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４. 投資家の意思決定モデル

4.1 稲作モデル

4.2 期待効用 大化原理

4.3 ポートフォリオ選択の理論
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4.1.1 ケース・スタディ（設定）

4.1 稲作モデル

・ここでは 「資本」を次のように定義するここでは，「資本」を次のように定義する

⇒資本＝経済主体が保有する「富（ストック：経済的価値

の源泉）」

＝過去の「投資」の合計－償却（消耗）の合計

・ケース・スタディ

3

⇒「米の生産と消費」モデルによる資本の意義の考察

⇒資本＝種籾（もみ），労働＝自分，土地＝無尽蔵

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・「米の生産と消費」の個人経済モデル

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

第0期末（秋）

収穫：200kg 種籾： 60kg

備蓄： 20kg

消費：120kg

第1期の春

50kg（虫喰）

16kg（虫喰） 備蓄：12kg

第1期末（秋）

収穫：200kg
（×4倍）

消費：122kg

種籾： 60kg

備蓄： 30kg

食生活が少し向上

4

資本（広義）

在庫

資本（狭義） 償却（広義）：68kg

償却（狭義）：18kg

広義の資本は10kg増

狭義の資本は不変

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・前頁の経済モデルは 自給自足経済

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

前頁の経済モデルは，自給自足経済

⇒個人（A氏）は，労働者であり，消費者であり，資本家

である

・何故「備蓄（在庫）」を行うのか?

⇒①将来の不作に備える（不確実性がある場合）

5

①

②生活水準を少しずつ向上させる

③将来の米価高騰を予測＝「投機」（非自給自足）
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・前々頁のケースでは，個人（A氏）の年間生産量

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

前々頁のケ スでは，個人（A氏）の年間生産量
は200kgで一定

・A氏が，生産量を増やすにはどうすれば良いか?
⇒①虫食い（狭義の償却）を抑える（年間40%→35%）

②収穫の効率を上げる（4倍→4.5倍）

③狭義の資本（種籾）を増やす（60kg→70kg）
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③狭義の資本（種籾）を増やす（60kg→70kg）

⇒A氏の労働力が制約条件（現状でいっぱいいっぱい）

になっていたらどうするか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・労働力が不足しているA氏は，生産量を増やすた

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

め，労働力に余裕のある他の個人を探す

⇒「土地は持っているが，種籾（狭義の資本）は持ってい

ない（もしくは不足している）」 B氏を発見!

⇒A氏は，第2期の消費を当初の122kgから112kgに抑

えて，種籾（狭義の資本）を60kgから70kgに増やす
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g g

⇒Ａ氏は自分で耕作できない種籾10kgをB氏に与える

⇒資本取引の発生! → A氏は「狭義の資本家」になった

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・A氏は消費を我慢（-10kg）して，希少な種籾10kg

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

A氏は消費を我慢（ 10kg）して，希少な種籾10kg
をB氏に与えた

⇒A氏はB氏に「資本供与の報酬」を求めるだろう

⇒B氏とA氏の耕作能力が同じなら，B氏はこの種籾で

40kgの収穫を得ることができる

⇒しかし B氏の耕作能力は不確実（両者にと て）
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⇒しかし、B氏の耕作能力は不確実（両者にとって）

⇒この時、A氏とB氏は、どのような報酬契約を結ぶのだ

ろうか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・ケース・スタディの設定

4.1 稲作モデル

4.1.1 ケース・スタディ（設定）

⇒（A氏の）種籾10kgを，B氏が半年かけて40kg±αに殖

やすことが期待される

【総生産】
40kg±α

【労働報酬】
24kg→B氏

（16－D）kg±α
A,Bともリスク回避的

なら → D<16

9

40kg±α
（αは平均ゼロ） 【資本報酬】

16kg±α 【時間報酬】：Dkg→A氏

【リスク負担報酬】
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・資本市場：

4.1.2 資本市場の意義

4.1 稲作モデル

⇒A氏とB氏が，種籾を授受（供与と受領）できること

⇒資本取引機会（opportunity）の存在

・資本市場の均衡：

⇒A氏（種籾保有）とB氏（非保有）が結ぶ報酬契約の内容

⇒これは部分均衡

10

これは部分均衡

⇒何故A氏はB氏に供与する種籾を10kgとしたのか?

⇒本当は，授受する種籾量も決定しなくてはならない

⇒一般均衡 → 労働量や消費量も同時に考える

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・本講義では，主に部分均衡を考える

4.1.3 資本市場と市場の均衡

4.1 稲作モデル

本講義 ， 部分 衡を考

⇒取引きされる資本の量は所与とする

⇒この資本取引の報酬決定のメカニズムに着目

⇒各経済主体（A氏やB氏）の意思決定ルールを明らか

にする必要がある → 連立方程式を立てる

彼等の意思決定ル ルがぶつかり合 た時 どのよう

11

⇒彼等の意思決定ルールがぶつかり合った時，どのよう

な合意が図られるのか明らかにする必要がある → 連

立方程式を解く
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・A氏，B氏ともにリスク回避的であるとする

4.1.3 資本市場と市場の均衡
不確実性

50%で－10kg
50%で＋10kg

4.1 稲作モデル

⇒期待値ゼロの不確実性α（リスク）は負担したくない

⇒どうしても負担してくれと言うなら，追加的なメリットが欲

しい

⇒メリットが大きくなると，むしろ積極的にリスクを負担した

くなる（→リスク愛好的になる訳ではない!）

12

・リスク負担のデメリットに対して，ちょうどバランス

するメリットの大きさがあるはず → 主体的均衡

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・A氏，B氏ともに不確実性（リスク）の負担を避けた

4.1.3 資本市場と市場の均衡

4.1 稲作モデル

い場合，リスク負担を免れるためには，相当のコス
トがかかるはず

⇒A氏が負担するリスクの大きさ

①確定報酬（=0）＜ ②出来高報酬（1：一部負担）
＜ ③出来高報酬（2：全部負担）

A氏が受取る報酬は 負担するリスクの大きさに準じる

13

⇒A氏が受取る報酬は，負担するリスクの大きさに準じる
はず

⇒「ハイリスク・ハイリターン」＝「ローリスク・ハイコスト」

「投資」の発想（①→③） 「保険」の発想（③→①）
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・ケース・スタディの設定（再確認）

