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In this paper we investigate Cross-Regional Minimum Volatility Portfolios (CRMVPs) in global stock markets. Especially we 
focus our minds on the additional and independent ingredients in specific returns of CRMVPs. These ingredients are derived from 
the integrations of segmented stock markets. As they are original contributions in CRMVPs, they are never observed in any 
Minimum Volatility Portfolios (MVPs) for segmented individual markets or any bundles of these MVPs. Though we suppose they 
have positive premiums, the premiums aren’t the results of the reduction of the stock investment risks in integrated markets. In 
regard to the reason of the positive premiums, we suppose that investor’s unconcern against some stocks should make stock 
markets inefficient for the pricing of these stocks. In our empirical analysis we get three results finally. The first is that the 
contributions derived from the integrations of stock markets have considerable size in specific returns of CRMVPs. The second is 
that the contributions have significant positive premiums in all cases where every country or region isn’t treated specially in 
market integrations. The third is the ingredients derived from the different integrations are independent each other. These results 
mean that the ingredients have positive premium on the whole.
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Ⅰ．はじめに

株 式 投 資 に お け る ス マ ー ト・ ベ ー タ（smart 
beta）は，予め決めた定量ルールに基づいて機械的
にポートフォリオを選択し，複製投資可能な指数を
提供する点に特徴がある。factor fundsはスマート・
ベータの主要カテゴリの 1 つであり，最小分散ポー
トフォリオ（MVP：Minimum Volatility Portfolio）
はその 1 つに位置付けられる。

標準的な株価モデル（capital asset pricing model）
によると，超過リターンの期待値（risk premium）
が正になるのは，市場ポートフォリオのリターンに
限られる。これに対しFama and French（1993）は，
バリュー株式や小規模株式に固有な要因について
も，それぞれ経験的に正の超過リターンを期待でき
ることを指摘した。上述のfactor  fundsは，これら
2 つの要因の他にも，正の超過リターンを期待でき
る要因があると考える。

ただ，最小分散ポートフォリオの概念自体は目新
しいものではなく，現代証券投資論の嚆矢である
Markowitz（1952）まで遡ることができる。ちなみ
に彼が示した標準的な理論では，最小分散ポート
フォリオは一般に非効率である。これに対し近年，
最小分散ポートフォリオに市場ポートフォリオを上
回る超過リターンを期待する動きが現れた。

これに大きな影響を与えた研究としてClarke et 
al.（2006）が挙げられる。彼らは米国の株式市場に
関する実証分析により，最小分散ポートフォリオの
過去のリターンの平均が，同時期の市場ポートフォ
リオを上回ると報告している。また，最小分散ポー
トフォリオのベータ値（市場要因の感応度）は，一
般に 1 を下回る。このため，2008年の世界的な株価
の下落（リーマン・ショック）の後，投資家の注目
を広く集めることになった。

実証分析も上述のClarke等以降，多数報告されて
いる。その多くは，Fama/French型の 3 ファクター・
モデルを用いたものであり，他のfactor  fundsとの
関連の中で最小分散ポートフォリオの独自性を見る
ものは多くない。

また，これらの分析は，分析趣旨に沿ったポート
フォリオを事後的かつアドホックに選択する。その
際，個別銘柄の実績リターンを一括参照するものが
多く，各時点で利用可能な情報だけでポートフォリ
オを都度選択する手間を掛けるものは少数である。
さらに，このアドホックなポートフォリオ選択にお

いて，有形無形の取引制約や個別銘柄の流動性を必
要かつ十分に考慮し，投資効率と実行可能性を同時
に担保するのは通常困難である。

これらの点を踏まえ，筆者の先行研究（中島（2021））
では，投資家に広く利用されている公開指数のポー
トフォリオ（factor  funds）を分析対象とした。こ
れにより，実際の投資が難しいポートフォリオを排
し，指数公開後については，将来情報の利用も完全
に排される。このため，現実の投資家の意思決定に
則した分析が可能になる。さらに，分析期間を指数
公開の前後に区分することで，バックテストが抱え
る根本的な問題も評価できる 1 ）。

公開指数の時系列を用いたこの先行研究では，世
界の株式市場を代表する 4 つの先進市場（米国，日
本，英国，EMU）について，それぞれ最小分散ポー
トフォリオ（最小分散指数）の固有リターンに関す
る実証分析を行った。その主な結果は次の通りであ
る。

⑴　factor  fundsの多様性を考慮しない分析は，
最小分散ポートフォリオの固有リターンの期待値

（リスク・プレミアム）を過大評価する。
⑵　最小分散ポートフォリオと他のfactor  funds

との関連性は，指数公開の前後で投資家にとって望
ましくない形に変化した。

⑶　この変化の原因は，指数公開後の資金流入と
言うより，フォワード・ルッキングなポートフォリ
オ選択に関する現実とバックテストの違いにあると
思われる。

⑷　この変化を考慮しない分析では， 4 市場の全
てで最小分散ポートフォリオの固有リターンの期待
値を過大評価する。

⑸　この変化を加味しても，最小分散ポートフォ
リオの固有リターンの平均値は 4 市場ともに正だ
が，期待値のゼロ仮説はいずれも統計的に棄却でき
ない。

⑹　米国市場では，当該指数との連動を目指す
ETF（Exchange Traded Fund：上場投資信託）の
発行総数と当該指数のパフォーマンスの間に連動傾
向が見られる。

これに対し本稿では，国や地域毎の最小分散ポー
トフォリオではなく，これらの市場をまたぐ地域横
断的な最小分散ポートフォリオを分析対象とする。
これにより，国や地域毎の最小分散ポートフォリオ
の単純な結束ではなく，分断された市場（segmented 
markets）の統合（integrated market）による新た
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なリターンの寄与を評価できる。

Ⅱ．分析の目的と考え方

標準的な仮定の下では，国や地域毎の市場ポート
フォリオを合わせた地域横断的な時価総額ポート
フォリオが効率的になる。現実の投資家は自国の株
式を偏重するホーム・バイアスの傾向を有するが，
この場合，バイアス是正の効果は，基本的に分散投
資の拡大による投資リスク（リターンの分散）の低
減に求められる。

一方，最小分散ポートフォリオは，投資対象に関
する適当なリスク評価モデルを用意した上で，数理
的な最適化によって投資リスク最小のポートフォリ
オを求める 2 ）。このため，投資対象を分割して個々
に最小分散ポートフォリオを求めても，その合計（加
重合計）は，分割前の最小分散ポートフォリオとは
基本的に一致しない。

すなわち，最小分散ポートフォリオについては，
投資対象の分割／統合によってポートフォリオの選
択に本質的な違いが生じる。そしてこの違いが，こ
れらポートフォリオの固有リターンに新たな成分と
して加わることになる。なお，言うまでもなく，最
小分散ポートフォリオに投資する投資家は，その固
有リターンの期待値が正だと考える。ではその根拠
はどこに求められるのだろうか。

もし最小分散ポートフォリオの固有リターンの中
に，合理的な投資家が忌避する何らかの要素が含ま
れ，それが経済全体で不可避なものなら，最小分散
ポートフォリオの固有リターンに正の期待値を想定
するのも納得できる。しかし，一般に投資リスクは
リターンの分散（variance）で評価するため，「最
小分散→低リスク」がそのまま投資家の忌避材料に
なるとは単純には考え難い。

これに対し，最小分散（低リスク）の背景に「話
題不足→成長ストーリーの欠如」の傾向があるとし
たら，それは相対的な忌避材料になるかも知れない。
ただ標準的な非成長性は，既にバリュー株式要因に
含まれる。このため，この構図を前提に最小分散ポー
トフォリオの固有リターンにリスク・プレミアムを
期待するとしたら，「他の要因で説明できない不可
避的要素が『話題不足』の中に含まれ，合理的な投
資家がそれを忌避する」までのより説得力のある一
連の説明が必要になる。

