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５. 資産市場の均衡モデル

5.1 個人の投資行動理論の復習

5.2 均衡価格モデル（CAPM）の導出

5.3 均衡価格モデルの実証
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・保有資産の総額w （富，総予算）の効用関数u(w)

5.1 個人の投資行動理論の復習

5.1.1 効用関数とリスク選好

( )
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

3

⇒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
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・一般的な効用関数の形状

5.1 個人の投資行動理論の復習

5.1.1 効用関数とリスク選好

⇒短調増加（右上がり）の凹関数（上に凸）

効用（u ）
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⇒こうした形状の効用関数を有する個人はリスク回避的

富（w）
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・リスク回避的な人が不確実性を伴う選択肢を評価

5.1.1 効用関数とリスク選好

5.1 個人の投資行動理論の復習

効用（u ） 主観的ディスカウント（d ）

確実等価（ d ）

する場合、期待値（＋）と不確実性（－）を参照

5

富（w）
                               w 0

確実等価（w 0-d ）

           w 0－α                    w 0＋α
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・問題設定

5.1.2 一期間問題の意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

⇒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

6

Uj(n)＝E[uj(wn)]

≒E(wn)－[λj×var(wn)]÷2

＝選択肢の期待値－（0.5×個人のリスク回避度×選択肢の分散）
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・不確実性下の意思決定と無差別曲線

5.1.2 一期間問題の意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

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）

7

                    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 )
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・不確実性下の意思決定と無差別曲線

5.1.2 一期間問題の意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

　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

8

 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
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・投資機会が2つのリスク資産（XとY）と1つの安全

5.1.3 三資産・一期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

資産（S）に限られるケースを考える

⇒リスク資産は将来のキャッシュ・フロー（非負）が不確実
であり，安全資産は確定していると仮定する

⇒今，所持金v（所与）でこれら3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3資産（X，
Y S）のキャ シ フロ で この消費を賄いたい（ 資

9

Y，S）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）

・前頁の設定の下で，当事者J（投資家）は3つの資

5.1.3 三資産・一期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

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

関数を持つならば，この意思決定に期待効用 大化原

10

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）
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5.1.3 三資産・一期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

・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

11

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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・分離定理：安全資産が存在する時の 適投資

5.1.3 三資産・一期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

 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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・軸の尺度変更： キャッシュフロー w →  bw+a

5.1.3 三資産・一期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

 リターン(w-v )/v の期待値μ(w-v )/v

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）

⇒ 定数（aやb）を足したり掛けたりしても、本質は同じ

⇒ キャッシュフロー（w） → リターン（(w-v)/v）

　   リターン(w-v )/v の標準偏差σ(w-v )/v

実行可能領域

X
S

接点ポートフォリオ

T

安全利子率 rs
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・N資産ポートフォリオ（N≧2）の将来キャシュ・フロ

5.1.4 N資産・1期間モデルの意思決定

5.1 個人の投資行動理論の復習

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）のリターンrkの

期待値μk（期待リターン）を知れば計算可能

μw＝E(w)＝Σk [πk pk (1+μk)]

⇒上記 の分散は 資産kのリタ ン の標準偏差 と 資

14

⇒上記wの分散は，資産kのリターンrkの標準偏差σkと、資

産kと資産m（k≠m）の相関係数ρkmを知れば計算可能

σw
2＝var(w)＝Σk (πk pkσk)2＋ΣkΣm≠k (πkπm pk pmρkmσkσm)
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・分散投資によるリスク低減

5.1.5 MPTの主張

5.1 個人の投資行動理論の復習

⇒投資対象のリターンが完全相関していない限り，分散
投資（diversification）は，期待リターンを下げずにリスク
（リターンの分散：variance）を低減できる