4.1.3 資本市場と市場の均衡

4.1 稲作モデル

⇒（A氏の）種籾10kgを，B氏が半年かけて40kg±αに殖

やした

【総生産】
40kg±α

【労働報酬】
24kg→B氏

（16－D）kg±α
A,Bともリスク回避的

なら → D<16

14

40kg±α
（αは平均ゼロ） 【資本報酬】

16kg±α 【時間報酬】：Dkg→A氏

【リスク負担報酬】

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・重要！

4.1.3 資本市場と市場の均衡

4.1 稲作モデル

要

⇒資本に対する全報酬「16kg±α」の内，「リスク負担に対

する報酬（前頁）」は，資本の保有に関わりなく享受でき

る

→契約により，資本を持たないB氏も，不確実性（α：リスク）の一

部もしくは全部を負担できる

15

→こうした契約の下では，B氏の利益は，平均的に見て16kgより

多くなるはず

→資本を持たないB氏も，リスク負担に対する報酬を享受できる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・前々頁のケースで D （時間報酬）の「値」はどのよ

4.2.1 モチーフ：考察の出発点

4.2 期待効用 大化原理

うに定まるのだろうか?
⇒Dは資本の時間報酬であり，金利に相当する

⇒市場における金利の決定については，既に学習した
（→2.1 確実な世界における金利の決定）

⇒ただし，2.1節のモデルは，総生産の不確実性αを考慮
していなかった（ α=0を仮定していた）

16

していなかった（→α=0を仮定していた）

⇒このため，「資本報酬＝リスク負担報酬＋時間報酬」の
関係が，「資本報酬＝時間報酬」に退化していた

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき） 時間報酬 D の決定

4.2.1 モチーフ：考察の出発点

4.2 期待効用 大化原理

⇒p.9の資本報酬（16±αkg）は，投資収益率（資本リター
ン）で見ると，半年間で「120±10α」％になる

［｛（16±α）－10｝／10］×100%

⇒この内，時間報酬部分（Dkg）の収益率10D％は，無リ
スクのリターンであり，これが金利に相当する

⇒すなわち リスクを無視できない経済における無リスク
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⇒すなわち，リスクを無視できない経済における無リスク
の金利は，2.1.2節のモデルで決定される資本リターン
から，リスク報酬のリターン（リスク・プレミアム±α）を控
除して求められる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・では，市場のリスク・プレミアムはどのようにして決

4.2.1 モチーフ：考察の出発点

4.2 期待効用 大化原理

定されるのであろうか?
⇒p.9のケースでは，不確実性の大きさαは所与

⇒また，不確実性の期待値はゼロ（→「+α」と「－α」は
50:50の確率で生じる）

⇒リスク・プレミアムがゼロ以下だと，リスク負担報酬の期
待値はゼロ～マイナスになってしまう

18

待値はゼロ～マイナスになってしまう

⇒この場合，ギャンブル好きな人以外は誰もリスク負担し
ない

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）市場のリスク・プレミアム決定

4.2.1 モチーフ：考察の出発点

4.2 期待効用 大化原理

⇒世間のギャンブル嗜好は限定的（→財産の全部をギャ
ンブルにつぎ込む人は限定的）

⇒市場で決定されるリスク・プレミアムは，プラスであるこ
とが期待される

⇒金利＜資本リターンの期待値

⇒では 市場においてリスク プレミアムの大きさはどのよ

19

⇒では，市場においてリスク・プレミアムの大きさはどのよ
うに決定されるのであろうか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・18世紀初頭にベルヌーイが提起し，従兄弟のベル

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理

ヌーイがサンクトペテルスブルグ滞在中に解答

⇒コイン・トスの結果によって一定の報酬が支払われる賭
けを考える

⇒報酬は， 初に表が出た時に１度だけ支払われる

⇒報酬額 x は2n（万円）で予め定められている（nは 初
に表が出るまでのトス回数）

20

に表が出るまでのトス回数）

⇒この賭けの主催者は，参加料P（円） を幾らに設定する
べきか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・前頁の賭けの報酬の期待値E(x)を計算してみよう

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理

( )
⇒E(x)＝（0.5×21）＋（0.52×22）＋（0.53×23）＋･･･

＝1＋1＋1＋･･･

＝∞（万円）

⇒平均的に損をしないためには，参加料を限りなく大きく
しなくてはならない！

誰も参加しな

21

⇒誰も参加しない

⇒この賭けは開催されない（市場から消滅する）はず

⇒本当?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・お客（参加者）の立場で考えてみよう

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理

⇒前頁で見たように，参加者が手に入れることができる報
酬の期待値は無限大（→嬉しい！）

⇒すなわち，参加料が有限である限り，どんなに巨額の
参加料（例えば100万円）を支払っても，差し引き収益
はプラス無限大になる

⇒では 参加料が有限であれば それがどんなに巨額で

22

⇒では，参加料が有限であれば，それがどんなに巨額で
も参加者は殺到するだろうか?

