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和文概要  年金保険商品を，（1）会社の運用資産を，原資産とする（2）コールオプション類似の条件付き請  

求権として，モデル化した．期末の連用資産を，会社持ち分と契約者持ち分に分け，会社は，運用戦略によっ  

て原資産に影響を与えることで，会社持ち分を最適化するとした．無裁定条件を課して，マルチンゲール法を  

使って，会社持ち分の最適化（収益率の分散最小化）を行った結果，期末の資産価値を表す式は，危険資産の  

期末の価格に応じて，3つの区間に分かれることが分かった．また，最適な資産ポートフォリオ過程が得られ  

た．さらに，数値計算によって，会社持ち分の効率的フロンティアを得た．  

1． はじめに   

生命保険会社が一般勘定で扱う企業年金保険商品には，   

●最低利率保証があり，   

●かつ，運用成果が芳しい場合には，配当が支払われる，  

という特徴があり，契約者側から見たペイオフは，コール・オプション類似である．した  

がって，年金保険商品を条件付き請求権として価格評価できる可能性がある．   

しかし，年金保険商品には，   

●条件付き請求権の原資産が，保険会社の連用戟略（ポートフォリオ構成）に依存する，   

●複数年契約で，契約が継続しながら，毎年，成果配当が行われる，   

●配当額は，配当時点以前では厳密には分からない，  

といった，通常のオプション（たとえば株価指数オプション）と異なる点も多い．これらの  

年金保険商品独自の性質は，商品の価格評価や会社の最適投資戦略に大きく影響するはずで  

ある．   

年金保険商品を条件付き請求権として調べたこれまでの研究には，以下のようなものが  

ある．BrennanとSchwartZ［4】は，保険商品と，ヨーロピアンコールオプションの類似性を  

認識して，BlackとScholes【3］のオプション理論を使って，現在価値を評価した・湯前【15】  

は，「契約が継続しながら，毎年，成果配当が行われる」点に着目して，保険商品を，1年毎  

に最大5回権利行使が可能な満期5年の条件付き請求権としてモデル化し，準モンテカルロ  

法で，現在価値を評価した．JensenとJ＠rgensen，Grosen［9】は，資産ポートフォリオが幾  

何ブラウン運動するとして，有限差分法を用いて，経路依存の有配当保険の価値を評価し  

た・MiltersenとPersson［12】は，ベンチマークポートフォリオの収益率が正規分布すると  

仮定して，収支相当が成り立つような，保証利率および公正な剰余の配分率の組み合わせ  

を得た・Giraldiら【5］は，保険商品に組み込まれたプットオプションの，ダイナミックヘツ  
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ジング戟略を示した．ただし，オプションの原資産である，危険資産からなるポートフォリ  

オについて，構成比辛が変化しないと仮定した．Bacinello【2】は，保険会社が操作できる変  

数が，（1）保証利率，（2）配当の払い出し率，（3）参照ポートフォリオのボラティリティ，の  

3つであることを示し，これら変数のうち2つを与えたとき，残りの1つがユニークに決ま  

る必要十分条件を得た．ただし，参照ポートフォリオは，幾何ブラウン運動するとした．   

これらの研究を受けて，本論文では，年金保険商品の特異な性質のうち，「原資産が会社  

の運用戟略依存である」ことを明示的に取り扱って，分析を行った．会社の運用戟略は，契  

約終了時（期末）の運用資産価値を左右し，契約者への配当と，期末の会社の持ち分（運  
用資産価値から契約者の持ち分を差し引いた額）に影響を与える．したがって，会社が運  

用戟略を適切に選択することで，期末の会社持ち分を最適化する方法を探った．Jensenと  

J＠rgenSen，Grosen［9］，MiltersenとPersson［12］，およびBacinello［2】が，資産ポートフォ  

リオの変動プロセスを外部から与えたのに対し，本論分では，無危険資産と危険資産から  

なる内部構造を持つ資産ポートフォリオを考えた．さらに，Giraldiら［5】が一定とした，オ  
プションの原資産となるポートフォリオの資産構成について，会社が連続的に操作するとし  

て，保険契約を分析した．   

最適運用戦略（最適配当戦略）の分析には，Karatzasら［10］が最適ポートフォリオ選択問  
題を解くのに用いた，マルチンゲール法を使った1．マルチンゲール法は，無我走を仮定し，  