では見方を変えて，「『話題不足』によって当該銘

柄への関心や投資が減退し，これによって本来の成
長性が過小評価され，系統的なミスプライシングが
生じる」と言えばどうだろうか。この構図は情報利
用に関する市場の非効率性に他ならない。「最小分
散→低リスク」を素直に捉えるなら，最小分散ポー
トフォリオの固有リターンに正の期待値を求める根
拠としては，こうしたミスプライシングの方がもっ
ともらしいように思える。

以上を踏まえて本稿では，地域横断的な最小分散
ポートフォリオの固有リターンに関して，下記の諸
仮説の検証的分析と探索的分析を合わせて行う 3 ）。
（仮説 1 ）国や地域毎の最小分散ポートフォリオ

よりも，地域横断的な最小分散ポートフォリオの方
が，固有リターンの効率性（平均値／標準偏差）が
高いため，後者の方が固有リターンの期待値に関す
るゼロ仮説が棄却されやすい 4 ）。
（仮説 2 ）地域横断的な最小分散ポートフォリオ

の固有リターンの効率性は，先進市場よりも新興国
市場の方が高いため，期待値に関するゼロ仮説は後
者の方が棄却されやすい。
（仮説 3 ）地域横断的な最小分散ポートフォリオ

の固有リターンは，地域の統合がもたらす独自の成
分を含み，この成分は正の期待値を持つ。

これらの仮説の内，最初の 2 つは，投資対象の拡
張がもたらすノイズの低減（分散投資によるリスク
低減効果）だけでも導くことができる。これに対し，
3 つ目の仮説は，固有リターンにおける地域統合の
独自成分を明示的に捉え，そのプレミアムの存在を
直接見ようとするものであり，本稿の分析の主眼で
ある。

次に探索的な分析では，最小分散指数の固有リ
ターンについて次の諸点を順次調べる。
（探索 1 ）最小分散指数の公開前後での他のfactor 

fundsとの関係の変化
（探索 2 ）この変化が最小分散指数の固有リター

ンの期待値の評価に与える影響
（探索 3 ）地域横断的な最小分散ポートフォリオ

の選択におけるリスク評価通貨の影響
（探索 4 ）同ポートフォリオの固有リターンの計

測における計測基準通貨の影響
（探索 5 ）同ポートフォリオの固有リターンの中

で，地域統合がもたらす成分の大きさ
投資家が外国株式に投資する場合，外国通貨と自

国通貨の為替レートの変動リスクはヘッジせずに甘
受することが多い。この場合，最小分散ポートフォ
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リオのリターンは，評価通貨の影響を 2 度受ける。
1 つ目は，事前のポートフォリオ選択時の分散

（variance）の評価，2 つ目は，選択されたポートフォ
リオの事後的なリターンの計測である。

1 つ目の評価通貨が異なると最小分散ポートフォ
リオの中身も異なる。一方， 2 つ目の評価通貨が異
なると，同じポートフォリオでもリターンの値が異
なる。上記の探索 3 と探索 4 は，これら 2 つの評価
通貨の違いがもたらす影響をそれぞれ測るものであ
る。

なお，これら 2 つの通貨は，必ずしも同じものを
選ぶ必要はない。次節で述べるように，これら 2 つ
の評価通貨の選択は，実証分析を大変面倒なものに
する。以下では，事前のポートフォリオ選択におけ
るリスク評価の基準通貨を「リスク評価通貨」，事
後のリターン計測の基準通貨を「リターン計測通貨」
と呼称する。

Ⅲ．分析の対象

本稿の実証分析では，実際の投資が難しいポート
フォリオや各時点で観測できない将来情報の利用を
排すため，投資家に広く利用されている公開指数の
ポートフォリオ（factor  funds）を用いる（最小分
散ポートフォリオの指数は最小分散指数と呼称）。
これにより，現実の投資家の意思決定に則した分析
が可能になる。

具体的には，各国の機関投資家に最も広く利用さ
れている指数の一つであるMSCI社提供の指数

（MSCI index）を用い，規模属性はStandard （Large
＋Mid Cap） で統一する。また，指数の観測頻度は
月次として，分析には各指数の月次の超過リターン

を用いる。なお，データの遡及期間は，指数ごとに
利用可能な時点まで遡るが，国や指数の種類によっ
て遡及可能期間が異なる。このため，後述のモデル
の回帰分析の対象期間は，遡及期間が最も短い指数
に準じることになる。

表 1 は，分析対象とする 6 種類の地域横断的な最
小分散指数の市場カバレッジをまとめたものである。
この内，Worldは先進市場の横断ポートフォリオ，
EM（Emerging Markets）は新興市場の横断ポート
フォリオ，ACWI（All Country World Index）は両
市場を横断するポートフォリオである。またEAFE

（Europe, Australasia , Far East）はWorldから米国
とカナダを除いたもの，KOKUSAIはWorldから日
本を除いたものである。前者は主に外国株式投資を
考える米国の投資家向け，後者は同じく日本の投資
家向けの指数である。

本稿に先立つ分析（中島（2021））では，World
に含まれる 4 つの主な国と地域（米国，日本，英国，
EMU）を対象にした。そこで用いた最小分散指数は，
これらの国と地域に関する 4 つの指数であった。こ
れに対し，本稿の分析対象は29の指数に及ぶ（表 2
参照）。高々 6 種類の指数の分析がここまで増える
のは，先に述べたように，地域横断的な最小分散ポー
トフォリオのリターンが， 2 つの評価通貨の選択に
依存するためである。

本稿では，これらの評価通貨として，米国ドル，
ユーロ，英国ポンド，豪州ドル，日本円を想定し，
通貨リスクをヘッジしたケースも考える。このため
分析対象は，単純計算で216系列（＝指数の種類 6
×リスク評価通貨 6 ×リターン計測通貨 6 ）になる。

実際の分析は，データの入手制約や分析観点の整
理により，表 2 の網掛けのない29系列になる。しかし，

表 1 ．地域横断指数における市場のカバレッジと先行研究の分析対象

先進市場（23の国と地域） 新興市場
北米 その他（21の国と地域）

（27の国と地域）
米国 カナダ 日本 英国 EMU（10） その他（9）

ACWI ○
World ○ ×
EAFE × ○ ×

KOKUSAI ○ × ○ ×
EM（Emerging Markets） × ○

ACWI exUS × ○

中島（2021） ✓ ✓ ✓ ✓
（注） ○印は各指数の投資対象（網掛けの×印は各指数の非投資対象）。✓印は国や地域ごとの分析対象。
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比較条件の吟味を含め，分析が量質ともに複雑で晦
渋なものになるのは避けられない。このため分析結
果の表示については，必要に応じて適宜取捨選択し
たものとする。

Ⅳ．固有リターンと回帰モデル

本稿では，正のプレミアムを期待できるポート
フォリオとして，市場ポートフォリオの他に，最小
分散ポートフォリオを含む 5 種類のfactor  fundsを
考える。そして⑴式の回帰モデルを用いて，最小分
散ポートフォリオの固有リターンを，同式の右辺第
1 項（áminVola＋et

minVola）によって評価する。
　xt

minVola＝（áminVola＋et
minVola）

　　　　　＋（ âMXt
market＋âSxt

size＋âVxt
value＋

  âYxt
yield＋âTxt

momentum）⑴
ここで x t

minVola，Xt
market，x t

size，x t
value，x t

yield，
xt

momentum は，それぞれ，分析対象市場の地域横断的
な最小分散ポートフォリオ，標準的な時価加重の市
場ポートフォリオ，小型株ポートフォリオ，バリュー
株ポートフォリオ，モメンタム株ポートフォリオの
t   月の超過リターンである（同式の詳細は中島（2021）
参照）。

