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【本稿のポイント】
 株式投資を考える場合、リターンの下振れなしに上振れだけを享受することは困難であることから、現実的にはプ
ラス・リターンを極大化する一方で、マイナス・リターンの極小化を図ることになる。
 株式市場には「低リスク・高リターン」もたらす現象が観測されおり、「低ボラティリティ・パズル」といわれる。一般に投
資は「高リスク・高リターン」といわれる中で、これは投資家にとって願ってもないことだ。

株価上昇だけ享受したいが…
前稿（株式投資に死角はないか①）では、株式が改めて
収益追求資産として注目されている中で、どのようにそ
のリスクと向き合うかが課題であることを確認した。ファイ
ナンス理論では、投資収益率（以下「リターン」）が変動
すること自体を「リスク」と考えるが、株式投資家にとって
は、株式リターンの主たる要素である株価下落等による
リターンの下振れは回避したいものの、株価上昇等によ
るリターンの上振れは歓迎だ。
とはいえ、残念ながらリターンの上振れだけを確保する
のは困難であることから、現実的には、プラス・リターンを
極大化する一方で、マイナス・リターンの極小化を図るこ
とになる。この方策としては、（1）株式以外の資産クラスを
含めた複数資産での対応、（2）株式のみでの対応、に大
別できよう。
株式以外の資産クラスを含めた複数資産に投資する
場合、①中長期的には、「政策アセットミックス (Policy
Asset Mix) 」を策定し、一定のリバランス・ルールに基づ
いてリバランスを行うことが代表的な対応例といえる。こ

うすることで、中長期的に株価が右肩下がりでなけれ
ば、割安時に株式により投資し、割高時に一定の利益
確定売りを行うといったリバランス効果が得られることが
知られている。また、②短期的には、「戦術的資産配分
(Tactical Asset Allocation) 」により、時々の市場環境に
応じて一定のルールにより資産配分を変更することでリ
ターンの上乗せを狙うというのが教科書的対応だ。
ただし、いずれの場合も各資産クラスの相対魅力度に
応じて資産配分を判断することになるが、例えば、株式
を減額して債券に投資した場合、金利上昇懸念もある。
また、特に短期の資産配分変更は市場の後追いにな
り、かえってリターンを押し下げてしまうリスクもつきまとう
ことから実際に適用しようとすると悩ましい点が多い。株
式投資再考シリーズとしての本稿は、複数資産に関す
る言及はこれらの問題点の指摘にとどめる。
複利効果とボラティリティ・パズル
株式資産内での対応を考えた場合はどうか。一般的に、
「フリー・ランチ*はない」ことから、株式リターンの下振れ
を抑制するには、リターンの上振れも一定程度放棄せ

*リスク無しでリターンを得ること。
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ざるを得ない。このイメージを図示したものが 図表1 で
ある。図表1 は、同一株式市場内における平均的な銘
柄と、平均よりも低いボラティリティ（リターンの変動性が
低い＝リスクが低い）銘柄について、横軸は月次リター

ン、縦軸はその出現頻度をプロットしたものである。低
ボラティリティ銘柄は、（マイナスを含む）低いリターンが
発生する確率が低いかわりに、高いリターンの出現確
率も低いというわけだ。これを簡単な設例で考察する。

【図表1】 株式市場の平均的な銘柄と低ボラティリティ銘柄
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上記は説明のみを目的としています。出所：アライアンス・バーンスタイン

【図表2】 銘柄A・B・Cに当初各100万円を投資した場合
リスク
リターン（年率）
（標準偏差、 投資
算術平均 幾何平均 複利効果 年率）
効率
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（B／C）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
年別リターン 銘柄A
銘柄B
銘柄C

40%
30%
20%

-30%
-20%
-10%

40%
30%
20%

-30%
-20%
-10%

40%
30%
20%

-30%
-20%
-10%

累積リターン 銘柄A
銘柄B
銘柄C

40%
30%
20%

-2%
4%
8%

37%
35%
30%

-4%
8%
17%

34%
41%
40%

-6%
12%
26%

5.0%
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上記は説明のみを目的としています。出所：アライアンス・バーンスタイン

図表2・3は、銘柄A、B、Cの順にボラティリティが小さい

1.0%、銘柄B＝2.0％、銘柄C＝3.9%となっており、6年後
の資産額は、銘柄A＝94万円、銘柄B＝112万円、銘柄
C＝126万円といったバラツキがでた(図表2･3)。これは
何故か？

3つの銘柄に各100万円を6年間投資した例である。6
年間の年率リターンは、算術平均ベースで3銘柄共に
5.0% で あ る 一 方、幾 何 平 均 ベ ー ス で は 銘 柄 A ＝ ▲

【図表3】 銘柄A・B・Cに当初各100万円を投資した資産の推移
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上記は説明のみを目的としています。出所：アライアンス・バーンスタイン
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理由は、リターンがリターンを生む「複利効果」（＝幾何
平均－算術平均）が、ボラティリティが大きいほどマイ
ナス効果が大きいためである。一般に「複利効果」とい
うと、「複利」は投資期間中に発生する利息が元本に加
えられ再投資されるため「利息が利息を生む」分、「単
利」に比してプラス効果のイメージがあるが、ボラティリ
ティについては大きいほどマイナス効果が大きい。
これは、分かりやすくするために極端に単純化した例
であるが、こういった効果があることは自明であることか
ら、市場が効率的であればボラティリティの大きい銘柄
ほど、リスク・プレミアムとして投資家はより高いリターン
を要求する形で株価に織り込まれる（＝株価はディス
カウント）はずである。しかしながら、実際の株式市場に
おいても、一般にいわれる「高リスク・高リターン」に反す
る同様の現象が観測されている(図表4)。ボラティリティ

が高い銘柄の将来リターンが低い現象は「ボラティリ
ティ・パズル」や「ボラティリティ効果」等と呼ばれる。
ボラティリティ・パズルの主な存在理由として、「短期の
株価ボラティリティの大きい企業では予想利益が実績
利益よりも過大な傾向があり、この過大評価が低リター
ンをもたらす」**、「機関投資家のベンチマーク運用に
おいてベンチマークを上回るために高ベータ銘柄選
好が強い」***、「ごく少ない確率で発生する多額の利益
に対するリスク愛好的な傾向を示す個人投資家の存
在」*** 等、行動ファイナンス的な説明が多く試みられ
ている。
理由はどうであれ低リスク・高リターンが得られるなら株
式投資家としては歓迎だ。次回は、こういった低リスク・
高リターン株式投資動向について考察する。（第3回に
続く）

【図表4】 グローバル株式：低ボラティリティ株式のパフォーマンス
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2002年3月から2014年8月のデータ。過去の実績は将来の成果を示唆・保証するものではありません。 出所： MSCI、アライアンス・バーン
スタイン

**「投資家の期待とボラティリティ・パズル」(山田徹、永渡学、証券アナリストジャーナル2010.12)
***「『ボラティリティ・アノマリー』の行動経済学的探究」(岩澤誠一郎、内山朋規、財務省財務総合政策研究所 2013.3)
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