⇒あなたならどうする? （参加料が一定額を超えると参加
を見送るのでは?）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・差し引き収益の期待値が無限大なのに，なぜあな

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理

たは参加しないのか?
⇒不確実な利益の魅力は，その期待値がどんなに大きく

ても，確実な損失（参加料）の嫌悪感を埋め合わせるこ
とができないことがある

⇒不確実な利益の魅力は，その期待値が大きいほど高ま
り その不確実性が大きいほど低くなる傾向がある

23

り，その不確実性が大きいほど低くなる傾向がある

⇒この関係を用いて，不確実な利益の魅力を計量できる
のではないか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・「確実等価」の考え方と「リスク中立確率」

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒あなたが，「先のコイン・トスの賭けに参加しても良い」と
思う参加料の上限値Qを決める

⇒この上限金額が，期待値無限大の賭けに関するあなた
の「確実等価」額になる

⇒あなたの確実等価額Q（>0）に関して，次の方程式を考
えることができる

24

えることができる
Q＝p×21＋ p(1-p)1×22＋ p(1-p)2×23＋･･･

＝Σ[2p×{2(1-p)}n-1]                                                                     
＝2p/(2p-1)

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）確実等価とリスク中立確率

4.2.2 サンクトペテルスブルグのパラドクス

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒この方程式は，不確実性を厭わない人（確実等価額＝
不確実な利益の期待値）から見て，あなたと同じ参加料
の上限値（Q円）を持つにためには，使用するコインの
表が出る確率がp（＝Q/{2(Q-1)}＞0.5）でなくてはなら
ないことを意味している

⇒これは，不確実性を嫌う経済における資産価格（Q）が，

25

れは，不確実性を嫌う経済における資産価格（Q）が，

生起確率を適当に調整することで，不確実性を頓着し
ない経済の資産価格と一致することを示唆している

⇒この調整された確率のことを「リスク中立確率」と呼ぶ

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・選好関係

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 4.2.3節の簡易版

⇒代替的な選択肢（A,B,･･･）に対する個人の好き／嫌い
が整然としている人の「好き／嫌い」の関係

⇒個人によって異なる

・効用関数

⇒個人の選好関係が一定の条件を満たす場合，各選択
肢 好ましさを得点化 きる

26

肢の好ましさを得点化できる

⇒この選択肢の得点化を効用関数という

⇒個人によって異なる

2008年度「経営財務論」資料（中島英喜） 26
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・フォンノイマン=モルゲンシュテルン効用関数

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 4.2.3節の簡易版

⇒選好関係が状態に依存しない人の効用関数

⇒「どんなことがあってもAよりBの方が好ましい」

・期待効用仮説

⇒不確実性のある選択肢の選好関係を，状態に依存しな
い効用関数の期待値を用いて表現できるという仮説

27

・期待効用 大化原理

⇒フォンノイマン=モルゲンシュテルン効用関数を持つ人
は，その人の期待効用を 大化するように行動する

2008年度「経営財務論」資料（中島英喜） 27

・選好関係

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒財の消費計画（例えばリンゴm個とみかんn個）を考える

⇒各財の消費量（mやn）は任意の水準（実数）を実行でき
るものとする

⇒仮定①：消費者は，任意の消費計画AとBに関して，好
き嫌いの序列を判断できる（→完全性と反射性）

Aの魅力はBに劣らない（A B）

28

Aの魅力はBに劣らない（A B）

Bの魅力はAに劣らない（A B）

Aの魅力はBと無差別（ A B and A B ）

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）選好関係

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒仮定②：消費者は，任意の消費計画A，B，Cに関して，

一貫した好き嫌いの序列を持つ（→推移性）

A B かつ B C ならば A C

⇒任意の消費計画の好き嫌いが，上記2つの仮定を満た

す場合，この好き嫌いのことを「選好関係」と呼ぶ

29「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・効用関数

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒選好関係が，連続かつ単調であれば，各消費計画の好

き嫌いを適当な連続関数で数値化できる

⇒すなわち，任意の消費計画A，Bについて下記の関係を

満たす連続関数u(・) が存在する

A B  ⇔ u(A)≧u(B)

30

⇒上記の関係を満たす連続関数を効用関数と呼ぶ

⇒効用関数は消費者毎に定義される

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・効用関数を不確実な消費計画に拡張できないか?

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

・状態と効用関数

⇒将来の不確実性は，起こりうる複数の状態ωiとその生
起確率pi で記述できる

⇒この不確実性の下で，任意の消費計画Aの消費量xA

は，状態ωi 毎に予め（確定的に）与えられる
f ( )

31

xAi＝ fA (ωi)

⇒この時，状態（ωi）毎に効用関数 ui(xAi) を定義できる

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）状態と効用関数

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒例：2状態（雨と晴）モデルの「傘と帽子」の消費計画

消費計画A･･･雨の時，（傘，帽子）＝（1:0）支払われる

晴の時，（傘，帽子）＝（0.7:0.3）支払われる

消費計画B･･･雨の時，（傘，帽子）＝（0:1）支払われる

晴の時，（傘，帽子）＝（0.3:0.7）支払われる

→状態毎に効用関数を考えることができる

32

→状態毎に効用関数を考えることができる

雨の時，A B ⇔ u雨(1,0)≧u雨(0,1)                         
晴の時，A B ⇔ u晴(0.7,0.3)≦u晴(0.3,0.7)

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）状態と効用関数

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

（ ）状 効用関数

⇒（つづき）2状態モデルの「傘と帽子」の消費計画

→状態横断的にみた選好関係と効用関数の期待値が以下の関

係を満たせば便利

A B                                                                                             

⇔ p雨u雨(1,0)＋p晴u晴(0.7,0.3)≧p雨u雨(0,1)＋p晴u晴(0.3,0.7)

状態毎に定義された効用関数 期待値を期待効用と呼ぶ

33

→状態毎に定義された効用関数の期待値を期待効用と呼ぶ

→さらにこの時，状態毎の効用関数 ui(xAi) もしくは ui(xBi)が

状態に依存しない形で書ければ非常に便利

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・フォンノイマン=モルゲンシュテルン効用関数

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒pp.26-27の2つの仮定に加え，幾つかの仮定が成立し
ている場合，任意の消費計画A,Bの状態横断的選考関

係に関して，下記を満たす（状態に依存しない）効用関
数 u (xAi) を定義できる

A B  ⇔ Σi  piu(xAi) ≧ Σi  piu(xBi)

