶
tE[O, T]; 

であることを意味する(詳しくは Cox and Huang 

( 1986) を参照).

次に a(t) と 8n (t)をそれぞれ無危険証券および第 n 危

険証券の時刻 tの保有数とする .8(t)を (8t (t)，…8n (t) )T 

1991 年 2 月号

とする.取引戦略(α， 8) は次の条件を満たすとき許容可

能(Admissible) と呼ぶ;

自己充足戦略でかつ，

E市 [S~I仰向(s) σ (s)12ds]<∞
そこで H2 (P) をこの許容可能戦略の空間とする.ま

た条件付証券は L2(P)の要素である.

Pag色s (1 989) は市場が動的に完備であるとき ， L2(P) 

の任意の要素はある (a， 8)EH2(P)でファイナンスされ

ることを証明した.このことから，定理 l は(3)の制約式

を次の式で置き換えても成り立つことがわかる.

E栴べ[同阿偲抑p叫叶(ト一寸~~トT判叫(1ωeυ川叫〉ばd

そこで，今後は(3)の解が存在する仮定しよう.前節と

同様に， WT*" (3)に対する時刻Tの最適な富とし， W)

=ん-);T(川(t) と定義する すると，

W)=引仇p {-~:(r( t")サI&(Y(山 dt"+ 

5:&( Y(山)Tdw( t")} Vω， (η 

が成り立つ，ところが， Black.Scholes のモデルと異な

り，すべての t に対して;(t) と S(t)の聞に l 対 1 の関係

が成り立たない.実際， ;(t) の値は時刻 O から時刻 t ま

でのYの実現値に依存する.しかしながら ， Yは拡散過

程であることと， (ηから ， s三三 t の時刻 s におけるW)の

確率的特徴はと (s) と Y(s))で完全に決定される.数学的

にはほ(s) ， Y(s)) が同時に拡散過程を形成するという.

WT*に対する複製取り引き戦略を求めるために， WT* 
の各時点での価値を計算しよう .wrは条件付証券であ

るから，時刻 t における悩舗は

E仏p{一仁川出} WT*I゚ Tt] 

=E仏p{ト一j子:?γ臼ω叫刊六M川s釘灯(庁m川T)町川)川川)川I ßTれベt] ] 
E[同回叫p {ト一jfT叫〈臼s

一 守ポ(t川) 
(8) 

E[f( と(T));(T lI W) ， Y(t)] 
W) 三F( と (t) ， Y(t) , t) , 

となる.ただし f(y) 三 inf (xミ 0: V'(x) 三二百}であるこ

とおよび(;， Y) が 1 つの同時拡散過程にしたがうことか

ら導かれる.

ここまでくると，後は標準的手続きとなる.Qの下で

の F(乙 Y， t) マルチンゲールの方法から，日TT* に対す

る複製戦略と Fが満たす偏微分方程式が計算できる.

e判-5:γωd'} F(;(t) , Y(t) ， t) にマルチンゲーゆu度
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の下で伊藤の補題を用いると，時間的変化の項が零とな

るので，次の線形の 2 階の偏微分方程式が求められる:

すFeSPIElz+t 州、YYU/) -FyTe~ukT -Fe 

[rー J..:J2J+FyT[ß+g..:TJ-rF+Ft=0. (9) 

さらに，

叫{_~:TCI)d'}F(れ t) ， Y(t) ， t)=F(~(札 Y(仰)+

f:O(S川*(t) ，
である.ただし，

O(t)=-FM(t), Y(t) ， t)~(t )IS-l (t)( σ (t) 

σ (t)T)-l( μ(t)-r(t))+Is寸 (t)(g(t)σ (t)寸 )T

F智 (e(t)， Y(t) , t) , (10) 

である.また， Is- 1 (t H1NxNの対角行列でその第n対

角要素は Sn(t)-l に等しい.そこで，次のように設定す

ると，

F( e(t), Y(t) , t)-O(t)TS(t) 
a(t)_-，~，-" -"B(-e') 

(α， 0)が WT*に対する複製戦略となる.