・分離定理

⇒安全資産が存在する時の投資の意思決定は，

15

①リスク資産の 適購入比率の決定と，

②リスク資産の 適購入総額の決定に分けられる

「ファイナンスA」資料（中島英喜） 15

・MPTの結論と価格理論のアイディア

5.2.1 投資モデルと資産価格モデル

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒投資対象のリターンに関して，下記の統計量が与えら

れると効率的なポートフォリオ群を明らかにできる

→期待値、分散、相関係数

⇒安全資産が存在する場合、危険資産の効率的なポート

フォリオは個人の属性によらず一意に定まる

16

→接点ポートフォリオと分離定理

⇒接点ポートフォリオが分かれば、期待値を逆算できる

→投資対象の分散、相関係数、安全利子率は既知とする

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・MPTの結論と価格理論のアイディア

5.2.1 投資モデルと資産価格モデル

5.2 均衡価格モデルの導出

■投資対象（N個のリスク資産＋安全資産）

資産1

資産2

：

資産N

 ■j氏の 適ポートフォリオ

資金配分
η

資産1 η1=π1p 1

資産2 η2=π2p 2

： ：

資産N ηN=πNp N

期待超過ﾘﾀｰﾝ 標準偏差 相関係数

μ-r s σ       ρ

μ1-r s σ1 1 ρ12 ・・・ ρ1N

μ2-r s σ2 ρ12 1 ・・・ ρ2N

： ： ： ： ：

μN-r s σN ρ1N ρ2N ・・・ 1

■投資家（j氏）

リスク回避度

λj

17「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・リスク資産が1つ（資産1）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.2 j氏（リスク回避度λj）の 適投資

⇒資産1の 適購入額 ηj1＝πj1 p1

ηj1＝ （1/λj）×［{E(r1)－rs}/var(r1)］

＝ （1/λj）×［（μ1－rs）/σ1
2］

・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

資産 適購 額

18

⇒資産1～Nの 適購入額 ηj＝（ πj1 p1 ,・・・,πjN pN ）

ηj＝（1/λj）×［{E(r)－rsl}/var(r)］ ← 1/var(r)はイメージ

＝（1/λj）×［Σ-1（μ－rsl）］

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.2 j氏（リスク回避度λj）の 適投資

リ ク資産が 個（資産 ）と安全資産の場合

⇒資産1～Nの 適購入額 ηj

ηj＝（1/λj）×［Σ-1（μ－rsl）］

η1 σ1 0 ・・・ 0 1 ρ12 ・・・ ρ1N σ1 0 ・・・ 0 μ1-r s

η2 1 0 σ2 ・・・ 0 ρ12 1 ・・・ ρ2N 0 σ2 ・・・ 0 μ2-r s

λ

-1

×＝ × × ×
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： λj ： ： ・：・ ： ： ： ・：・ ： ： ： ・：・ ： ：

ηN 0 0 ・・・ σN ρ1N ρ2N ・・・ 1 0 0 ・・・ σN μN-r s

ρ..が全部ゼロ（投資対象が全て無相関）なら、1資産のケースに退化

・等質期待仮定とは

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒市場に存在する全てのリスク資産の将来キャッシュ・フ

ローについて，その同時確率分布を考える

⇒等質期待仮定･･･この同時確率分布の情報を全ての投

資家が共有している

⇒ここでは，上記キャッシュ・フローの「期待値」，「標準偏

20

差」，「相関係数」の情報共有を仮定すれば十分

⇒合理的期待仮定が成立するなら，等質期待仮定も成立

する

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

リ ク資産が 個（資産 ）と安全資産の場合

⇒j氏のリスク資産の 適購入額 ηj

ηj＝（1/λj）×［Σ-1（μ－rsl）］

投資家によって異なる すべての投資家が同じ評価をする

η1 σ1 0 ・・・ 0 1 ρ12 ・・・ ρ1N σ1 0 ・・・ 0 μ1-r s
-1
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η2 1 0 σ2 ・・・ 0 ρ12 1 ・・・ ρ2N 0 σ2 ・・・ 0 μ2-r s

： λj ： ： ・：・ ： ： ： ・：・ ： ： ： ・：・ ： ：

ηN 0 0 ・・・ σN ρ1N ρ2N ・・・ 1 0 0 ・・・ σN μN-r s

×＝ × × ×

・分離定理とは（復習）

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

5.2 均衡価格モデルの導出

分離定理とは（復習）

⇒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

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

22

⇒上記①のポートフォリオを「接点ポートフォリオ」と呼ぶ

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・安全資産が存在し，かつ投資家の等質期待仮定

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

5.2 均衡価格モデルの導出

が成立している市場を考える

⇒各投資家の 適ポートフォリオにおけるリスク資産部分

の内部構成（＝リスク資産ポートフォリオ）は，全ての投

資家で共通になる

⇒全ての投資家のリスク資産ポートフォリオを合計すると

23

市場に存在するリスク資産のポートフォリオ（＝市場ポ

ートフォリオ）になる

⇒市場の清算条件（＝総需要と総供給の一致）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）等質期待仮定が成立している市場