1．期末の根元事象ごとの期末の運用資産価値を，無裁定の条件の下で，最適となるよう  
に決める．   

2．そのような期末の運用資産価値を実現する等価ポートフォリオを求める．  

という2つの段階に分けて，最適ポートフォリオ過程を得る方法である．連続時間の最適な  
ポートフォリオを直接求めるのは，一般には雉しい．しかし，マルチンゲール法では，比較  

的容易な期末の運用資産価値の最適化を行うことで，最適ポートフォリオ過程が間接的に得  

られる．   

本論文でも ，企業年金保険商品について，まず，期末の運用資産価値について，目的を分  
散最小化とした最適化を行い，次いで，それを実現する最適ポートフォリオ過程を得た．ま  
た，数値計算によって，期末の会社持ち分について，効率的フロンティアを得た．その結果，  

期末の資産価値を表す式は，危険資産の期末の価格に応じて，3つの区間に分かれることが  
分かった．また，会社の最適化の結果が「確率1で配当しない」戦略であれば，有配当商品  

の存在価値そのものを再検討しなければならない．しかし，本論文で設定した諸条件の下で  
の最適戦略では，配当する確率が正になることが分かった．   

次節以降は，次のように構成されている．まず，第2節では，最低利率保証及び成果配当  

付きの商品，および市場のモデルを定める．モデルには，無裁定の条件を付加する．第3節  
と第4節で，マルチンゲール法による最適化を行う．まず，第3節で会社の期末持ち分を最  

適化する．次に，第4節で，そのような期末持ち分を実現する運用戦略を明らかにする．さ  
らに会社の期末持ち分の効率的フロンティアを求める．第5節では，前提条件を設定し，具  

体的な数値計算を行う．第6節では，まとめと今後の課題についての節である．   

2． モデル   

最低利率保証及び成果配当付きの商品を，次のような，会社と契約者の2者間の契約とし  

てモデル化しよう．  

1Karatzasら【10】定理3・7・6を参照・   
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2．1．運用資産過程と契約者持ち分．会社持ち分   