⇒自然に考えると，状態に依存しない効用関数（の大小

34

自然に考えると，状態に依存しない効用関数（の大小
関係）は無理がある

⇒トリック：雨の日の傘と晴れの日の傘を別物と考える
→財の例：雨であれば傘１単位が支払われる状態依存請求権

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・★ 例：p.25の2状態モデルのケース

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒市場で取引される財（4つ）
①雨の日に傘１単位を支払う証券
②晴の日に 〃
③雨の日に帽子１単位を支払う証券
②晴の日に 〃

⇒消費計画A･･･（①，②，③，④）＝（1，0.7，0，0.3）
消費計画B･･･（①，②，③，④）＝（0，0.3，1，0.7）

35

⇒計画AとBの期待効用関数
E(xA)＝ E(1,0.7,0,0.3)＝ p雨u(1,0,0,0)＋p晴u(0,0.7,0,0.3)               
E(xB)＝ E(0,0.3,1,0.7)＝ p雨u(0,0,1,0)＋p晴u(0,0.3,0,0.7)

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・期待効用仮説

4.2.3 個人の効用と期待効用関数

4.2 期待効用 大化原理
★ 発展的ページ

⇒状態横断的な消費計画の選好関係を，状態に依存しな
い効用関数の期待値を用いて表現できるという仮説

⇒フォンノイマン=モルゲンシュテルン効用関数の定義に

用いた仮説体系（公理系）の下では，期待効用仮説が
成立する

・期待効用 大化原理

36

・期待効用 大化原理

⇒個人の意思決定ルール

⇒期待効用仮説が成立しているならば合理的である

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・保有資産の総額w （富，総予算）の効用関数u(w)

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

( )
を考える

⇒平面上に描くことができる（横軸w，縦軸u）

⇒u(w) の形状は個人毎に異なる

⇒一般に，富が増えるほど効用は高まると考えられる
u’(w)＞0

般に 富が増えるほど1円の有難味（限界効用）は減

37

⇒一般に，富が増えるほど1円の有難味（限界効用）は減
少していくと考えられる

u”(w)＜0

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・一般的な効用関数の形状

4.2.3 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

⇒短調増加（右上がり）の凹関数（上に凸）

効用（u ）

富（ ）

38

⇒個人のリスク選好は，この効用関数の形状と関係があ
るのだろうか?

富（w）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 38
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・一般的な効用関数の形状（前頁参照）を持つ人は

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

効用（u ） 主観的ディスカウント（d ）

確実等価（w -d ）

リスク回避的である

39

富（w）
                               w 0

確実等価（w 0-d ）

           w 0－α                    w 0＋α

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 39

・リスク回避的でない人の効用関数の形状は?

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

⇒リスク愛好的な人･･･凸関数（下に凸）

⇒お金持ちになればなるほど１円の価値が高まる（ケチに
なる）人

⇒リスク中立的な人･･･直線

⇒所有資産の大きさによらず，１円の価値が常に一定の
人（ お金持ちになっても太っ腹にならず 貧乏になっ

40

人（→お金持ちになっても太っ腹にならず，貧乏になっ
てもケチケチしない）

⇒個人のリスク回避性を仮定する根拠が理解できる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）



21

・効用関数が上に凸である場合，曲率が大きい人ほ

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

効用（u ） 　　　　　J氏の効用関数

 　　　　Ⅰ氏の効用関数

J氏の主観的ディスカウント（小）

どリスク回避的で，大きなディスカウントを要求する

41

富（w）
           w 0－α       w 0          w 0＋α

 Ｉ氏の主観的ディスカウント（大）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 41

・期待値が同じ選択肢が複数ある場合，リスク回避

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

効用（u ）

的な人は不確実性（α）の小さいものを選ぶ

42

富（w）
          w 0－α         w 0            w 0＋α

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 42
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・不確実性が同じ選択肢が複数ある場合，人はリス

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

効用（u ）

ク選好の型によらず期待値の大きなものを選ぶ

43

富（w）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 43

・投資リターンの不確実性（α）が増えると、リターン

4.2.4 効用関数とリスク選好

4.2 期待効用 大化原理

効用（u ）

リスク プレミアム（δ）

       確実等価

の期待値も増える（+δ）ケースはどうだろう?

44

富（w）
                            w 0

    リスク・プレミアム（δ）

                                      w 0+δ           w 0－α+δ                                 w 0+α+δ

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 44
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・これらの知識を用いて，p.9の稲作モデルにおける

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

p
市場均衡（金利とリスク負担）を求めてみよう

⇒状況の再確認

①資本市場における総供給は，米16±αkgの請求権

②この請求権は，確実なDkgの請求権（安全資産）と，不確

実な16－D±αkgの請求権（リスク資産）に分割

③安全資産 全 さ （種籾 提供者 資本家） 帰属

45

③安全資産は全てAさん（種籾の提供者：資本家）に帰属

⇒問題は，安全資産の規模（Dkg）とリスク資産の保有比

率（Aさん：Bさん）が，市場でどのように定まるか

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・問題を整理しよう

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒リスク資産のリスク・プレミアムは，市場全体で16-Dkg
である（→±αの期待値はゼロだから）

⇒したがって，リスク資産を c単位保有すると，±cαkg の
不確実性（リスク）を負担する代わりに，c(16-D)kg のリ

スク・プレミアムを（確定的に）得ることができる

46

⇒AさんとBさんは，市場で決められるリスク・プレミアム水

準（16-D）をみて，自身のリスク負担（cA，cB）を決める

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）問題を整理しよう

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒彼等がリスク回避的であれば，各々のリスク負担の希

望量は，プレミアムの増加関数になるだろう

⇒逆に言うと，両者のリスク負担の合計（cA＋cB）が市場

のリスク資産の総供給（1）に等しくなるように，リスク・プ

レミアム（16-D）が決定される（→市場清算）

47

⇒リスク・プレミアム（16-D）と個人のリスク負担希望（cA，

cB）の関数関係が分かれば，市場均衡を求めることが

できそう！

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・市場のリスク・プレミアム（δ=16-D）と個人のリスク