Black-Scholesiモデルと同様に， Fは f の減少関数で

ある.Fに対する解析的表現が存在すれば， ~(O)= ﾀ = 

F • (Wo, Y(O) ， O) と設定できる.ただし ， F-lはFの第 1

項に関する逆関数である.そこで，プロセス S が定義可

能となり，したがって複製戦略も同様になる.解析的表

現が存在しないとき ， Fは(9)の偏微分方程式を次の境界

条件の下に求めることによってえられる:

lim<~∞F(ç， Y， t)=O および limt吋TF(ç， Y, t)=j(ç). 

そこでと(0)は同様に設定される.

酬に表われる最適取引戦略は(M+2 ) ファンド分離の

特徴，すなわち最適ポートブォリオは瞬時のポートブオ

リオフロンテア上のポートフォリオすなわち瞬時のフ口

ンテアポートフォリオと，その収益率が予測不可能な状

態変数Y と完全に相関するM個のポートフォリオ，およ

び安全証券に分離可能である.このことを確かめるため

に，第 1 に最適ポートフォリオにおける危険証券への投

資比率に変換しよう.時刻 t での最適ポートフォリオに

おける第 n 危険証券への投資比率を Aη (t) とする.ただ

し A(t)=(A1 (t) ， … ， AN(t ))T. A(t)は最適ポートブオ

リオにおける危険証券への投資比率ベクトルである.し

たがって，

FE(~(t) ， Y(t)， t)~(t) 
A (t)=-~-' 一一一 (σ(t)σ( t)T)寸 (μ (t)F(~(t) ， Y(t) , t) \U\_ ,U\_" -¥1' 

，.Fv(~(t) ， Y(t), t) 
-r(t)lN )+(g(t)σ (t)叶TF百戸~π);'t )', (1副

ただし lN は N 次の 1 だけのベクトル.時刻 t における

100 (44) 

安全資産への投資比率は (I-A(t)T1)である.簡便化の

ためにF(t )l主 F(と(t) ， Y(t)， t)を，また同様に Fe(t)お

よび Fy(t)は F.(ξ(t) ， Y(t) , t) と Fy(~(t)， Y(t) ， t)を表

わす.

A(t)は~(t) と ， Y(t) ， および t だけに依存するので，

最適制御と考えられるから ， A(t) 11 e(t )=F-l(W(t) , 

Y(t) ， t) によるフィードパック制御である.ただし， W

(t)=α(t)B(t)+O(t)TS(t) ， 

第 2 に，連載第 2 回の (12)式より， (σ (t)σ (t)T)寸(μ (t)

-r(t)) は時刻 t のフロンテアボートフォリオの危険証

券のポートフォリオ比率に比例することが明らかであ

る.ただし，ポートフォリオフロンテアは時刻 t におけ

る瞬時の証券の期待収益率および瞬時の収益率の分散共

分散行列jによって生成される.かくして闘の右辺の第 l

E買は，瞬時のブロンテアポートフォリオすなわち危険証

券のポートフォリオ比率に比例する.

第 3 に， (g(t)σ (t)寸 )Tの各列はポートフォリオの危険

証券の比率と見なせるから ， (g(t) σ( t) -1 )T はM個のポ

ートフォリオの危険証券への投資比率を表わす.次の明

らかな関係より，

(g(t)σ (t)寸 )σ (t )g(t)T=g( t)g(t )T; 

時刻 t における Yの変化に対するM個のポートフォリ

オの分散共分散行列が Y分散共分散行列に等しいこと

を示している.これがは(t)σ ( t) -1 )Tの第m列が時刻 t に

おける収益率が完全にYに相関するポートフォリオの危

険証券への投資比率に比例することを説明する.