満期を所与のT，r＞0とする連続時間f∈【0，r】を考える．時刻0で，契約者は口上（0）を  

拠出し，会社はロム（0）に自己の拠出口g（0）を加えて運用の原資nA（0），  

nA（0）＝n丘・（0）＋ロム（0）  （1）  

とする．口上（0），nβ（0），nA（0）は全て所与で正の定数とする．   

f∈［0，r】の間，会社は，この当初価値nA（0）の資産を運用する．運用の対象となる資産  

クラスは，無危険資産と危険資産の2資産クラスとする．このうち，無危険資産の価格過程  

（β（t）；±≧0）は  

（Jβ（り  

β（り  
（2）  

＝r／d£，f≧0  

にしたがい，一方，危険資産の価格過程（∫（f）；f≧0）は  

d5’（り  

ぶ（り  

＝ 〃df＋Jdlγ（り，f≧0   
（3）  

にしたがうとする・ただし，γ／，〃，けは全て所与の正の定数であって，r／は無危険資産の  

収益率，〃は危険資産の期待収益率，Jは危険資産のボラティリティを表す．また，Ⅳ：＝  

（Ⅳ（り；f∈【0，r】）は，所与の観測確率空間（∩，ア，P）上の標準ブラウン運動である．（∬（り；亡∈  

【0，r】）を危険資産への投資単位数の過程とすると，運用資産価値の過程nA‥＝（nA（り；f∈  

【0，T］）は，  

机（り＝（nA（り－購（り）翳＋棚（り，榊r】  

にしたがう．   

時刻rでの契約者の持ち分口上（r）は，  

（4）  

（  

口A（r）一口A（0）  
erタr，1＋β   ロム（r）＝口上（0）max  

（5）  

口A（0）  

とする・ただし，rタは保証利率を表す所与の正の定数，β∈（0，1】は払い出し率を表す所与  

の定数である．すなわち，時刻0から時刻丁への資産額の増加率に応じて，契約者に対し  

て成果配分が行われる．しかし，成果配分額が口上（0）ergTを下回る場合は，利率保証によっ  

て，nエ（0）er9Tが時刻Tの契約者持ち分となる（図1）．また，時刻f∈（0，r）では，契約者  

への払い出しを行わないとする．   

このとき，時刻Tでの会社の持ち分nβ（r）は，nA（r）からn⊥（r）を契約者に払い出した  

残り，  

nE（r）■＝nA（r）一口⊥（r）  
（6）  

である．nA（r）＜口上（0）ergTの場合は，nE（T）＜0となるが，会社は，自己資本から差額の  

ロム（0）erタr一口A（r）を補填して，契約者へ保証した額を払い出すものとする2．   

2会社がnA（ア）を限度に契約者へ払い出すモデルでは，保険会社の自己資本からの補填は不要だが，契約  
者への利率保証が損なわれる．一方，保険会社の自己資本から補填されるモデルでは，利率保証は損なわれな  
い．   
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n⊥（r）  

ロム仲）eγタr   

（1＋牛）口。（0） nA（r）  

図1：口A（r）とロム（r）の関係  

2．2．運用資産過程の無裁定条件   

「資産額0から出発して，途中及び期末の資産額が非負で，期末の資産の期待値が正とな  

る」ような運用戟暗があるとき，これを裁定機会という．裁定横会が存在しないとき，無裁  

定横会，あるいは単に無裁定であるという．経済均衡が存在するためには，無裁定でなけれ  

ばならない．したがって，以下のようにして，モデルに無裁定条件を付ける．  

（苫；f∈［0，r］，み＝ア）をⅣから生成される完備化フィルトレーションとして，任意の  

（n，ア）上の確率測度月について，  

畔トト＝E月卜lろ］，ま∈【0，r］   

を確率測度月の下での苫条件付き期待値とする．また，  

E月［・卜＝E斜・］  

（7）  

（8）  

とする．  

定義2・1（リスク中立確率測度）（n，ア）上のPと同値な確率測度Qが，任意の資産価値過  

程口Aに対して，  

） ，榊r】   賀簑＝可課］   （9）  

を満たすとき，このQをリスク中立確率測度という．  

定義2・2（等価ポートフォリオ）ある条件付き請求権について，まったく同一のキャッシュ  

フローをもたらす運用戟略（ポートフォリオ）を，等価ポートフォリオという．  

定義2・3（自己資金調達取引戦略）運用戦略（βb，β5）‥＝（（似り，β5（恥t∈【0，r】）が，   

♂〆りβ（f）＋ββ（f）5（t）  

＝♂榊（0）＋β即（0）イ姉）dβ（小か（岬（祝）  
（10）  

を満たすとき，（βb，β5）を，（（β（亡），坤））：f∈rO，r】）に関する自己資金調達取引戟略という．   

このとき，次の定理が成り立つ．   
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定理2．1無裁定であり，かつ条件付き請求権の等価ポートフォリオとなる自己資金調達取  