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

負担希望（±cjα： j=A,B）の関係を考えよう

⇒リスク負担以外の富（金利,賃金,過去貯蓄）を vj とする

j さんの効用（u j ）

P
Q

R

S
初期状態における
          効用関数の接線

48

j さんの富（w j ）

       v j+c j(δ-α)    v j    v j+c jδ    v j+c j(δ+α)

RT

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒リスク・プレミアムによる効用増大（QとPの高さの差）は
初期状態の接線から近似計算できる（≒uj’(vj)×cjδ）

j さんの効用（u j ） 初期状態Pにおける
          効用関数の接線

P
Q

49

j さんの富（w j ）

       v j+c j(δ-α)    v j   v j+c jδ    v j+c j(δ+α)

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒リスク負担による期待効用低下（QとRの高さの差）は，
S’とS，およびT’とTの高さの差の平均にほぼ等しい

j さんの効用（u j ）

P
Q

R

S

初期状態Pにおける
          効用関数の接線

S'

T'

50

j さんの富（w j ）

      v j+c j (δ-α)     v j   v j+c jδ     v j+c j (δ+α)

R
T

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒S’とSの高さの差は，初期状態Pにおける効用関数の曲
率u”(vj) から近似計算できる

S’とSの高さの差≒ 0.5×{－uj”(vj+cjδ)(cjα)}×(cjα)                                
≒ －0.5uj”(vj) (cjα) 2

⇒T’とTの高さの差も同様に近似計算できる
T’とTの高さの差≒ 0.5×{－uj”(vj+cjδ)(－cjα)}×(－cjα)                           

51

{ j ( j j )( j )} ( j )
≒ －0.5uj”(vj) (cjα) 2

⇒リスク負担による jさんの期待効用の低下幅は，近似的
に －0.5uj”(vj) (cjα)2 と表すことができる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒以上より，jさんが市場のリスク資産をcj単位負担した場

合の期待効用の変化Δuj を求めることができる

Δuj ≒ uj’(vj)(cjδ)－｛－0.5×uj”(vj)(cjα) 2}

⇒上式は，リスク・プレミアムの享受（δcj）が大きいほど期

待効用ujが高まり，不確実性の負担（α2cj
2）が大きいほ

ど期待効用 が低くなる とを し る

52

ど期待効用ujが低くなることを示している

⇒ jさんの意思決定は，自分自身にとって 適なリスク負

担量（cj
*）を決定することである

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒ 適なリスク負担を行った場合，期待効用の変化の（自

身のリスク負担量cj に関する）1次微分はゼロになる

dΔuj / d cj ≒ uj’(vj)δ＋uj”(vj)α2 cj
* ＝ 0

⇒この必要条件を解くと，iさんの主体的な 適行動を求

めることができる
* ≒ { ’( )δ}／{ ”( ) 2} (1/λ )(δ/ 2)

53

cj
* ≒ －{uj’(vj)δ}／{uj”(vj)α2} ＝ (1/λj)(δ/α2)

⇒ここで，λj＝－uj”(vj)／uj’(vj) は効用関数の相対的な曲

率の大きさを表し，「リスク回避度」と呼ばれる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）リスク・プレミアムとリスク負担

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒前頁の 適行動式をみると，jさんの 適リスク負担量

は，市場のリスク・プレミアムが高くなるほど大きくなり，

不確実性が高まるほど小さくなることが分かる

cj
* ≒ (1/λj)(δ/α2)

⇒また， jさんの 適リスク負担量は，彼（彼女）の個人的

な属性（ ク回避度 ） も依存し る とが分かる

54

な属性（リスク回避度λj）にも依存していることが分かる

（→リスク回避度が高い人ほどリスクを負担しない）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・個人の主体的行動に基づく資本市場の均衡

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒前頁の 適行動式 cj
*≒(1/λj)(δ/α2) において，市場の

不確実性を表すパラメータαと，個人の属性を表すパラ

メータλjは予め決まっている

⇒市場で決定されるのは，リスク負担の対価を表すパラメ

ータδ（リスク・プレミアム）である

55

⇒資本市場の清算条件（市場リスクが過不足なく負担さ

れる）より，リスク・プレミアムの均衡値を計算できる

cA
*＋cB

*＝1

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）資本市場の均衡

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒資本市場の清算条件（cA
*＋cB

*＝1）に個人の主体的行

動式を代入する

cA
*＋cB

*＝ (1/λA)(δ/α2)＋(1/λB)(δ/α2) ＝ 1

⇒これにより，均衡リスク・プレミアムδeq を計算できる

δeq＝ λsocialα2

56

⇒ここで λsocialは，下記を満たすパラメータであり，社会全

体のリスク回避度と見なすことができる

1/λsocial ＝ 1/λA＋1/λB 

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・まとめ

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒市場参加者の個人的な効用関数uj より，その人のリス

ク回避度（λj＝－ uj” / uj’）を求める

⇒個人は，市場のリスク・プレミアムδが与えられると，

適なリスク負担を自ら定める（ cj
*＝(1/λj)(δ/α2) ）

⇒各人の 適行動の結果，市場全体のリスクが過不足な

く負担されるよう リ ク プ ム 均衡値が市場

57

く負担されるよう，リスク・プレミアムの均衡値が市場で

定まる（δeq＝λsocialα2 ， λsocial＝1/{Σ(1/λj)} ）

⇒p.41の期待効用の変化Δujが近似式であることに留意

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・稲作モデルの市場均衡

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒Aさんに帰属する安全資産の期末報酬（Dkg）は次式で

与えられる（→p.48，p.56）

D＝ 16－δeq＝ 16－λsocialα2

ただし，λsocial＝1/{1/λA＋ 1/λB}

λj＝－uj” / uj’ （j＝A,B）

さんと さんのリ ク資産の保有比率（ ）は次式

58

⇒AさんとBさんのリスク資産の保有比率（cA：cB）は次式

で与えられる（→p.54）

cA：cB ＝(1/λA)：(1/ λB)