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

5.2 均衡価格モデルの導出

 リターン(w-v )/v の期待値μ(w-v )/v

資本市場線
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）

⇒接点ポートフォリオ（p.13）は市場ポートフォリオの縮小

版になり，効率的フロンティアは資本市場線と呼ばれる

p.13との
重要な違い

↓
（p.13）X,Y,S⇒T

     安全利子率 r s

　   リターン(w-v )/v の標準偏差σ(w-v )/v

実行可能領域

X
S

接点ポートフォリオ＝市場ポートフォリオの縮小版

T

24「ファイナンスA」資料（中島英喜）

↓
T＝M⇒X,Y,S
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・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

リ ク資産が 個（資産 ）と安全資産の場合

⇒j氏のリスク資産の 適購入額 ηj

ηj＝（1/λj）×［Σ-1（μ－rsl）］

⇒リスク資産の総需要 ηD

ηD＝ η1＋η2＋・・・＋ ηJ 

＝［（1/λ1）+ （1/λ2） + ・・・+（1/λJ）］×［Σ-1（μ－rsl）］

25

＝ （1/λM）×［Σ-1（μ－rsl）］

（λM＝経済の全体的なリスク回避度）

⇒リスク資産の総供給 ηM＝市場ポートフォリオ

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

リ ク資産が 個（資産 ）と安全資産の場合

⇒N個のリスク資産に関する市場の清算条件

総需要 ηD＝総供給 ηM（市場ポートフォリオ：観察可能）

総需要 ηD＝（1/λM）×［Σ-1（μ－rsl）］

⇒市場の清算条件を満たすために変化するもの

→社会全体のリスク回避度（λM）、将来のキャッシュフローの不確

26

実性（≒Σ）は変えようがない

→変化するのはリスク資産の現在の価格（p）

→価格変化の影響を受けるのは期待リターン（ μ ）だけ

（Σも少し影響を受けるが無視できる：つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

⇒N個のリスク資産に関する市場の清算条件

ηM＝ ηD＝ （1/λM）×［Σ-1（μ－rsl）］

⇒市場の清算条件を満たす期待リターンμeq （ベクトル）

μeq－rsl ＝λM×［Σ ηM］

⇒需給均衡時の市場ポートフォリオη の期待リターンμ

27

⇒需給均衡時の市場ポ トフォリオηMの期待リタ ンμM

μM －rs ＝ηM
’ （μeq－rsl）÷wM

＝ λM×［ ηM
’ Σ ηM］÷wM

（ wM は市場ポートフォリオの時価総額：つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

⇒（つづき）市場ポートフォリオηMの均衡期待リターンμM

μM －rs ＝ηM
’（μeq－rsl）÷wM

＝ λM×［ηM
’Σ ηM］÷wM

＝ （λM×wM）×［(ηM /wM )’ Σ (ηM /wM )］

＝ （λM×wM）× σM
2

（ 2 （ ） 市場ポ ト オ タ 分散）

28

（σM
2＝var（rM）・・・市場ポートフォリオηMのリターンrMの分散）

→証券市場全体のリスクプレミアム（μM －rs）は、その不確実性

（σM
2 ）と社会全体のリスク回避度（λM）に比例する

（ λM×wM は社会全体の相対的リスク回避度と呼ばれる）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・リスク資産がN個（資産1・・・N）と安全資産の場合

5.2 均衡価格モデルの導出

5.2.3 分離定理と等質期待仮定

⇒前々頁の均衡期待リターンμeq （ベクトル）に、前頁のリ

スク回避度λMと市場リスクプレミアムの関係を代入

μeq－rsl ＝λM×［Σ ηM］

＝［（μM－rs）÷σM
2÷wM ］×［ Σ ηM］

＝（μM－rs）×［｛Σ (ηM÷wM )｝÷σM
2］

29

＝ β×（μM－rs）

（→β＝｛Σ (ηM÷wM )｝÷σM
2 ）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・CAPM（capital asset pricing model）