引戟略が存在するとする．このとき，リスク中立確率が存在し，かつ，条件付き請求権の時  

刻fでの価格は，無危険利子率で割り引いた将来キャッシュフローのリスク中立確率の下で  

のろ条件付き期待値で与えられる．  

証明：岩城【8】定理1．3，定理1・4を参照（証明終わり）・  

このモデルの不確実性はⅣのみから生じる．したがって，（紳）；亡∈【0，r】）を  

紳）‥＝eXp（一昭卜言古2ト可），榊r】，  
〃‾γJ  

亡：＝   
ロ■  

と定義すると，次の定理が成り立つ．  

定理2．2 すべてのβ∈アに対して  

Q（β）‥＝EP【exp（りT）¢（r）1（β）】  

で定義されるアから実数への関数Qは，リスク中立確率測度となる．  

証明：岩城【8】定理2．2を参照（証明終わり）・  

（13）   

以下では，坤）坤）が，Qのもとで2乗可積分とする・このとき，次の命題が成り立つ・  

命題2．1nA（り／β（りは，Qのもとでマルチンゲールである・すなわち，  

） ，榊Tト  笥簑＝可諾］  （14）  

証明：nAが自己資金調達取引戟略によって運用されている資産価値の過程であるので，明  

らか．（証明終わり）．   

3．会社持ち分の最適化   

この節では，前節のモデルを前提に，マルチンゲール法の第1段階（期末の最適化）を行  

う．第2段階（最適ポートフォリオ過程の決定）は，次節で行う．会社は，各時点亡∈［0，r】  

での危険資産への投資単位数£（り，すなわちポートフォリオを管理することで，時刻Tの  

持ち分n且（r）を最適化できるとする・  

3．1．最適化問題の設定   

会社の目的を「時刻rでの会社持ち分nβ（r）について，期待値一定のもとで，リスク（分  

散）を最小にすること」とする．そこで，nA（r）をコントロール変数とする最適化問題  

最小化が［（恥（r）一房g）2ト  

条件 EP【¢（r）nA（r）】＝nA（0），  
EP［ng（r）】＝：百g‥一定  

（15）   

を考える3．  

3口A（r）は自己資金調達取引戟略で実現できる．Karatza5ら【10】定理3・3・5を参照・  
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条件の1番目は，命題2．1においてf＝0とし，さらに（13）式によってPでの期待値に書  

き換えたものである．また，条件の2番目は，nβ（T）の期待値を定めることを表している．  

（15）式の最適化問題を，百βの値を変えながら解くと，リターンの期待値とリスクを2軸  
にとった平面上での，実現可能領域の境界が得られる．この境界は，   

●リスクー定の条件の下でリターンの期待値を最大にする部分，および   

●リスクー定の条件の下でリターンの期待値を最小にする部分  

からなる．このうち前者（効率的フロンティア）が，リスク回避的な投資家にとって意味を  

持つ．  

（5）式より，n⊥（r）は，利率保証が適用され成果配当がない場合と，成果配当がある場合  

に分かれる．成果配当がある場合，  

nE（T）＋口上（r）  
口上（r）＝ nエ（0）  （16）  1＋β   

nA（0）  

より，  

ロムの＝［（1一曲（r）＋（トβ）n州  

となる．ただし，  

む：＝トβ  

とした．よって，配当のあるなしの境界は，（5）式と（16）式より  

（17）  

（18）  

1＋β（芸諾－1）  

ロガー」打  

＞   

＜  

＜   

＞  

eγダr  

⇔ 口g（r）  （19）  

と書ける．ただし，  

eγgT－1  

）  

nA（0）＋eγタT口上（0）  （20）  
〟：＝nβ－  

とした．   

以上により，配当の有無による場合分けを反映したⅢェ（r）およびnA（r）は，n丘・（r）の関  

数として’ 

〈 

r））＝ 
抑， 

（21）   

晒（r））＝ 
；  〈話芸完≡：：；：；：；莞二≡  

（22）  

と表現できる．したがって，nA（T）をコントロール変数とする最適化問題（15）式は，Ⅲg（T）  

をコントロール変数とする最適化問題  

最小化酢［（恥（r）一両β）2］，  

条件 叫押）〈（恥（T）・Ⅲェ（岬T）1｛。E（T，≦百月－〝｝  
工（吉n押）＋半口ェ（0））hβ（T）＞元方－〝｝〉］＝ⅢA（0），  

Eタ［nE（r）】＝nβ  

（23）   
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と書き直すことができる．  

3．2．最適解  

（23）式の最適化問題に対応するラグランジュ関数は，α，gをラグランジュ乗数として，  

項ng（r）（u），〕∈n），α，ゼ）‥＝が［（nE（r）一百E）2］  
－ゼ■［EP［押）nA（nE（r））トロA（0）］  

一α［叫nE（r）卜百β］  

＝叫（恥（T）一房β）2  

－g（¢（r）nA（Ⅲβ（r））一口A（0））  

－α（ng（r）一百g）］   （24）  

と書ける．このラグランジュ関数を用いて，最適化問題（23）式を以下の手順で解く・  

1．まずuごとに考える．α，gはすべての山について共通であるから，山ごとに，α，gを  

所与と考え，£（（nβ（r）（山）ル∈∩），α，g）を最小にする恥（r）（叫α，g）を求める4・さら  

に，ng（r）（叫α，g）を実現する自己資金調達取引戟略を求める5・  

2．次に，n全体について考える．最適なng（r）（叫α，β），お■よび最適化問題（23）式の条  
件により，α，ゼを求める6．山ごとに（nβ（r）一面g）2が最小となれば，確率測度で積分  