定数 áminVola や 5 つの回帰係数は，分析期間を通
して一定という仮定から出発するが，指数公開後の

シフトを許容したモデルも適宜考える。なお，最小
分散ポートフォリオの超過リターン xt

minVola は，市
場ポートフォリオに対する超過リターンである。一
般に最小分散ポートフォリオは市場感応度が低いと
言われるため，係数 âM は負値になると予想される。

Ⅴ．米国ドル基準の分析結果

表 3 の上段パネル（A）は，表 1 に示した 6 種類
の地域横断的な最小分散指数に関する⑴式の回帰分
析の結果である。具体的な分析対象は，表 2 に掲げ
た29の指数の内，事前のリスク評価と事後のリター
ン計測をともに米国ドルで行う 6 指数である。

これら 6 指数を最初に取り上げたのは，これらが，
地域横断的な最小分散ポートフォリオを代表すると
考えられるためである。例えば，これら 6 指数の公
開は最も早期であった。これは，投資家のニーズを
反映したものであり，分析に用いるデータを最も長
く遡及できる。また表 2 の網掛けのない29指数の内，
指数追随を目指すETFは 5 つしか現存しないが，
特に小規模な 1 つを除く 4 つは，この 6 指数に含ま
れる。ETFの存在や資産残高が，各時点の最小分散
ポートフォリオの規模に準じるとしたら，量的プレ
ゼンスの点でも，表 3 の分析対象は地域横断的な最
小分散ポートフォリオを代表していると言える。

表 2 ．本稿で分析する最小分散指数（地域横断指数と国や地域別指数）

リスク評価 リターン計測 ETF（*） リスク評価 リターン計測 ETF（*）

ACWI

米国ドル 米国ドル 54.4 
EAFE

米国ドル 米国ドル 79.6 
為替ヘッジ 為替ヘッジ

英国ポンド 米国ドル
KOKUSAI

米国ドル 米国ドル
英国ポンド 日本円 米国ドル

日本円 米国ドル 日本円
日本円

EM

米国ドル 米国ドル 43.6 

World

米国ドル 米国ドル 42.7  為替ヘッジ
為替ヘッジ ユーロ 米国ドル

ユーロ 米国ドル ユーロ
ユーロ 英国ポンド 米国ドル

英国ポンド 米国ドル 英国ポンド
英国ポンド

ACWI exUS
米国ドル 米国ドル

豪州ドル 米国ドル 為替ヘッジ
豪州ドル 0.2  米国 米国ドル 米国ドル 290.6 

日本円 米国ドル 日本 日本円 日本円
日本円 英国 英国ポンド 英国ポンド

EMU ユーロ ユーロ 1.0 

（注）網掛けは国や地域別の指数
（*）ETFは2022年 1 月時点の残高（億ドル）
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表 3 の下段パネル（B）は，先述の先行研究にお
ける国や地域別の分析結果の再掲である。これを上
段と比較すると次のことが分かる。まず 5 つの説明
変数との関連を見ると，市場要因の係数は上下段と
もに全て負値，高配当要因とモメンタム要因の係数
は全て正値で共通であり，その統計的な有意性も共
通である。残り 2 つの要因との関連については，符
号や統計的な有意性にばらつきはあるが，その点を
含めて，上段と下段で同様の傾向が認められる。こ
のため，最小分散指数と他のfactor  fundsとの関係
は，地域横断指数も国や地域毎指数も，全体的にほ
ぼ同様の傾向を持つと言える。

これに対し，定数項，すなわち最小分散指数の固
有リターンのリスク・プレミアムの評価値について
は様相が異なる。表 3 の上下段ともに定数項の符号
は全て正だが，期待値のゼロ仮説は，国や地域毎の
分析では 1 つも棄却できないのに対し，地域横断指

数では半数の 3 指数で棄却される。これはⅡ節の仮
説 1 を支持する結果と言える。一方，期待値のゼロ
仮説が棄却される 3 指数の中に新興市場の横断指数
であるEMは含まれない。これは同節の仮説 2 とは
合致しない。

そこで改めて表 3 を見ると，指数によって分析期
間に違いがあり，大きく 2 つに分けられることが分
かる。 1 つは1994～1996年を始点とする 6 指数であ
り，もう 1 つは2001年を始点とする 4 指数である。
もし，先行研究で認められたように，何らかのイベ
ントを境に⑴式の回帰係数がシフトするとしたら，
本節の分析も期間を揃えた方が良いかもしれない。

表 4 は，表 3 の10指数を全て同じ期間で分析でき
るよう，サンプリング開始を2001年11月に揃えた分
析結果である。これによると，最小分散指数の固有
リターンの期待値に関するゼロ仮説は，国や地域別
の分析では依然全く棄却できないが，地域横断指数

表 3 ．地域横断市場と先進主要市場における最小分散指数のリターン分析

（A）地域横断指数

市場 規模 バリュー 高配当 モメンタム 定数
ACWI  （1996/12～2018/12） -  0.34  ** 0.09  * - 0.04  0.56  ** 0.19  ** 1.34%

［ R 2 ＝0.74 ］ （ 0.02 ） （ 0.04 ） （ 0.06 ） （ 0.07 ） （ 0.04 ） （ 0.87% ）
World  （1994/06～2018/12） - 0.29  ** 0.13  ** - 0.07  0.59  ** 0.12  ** 0.87%

［ R 2 ＝0.72 ］ （ 0.02 ） （ 0.05 ） （ 0.05 ） （ 0.05 ） （ 0.03 ） （ 0.77% ）
EAFE  （1994/06～2018/12） - 0.29  ** 0.29  ** - 0.11  * 0.32  ** 0.16  ** 1.83% *

［ R 2 ＝0.63 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.05 ） （ 0.05 ） （ 0.04 ） （ 0.90% ）
KOKUSAI  （2001/11～2018/12） - 0.27  ** - 0.04  - 0.19  ** 0.67  ** 0.12  ** 2.90% **

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.02 ） （ 0.07 ） （ 0.05 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.84% ）
EM  （1996/12～2018/12） - 0.22  ** 0.23  ** 0.03  0.22  ** 0.18  ** 1.47%

［ R 2 ＝0.74 ］ （ 0.01 ） （ 0.04 ） （ 0.04 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.81% ）
ACWI exUS  （2001/05～2018/12） - 0.33  ** 0.21  ** - 0.27  ** 0.62  ** 0.21  ** 3.04% **

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.07 ） （ 0.08 ） （ 0.04 ） （ 0.92% ）

（B）国や地域別の指数

市場 規模 バリュー 高配当 モメンタム 定数
米国  （1994/06～2018/12） - 0.15  ** 0.06  - 0.07  * 0.53  ** 0.15  ** 0.33%

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.01 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.62% ）
日本  （1994/06～2018/12） - 0.21  ** 0.03  - 0.04  0.30  ** 0.17  ** 1.38%

［ R 2 ＝0.68 ］ （ 0.02 ） （ 0.04 ） （ 0.04 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.79% ）
英国  （2001/05～2018/12） - 0.14  ** - 0.02  - 0.11  ** 0.21  ** 0.18  ** 1.45%

［ R 2 ＝0.49 ］ （ 0.02 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.03 ） （ 0.04 ） （ 0.79% ）
EMU  （2001/11～2018/12） - 0.16  ** 0.15  ** - 0.21  ** 0.43  ** 0.14  ** 1.25%

［ R 2 ＝0.77 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.05 ） （ 0.04 ） （ 0.72% ）