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

p p g

⇒前頁の均衡式（下記に再掲）は，資本資産価格モデル
（CAPM）と呼ばれる

μeq－rsl ＝ β×（μM－rs）

⇒この均衡式の中で、個々のリスク資産（k）の期待超過リ
ターンは次式で表わされる（CAPMの別表現）

＝β ×（ ）

30

μk－rs ＝βk×（μM－rs）

⇒ここで，βk は資産kのベータと呼ばれる

→ベータは当該資産のリスク・プレミアムの相対的大きさを表す

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・ベータの解釈

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

タの解釈

（注）以下の式は単なるリターンの分解であり、CAPMとは異なる！

⇒市場因子モデル･･･資産リターン（rk）の分解

rk－rS＝bk (rM－rS ) ＋ek

① bk (rM－rS )・・・市場全体の超過リターン（rM－rS ）の相似部分

31

② ek・・・証券kに固有のリターン

→ ek とrM は無相関

→この式の係数bkの統計的推定量がCAPMのベータと一致する

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・市場因子モデル（market factor model）

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒イメージ・・・「bk＝ 2、 E(ek)＝+5%」 のケース（2銘柄）

rk－rS＝bk (rM－rS ) ＋ek

25%

50%

ｒk－rs＝2（ｒM－rs)+5%rｋ－rS

25%

50%

ｒk－rs＝2（ｒM－rs)+5%rｋ－rS

32「ファイナンスA」資料（中島英喜）

-50%

-25%

0%

-20% -10% 0% 10% 20% rM－rS

σ(ek)＝3%

-50%

-25%

0%

-20% -10% 0% 10% 20% rM－rS

σ(ek)＝10%
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・市場因子モデル（market factor model）

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒イメージ・・・「bk＝ 0.5、 E(ek)＝－6%」 のケース（2銘柄）

rk－rS＝bk (rM－rS ) ＋ek

25%

50%

ｒk－rs＝0.5（ｒM－rs)－6%rｋ－rS

σ(ek)＝3%
25%

50%

ｒk－rs＝0.5（ｒM－rs)－6%rｋ－rS

σ(ek)＝10%

33「ファイナンスA」資料（中島英喜）

-50%

-25%

0%

-20% -10% 0% 10% 20% rM－rS

-50%

-25%

0%

-20% -10% 0% 10% 20% rM－rS

・均衡価格モデル（CAPM）の含意

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒証券kの超過リターン（rk－rS）を次式のように2つの部分

に分解したとき、リスクプレミアムが期待できるのは下
記①の部分だけ

rk－rS＝bk (rM－rS ) ＋ek

① bk (rM－rS )・・・市場全体の超過リターン（rM－rS ）の相似部分

② 証券 に固有 リタ

34

② ek・・・証券kに固有のリターン

→CAPMでは、E(rk) －rS ＝βk {E(rM)－rS }であるから、上記②の

部分の期待値 E(ek) はゼロになる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・均衡価格モデル（CAPM）の含意

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒証券kの超過リターン： rk－rS＝bk (rM－rS ) ＋ek

⇒均衡では市場ポートフォリオが効率的（→CML）

→市場ポートフォリオ準じた分散投資を行うと、個別証券に固有
のリスク（ekの不確実性）は消去できる

⇒システマティック・リスク（右辺第1項）
→リスクプレミアムが期待できるのは どんなに分散しても消せな

35

→リスクプレミアムが期待できるのは、どんなに分散しても消せな
いリスク（市場ポートフォリオのリスク＝rMの不確実性）だけ

⇒ノン・システマティック・リスク（右辺第2項）
→個別証券に固有のリスクは、リスクプレミアムを期待できない

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・疑問･･･先のスライドのケース（pp.32-33）

5.2.3 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

pp

⇒ これらの4銘柄は、いずれも E(ek) ≠ 0 であった

⇒ CAPMでは、E(ek)＝ 0 になるのでおかしいのでは?