した期待値EP［（nE（r）一百E）2】も最小になる・  

£（（nE（r）（山），山∈n），α，β）を〕ごとに分け，かつ最適なnE（γ）（叫α，g）を求める際に不  

要な定数部分を除いて，関数  

叩E（T））：＝（ng（r）－百E）2－α恥（r卜g押）nA（nβ（r））  

＝ 二 

＝二≡二三二二三   二  

を定義する．ただし，  

ズ‥＝nβ（r）一百g， 

cl‥＝－（α＋仰））百g－ 
（乎）2一脚ん（軒  

c2‥＝Cl＋（ト去）（百g＋芸＋（1＋去）讐）卿）   

竺竺竺（erタT一宇）  
（28）  

4uは危険資産の変動経路を表す．保険会社は，Uごとに，危険資産の変動経路に応じてポートフォリオを  
管理することで，ⅢA（r）を通じてⅢg（r）を操作できる・  

5第4節を参照．  

6第5節を参照．   
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47β  湯前  

とした・〕ごとに¢（r）は一定であり，α，ゼを止めて考えているので，エ1，エ2はズすなわち  

nβ（T）だけの関数である・本節では，恥（r）は実数全体を動くものとする7．（25）式を最小  

とするnβ（r）をn芸（r）とする．   

このとき，次が成り立つ．  

定理3．1β≧0の場合；  

ng＋芸＋去竿；一打＜芸＋婁竿，  

ng＋号十竿；芸＋誓竿≦－〝，  
n；‥丁＝ 

〈  

（29）  

g＜0の場合；  

nβ＋芸十王竿；一打＜芸＋去竿，  

n且－〝；   号十去竿≦－〝＜芸＋竿，  

口E＋号＋竿；号十竿≦－〝   †  

口芸（r）＝  
（30）  

となる．  

証明：エ1（ズ）とエ2（ズ）とは，ズ2の係数が等しく，ズ＝－〝で交わる，2つの放物線であ  

る・エ1（ズ）の頂点は，ゼ≧0のとき上2（ズ）の頂点の左側，β＜0のときエ2（ズ）の頂点の右側  

にくる・以上から，（25）式で定義されたエ（口且（r））のグラフは，図2の太線で表される．   

エ（ng（T））を最小とするズをズ＊とする．図2の6個の場合分けのうち，上下段左右の4  

個の場合では，太線上にある頂点のズ座標がズ＊となる．上段中央では，2個の頂点のズ座  

標のうち，－〟から遠い方がズ＊となる．下段中央では，ズ＊＝－〝である．したがって，  

g≧0の場合；  

号＋去竿；－〟＜号＋婁竿，  

箸＋竿；号＋皆竿≦－〟，  
一Y■＝〈  

（31）  

g＜0の場合；  

号＋去竿；一打＜号＋去竿，  

－〟；  号＋去竿≦－〟＜号＋竿，  
筈＋竿；芸＋竿≦－〟   

－、－・＝†  
（32）  

となる（図3）・よって，ズの定義（26）式により，（29）式，（30）式が得られる．（証明終わり）．   

n；（r）‥＝口上（n妄（T）），n左（r）‥＝口A（n妄（r）），V‥＝（n妄（Tト百β）2とする．n妄（r），  

n；（T），n左（r），Vは，いずれも山ごとに定数である．このとき，定理3．1より，直ちに次  
の2つの系が得られる．  

系3．1ゼ≧0の場合；  

nユ（r）… n妄（r）＋n；（r）  

吉（〝＋芸＋竿）＋口A（0）（  

－〝＜  
誓
 
 

1＋  

言＋誓  

（33）   

打＋芸＋竿＋ⅢA（0）（  

d．  

erタγ－1   

β  
1十  

＋驚竿≦一打，  
7このようなrlE（T）が，自己資金調達取引戟略で実現できることについては，Karatzasら【10］定理3．3．5  

を参照．   
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配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略  イアタ  

ゼ＜0の場合；  

nニ（r）≡ n芸（r）＋n；（r）  

吉（〝・芸＋竿）＋nA（0）  

一九’  

（
＜
 
 

封
 
 

■
 

l
 
 