（注 1 ）指数名の右の （　） 内は分析に用いたデータのサンプリング期間。終点は先行研究に揃えた。
（注 2 ） （  ） 内の数値は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）定数項（最小分散指数の固有リスク・プレミアムに相当）の数値は，推定値を12倍して年率換算したもの。
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については， 6 指数の全てで棄却される。この結果
は，Ⅱ節の仮説 1 に対する追加的な支持材料になる。
また，ゼロ仮説検定の有意水準を見ると，新興市場
の横断指数であるEMは，先進市場の横断指数であ
るWorldやEAFEよりも強く棄却されている。分析
期間を揃えた時のこの結果は，Ⅱ節の仮説 2 を支持
するものと言える。

Ⅵ．モデルの係数シフトの評価

標準的な投資家にとって，⑴式右辺の係数の内，
市場要因の感応度 âM が負になることは経験的事実
である。一方，その他 4 つの要因については，彼ら
が何か特別の傾向を期待する必然性はない（必要な
らば当該factor fundsに直接投資すれば良い）。実際，
指数を提供するMSCI社は，最小分散指数のポート
フォリオ選択において，他のファクター・リターン

の影響を一定値以内に抑える
4 4 4 4 4 4 4 4 4

制約を課している（MSCI
（2018a））。

一般にMSCI社を含む指数の提供主体は，指数の
公開にあたり，バックテストを行って指数リターン
が予め意図した特徴を満たすようにポートフォリオ
の選択ルールを定める。このため，公開前の指数系
列は，必然的に所期の意図を満たす。つまり，指数
ポートフォリオの選択に関する限り，公開前の指数
は各時点で利用できない将来の情報が参照される。
これに対し，指数の提供開始後は，言うまでもなく
そうした情報は参照されない 5 ）。

したがって分析期間を指数公開の前後に分けて⑴
式の回帰分析を行う場合，望ましい結果は，公開後
の回帰係数の推定値が公開前と同水準，もしくは市
場感応度 âM 以外は中立（ゼロ）に近づく形である。
この点に関して， 4 つの主要先進市場を対象とした
分析では，Ⅰ節で述べたように，指数公開後の係数

表 4 ．同一期間における最小分散指数のリターン分析

（A）地域横断指数

市場 規模 バリュー 高配当 モメンタム 定数
ACWI  （2001/11～2018/12） - 0.34  ** 0.01  - 0.11  0.66  ** 0.20  ** 2.77% **

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.07 ） （ 0.08 ） （ 0.04 ） （ 0.92% ）
World  （2001/11～2018/12） - 0.30  ** 0.12  - 0.17  ** 0.71  ** 0.12  ** 1.78% *

［ R 2 ＝0.73 ］ （ 0.02 ） （ 0.07 ） （ 0.06 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.89% ）
EAFE  （2001/11～2018/12） - 0.30  ** 0.50  ** - 0.33  ** 0.60  ** 0.12  ** 2.39% *

［ R 2 ＝0.72 ］ （ 0.02 ） （ 0.09 ） （ 0.06 ） （ 0.08 ） （ 0.05 ） （ 0.98% ）
KOKUSAI  （2001/11～2018/12） - 0.27  ** - 0.04  - 0.19  ** 0.67  ** 0.12  ** 2.90% **

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.02 ） （ 0.07 ） （ 0.05 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.84% ）
EM  （2001/11～2018/12） - 0.22  ** 0.30  ** - 0.09  0.21  ** 0.16  ** 2.80% **

［ R 2 ＝0.73 ］ （ 0.01 ） （ 0.06 ） （ 0.05 ） （ 0.05 ） （ 0.03 ） （ 0.81% ）
ACWI exUS  （2001/11～2018/12） - 0.33  ** 0.23  ** - 0.34  ** 0.62  ** 0.17  ** 3.35% **

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.02 ） （ 0.07 ） （ 0.07 ） （ 0.08 ） （ 0.05 ） （ 0.93% ）

（B）国や地域別の指数

市場 規模 バリュー 高配当 モメンタム 定数
米国  （2001/11～2018/12） - 0.16  ** 0.12  * - 0.11  * 0.67  ** 0.14  ** 0.59%

［ R 2 ＝0.75 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.05 ） （ 0.03 ） （ 0.73% ）
日本  （2001/11～2018/12） - 0.21  ** 0.37  ** - 0.10  0.34  ** 0.16  ** 0.94%

［ R 2 ＝0.69 ］ （ 0.02 ） （ 0.08 ） （ 0.05 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.97% ）
英国  （2001/11～2018/12） - 0.14  ** - 0.01  - 0.11  ** 0.21  ** 0.19  ** 1.47%

［ R 2 ＝0.49 ］ （ 0.02 ） （ 0.04 ） （ 0.03 ） （ 0.04 ） （ 0.04 ） （ 0.81% ）
EMU  （2001/11～2018/12） - 0.16  ** 0.15  ** - 0.21  ** 0.43  ** 0.14  ** 1.25%

［ R 2 ＝0.77 ］ （ 0.02 ） （ 0.06 ） （ 0.04 ） （ 0.05 ） （ 0.04 ） （ 0.72% ）

（注 1 ）指数名の右の （　） 内は分析に用いたデータのサンプリング期間。本表では始点を2001年11月に統一。
（注 2 ） （  ） 内の数値は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）定数項（最小分散指数の固有リスク・プレミアムに相当）の数値は，推定値を12倍して年率換算したもの。
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は，その絶対値が公開前に比べて総じて大きくなっ
ていた。これは投資家にとって望ましくない変化で
ある。

図 1 は，表 3 上段パネル（A）の 6 つの地域横断
的な指数について，指数提供の前後で⑴式の係数を
それぞれ推定し，結果を比較したものである 6 ）（Ⅱ
節の探索 1 ）。ここでは，市場要因以外の 4 要因に
対する中立性の観点で図 1 の 2 つのグラフを比較す
る。これによると，全部で24ある係数（ 6 指数× 4
要因）の内，指数公開後に推定値の絶対値が0.1以
上増えたのは14ある 7 ）。逆に0.1以上減ったのは 1
つにとどまる。これは，公開後の最小分散指数が，
指数公開時の想定以上に，市場要因以外の 4 要因の
影響を受けてきたことを意味する。これは，上述の
国や地域別の分析と同様であり，投資家にとっては
望ましくない。

このため，最小分散指数の固有リターンの期待値
を表す⑴式の áminVola の評価においても，この係数
のシフトを考慮しない分析はミスリードになる虞が
ある。実際，Ⅰ節で述べたように， 4 つの主要先進
市場を対象とした分析では，この係数のシフトを考
慮しない分析が，最小分散指数の固有リターンの期
待値を過大評価する傾向が示された。

図 2 は，地域横断的な最小分散指数の分析におい
て，この期待値の評価にバイアスが生じるか確かめ
たものである（Ⅱ節の探索 2 ）。同図の左グラフは，
指数の公開前後での係数シフトを考慮して，分析期

間を指数の公開前後で区切り，最小分散指数の固有
リターンの期待値をそれぞれ評価したものである。
一方，同図の右グラフは，分析期間は分けずに，指
数の公開前後の係数シフトを考慮するケースと考慮
しないケースのそれぞれで⑴式を推定し，最小分散
指数の固有リターンの期待値を評価，比較したもの
である。なお，これらのグラフの「ひげ」は，各推
定値に各々の標準誤差の± 2 倍を加えたものである。

まず同図の左グラフを見ると， 6 つの最小分散指
数の固有リターンの平均値は，指数の公開後は比較
的高い水準で揃っているが（年率1.7%～3.5%），公
開前はばらつきが大きい（年率－0.4%～3.3%）。特
にACWI，World，EMの平均値はゼロ前後であり，
指数公開後の平均値との乖離も大きい。

ただし，指数公開前の平均値が指数間でばらつく
のは，指数によってデータの遡及期間が異なること
の影響も大きい。実際，遡及期間を2001年11月に揃
えた補足分析では，公開前の平均値は全体的に上昇
し，World以外は公開後と大差ない水準（年率1.9%
～3.8%）であった。なお，この補足分析でも，World
だけは平均値が負であった（年率－ 0.25%）。米国ド
ル基準のWorldのパフォーマンスの特殊性について
は，後の節でも改めて触れる。