以上をまとめると，投資家の最適ポートフォリオはM

+2 の要素からなる:安全証券，瞬時のフロンテアポー

トフォリオ，そしてYの変化と完全に相関する収益率を

もっM個のポートフォリオである.これらのM+2 の要

素に投資した富の比率は，関数F とその微分に表われる

投資家の効用関数によって決定される.

このミュチュアルファンド分離の結果の意味するもの

は重要である.もしも，状態変数Yを知りえたなら，安

全証券とM+l 個のミュチュアルファンド( 1 つの瞬時

のフロンテアポートフォリオ，およびすべての投資家に

最適である収益率が完全にYに相関するMのポートフォ

リオ)だけが必要となる.もしMがNより小さいときに

は，必要なミュチュアルファンドの数が存在する証券の

数よりずっと少なくなる.

3. 1 CAPM司王デル

前節では投資家が保有する最適ポートプォリオの特徴

オベレーションズ・リサ}チ
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を明らかにした.この節では，証券の瞬時の期待収益率

の均衡関係における最適条件について考えてみよう.簡

便化のために，証券の瞬時の収益率を単に収益率と呼ぶ.

モデルを単純化して，経済に代表的個人が存在し，安

全資産にネットの供給は零と仮定する.この投資家の各

時点、での寓W(t)は経済共体の富に比例し，彼の危険証券

への最適証券への最適ポートフォリオ比率 A(t) は市場

ポー卜フォリオである.安全資産の供給はネットでゼロ

であるから，集計した富は市場均衡ではすべて危険証券

に投資されなければならない.かくして，すべての時点、

t においてA(t)T1N= 1 が成り立ち，時刻 t における市

場ポートフォリオの収益率は，

A(t)TdS(t)/S(t) =A(t)Tμ(t)dt+A(t)T.σ(t)dw(t) ， 

となる. (11)に前から (σ (t)σ(t)T) をかけると，

-FE(t) 
Vs ，w(t) 三 (σ (t)σ(t)T)A(t)= F(~'了[μ(t) ー

Fy(t) 
r(t)1NJ+ VS ,y(t) -þ('i了'

がえられる.ただし Vs，w(t) は時刻 t におけるN種の危

険証券の収益率と市場ポートフォリオの収益率との共分

散行列であり ， VS ，y(t)=σ(t)g(t)Tは時刻 t における Y

の予測できない変化とN種の危険証券の収益率との共分

散行列である.上記の関係を整理すると，

-F(t) Tr ,., Fy(t) 
μ(t)-r (t )l N=Fe (訂~Vs ，w(t)+ VS ，y(t) 1i(~Y 

( F(t)/FE(t) ¥ 
= VS ,Wy(t) I ‘ 1, (12) 

¥Fy(t)/Fe(t)J 

がえられる.ただし

VS ,Wy(t)=( Vs ,w (t), VS ,y(t)). 

この関係から，危険証券の期待収益率は市場ポートフ

ォリオの収益率と状態変数Yの予測できない変化との共

分散に線形な関係にあることが明らかになる.これらの

共分散の重みは，投資家の効用関数に依存する関数F と

その微分に依存して求められる.

さて， (12)式の F(t)/F.( t) と Fy( t)/ F e (t) とに観測

値を代入できることを示そう.第 1 に， (12)に A(t)T を

前からかけると，

μw(t)-r(t) 三 A(t)T[μ (t)-r(t)lNJ

( F(t)Fε (t) ¥ 
=Vw 

"" ,-, \Fy以( t川)ν/ F.ぷ( t川)J
(13) 

がえられる.ただし， μw(t) は時刻 t の市場ポートフォ

リオの期待収益率であり，また VW，Wy(t) 三 A(t)TVS ，WY

(t) . 第 2 に， (12)に前から g(t)σ( t)-，をかけると，

μy(t )-r(t)lM三g(t)σ( t)-'[，u{t) -r( t) 1N ] 
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( F(t)/FE(t) ¥ 
= VY ,Wy(t)( ~ ',_': ~ :":', 1, (14) 

¥Fy(t)/ FE(t)} 

がえられる.ただし， μy(t)は時刻 t における Yの予測で

きない変化と完全に相関するM個のポートフォリオの期

待収益率ベクトルであり ， 1 MはM次の 1 だけからなるベ

クトルである.

