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効率的市場仮説は検証不能な仮説
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以前のレポート*1で市場効率的仮説の是⾮は決着がつかないことを述べました。効率的な市場とは「利⽤可能
な情報が完全に価格に反映される市場」のことで、実際の市場が効率的であるという仮説が”効率的市場仮
説”でした。簡単に⾔うと、例えばある株式の価格は⼊⼿可能な情報がすべて折り込み済みなので、何を調べて
もまだ価格に折り込まれていない情報はない、ということでした。
この仮説の是⾮がなぜ決着がつかないのか、⼤きく分けて２つの問題がありました。その１つが、この効率的市場
仮説は検証不能な仮説であることでした。これは、何が⽰されれば仮説が成⽴していないと⾔えるのか⽰されてこ
なかったということですが、それが⽰せるようになる仮説⾃体の発展がなかったのです。”利⽤可能な情報”というの
が、漠然としすぎている、”完全に反映”というのはどういう状態なのかなど、さまざまな部分が測定可能なものに落
とし込まれていません。そのため、いったい何が⽰されれば仮説を否定できるのか分からないのです。

実験市場なら検証できる仮説に落とし込める
近年、実験経済学という分野が発展してきています*2*3。実験経済学というのはまさに、⼈を集めて仮想的な
取引などをしてもらい、その結果と実際の経済との⽐較をするというものです。⾦融市場の研究の場合は、⼈を集
めてきて仮想の取引システムを⽤いて仮想の証券の取引を⾏ってもらう実験市場を⽤いた研究が⾏われています。
実験市場の場合、実際の市場とは異なり、市場環境のあらゆる要素を決めたりコントロールしたりできます。例え
ば、”利⽤可能な情報”を外から与え、完全に定義することができます。そして、その情報を変えたりなくしたりした
場合との⽐較ができるのです。そのため、「利⽤可能な情報が完全に価格に反映される市場」かどうか、検証する
ことができます。”利⽤可能な情報”も”完全に反映”も定義できるからです。
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ファンダメンタル価格が完全に分かっていてもその価格で取引されない
筑波⼤学の秋⼭英三教授らが2017年に発表した実験市場を⽤いた研究*4を簡単に紹介しましょう。6⼈の
トレーダーが仮想的な証券を取引します。取引はいわゆる板寄せ⽅式で⾏い、全部で10回取引を⾏います。こ
の証券は取引ごとに定額が配当され、10回⽬の取引が終わると価値がなくなります。そのためこの証券は、今後
受け取れる配当の総額が正確に分かっているので、この証券の本源的な価値、いわゆるファンダメンタル価格が
完全に分かっていることになります。このことはすべての参加者に説明されます。この実験市場の参加者は実際に
売買損益や配当額がもらえるので真剣に参加します。
６⼈全員が⼈間の場合と、１⼈を除いた５⼈があらかじめ決まった投資⾏動を⾏う機械のケースを⽐較します。
５⼈が機械の場合は１⼈の⼈間にはそのことを説明したうえで、機械のあらかじめ決まった投資⾏動もすべて説
明します。そして、173⼈の学⽣を集めてこのような実験を何度も⾏いました。
参加者全員が正確なファンダメンタル価格を知っている状況ですので、市場が効率的ならファンダメンタル価格以
外で取引されることはないはずです。しかし、いずれの場合でもファンダメンタル価格から乖離した価格で取引され
ました。ただし、５⼈が機械の場合は⽐較的ファンダメンタル価格に近い価格で取引が⾏われました。⼀⽅で、６
⼈とも⼈間の場合は、乖離が⽐較的⼤きかったのです。
秋⼭教授らはこの結果を、取引相⼿がファンダメンタル価格について理解していないかもしれない、そういう疑いを
持つことで、ファンダメンタル価格以外の価格で取引するのだろうと考察しています。
またこの研究では、参加者にCRT(Cognitive Reflection Test)というテストを⾏っています。このテストはひっか
け問題3題で、このような問題がよく解ける⼈は合理的な⾏動をする傾向があることが他の研究で知られています。
さて、この研究では3問全問正解の⼈たちが、6⼈とも⼈間の場合において、ファンダメンタル価格からより乖離し
た価格で取引をしていました。つまり全問正解者は、ファンダメンタル価格以外で取引をする他の⼈がいるかもし
れずそこが儲けるチャンスだと”合理的”に判断したのかもしれません。いずれにせよ、ファンダメンタル価格から乖離
した価格で取引が⾏われるのは参加者が賢くないからではないのです。