次に同図の右グラフで，指数の公開前後での係数
シフトを考慮しない分析のバイアスをチェックす
る。これによると，係数シフトを考慮しない分析の
評価値は，これを考慮した分析の評価値に近い。す

図 1 ．推定期間を指数の公開前後で区分した回帰係数の推定値

指数の公開前 指数の公開後
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なわち，国や地域別の分析とは異なり，地域横断的
な指数については，指数公表前後の係数シフトを考
慮しなくても，最小分散指数の固有リターンの期待
値の評価に特別なバイアスは認められない。これは，
指数公開前のデータ遡及期間を全指数2001年11月に
揃えた補足分析でも同様であった。

したがって，地域横断的な最小分散指数について
は，指数公表前後の係数シフトを考慮した場合も，
その固有リターンの期待値（⑴式の áminVola）に関
する限り，推定と検定の結果は，表 2 および表 3 と
ほぼ同様になる。すなわち，Ⅱ節の仮説 1 と仮説 2
に関する前節の評価は，指数公表前後の係数シフト
を考慮する場合も同様に成立する。

Ⅶ． 最小分散ポートフォリオ選択における
リスク評価通貨の影響

外国株式に投資する投資家は，為替レートの変動
リスク（為替リスク）はヘッジせず甘受することが
多い。地域横断的な最小分散ポートフォリオについ
ても同様なのか，MSCI提供の最小分散指数の中に，
事前のリスク評価で為替リスクをヘッジ（為替ヘッ
ジ）するものは見当たらない。また，事後のリター
ン計測についても，為替ヘッジを行う地域横断指数
は 4 つにとどまる（その内 3 つは表 2 にリストアッ
プされている 8 ））。

為替リスクをヘッジしない場合，地域横断的な最

小分散指数のリターンは，事前のリスク評価に用い
る通貨と事後のリターン計測に用いる通貨の両方に
依存する。ここでは，後者を米国ドルに統一した上
で，前者の通貨の違いがもたらす影響を，比較可能
な指数が利用できる 4 種類の地域横断指数（計13指
数）について調べる（Ⅱ節の探索 3 ）。

なお，為替リスクをヘッジしない場合，基本的に
自国株式だけが為替リスクを免れる。このため，リ
スクの最小化を図る最小分散ポートフォリオでは，
自国の株式が相対的に偏重されることが予想される

（合理的なホーム・バイアス）。
表 5 の左側パネル（A）は，これら 4 種類の地域

横断指数について，リスク評価通貨が異なる指数の
固有リターンを米国ドル基準で計測し，それらの相
関係数をまとめたものである（計測期間は2001年12
月～2018年12月）。なお同パネル（A）の趣旨は，
最小分散ポートフォリオの選択におけるリスク評価
通貨の影響を傾向として把握する点にある。このた
め，⑴式の回帰分析は，各指数の提供前後における
係数のシフトは考慮していない。

さて，これによると，ACWI，KOKUSAI，EM
については，リスク評価通貨が違っても，事後のリ
ターンの相関はかなり高い（0.93～0.98：平均0.95）。
Worldについても，リスク評価をユーロ，英国ポン
ド，日本円で行うものに限って見れば，指数の事後
リターンの相関は高い（0.95～0.97）。しかし，リス
ク評価通貨が米国ドルや豪州ドルの場合，リスクの

図 2 ．固有リターンの期待値推定に関する 2 種類の比較

（A）指数の公開前後の比較 （B）係数シフトの制約有無の比較（通期）
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評価通貨が異なる他のWorld指数との相関は比較的
低い（0.72～0.90：平均0.85）。

したがって，これらの数値を見る限り，リスク評
価通貨の違いが事後リターン与える影響は一部の例
外を除いて限定的であるように見える。予想される
ホーム・バイアスを考えると，これは少し不思議な
気がするが，それには理由がある。

Ⅵ節でも述べたが，MSCIの最小分散指数のポー
トフォリオは，適当な制約を課して選択される。こ
の中には，親指数（同じ投資対象市場の時価加重指
数）に対する乖離を一定水準に抑える制約も含まれ
る。このため，もし制約が無い時の自国株式比率が，
リスク評価通貨によらずに親指数対比の制約条件を
相当越えるとしたら，そこで見られるであろう相対
的なホーム・バイアスは，制約条件を課すことで顕
在化しないこともありうる。

実際，直近発表のMSCIの資料を見ると，ACWI
やWorldでは，リスク評価通貨に関わらず，米国市
場を 4 %強アンダー・ウェイト，日本市場を4.5%程
度オーバー・ウェイトする形で共通している。すな
わち，米国ドルや日本円をリスク評価通貨とする指
数でも，相対的なホーム・バイアスは認められない。
これは上記のように，本来見られるであろう相対的
なホーム・バイアスが制約条件でマスキングされた
ものと考えられる。

その一方で，直近の資料でホーム・バイアスが認
められる指数もある。例えば，ACWIやWorldの市

場を対象とした英国ポンド評価の最小分散指数や，
Worldの市場を対象とした豪州ドル評価の最小分散
指数である。表 5 の左側（A）のWorldの市場で，
豪州ドル評価の指数と他の評価通貨の指数の相関が
低いのは，このホーム・バイアスで説明できるかも
しれない。一方，同じくホーム・バイアスが認めら
れる英国ポンド評価の指数と他の評価通貨の指数と
の相関が低くない

4 4 4 4

理由は，同指数で反対にアンダー・
ウェイトされた市場（主にEMU）と，英国株式の
相関が比較的高かったためではないかと思われる。

次に，これら固有リターンの期待値を評価する。
表 6 は，表 5 で取り上げた13の最小分散指数の固有
リターンについて，その期待値（リスク・プレミア
ム）の推定結果をまとめたものである（参考として
米国ドル評価のEAFEとACWI exUSの最小分散指
数の数値も掲載）。これによると，期待値の推定値
は全て正になっている。

符号の統計的な有意性にはばらつきがあるもの
の，良く見ると，ゼロ仮説を棄却できない 5 指数の
内，Worldのリスク評価を米国ドルもしくは豪州ド
ルで行う 2 指数を除くと，残りの 3 指数のt値はそ
れなりに高い（1.68～1.83）。そして，相対的にt値
が低い 2 指数は，表 5 の左側パネル（A）で見たよ
うに，リスク評価通貨の異なる他の指数との相関が
低い。さらに，表 6 の 4 種類の指数の内（参考の 2
種類を除く），ACWIとEMについても，Worldと同
じく，米国ドルを評価基準にする指数の評価値が最

表 5 ．リスク評価通貨が異なる最小分散指数の固有リターンの相関係数
（A）リターンを米ドルで計測 （B）リターンをリスク評価通貨で計測
ACWI ACWI

英ポンド 日本円 英ポンド 日本円
米ドル 0.93  0.94  米ドル 0.79  0.77 

英ポンド 0.94  英ポンド 0.72 

World World
ユーロ 英ポンド 豪ドル 日本円 ユーロ 英ポンド 豪ドル 日本円

米ドル 0.85  0.88  0.72  0.90  米ドル 0.77  0.77  0.65  0.75 
ユーロ 0.97  0.87  0.96  ユーロ 0.91  0.87  0.74 

英ポンド 0.86  0.95  英ポンド 0.85  0.73 
豪ドル 0.87  豪ドル 0.67 

KOKUSAI EM KOKUSAI EM
日本円 ユーロ 英ポンド 日本円 ユーロ 英ポンド

米ドル 0.95  米国ドル 0.93  0.95  米ドル 0.86  米国ドル 0.78  0.79 
ユーロ 0.98  ユーロ 0.86 
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も低い。また，表 6 の 6 種類の指数（参考の 2 種類
を含む）を横並びで比較すると，Worldのパフォー
マンスが相対的に低い（平均で見てもリスク評価通
貨別に見ても）。