α
2
 
 
 

nA（0）（1＋群）；  
（34）  

芸＋吉竿≦一打＜号＋竿，  
〝十号＋竿＋nA（0）（1＋竿）；  

…＋竿≦－〟  

となる．  

系3．2g＞0の場合；  

（号＋吉竿）2；一打＜号十告竿，  

（号・竿）2；芸・驚竿≦一打，  
（35）  

ゼ＜0の場合；  

（芸＋去竿）2；一打＜号＋去竿，  
〟2；  芸＋吉竿≦一打＜号＋竿，  

（号＋竿）2；芸＋竿≦一打  

（36）  V＝  

となる．  

n妄（r），n；（r），口乙（r），Vは，いずれも山ごとに定数であった・これ以降，〕ごとの最  
適値が既に求まったとして，∪を動かして，n左（r），n；（r），n完（r），Vを確率変数とする・   

αとどの符号について，次の関係が成り立つ．  

命題3．1g＞0ならばα＜0，g＜0ならばα＞0，g＝0ならばα＝0である．  

証明：ズの定義よりEP【ズ＊】＝0であるから，図3より，g＞0ならばα＜0，g＜0ならば  
α＞0，g＝0ならばα＝0となる（証明終わり）．   

Vをn左（r）の観測確率測度Pでの分散，すなわち  

V‥＝が［（n抑）一面E）2］  

＝ EP【V】   

とすると，次が成り立つ．  

命題3．2  

dlノ  

＝ α．  

＝ 

（37）  

（38）   
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湯前  4β〃   

証明：   

g＜0すなわちα＞0とする．Vをα，g，百βの関数と考え，  

dlノ  dα  dg  
V′：＝  α′：＝ ，g′‥＝ 

痴g （39）  
（寸評亡’  

とする．また，  

〈  

＞0〉，β‥＝〈  α＋芸¢（r）  

＜0〉（40）  
α＋g¢（r）  

A：＝   U∈n；打＋   山∈n；〝＋  

とする．このとき，（30）式より，  

EP  
d口上丁   

同様に，（34）式から，   

（41）  

＋
 
 
 

打
 
 

（
 
 
 

l
 
T
D
 
 

（
 
 ）

 
 
 

r
 
 

（
 
 
 

¢
 
 

ト
 
 
 

P
 
 
 

E
 
 

＝0・  （42）  

したがって，  

V′ ＝ 2打＋  

＋E   

（喜一1）が［（打＋  

P［叫（〟＋  
α＋芸¢（T）  

＋（芸－〝）  

α．  
（43）   

g＞0すなわちα＜0のときも，同様にV′＝αが示される．さらに，β＝0すなわちα＝0  

とすると，n妄（T）＝百E：一定より  

V＝が［（n抑）－百E）2］＝0・  
（44）  

よってV′＝0＝－αとなる’（証明終わり）．  

命題3．2から，実現可能領域の境界のうち，α＞0はリスクー定の条件の下でリターンの  

期待値が最大となる部分，α＜0はリスクー定の条件の下でリターンの期待値が最小となる  

部分に対応する（図4）．リスク回避的な投資家にとって意味を持つのは．，リターンの期待  

値を最大にする部分（効率的フロンティア）であるから，以下ではα＞0とする．   

4．最適運用戦略と効率的フロンティア   

この節では，マルチンゲール法の第2段階である，最適ポートフォリオ過程の決定を行う．  

すなわち，（34）式のnA（りを実現する，危険資産への投資単位数の過程（∬（り；f∈【0，r】）を  

求める．会社は，資産運用において，この（ご（り；f∈【0，r】）を採用すると，（15）式の最適化  

を実現できる．さらに，この節では，効率的フロテンティアを書く方法について述べる．   
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配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略  4gJ  

g≧0の場合；  

－Å’．X  ー〝  ズ   －〝   

ゼ＜0の場合；  

一〟 ．方  ー〟  ズ   

図2：エi（ズ）  

β＜0  

錘（r）＋号   

図3：最適なズ  

n占・   

図4：実行可能境界とαの符号  
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4β2  湯前  

4．1．最適運用戦略   

nユ（r）を達成するポートフォリオ過程を（諾＊（f）；±∈【0，rけとすると，次の定理が成り立つ．  

定理4．1  
e‾り（r‾t） 

ッ（t）  
エ＊（り＝   ，f∈【0，r］  （45）  

5（～）J  

となる．ただし，   

抑：＝一等紳）e（拘）（r－t）  

×（吉（1－◎（d2（川府））十平（dl（申寸斤「））（46）  

であり，◎（∬）は標準正規分布の分布関数で，  

1n（二裟）＋（圭∈2－γ′）（ト亡）  

dl（f）：＝  （47）  モ府  
） ）＋（圭∈2－り）（トf）  

b（－2〝－α   

d2（り：＝  
（48）  ∈府  

である．  

証明：（34）式より，リスク中立確率測度Qの下でのnA（r）の条件付き期待値EP［口左（r）］，f∈  

［0，r］は，  

l
一
L
U
 
 