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・稲作モデルの金利（無リスク利回り）

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒期初の種籾が10kgであったので，半年間の金利は，期
初時点で (16－λsocialα2)/10×100% で与えられる

⇒無リスク金利は，投入資本量（10kg）に対して計算され，
資本投下をした者（資産家）だけが享受できる

・稲作モデルのリスク・プレミアム

リ ク プ ムは資本投 と関わりなく享受 きる

59

⇒リスク・プレミアムは資本投下と関わりなく享受できる

⇒このため，リスク・プレミアムの利回りは負担したリスク
量に対して計算される（→例えば cjδ/cjα＝δ/α）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・リスク・プレミアムの計算

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒通常は，リスク・プレミアムも投下資本量に対して計算さ

れる

稲作モデルの場合： δ/10×100%

⇒これは，資本の時間報酬とリスク負担報酬を一体として

認識していることに相当する

60

⇒この時，株式のリスク・プレミアムは，株式購入の期待リ

ターンから無リスク金利を差し引いて求められる

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）リスク・プレミアムの計算

4.2.5 リスク回避度とリスク・プレミアム

4.2 期待効用 大化原理

⇒これは，株式リターンに時間報酬が入っている証拠

⇒「借金して株式を買う」という投資が，純粋なリスク負担

報酬を求める行為

⇒この投資行動は，投下資金ゼロであるから，投下資本

に対するリターンは計算できない（→無限大になる）

61「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・稲作モデルにおける3つの簡単化

4.2.6 一般化

4.2 期待効用 大化原理

（1）1期間モデルである

→複数シーズンに亘る継続的な契約は考えていない

（2）意思決定の対象（制御変数）が1つである

→不確実性の源泉は、B氏の稲作パフォーマンスだけである

（3）将来の事象（不確実性）が2通り（±α）である

62

→不確実性の内容は、豊作（+α）か不作（－α）のいずれか

⇒以下では、（2）と（3）の制約を緩める

→まず、（3）の制約を緩める

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・稲作モデルの不確実性の一般化

4.2.6 一般化

4.2 期待効用 大化原理

⇒jさんの期待効用の変化Δuj 

Δuj ≒ uj’(vj) [(cjδ)－{0.5×λj×(cjα) 2}]

⇒ここで、δとαは次の意味を持つ

→δ･･･リスクを1単位負担（cj=1）した時の平均的な富wj の増分

→α･･･ 〃 期末富wj の不確実性

63

⇒リスクをcj 負担すると･･･

→期末の富wj が平均的に cjδ増える

→期末の富wj が、この増分を挟んで± cjα変動する（不確実）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）稲作モデルの不確実性の一般化

4.2.6 一般化

4.2 期待効用 大化原理

⇒リスクをcj 負担すると･･･

→期末の富wj が平均的に cjδ増える

→期末の富wj が、この増分を挟んで± cjα変動する（不確実）

⇒一般化

→cjδ＝E(wj)－vj （vj ･･･リスク負担しない時の期末の富）

超過収益（ ）の期待値

64

＝超過収益（wj－vj ）の期待値

→cjα＝√var(wj)＝E(wj
2－E(wj))

＝超過収益（wj－vj ）の標準偏差（分散の平方根）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・ （つづき）稲作モデルの不確実性の一般化

4.2.6 一般化

4.2 期待効用 大化原理

（ き）稲作モデルの不確実性の 般化

⇒一般化･･･jさんの期待効用の変化Δuj 

Δuj ≒ uj’(vj) [(cjδ)－{0.5×λj×(cjα) 2}]

＝ uj’(vj) [{E(wj)－vj}－{0.5×λj×var(wj)}]

⇒ここで、uj’(vj) と vj は所与（変えようがない）ので･･･

65

Δuj / uj’(vj)－vj ≒ E(wj)－0.5λj var(wj)

→新たに「Δuj / uj’(vj)－vj 」を「期待効用関数（Uj(意思決定)）」と

考えても、意思決定（ 適リスク負担）に違いは生じない

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・問題設定

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

⇒期末の支払い（w）が不確実な選択肢が複数ある

→①トヨタの株式を100株購入、②日産の株式を・・・、③・・・

→k番目の選択肢の期末の支払いwkは確率変数

⇒J氏が n番目の選択肢を選んだ時の期待効用関数Uj(n)
は次のように表される

66

Uj(n)＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

（詳細は次頁）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 66



34

・一期間問題に関するJ氏の期待効用関数

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

⇒J氏が n番目の選択肢を選んだ時の期待効用関数Uj(n)
Uj(n)＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

→uj(wn)は保有富がwnの時のJ氏の効用の大きさ

→wnが不確実なのでuj(wn)も不確実

→E[uj(wn)]は不確実な効用uj(wn) の期待値（期待効用関数）

67

E[uj(wn)]は不確実な効用uj(wn) の期待値（期待効用関数）

→期待効用関数 E[uj(wn)] は，主人公と選択肢が決まると一意に
定まる

→期待効用関数は個人（ J）と選択肢（n）の関数→Uj(n)
（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 67

・（つづき）一期間問題に関するJ氏の期待効用関数

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

⇒J氏が n番目の選択肢を選んだ時の期待効用関数Uj(n)
Uj(n)＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

→E[wn]はwnの期待値、 var[wn]はwnの分散

→いずれの統計量も選択肢nだけに依存（個人Jには依存しない）

選択肢 の期待値E[ ]が大きいとJ氏の期待効用は上昇

68

→選択肢nの期待値E[wn]が大きいとJ氏の期待効用は上昇

→選択肢nの分散var[wn]が大きいとJ氏の期待効用は低下

→分散var[wn]は選択肢nの不確実性を表す→p.63の(cjα)2

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 68
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・（つづき）一期間問題に関するJ氏の期待効用関数

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

⇒J氏が n番目の選択肢を選んだ時の期待効用関数Uj(n)
Uj(n)＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