これらを総合的に勘案すると，World指数，もし
くはリスク評価を米国ドルで行う指数の相対的な低
パフォーマンスの背景には，これら指数に関する個
別の事情があると思われる 9 ）。いずれにせよ表 6 の
結果を見る限り，地域横断的な最小分散指数の固有
リターンは，総じて正のリスク・プレミアムを期待
できると考えて差支えないと思われる。

Ⅷ． 最小分散ポートフォリオのリターン計
測における基準通貨の影響

本節では，最小分散ポートフォリオのリターンに
影響を与える 2 つの評価通貨の内，選択したポート
フォリオのリターン計測に用いる通貨の影響を調べ
る（Ⅱ節の探索 4 ）。

表 5 の右側パネル（B）は，最小分散指数の事後
リターンを，当該指数のポートフォリオ選択に用い
たリスク評価通貨を再度用いて計測し，各指数の固
有リターンの相関係数を計算したものである。各指
数ポートフォリオは同表左側パネル（A）と同じだ
が，事後リターンの計測通貨は，リスク評価を米国
ドルで行う指数以外はパネル（A）と異なる（パネ
ル（A）は全ての指数のリターンを米国ドルで計測）。

これによると，パネル（A）の相関係数の数値に
比べて，右側パネル（B）の数値はいずれも低くなっ
ているが，それは当然である。何故なら，パネル（A）
のリターン計測は全て米国ドルなので，各指数の
ポートフォリオに大きな違いがなければ，リターン
における為替レート変動の寄与は似たものになる。
これに対し，右側（B）の相関係数のリターンのペ
アは，いずれも異なる通貨で計測したものである。
このため，たとえ各指数のポートフォリオが全く同
じだとしても，為替レート変動の寄与はペアの間で
大きく異なる。

前節で述べたように，MSCIの最小分散指数は，
親指数である時価加重の市場ポートフォリオに対す
る乖離を一定水準以下に抑えるようにポートフォリ
オを選択する。このため，同じ親指数を参照する最
小分散指数のポートフォリオに大きな違いは生じに
くい。表 5 の左側（A）の相関係数の値がかなり高
めであるのに対し（17の相関係数の平均値は0.91），
右側（B）の数値はかなり低い（同0.78）のはこの
ためである。

したがって，表 1 に掲げた 6 種類の地域横断指数
の固有リターンの特徴を全体的に掴むには，まずは
事後のリターン計測に用いる通貨は 1 つに揃えるの
が望ましいと言える。そしてこの場合，事前のリス
ク評価も同じ通貨を用いるのが自然である。

なお，そもそも為替リスクをヘッジしておけば，
この通貨の選択問題は基本的に生じない。しかし，

表 6 ．リスク評価通貨別の最小分散指数の固有リターン（米国ドル基準）の期待値推定

ACWI EAFE（参考） ACWI exUS（参考）
米国ドル 英国ポンド 日本円 米国ドル 米国ドル

1.41% 2.14% ** 2.41% ** 1.70% * 3.06% **
（ 0.84% ） （ 0.76% ） （ 0.81% ） （ 0.87% ） （ 0.90% ）

World
米国ドル ユーロ 英国ポンド 豪州ドル 日本円

0.93% 1.63% 1.83% * 1.08% 1.82% *
（ 0.74% ） （ 0.89% ） （ 0.84% ） （ 0.95% ） （ 0.92% ）

KOKUSAI EM
米国ドル 日本円 米国ドル ユーロ 英国ポンド

2.46% ** 1.82% * 1.41% 2.75% ** 2.86% **
（ 0.85% ） （ 0.92% ） （ 0.80% ） （ 0.71% ） （ 0.70% ）

（注 1 ）表の数値は，指数の公表前後で係数シフトを許容して⑴式の áminVola の値を推定し，年率換算したもの。
（注 2 ）表の （  ） 内は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）分析期間はデータの遡及可能時点に則しているため，指数によって異なる。
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既に述べたように，公開されているMSCIの最小分
散指数の中に，事前のリスク評価で為替ヘッジを行
うものは見当たらない。このため本稿の分析では，
少なくとも事前のリスク評価については為替リスク
のヘッジは考えず，いずれかの通貨を用いる必要が
ある。この観点で表 2 の指数を見ると， 6 種類の地
域横断的な最小分散指数を全て用意できるのは，米
国ドルを用いる指数に限られることが分かる。

このため，次節の分析では，事前のリスク評価通
貨は米国ドルとした上で，事後のリターン計測につ
いては，同じく米国ドルで行うケースと，ポートフォ
リオの選択後に為替リスクをヘッジするケース（為
替ヘッジ付き）を併せて分析する。

ここで改めて本節の分析に戻る。表 7 は，最小分
散指数の固有リターンの期待値が，リターン計測通
貨によってどのように違うか見たものである。この
内，リターン計測に米国ドルを用いる指数の数値は
表 6 と同じである。残りの 9 指数についても，表 6
の数値に比べて，標準誤差がやや大きくなっている
他は，推定値や符号の有意性はあまり変わらない。
これは，米国外に居住する投資家にとって悪くない
結果だと言えよう。

Ⅸ． 最小分散ポートフォリオにおける地域
統合の効果

表 3 および表 4 によると，地域横断的な最小分散

指数は，国や地域別の指数と異なり，固有リターン
の期待値（リスク・プレミアム）のゼロ仮説が統計
的に棄却されるものが少なくない（表 4 ではすべて
棄却）。しかし，この検定結果の違いは，投資対象
の拡大による投資リスクの低下によるものかもしれ
ない。

このため本節では，地域横断的な最小分散指数の
固有リターンを更に分解し，固有リターンにおける
地域統合の寄与を直接評価する（Ⅱ節の仮説 3 と探
索 5 ）。これにより，国や地域別の指数を束ねるこ
とによる単純なリスク低減ではなく，地域横断的な
最小分散ポートフォリオにおける地域統合の独自成
分とそのプレミアムを評価できる。

Ⅱ節では，最小分散ポートフォリオの固有リター
ンに正のプレミアムを求める根拠として，投資家の
話題や感心の不足がもたらす市場の非効率性の想定

（仮定）を挙げた。この想定によれば，国境や地域
を越えた投資については，当該銘柄群への関心はさ
らに低くなると思われる。このため，投資対象地域
を統合した地域横断的な最小分散ポートフォリオ
は，この低関心がもたらす市場の非効率性を有効に
活用できるかもしれない。

表 8 および表 9 は，この想定を受けて，各種の地
域横断的な指数の投資対象を，その構成市場に分解
して，市場統合の効果を見たものである。具体的に
は，より広域的な地域横断指数（最小分散指数）の
固有リターンを，当該指数の構成市場（国や地域）

表 7 ．リスク評価通貨とリターン計測通貨を揃えた場合の固有リターンの期待値推定

ACWI EAFE（参考） ACWI exUS（参考）
米国ドル 英国ポンド 日本円 米国ドル 米国ドル

1.41% 2.33% * 2.73% ** 1.70% * 3.06% **
（ 0.84% ） （ 1.11% ） （ 0.91% ） （ 0.87% ） （ 0.90% ）

World
米国ドル ユーロ 英国ポンド 豪州ドル 日本円

0.93% 1.21% 1.68% 0.81% 1.93% *
（ 0.74% ） （ 1.07% ） （ 1.08% ） （ 1.12% ） （ 0.93% ）