二
 
 

（（トβ）口川＋百β＋芸）  

吉（〟＋芸）◎（d2（り）  

EP［nユ（r）］  

＋（打＋  α 盲 ）◎笹（り）  

＋芸紳） e（軌）（T一書）（1－◎（d2（頼府））  

＋芸紳）e（拘）（r－t）◎（dl（りペ府）  （49）  

となる．よって，  

y（り‥＝EP【ロユ（r）】  

とすると，伊藤の公式を使って，  

dy（り＝y（f）（dⅣ（亡）＋∈虎）   

が得られる．したがって，  

dn完（り ＝ d（e－r仰■t）y（f））  

＝ r／ロユ（孟匝＋e‾r′（r‾りdy（り  

＝ りロユ（りdf＋e‾r′（r－t）ッ（t）（dⅣ（f）＋錘）   

（50）  

（51）  

（52）   
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配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略  4β3  

となる．一方，（4）式より，  

dロユ（り＝りnユ（亡）d£＋エ（±）坤）け（dtγ（り＋錘）  （53）  

である．したがって，（52）式と（53）式の係数を比較することによって，（45）式が得られる  

（証明終わり）．   

4．2．効率的フロテンティア   

株主持ち分のリターンの期待値頁iは  

EP【n旨（r）トロg（0）  
（54）  

月＊：＝   

ng（0）  

で得られる．ただし，EP【n左（r）】は（30）式から，  

α  

11だ＋  

ー（〝＋芸）◎（d2（0）一打庁）  

＋（〝＋芸）◎（dl（0）－か庁）  

＋芸紳）e－リア（トー◎（d2（0）））  

＋芸榊e－リア◎（dl（0））  

が【n左（T）】   

（55）  

となる．一方，リスク（リターンの標準偏差）J完は，  

Vl／2  

＊              J月：＝nβ（0）  

となる．ただし，Vは（30）式から，  

v＝害（ト◎（d2（0）一打庁））  

＋芸抑）exp（－γ抑1－◎（d2（0）））  

＋孟（榊）2exp（（モ2－2仰）（1－◎（d2（0）＋れ庁））  

・〝2（◎（d2（0トや斤）一◎（dl（0）－れ庁））  

＋誓◎（dl（0トや庁）  

・誓紳）exp（一γ′r）叫（0））  

＋筈（紳げexp（（∈2－2仰）◎（dl（0）＋∈斤）  

（56）  

（57）  

となる．命題3．2から，α＞0のとき「リターンの期待値が増えるとリスクが増える」とい  

う関係があることが分かるから，次の手続きによって，効率的フロンティアが得られる．  

1．百βの値を変えながらラグランジュ乗数αとgを求める・   

2．得られたαとgを使ってn妄（r）を求め，リターンの期待値をリスクを計算する・   

3．リターンの期待値とリスクを2軸とする平面上に，計算結果をプロットする．   
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4β4  
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図5：効率的フロンティア  