・答･･･CAPMは、理論的な均衡価格を示す

⇒ 等質期待仮定 → 情報に関する市場の効率性

市場 デ 仮定 仮定必

36

⇒ 市場因子モデル（仮定不要） ⇔ CAPM（仮定必要）

⇒ 市場が非効率的だと ・・・ 割高／割安

⇒ E(ek) に着目して・・・ 効率性の検証、新たな投資戦略

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・CAPMのケーススタディ

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒前提
・安全利子率＝年率3.5%

・市場ポートフォリオのリスクプレミアム（※）＝年率1.5％
（※）リスクプレミアム＝期待リターン－安全利子率

⇒福引券と宝くじ（賞金の支払いは1年後）
・福引券･･･固定賞金100万円＋サイコロを1回振って

37

出た目の1万倍の金額

・宝くじ･･･固定賞金93万円＋市場ポートフォリオ300万円分の
1年間の投資収益（元本部分300万円は含まない）

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・CAPMのケーススタディ

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒「福引券」の市場価格

→1年後の賞金は不確実だが、市場の動向とは無関係

→期待値は103.5万円だから・・・

⇒「宝くじ」の市場価格

→1年後の賞金は不確実だが、期待値は108万円

38

→市場ポートフォリオのリターンが－5%だと、賞金は78万円

→今、自己資金100万円に借金200万円を加えて市場ポートフォ

リオを300万円買うと、1年後の純資産は・・・
（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・CAPMのケーススタディ

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒「福袋」の市場価格
→福引券と宝くじが1枚ずつ入った福袋の市場価格は?

⇒3つの評価対象の期待超過リターン
・福引券･･･｛（103.5－X）万円÷X万円｝－3.5%＝a%

・宝くじ･･･｛（108－Y）万円÷Y万円｝－3.5%＝b%

・福袋・・・｛（103.5＋108）万円÷Z万円｝－3.5%＝c%

39

福袋 ｛（103.5＋108）万円÷Z万円｝ 3.5% c%

⇒3つの評価対象のベータの大きさは?
→市場ポートフォリオのリターンの影響をどの程度受けるか?

→期待リターンとの関係は?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・証券市場線（SML）

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒p.30のCAPMは，均衡におけるリスク資産kの期待超過

リターン（μk－rS）が，市場ポートフォリオの期待超過リタ

ーン（μM－rS）のβk倍であることを示している

⇒平面の横軸にベータ（β），縦軸に期待リターン（μ）をとり，

この平面上に各資産をプロットすると，各資産は，一直

線上 並ぶ

40

線上に並ぶ

⇒この直線は証券市場線と呼ばれ，その縦切片は安全

利子率（rS），傾きはμM－rS になる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・資本市場線（CML）と証券市場線（SML）

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

⇒資本市場線（p.24）は均衡（市場全体→個別証券）のア

ピールが不明確だが，証券市場線は明確

    資産の期待リターン（μ）

市場ポートフォリオの期待リターン μM

証券市場線

市場ポートフォリオ

41「ファイナンスA」資料（中島英喜）

      資産のベータ（β）
      １

証券市場線

 安全利子率 r S

・まとめ：CAPMの前提条件（諸仮定）

5.2.4 個人の 適投資と市場の均衡

5.2 均衡価格モデルの導出

①完全市場
取引コストなし，

資産の任意分割可能，

情報の完全性（→等質期待）

②資産供給の非弾力性（→ “pricing model”）

③合理的個人（期待効用 大化原理）

42

③合理的個人（期待効用 大化原理）

④効用関数の2次近似の妥当性

⑤安全資産の存在

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・先験モデルの帰結の妥当性は，論考に誤りがない

5.3.1 先験モデルの妥当性

5.3 均衡価格モデルの実証

限り，前提条件の妥当性に帰着する

⇒前提条件＝仮定

＝現実の近似＋観測できない原理の導入

⇒先験モデルの帰結･･･前提条件から論理的に導出

⇒先験モデルの実証･･･モデルの帰結を現実と照合

43

⇒先験モデルの実証 モデルの帰結を現実と照合

⇒モデルの帰結と現実が不整合→モデルを棄却

→整合的なら 「モデルは正しい」と言えるのか？→No.

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・先験モデルであるCAPMの検証を考えよう

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒CAPMの帰結とは?
①接点ポートフォリオ＝市場ポートフォリオの縮小版

②資産の期待超過リターン＝当該資産のベータ

×市場ポートフォリオの期待超過リターン

⇒上記①の帰結に着目する場合，市場に参加する投資

家（極めて多数）のポ トフォリオを知る必要がある

44

家（極めて多数）のポートフォリオを知る必要がある

⇒上記②の帰結に着目する場合，資産リターンの，期待

値，標準偏差，相関係数（観測不能）を知る必要がある

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・実現リターンに基づくCAPMの検証

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒先行研究の多くは，前頁②の帰結（証券市場線）を検証

対象にしている

⇒この検証では，資産リターン（確率変数）の観測不能な

パラメータ（期待値，共分散行列）について，投資家が

どのような情報を持っていたか知る必要がある

45

⇒検証を行うために下記の仮定を追加する

「これらのパラメータは投資期間を通じて一定である」

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）実現リターンに基づくCAPMの検証

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒前頁の追加仮定により，前々頁の②の帰結（証券市場
線）の仮説検定を行うことができる