KOKUSAI EM
米国ドル 日本円 米国ドル ユーロ 英国ポンド

2.46% ** 2.21% * 1.41% 2.60% ** 2.74% **
（ 0.85% ） （ 1.10% ） （ 0.80% ） （ 0.96% ） （ 0.94% ）

（注 1 ）表の数値は，指数の公表前後で係数シフトを許容して⑴式の áminVola の値を推定し，年率換算したもの。
（注 2 ）表の （  ） 内は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）分析期間はデータの遡及可能時点に則しているため，指数によって異なる。
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毎の最小分散指数の固有リターンに回帰したもので
ある。この回帰の定数項に残差を加えたものが，国
や地域の統合による独自成分に相当する10）。

いずれの表でも，構成市場を大まかに 2 分割した
分析が上段のパネル（A），国や地域まで分解した
分析が下段のパネル（B）にまとめられている。なお，
MSCIの資料によると，地域横断的な最小分散指数
のポートフォリオでは，スイスをオーバー・ウェイ
トにする傾向が認められる。このため，パネル（B）
の分析では，説明変数の中に，代替的な地域指数で
あるEuropeの最小分散指数の固有リターンを加え
た。これにより，両表とも，構成市場の分解におい
て，除かれた市場が結論に大きな影響を与えること
はないと考えられる11）。

また両表とも，分析対象とする最小分散指数の
ポートフォリオは，米国ドルをリスク評価通貨とし
ているため，指数毎に選択されたポートフォリオは
共通である。両表の違いは，基本的には，事後のリ
ターンから為替レート（米国ドル基準）の変動の寄

与を除くか（表 9 ）除かないか（表 8 ）だけである。
ただ，データ遡及の制約のため，表 9 パネル（A）
のACWIとWorldの分析期間は，表 8 よりも 2 年も
しくは 4 年ほど短い。

そこで，まず両表の回帰係数を見ると，いずれの
回帰分析でも，その合計はいずれも 1 に近い。また
各係数の大きさも，時価加重ポートフォリオや制約
条件下で得られる最小分散ポートフォリオの国や地
域の構成比率に概ね準じていると言える。すなわち，
地域横断的な最小分散指数は，対象市場を構成する
国や地域毎の最小分散ポートフォリオをほぼ過不足
なく含んでいることになる。

一方，回帰の決定係数を見ると，パネル（A）で
0.61～0.78，パネル（B）で0.45～0.63である。すな
わち，これらの地域横断ポートフォリオは，構成市
場毎の最小分散ポートフォリオの単なる束（バンド
ル）ではなく，国や地域の統合による独自成分を十
分有していることになる（Ⅱ節の探索 5 の回答）。
なお，パネル（B）の方が決定係数が小さいのは，

表 8 ．地域横断的な最小分散指数における地域統合の効果（米国ドル基準）

（A）地域横断市場間もしくは地域横断市場と特定国の統合

米国 日本 World EAFE KOKUSAI EM ACWI exUS 定数
ACWI 0.85  ** 0.14  ** 0.27%

［ R 2 ＝0.76 ］ （ 0.03 ） （ 0.03 ） （ 0.40% ）
ACWI 0.50  ** 0.56  ** 0.69%

［ R 2 ＝0.61 ］（ 0.06 ） （ 0.05 ） （ 0.53% ）
World 0.68  0.44  ** 0.30%

［ R 2 ＝0.64 ］（ 0.05 ） （ 0.03 ） （ 0.47% ）
World 0.22  ** 0.81  ** - 0.54%

［ R 2 ＝0.67 ］ （ 0.04 ） （ 0.05 ） （ 0.50% ）

（B）国や地域の統合

米国 日本 英国 EMU Europe EM 定数
ACWI 0.54  ** 0.16  ** - 0.04  0.02  0.26  * 0.18  ** 1.55% *

［ R 2 ＝0.46 ］（ 0.08 ） （ 0.06 ） （ 0.08 ） （ 0.10 ） （ 0.11 ） （ 0.06 ） （ 0.65% ）
World 0.71  ** 0.20  ** - 0.14  0.09  0.25  * 1.01%

［ R 2 ＝0.54 ］（ 0.07 ） （ 0.05 ） （ 0.07 ） （ 0.09 ） （ 0.10 ） （ 0.59% ）
EAFE 0.41  ** 0.18  * 0.29  ** 0.27  * 1.47% *

［ R 2 ＝0.49 ］ （ 0.06 ） （ 0.09 ） （ 0.11 ） （ 0.12 ） （ 0.70% ）
KOKUSAI 0.65  ** - 0.05  - 0.03  0.28  ** 1.97% **

［ R 2 ＝0.45 ］（ 0.07 ） （ 0.07 ） （ 0.09 ） （ 0.10 ） （ 0.58% ）
ACWI exUS 0.25  ** 0.18  * 0.10  0.30  ** 0.28  ** 1.69% **

［ R 2 ＝0.47 ］ （ 0.05 ） （ 0.08 ） （ 0.10 ） （ 0.10 ） （ 0.06 ） （ 0.65% ）

（注 1 ）分析期間：パネル（A）のACWIとWorldは1997年 1 月～2018年12月，他は2001年12月～2018年12月。
（注 2 ）表の （  ） 内は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）定数項（最小分散指数における国や地域の統合の寄与平均）の数値は，推定値を12倍して年率換算したもの。
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構成市場の分割の数（逆に言えば統合の数）を考え
ると，自然な傾向と言える。

以上を踏まえた上で，両表の定数項の推定結果を
見ながら，国や地域の統合による独自成分の期待値
を評価する。これによると，WorldをKOKUSAIと
日本に分けた時の統合効果を除くと，両表ともに，
他の全ての統合効果の期待値の評価は正値になって
いる。また国や地域の統合効果を見たパネル（B）
では，その期待値のゼロ仮説が，表 8 では 1 つを除
いて，表 9 ではすべて棄却される。

一方パネル（A）では，期待値のゼロ仮説が棄却
されるのは 1 つに限られるが，これには理由がある。
パネル（A）の地域分割は，最初の 1 つを除いて，
地域横断市場を特定の国（米国もしくは日本）とそ
れ以外に分けている。そして先述の通り，地域横断
的な最小分散指数は，全体的に米国をアンダー・ウェ
イト，日本をオーバー・ウェイトにする傾向がある。
このため，両表のパネル（A）における 7 つの分析
の内，ACWIをWorldとEMに分ける 2 つの分析を
除く残り 5 つの分析では， 2 分した地域の統合効果
は，当該国（米国，日本）の市場リターンの良し悪

しの影響をダイレクトに受けることになる。このた
め，パネル（A）でのこれら 5 つの統合効果の分析
は，本来の統合効果とは関係ない成分の影響を強く
受ける傾向があることに留意する必要がある。

そこで，地域横断市場を特定の国とそれ以外に分
けるこれら 5 つの分析を除いて，両表の他の11の分
析結果を見ると，表 8 では 6 つの分析で 4 つ，表 9
では 5 つの分析の全てで期待値のゼロ仮説が棄却さ
れる。

図 3 は，表 8 と表 9 の分析における国や地域の統
合による独自成分の累積プロットである（複利効果
は考慮せず）。同図上段が為替リスクをヘッジしな
い分析（表 8 に相当），下段がヘッジする分析（表
9 に相当）の結果であり，それぞれ左グラフが各表
のパネル（A）の分析，右グラフがパネル（B）の
分析にあたる。これによると，特定の国だけの統合
効果を見た上記 5 つの分析を除くと，国や地域単位
の統合効果を見た右側のグラフを中心に，いずれも
概ねコンスタントな上昇傾向が認められる。