(1司と担4)を連立させて ， F(t )/FE(t) と Fy(t)/Fe(t)につい

て解くと，

(-m川 )=VWy(t)-'( 仰(t)-r(t))= VWy(t)-'1 
Fy(t)/FE(t)} "." \μy(t)-r (t) 1M} 

がえられる.この関係を， (12)に代入すると，

/μw(t )-r(t) ¥ 
μ (t) -r(t)lN= VS ,Wy(t) VWy ,Wy(t)-tl 

lμy(t)- r(t)lMJ 

/μw(t )-r(t) ¥ 三fJs，Wy(t) I 
lμy(t)-r(t) 1M} 

となる.これが， Merton( 1973)およびCox， Ingersoll , 

and Ross (1985) の lntertemporal Capital Asset 

Pricing Model (lCAPM) と呼ばれるモデルである.

危険証券の期待収益率は，市場ポートブオリオの収益お

よび，状態変数の予測できない変化に完全に相関する収

益率をもっM個のポートフォリオとに関する“ベータ"

と線形な関係がある.これらのベータは，危険証券の期

待収益率を市場ポートフォリオの収益および状態変数Y

の変化に完全に相関する収益率をもっM個のポートフォ

リオとによる重回帰分析の係数になる.ベータの重みは，

市場ポートブォリオおよびYに完全に相関するM個のポ

ートフォリオとに対するリスクプレミアムである.

ICAPMモデルは， Sharpe(1964) , Lintner(1965) , 

およびMossin( 1966) のCAPMモデルの一般化である.

証券の均衡期待収益率は，市場ポートプオリオに関する

ベータに線形の関係にある. ICAPM モデんでは，収益

率の分布が時間によって変化し，その変化が状態変数Y

の変化によって決定するので，市場ポートフォリオに関

するベータばかりでなく，さらにMのベータが表われる.

これらのM個のベータが状態変数の変化の証券収益率に

対する反応度 (sensitivity) をとらえる.

4. おわりに

条件付証券の価格理論が，投資家の最適消費とポート

ブォリオ政策の導出にいかに有効であるかを示した.議

論を明確にするために，投資家は時刻UTでだけ消費し，

証券取引は時刻Tまでの任意の時点で可能とした.時刻

T以前の消費も可能とする一般化は簡単に導くことがで
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きる. その詳細に興味ある読者は， Cox and Huang 

(1986， 1989)を参考にされたい.

ここでは，仮定した価格プロセスによって市場が動的

に完備であることを保証している.しかし，この仮定は，

連載第 1 回の第 3 節に紹介した伝統的なダイナミックプ

ログラミングによる方法よりも，強い制約である.ここ

での方法は，市場が動的に完備でない場合にも，一般化

することができる. 詳細は， He and Pearson (1989) 

および Pagès (1989)を参考にされたい.

今回は， Merton (1973) の lntertemporal Capital 

Asset Pricing Model (ICAPM) を導いたが，中間消

費がある場合，同様の方法が可能で，連載第 1 聞の第 3 節

のBreeden( 1979)による lntertemporal Consumption 

Capital Asset Pricing Model がえられる.詳細は，

Huang( 1989)を参照されたい.

ICAPM の導出にさいして，価格が決定される均衡の

存在を仮定した.この均衡の存在およびそれの関係する

問題は， Duffie (1986) , Duffie and Huang (1985) , 

および Huang( 1985a, 1985b, 1987)を参考にされたい.
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