→市場で観察されたリターン実績値を用いて，資産リターンの確

率分布の基礎パラメータ（真値）を推定する

→この推定値を，投資家が事前に持っていた情報（真値）の推定

値と見なす

46

⇒この検証の問題点

（1）検証対象が，CAPMに追加仮定を加えた複合仮説である

（2）市場ポートフォリオに関する情報が十分でない

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・演習：日経225構成銘柄に基づくCAPMの検証

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒使用するデータ（→講義HPの「日経225構成銘柄の月

次リターン」参照）

・日経225構成銘柄と適当な株式指数の月次リターン

・2006年8月時点における指数構成銘柄を対象とする

・ただし，1980年1月までリターンを遡及できない銘柄は除く

安全利子率としては 短期金利を用いる

47

・安全利子率としては，短期金利を用いる

⇒市場ポートフォリオの代理ポートフォリオとして，TOPIX
を用いる

（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）演習：225構成銘柄に基づくCAPM検証

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒まず，投資対象の拡大（分散投資）によるリスク低減効

果を確かめる

⇒次に，市場代理ポートフォリオ（TOPIX）に対して，各銘

柄のベータをそれぞれ推定する

⇒これらの推定値を用いて，証券市場線（p.41）の仮説検

48

定を行う（→データの回帰直線と証券市場線を比較）

⇒ 後に，証券市場線に対する各証券の残差リターンの

標準偏差と平均超過ターンの関係を分析

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・186銘柄の月次超過リターンの平均と標準偏差

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒1980/01～2006/08の月次超過リターンに基づく

1.0%

1.5% 各銘柄

TOPIX

186銘柄平均

各銘柄の月次平均超過リターン

49「ファイナンスA」資料（中島英喜）

0.0%

0.5%

0.0% 10.0%

各銘柄の月次

超過リターンの

標準偏差

・系統的な標本欠損による統計バイアスの問題

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒生存バイアスが無視できない可能性

完全標本の平均

観測下限

欠損値

下位標本を欠損したケース（イメージ）

50「ファイナンスA」資料（中島英喜）

観測値の平均

線形 (完全標本)

線形 (観測値)
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・配当込TOPIXに対する186銘柄の回帰係数と残差

5.3.2 CAPMの実証

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒1980/01～2006/08の月次超過リターンの回帰分析

1.0%

1.5%

各銘柄の月次平均超過リターン

証券市場線 0.5%

1.0%

1.5%

各銘柄の回帰残差の月次平均（対TOPIX）

消えた39銘柄
（生存ﾊﾞｲｱｽ?）

51「ファイナンスA」資料（中島英喜）

0.0%

0.5%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

回帰係数
（対TOPIX）

（配当込TOPIX）

-0.5%

0.0%

0.0% 10.0%

回帰残差の

標準偏差

（対TOPIX）

・実績リターンに基づく検証では，CAPM（追加仮定あ

5.3.3 CAPMの修正と代替モデル

5.3 均衡価格モデルの実証

り）が棄却されることが少なくない

⇒少なくとも1つ以上の仮定が不適切

⇒仮定の修正による代替モデル

・安全資産の存在 → ブラックのゼロ・ベータ・ポートフォリオ

・一期間モデル → マートンの経時的モデル（ＩＣＡＰＭ）

52

・代理ポートフォリオの妥当性 → ブリーデンの消費ベース・

モデル（CCAPM）
（つづく）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・（つづき）CAPMの検証と修正

5.3.3 CAPMの修正と代替モデル

5.3 均衡価格モデルの実証

⇒（つづき）仮定の修正による代替モデル

・市場清算の仮定 → ロスの裁定価格モデル（APT）

→ファマ=フレンチの3因子モデル

・投資家の合理性 の仮定 → 行動ファイナンス

・情報の完全性の仮定 → 経済物理（の一部）

53

⇒コンセンサスを得たモデルは未だ存在しない

⇒依然として も重要なテーマの一つ

「ファイナンスA」資料（中島英喜）