さらに，これら11の分析の統合効果の相関係数は，
表 8 で0.00～0.74（平均0.28），表 9 で0.00～0.72（平

表 9 ．地域横断的な最小分散指数における地域統合の効果（為替ヘッジあり）

（A）地域横断市場間もしくは地域横断市場と特定国の統合

米国 日本 World EAFE KOKUSAI EM ACWI exUS 定数
ACWI 0.84  ** 0.14  ** 0.86% *

［ R 2 ＝0.78 ］ （ 0.03 ） （ 0.03 ） （ 0.38% ）
ACWI 0.47  ** 0.60  ** 0.83%

［ R 2 ＝0.64 ］（ 0.06 ） （ 0.05 ） （ 0.52% ）
World 0.70  0.43  ** 0.64%

［ R 2 ＝0.66 ］（ 0.05 ） （ 0.04 ） （ 0.49% ）

（B）国や地域の統合

米国 日本 英国 EMU Europe EM 定数
ACWI 0.53  ** 0.15  ** - 0.02  - 0.02  0.35  ** 0.20  ** 1.63% *

［ R 2 ＝0.49 ］（ 0.07 ） （ 0.05 ） （ 0.08 ） （ 0.10 ） （ 0.10 ） （ 0.06 ） （ 0.65% ）
World 0.74  ** 0.19  ** - 0.14  * 0.06  0.30  ** 1.22% *

［ R 2 ＝0.58 ］（ 0.07 ） （ 0.05 ） （ 0.07 ） （ 0.09 ） （ 0.09 ） （ 0.57% ）
EAFE 0.40  ** 0.12  0.19  * 0.48  ** 1.35% *

［ R 2 ＝0.63 ］ （ 0.05 ） （ 0.07 ） （ 0.09 ） （ 0.09 ） （ 0.56% ）
ACWI exUS 0.24  ** 0.20  ** 0.01  0.46  ** 0.30  ** 1.41% *

［ R 2 ＝0.58 ］ （ 0.05 ） （ 0.07 ） （ 0.09 ） （ 0.09 ） （ 0.05 ） （ 0.57% ）

（注 1 ）分析期間：パネル（A）のACWIは1999年 1 月～2018年12月，パネル（A）のWorldは2001年 2 月～2018年12月，
          他は2001年12月～2018年12月。

（注 2 ）表の （  ） 内は回帰係数の標準誤差。** と * は係数のゼロ仮説が有意水準 1 %および 5 %で棄却されるもの。
（注 3 ）定数項（最小分散指数における国や地域の統合の寄与平均）の数値は，推定値を12倍して年率換算したもの。
（注 4 ）KOKUSAIは為替ヘッジ付きの時価加重指数が入手できないため，分析対象から外している。

経済科学第 69 巻第 4 号（2022年）

― 28 ―



図 3 ．地域横断的な最小分散指数の固有リターンにおける国や地域の統合の寄与累積

⑴　為替リスクをヘッジせずリターン計測するケース（基準通貨は米国ドル）

⑵　為替リスクをヘッジしてリターン計測するケース
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均0.32）であった（パネル（B）に限って見ると，
それぞれ平均0.16と0.18）。これは，これら11の分析
の地域統合効果が，それぞれ強い独自性を持つこと
を示している。以上，表 8 ，表 9 および図 3 に示し
た分析結果は，最小分散ポートフォリオにおける地
域統合効果が正のプレミアムを持つと予想したⅡ節
の仮説 3 を支持するものと言える。

Ⅹ．まとめ

本稿では，地域横断的な最小分散ポートフォリオ
の固有リターンに関して，段階的な実証分析を行っ
た。分析にあたっては，国や地域毎の最小分散ポー
トフォリオに関する筆者の先行研究の結果を参照し
たが，本稿の主要な関心は，地域横断的な最小分散
ポートフォリオの固有リターンにおける国や地域の
統合の効果，すなわち地域横断的な最小分散ポート
フォリオに独自な効果の評価にある。

本稿では，最小分散ポートフォリオの固有リター
ンに正の期待値を求める背景として，投資家の話題
や関心の欠如がもたらすミスプライシングを想定し
た。投資対象市場が国や地域をまたぐ場合，このミ
スプライシングは，更に顕著になると思われる。

ただし，地域横断的な最小分散ポートフォリオの
リターンは，事前のポートフォリオ選択時のリスク
評価通貨と事後のリターン計測時の基準通貨の両方
の影響を受けるため，実証分析は量質ともに複雑で
大変なものになる。このため本稿では，これら 2 つ
の通貨の選択が最小分散ポートフォリオの固有リ
ターンに与える影響の大きさ，傾向，特徴を，考察
を加えながら可能な範囲でまず概観した（探索的な
分析）。

その詳細は本文に譲るが，これらの通貨の影響は
無視できないものの，国や地域毎の最小分散ポート
フォリオとは異なり，地域横断的な最小分散ポート
フォリオについては，その固有リターンが正の期待
値を持つ傾向が，多くの指数で統計的に有意に確認
できた。

しかし，この結果は，投資対象の拡大がもたらす
投資リスクの低減効果によるものかもしれない。こ
のため本稿では，地域横断的な最小分散ポートフォ
リオの固有リターンに関して，国や地域の結合がも
たらす独自成分を明示的に扱う分析を行った。その
結果，これらの固有リターンは，国や地域の結合が
もたらす独自の成分を相当のスケールで含んでお

り，さらに，この独自成分は総じて正の期待値を持
つ蓋然性が高いことが確認された。

なお，予備的な分析の中で，一部の地域横断的な
最小分散指数のパフォーマンスが相対的に振るわな
い傾向が確認された。その原因の詳細な分析は今後
の課題としたい（注 9 参照）。

注
1 ）分析に使用したMSCI社提供の指数のバックテスト

では，過去の各時点で利用可能な情報だけでポート
フォリオを選択するよう配慮されているが，後述の根
本的な問題は避けられない。

2 ）公開されている指数は，現実の投資家の利用を想定
し，投資対象の特定や最適化に際して適当な制約を課
すのが通常であるが，こうした制約は，ここでの議論
の本質に影響を与えない。

3 ）地域横断的な最小分散指数のETFは，その資産規
模を合計しても米国を対象とした最小分散指数の
ETFに及ばない（表 2 参照）。このため本稿では資産
規模に着目した分析は見合せる。

4 ）投資リターンの効率性は，一般に超過リターンの平
均値をその標準偏差で除した数値（Sharpe ratio等）
で計測される。この数値は期待値のゼロ仮説に関する
t検定統計量に直接つながる。

5 ）MSCI（2018b）でも，両期間における指数の性格
の違いは指摘されている。

6 ）表 2 の29指数の内，リスク評価を米国ドルで行う
KOKUSAIの最小分散指数だけは，指数公開時点が不
明であった。このため，同指数の公開時点は同評価を
日本円で行う指数に準じた。

7 ）これら14の係数の内，係数一定の仮定が棄却される
のは10に及ぶ。

8 ）表 2 における 5 つの為替ヘッジ付きの指数の内，
WorldとACWI exUSは筆者の評価による。

9 ）Worldのリスク評価を米国ドルで行う指数の相対的
な劣後は，主に2006年～2008年に生じている。一方，
国や地域単位の統合効果を見た図 3 右側のグラフでは

（少し見難いが），同期間にこの指数の劣後は見られな
いか限定的である。またこの時期，先行研究によると，
米国市場における最小分散指数のパフォーマンスが低
迷している。これらのことから，この劣後の主因は，
米国市場の最小分散指数に固有な事情にあると思われ
る。

10）回帰残差を用いた 2 段階回帰は， 1 段階目の推定誤
差による計量経済学的問題がある。本分析では，この
誤差の影響は十分小さいため，両表には特に補正を加
えない数値を記載している。

11）Europe指数の対象は，英国とEMUの10ヶ国にスイ
スと北欧 3 ヶ国を加えたもの。これにより，例えばパ
ネル（B）のACWIの分解では，最小分散指数の95%
程度をカバーできる。
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