実は40年以上の歴史がある実験市場
2002年にノーベル経済学賞を受賞したチャップマン⼤学Vernon Smith教授が1976年に実験市場の基礎
的な⼿法を固めてから*5、多くの実験市場を⽤いた研究で市場の効率性が議論されました。そして多くの研究
が、ちょっとした不確実性が⼊るだけで効率性が失われることを⽰しました。実験市場の世界ではすでに、効率的
かどうかよりも、どのような不確実性があれば効率性が失われるのかに焦点が移っていると⾔えるでしょう。

続・市場は効率的なのか︖実験市場や⼈⼯市場での検討

⻫⼀性原理が成⽴していない問題
効率的市場仮説のもう⼀つの問題は、実際の市場では⻫⼀性原理が成⽴していない問題でした。過去から未
来に繰り返し同じ法則が成り⽴つことを”⻫⼀性原理”とよばれます。⾃然科学はこの原理を前提として理論を構
築しているのに対し、⾦融市場を初め、経済学が対象としている多くの現象、もっと⾔えば、社会科学が対象とし
ている多くの現象で、⻫⼀性原理が成り⽴っていません。
実際の⾦融市場では、時代の違い、取引参加者の違い、お互いに出し抜こうとして新しい投資戦略の開発な
ど、さまざまな要因で同じことが繰り返されません。ところが、実験市場なら、実験市場に参加したことがない⼈だ
け参加させる、取引の⼿法の種類を限定するなどして、なるべく⻫⼀性原理が成⽴するように実験を設計できま
す。
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効率的な市場が成⽴する条件は⾮常に厳しい
確かに、実験市場が効率的でないからといって実際の市場が効率的でないとは⾔えないかもしれません。市場環
境のいくつかの要素をコントロールしたため、効率的市場仮説の前提条件が少し違うからです。しかし、効率的に
なるための条件は⾮常に厳しいことは分かりました。ちょっとした要因で効率性は崩れてしまう、多くの実験市場に
よる研究はそれを⽰しています。

また、他の研究者がまったく同じ実験をやって、似たような結果が得られるか調べれば、⻫⼀性原理が成⽴してい
るかどうかの検証も可能です。
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市場をコンピューター・シミュレーションする⼈⼯市場
実験市場から遅れて20年ほど後、1990年代に⼊ると、⾦融市場のコンピューター・シミュレーションである⼈⼯
市場の研究が始まります*6。⼈⼯市場の場合、実験市場と異なり投資家が⼈間ではなくコンピューターなので、
どのような投資家も作れてしまい、効率的な市場も効率的でない市場も作れてしまうことが明らかです。そこで、
現実の⾦融市場を再現するためには、どのような投資家がいなければならないのかを議論しました。