5．数値計算   

ラグランジュ乗数αとgは，  

箪＝E憫訃   
恥 ＝ EP【n妄（r）］  

を満たす・ただし，（58）式，（59）式から解析的にαとどを解くのは難しいので，数値計算を  

行う．   

前提条件として，r＝1，り＝0・05，γタ＝0．03，β（0）＝1，卵0）＝1，〃＝0．1，J＝  

0・3，β＝0・9，nA（0）＝1．2，ロム仲）＝1．0，再‾＝0．08とする．またg＜0とする．以上によ  

り，（49）式，（55）式，（58）式，（59）式を使って，α＝0．052，g＝－0．014を得る．さらに，こ  

れらの結果と，（56）式，（57）式により，J完＝0．019を得る．評だけを0．09とし，他の条件  

は上記と同様とすると，J完＝0・224が得られる・以上のよう宮を変えながら，対応するJ完  

を繰り返し計算することにより，効率的フロンティアを得る（図5）．   

次に，万，rタ，βの変化による，が（0）に対する影響を調べる．他の条件は，上記と同様  

とし，評を変えながら，が（0）を数値計算することにより，図6を得る．同図から，再■が  

増えるとが（0）も増える関係があり，高い期待収益率を設定すると危険資産への投資比率が  

高まることが，見て取れる．   

rgを変えながらが（0）を数値計算して，図7を得る．γタは，が（0）にそれほど影響しない．  

rgの変化に比べて，いわゆる行使価格である口上（0）eγタrの変化が大きくないためであろう．   

βを変えながらが（0）を数値計算して，図8を得る．βが増えると£＊（0）も増える関係が  

ある・‘契約者への払い出し比率が高まると会社持ち分が減り，それを補うために危険資産へ  

の投資比率が高まるためであろう．   

続いて，配当する確率について調べる．他の条件は，上記と同様とし，評を変えながら，   
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配当のある年金保険商品に対応する保険会社の最適ポートフォリオ戦略  4β5   
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湯前  4ββ  
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図8：払い出し率βと危険資産への投資単位数∬＊（0）   

配当確率を計算した（図9）．試算の条件下，扁言が8％では，配当確率は80％ほどである．  

ただし，面を9％に近づくと，配当確率は急速に低下し0に近づく．再‾が上昇すると，ゼの  

絶対値（図3のズ（¢（ア））の傾き）が急になり，有配当に相応する領域が狭くなる．   

6． おわりに   

本研究では，年金保険商品を，「会社の運用資産を原資産とする，コールオプション類似  

の条件付き請求権」としてモデル化した．期末の運用資産を会社持ち分と契約者持ち分に分  

け，さらに無裁定条件を課して，マルチンゲール法により，会社持ち分の最適化（収益率の  

分散最小化）を行い，それを実現する資産ポートフォリオ過程を得た．さらに，数値計算に  

よって，会社持ち分の効率的フロンティアを得た．その結果，期末の資産価値を表す式は，  

危険資産の期末の価格に応じて，3つの区間に分かれることが分かった．さらに，本論文で  

設定した諸条件の下での最適戟略では，配当する確率が正になることが分かった．   

今後の残された研究課題としては，以下があげられろ．まず，経済的な比較静学を行うこ  

と，たとえば，最適ポートフォリオの解析的な性質を調べることである．また，分散最小化  

以外の基準で最適化した場合について，調べる必要がある．分散最小化が意味を持つのは，  

限られた条件下に限られるからである．複数回配当のモデルへの組み込みも課題である．年  

金保険商品には，「複数年契約で，契約が継続しながら，毎年，成果配当が行われる」という  

特徴があるが，今回のモデルでは，これを反映せず，成果配当を1回限りとしている．さら  

に，契約者持ち分の最適化を考えることも有益だろう．その場合，契約者の効用を考え，そ  

れを最大化するための保険会社へのインセンティブの付与の方法，すなわち，保険会社に村  

してどのような成果配分ルールを課すのが望ましいかを考察することも重要な課題となる．   

年金制度は，今後の社会を支える上で，重要性をさらに増している．より効率的な制度運  

用へ向けての，一層の研究が期待される．   
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8．5％   

リターンの期待値  

9．0％  

図9：リターンの期待値月＊と配当する確率  
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4βタ  

ABSTRACT  

AN OPTIMAL TRADING STRATEGY FOR PARTICIPATING POLICIES  

ShojiYumae  
〃エJ月eβeαr℃九九βf重ねfe  

Iconsideraparticipatingpolicy a5aCOntingentclaim whosepayoffissimilar to acalloption．The  

underlyingassetoftheclaimisanassetportfo1iocontinuouslycontrolledbyaninsurancecompany．Iderive  
ane伍cientfrontieroftheequityreturnofthecompany，aSWe11asthetradingstrategytoreali2＝ee伍cient  

portfolios，byutilizingthemartingalemethodforoptimalportfo1ioselectionproblems．Somenumerical  

examplesindicatethatthehigherexpectedrateofreturnOfthecompanyisrequired，themoreinvestment  

inriskyassetsisneeded，andthatprobabilityofbonuspaymentispositive．   
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