→意思決定におけるJ氏の個性や属性はλjに集約される

→λjが大きな人は，不確実性の大きな選択肢を低く評価する

λが大きな人は リスク回避の傾向が強い

69

→λjが大きな人は，リスク回避の傾向が強い

→ λjは， J氏の「リスク回避度」と呼ばれる

→λj は，J氏の効用関数uj(・)の曲率として計量される→p.41
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・不確実性下の意思決定と無差別曲線

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

μw＝z ＋0.5λj σw
2

　　
（前頁の期待効用関数を変形したもの）

    キャッシュフローwの期待値μw=E(w )

⇒下記のグラフは，期待効用 Uj(n) が同水準（z）の選択

肢（n）の集合を表す（→J氏の無差別曲線に相当）

70

                    期待効用U j=z
期待効用の等しい選択肢の集合

キャッシュフローw の標準偏差σw=√var(w )

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 70
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・不確実性下の意思決定と無差別曲線

4.2.7 一期間問題の意思決定

4.2 期待効用 大化原理

　J氏は選択肢Bを選ぶ

  キャッシュフローw nの期待値μw=E(w n)

A

B

⇒無差別曲線が も高い位置を通る選択肢を選ぶ

→切片zの 大化→自身の期待効用関数Uj(n)の 大化

71

 z C

 z B

 z A
キャッシュフローw nの標準偏差σw=√var(w n)

実行可能な選択肢（n ＝A,B,C)

C

B

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 71

・ポートフォリオとは

4.3.1 ポートフォリオと投資理論

4.3 ポートフォリオ選択の理論

⇒昔から，保有資金の運用は，複数の資産に分散投資す

るのが賢明と言われてきた（→三分法）

⇒ポートフォリオとは，投資可能な資産に対する資金の配

分プロフィール（したがってベクトル）を指す

⇒総資産（全財産）に対する比率で表すことが多い

72

⇒なお，初期投資額ゼロの投資機会も存在するため，「資

金」ではなく「リスク」の配分を考えた方が柔軟（→先物，

先渡し契約など→オフ・バランス資産）

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 72
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・資産運用･･･ポートフォリオを組成すること

4.3.1 ポートフォリオと投資理論

4.3 ポートフォリオ選択の理論

・投資戦略・・・ポートフォリオの組成ルール

・投資理論･･･投資家にとって 適な投資戦略，もし
くは実際の投資戦略を議論する学問領域

⇒前者については，「期待効用 大化原理」が使える

⇒その直接的な成果がMPT（Modern Portfolio Theory）

73

⇒その直接的な成果がMPT（Modern Portfolio Theory）

⇒前者と後者の境界で「行動ファイナンス」と呼ばれる分

野が生まれた

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 73

・投資機会が2つの資産（XとY）に限られるケースを

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

考える

⇒いずれの資産も，将来のキャッシュ・フロー（非負）が不
確実であると仮定する

⇒今，所持金v（所与）でこれら2資産を購入したい

⇒消費は将来のある1時点だけで行い，購入した2資産（X
とY）のキャッシュフロ で この消費を賄いたい（ 資

74

とY）のキャッシュフローで，この消費を賄いたい（→資
産購入に充てない所持金は持ち越せない）

⇒購入した資産は，将来の消費時点までそのまま持ち続
ける

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 74
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・前頁の設定の下で，当事者J（投資家）は2つの資

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

産をそれぞれいくら購入すれば良いだろうか?
⇒ポートフォリオ選択問題

⇒この意思決定の内容が，投資戦略に相当

⇒この投資家がフォンノイマン=モルゲンシュテルン効用

関数（p.27）を持つならば，この意思決定に期待効用

75

大化原理を適用できる

⇒逆に言うと，この時，期待効用 大化原理を採用する

投資家は合理的投資家と呼ばれる

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 75

・前々頁の設定の下で，前頁の合理的投資家Aの

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

意思決定問題を定式化してみよう

将来キャッシュフロー各資産１単位あたりの

ュフロートフォリオのキャッシ将来消費時点でのポー

の効用関数の定義投資家
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る非負制約各資産の購入量に関す

る予算制約の現時点の投資に関す投資家
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⇒pkは資産k（k＝X,Y）の現在単価，rkは資産kのリターン

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 76



39

・前頁の意思決定問題（期待効用 大化）を満たす

4.3.2 2資産・1期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

ポートフォリオ（πX pX， πY pY）を特定したい

⇒どのような情報が必要だろうか?

⇒まず，J氏の効用関数ujの形状を知る必要がある

⇒次に，ポートフォリオの将来キャッシュフローwの不確実

性の特徴を知る必要がある

77

⇒これらの情報は，どのように計量されるのだろうか?         
（→なるべく少ない情報で済ませたい）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・前頁の意思決定問題（期待効用 大化）を満たす

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

ポートフォリオ（πX pX， πY pY）を特定したい

⇒4.2.7節で考えた選択肢n（結果は不確実）が，ここでは
ポートフォリオになる（無数に考えられる）

→選択肢n･･･2次元実数ベクトルηn＝(Xの購入額，Yの購入額 )

⇒投資家J氏の期待効用関数Uj(ηn ) →4.2.7節（p.66）

Uj(ηn )＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

→ηn は評価対象とするポートフォリオ，wnはその期末支払い

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 78
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4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（1）

μw＝z＋0.5λ小σw
2

　
（リスク回避度が小さい人は、

　高リスク・高リターンの選択肢Aを選ぶ）

μ ＝z＋0 5λ大σ
2

  キャッシュフローw nの期待値μw=E(w n)

実行可能な選択肢
（n ＝A,B)

A

（1）J氏のリスク回避度λj

79

μw＝z＋0.5λ大σw

　
（リスク回避度が大きい人は、

　低リスク・低リターンの選択肢Bを選ぶ）

キャッシュフローw nの標準偏差σw=√var(w n)