現実の⾦融市場再現にはファンダメンタル価格を⾒ない投資家が必要
⾦融市場では、リターンの分布が正規分布よりも裾が厚くなるファットテールや、リターンが⾃⼰相関を持つボラティ
リティクラスタリングなどの特徴があることが知られています*7。このような特徴を⼈⼯市場で再現するためには、ど
のような投資家を仮定する必要があるのか、ソニーコンピュータサイエンス研究所の⾼安秀樹シニアリサーチャーら
が1992年に発表した研究*8やキール⼤学のThomas Lux教授らが1999年にNatureに発表した研究*9な
ど、多くの⼈⼯市場を⽤いた研究が分析しました。その結果、このような特徴を再現するには、ファンダメンタル価
格とは関係ない、過去の価格推移から⾏動を決める投資家がいないと再現できないことを⽰しめしました。
また、東京⼤学の和泉潔教授らが1996年に発表した研究*10やサンタフェ研究所のBrian Arthur教授らが
1997年に発表した研究*11など多くの⼈⼯市場研究がバブルの発⽣メカニズムを分析し、投資家がファンダメン
タル価格とは関係ない過去の価格推移からよりよい取引⾏動を学習することによりバブルが起こることを⽰しました。

⼈⼯市場は実験市場と同じような市場なのか︖
⼈⼯市場の研究ではファンダメンタル価格を⾒ない投資家が存在しないと現実の⾦融市場が再現できないことを
⽰しました。実験市場の研究では、実験室内での条件下では、ちょっとしたことで、市場の効率性は崩れてしまう
ことが⽰されました。両者の結果はどのように結びつくのでしょうか。
McGill⼤学のErnan Haruvy教授とアリゾナ⼤学のCharles Noussair教授が2006年に発表した実験市

場と⼈⼯市場の両⽅を⽤いた研究*12では、実験市場において、ファンダメンタル価格から乖離した価格で取引
が⾏われることをまず⽰し、その価格推移を良く知られている⼈⼯市場の設定で再現することを試みました。その
結果、うまくパラメータを調整するとほぼ⼀致する価格推移を得られました。このことから、⼈⼯市場で使われる投
資家の設定は、単に実際の市場の統計的性質を再現するだけでなく、実験市場の価格推移まで再現可能な
ものであり、実験市場に参加した⼈間の⾏動をうまく再現したものであると考えられます。
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実際の市場、実験市場、⼈⼯市場の関係
実際の市場、実験市場、⼈⼯市場、それぞれに投資家と価格推移が存在します。投資家の⾏動が価格推移
を⽣み出しています。
図をご覧ください。まず投資家の⽅をみると、ファンダメンタル価格を⾒ず過去の価格推移から⾏動を決める投資
家がいるとはっきりしているのは⼈⼯市場のみです。実際の市場と実験市場の投資家は、当然、いずれも⼈間で
す。⼈⼯市場と実験市場の投資家は定性的に同じでした。実際の市場と⼈⼯市場の投資家も定性的にほぼ
同じと考えられますが、ここは異論もあるかもしれません。実際の市場と実験市場の投資家は、同じ⼈間といえど
も、熟練度が違うからです。ただ、先に秋⼭教授の実験が⽰すようにCRTテストの点数が⾼い⽅がファンダメンタ
ル価格から乖離した取引をしていました。熟練度が⾼いからと⾔ってより市場効率性を向上させる投資家、つまり
ファンダメンタル価格を重視する投資家とは限らない、ということは⾔えるでしょう。
価格推移の⽅を⾒ると、実験市場のみ市場が効率的でないことが確定しています。⼈⼯市場は実験市場の価
格推移を完全に再現でき、また、実際の市場と統計的性質は同じです。
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実際の市場は効率的なのか︖
これらを総合すると、実際の市場が効率的であると考えるのは無理があるのではないでしょうか︖確かに、以前の
レポート*1で述べたように、効率的市場仮説⾃体が、実際の市場では検証不可能な仮説でした。なので上記
のような議論をしても分からないままです。
しかし、実際の市場が効率的であると主張するのは、地球から⾒ると複雑な惑星の動きを、天動説にこだわりそ
の視点のまま無理に説明するようなもので、実際の市場は効率的でないと認めることは、天動説にこだわらず地
動説に基づき、太陽から⾒れば単純な楕円になることで説明することに似ているのではないでしょうか︖*13。確
かに天動説でも惑星の動きは説明できないことはないですが、地動説で説明したほうがより多くの⼈が納得するの
は間違いないです。
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