B

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 79

・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（2）

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

（2）購入可能な全てのポートフォリオηn の期末キャッシュ

フローwn の 期待値E(wn) と 分散var(wn)

→期待値E(wn)は、購入した個別証券（XとY）の期末キャッシュ

フロー（wXとwY）の期待値が分かればOK

E(wn)＝ E(wX+wY)

＝ E(πXqX ＋πYqY)         ← p.76

＝πXE(qX ) ＋πYE(qY)    ←分配法則が適用可

＝πXμX ＋πYμY ←μk＝E(qk )
（つづく）
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・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（2）

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

（2）つづき

→分散var(wn)は、購入した個別証券（XとY）の期末キャッシュフ

ロー（wXとwY）の分散と両者の相関係数が分かればOK

76.p
22 )~var()~var(

)~~var(
)var()var(

YYXX

YXn

qq
qq

www













）があるので相関係数（
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不可単純な分配法則は適用

）があるので相関係数（

・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（2）

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

決定（期待効用 ） 要 情報（ ）

⇒ポートフォリオ選択のキーワード

「分散投資によるリスク低減」

→分散投資を行うことで、期待リターンを低下させることなく、リ

スクだけ減らすことができる

→「相関係数」が重要な役割を果たす

82

→講義HPの「分散投資のリスク低減効果の練習問題」
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・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（2）

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

・0<ρXY<1

と が順相関

・ρXY＝1

　　ｗXとwY が完全相関
Y

選択肢③
　全予算の半分で証券Xを購入、
　残り半分で証券Yを購入

選択肢②
　全予算で証券Yを購入

  キャッシュフローw nの期待値μw=E(w n)

Y

⇒実行可能領域・・・投資対象（XとY）と予算で決まる

83

・-1<ρXY<0

　ｗXとwY が逆相関

　ｗXとwY が順相関

X 選択肢①
　全予算で証券Xを購入

キャッシュフローw nの標準偏差σw=√var(w n)

X

分散投資によるリスク低減効果
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4.3 ポートフォリオ選択の理論

・意思決定（期待効用の 大化）に必要な情報（2）

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

   μY

 キャッシュフローwの期待値μw

Y

効率的フロンティア

⇒実行可能領域・・・投資対象（XとY）と予算で決まる
→効率的フロンティア（左上境界）･･･パレート効率的な選択肢群

84

実行可能領域   μX

 σX             σY

キャッシュフローwの標準偏差σw

X
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・合理的投資家の意思決定

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

 キャッシュフローwの期待値μw

市場の効率的フロンティア
Y

投資家Jの無差別曲線投資家Jの 適行動
（ 適ポートフォリオ）

⇒ 適投資＝投資家Jの無差別曲線が実行可能領域の

左上境界（効率的フロンティア）と接する点

85

キャッシュフローwの標準偏差σw

実行可能領域

市場の効率的フ ンティア

X
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・合理的投資家の意思決定

4.3.2 ニ資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

 キャッシュフローwの期待値μw

Y リスク回避度の低い
投資家Lの無差別曲線

リスク回避度の低い
　投資家Lの 適行動（ 適ポートフォリオ）

投資家Jの
　無差別曲線

⇒ 適投資は投資家のリスク回避度によって異なる

→いずれにせよ効率的フロンティアから選ばれる

86

キャッシュフローwの標準偏差σw

実行可能領域

市場の効率的フロンティアX

投資家Lの無差別曲線

投資家Jの 適行動
（ 適ポートフォリオ）
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・N資産ポートフォリオ（N≧2）の将来キャシュ・フ

4.3.3 N資産・一期間モデルの意思決定

4.3 ポートフォリオ選択の理論

ローwの期待値と分散

⇒ポートフォリオ（π1 p1, π2 p2, ・・・, πN pN）の将来キャッシュ・フ
ローwの期待値は，資産k（＝1,2,･･･,N）の期待リターン
μkを知れば計算できる

μw＝E(w)＝Σk [πk pk (1+μk)]

⇒上記 の分散は 資産k（ 1 2 N）の分散 2と 資産

87

⇒上記wの分散は，資産k（＝1,2,･･･,N）の分散σk
2と，資産

kと資産mの相関係数ρkmを知れば計算できる

σw
2＝var(w)＝Σk (πk pkσk)2＋ΣkΣm≠k (πkπm pk pmρkmσkσm)
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4.3.4 安全資産と分離定理

4.3 ポートフォリオ選択の理論

・安全資産が存在する時の効率的フロンティア

 キャッシュフローwの期待値μw

YT
接点ポートフォリオ

効率的フロンティア

安全資産 ( )

⇒安全資産が存在し，その空売り（資金の借り入れ）が許
される場合，効率的フロンティアは直線になる

88

実行可能領域
（左上方向に拡大）

キャッシュフローwの標準偏差σw

X

接点ポ トフォリオ

S
安全資産=(1+rs)v
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・（つづき）安全資産が存在する時のフロンティア

4.3.4 安全資産と分離定理

4.3 ポートフォリオ選択の理論

⇒このフロンティア上のポートフォリオは，リスク資産の購
入比率が全て共通である

・分離定理

⇒安全資産が存在する時、投資の意思決定は2つに分解
できる

89

①危険資産の購入比率の選択→個人属性と独立

②危険資産の購入総額の選択

⇒上記①のポートフォリオを「接点ポートフォリオ」と呼ぶ
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・分離定理：安全資産が存在する時の 適投資

4.3.4 安全資産と分離定理

4.3 ポートフォリオ選択の理論

 キャッシュフローwの期待値μw

市場の効率的フロンティア
Y

投資家の無差別曲線
投資家の 適行動

（ 適ポートフォリオ）

⇒自分のリスク回避度に応じて， ①安全資産（S）と，②接
点ポートフォリオ（T）を適当な比率で保有する

      キャッシュフローwの標準偏差σw

実行可能領域

X
S

接点ポートフォリオ

T

安全資産=(1+rs)v
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