
金融DSSにおける OR と AIの適用分野

栗林訓
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l. 金融業における DSSの位置づけ

[カネはわれわれの主力商品ではなくなってしまった.

情報こそが最大の商品である J (シティパンク元会長，

ウォルターリストン). これは激変する金融業の本質を

衝いた言葉といえよう.現代の金融ビジネスのベースに

はつねに情報がある.巨大な情報処理産業へと脱皮しつ

つある金融業の核となるのは，通信とコンピュータに支

えられた高付加価値情報である.情報の量と質一一網羅

性，即時性，オリジナリティ等一ーが，今後の金融機関

の成否を決定する最大の要因となろう.

このような動きのなかで金融業のR&D (研究開発)

も加速化されている.数百億円を越えるコンビュータ関

連の投資と人材投入によって，金融業はスーパー・ハイ

テク化の道を歩みはじめた.金融機関における DSS は

以上のような文脈のなかで展開してきたといえよう.

DSS はともすれば抽象的なレベルで論じられやすい

が，これは無益である. DS S はア・プリオリに定義さ

れるシステムではない.その名の通り，意思決定を支援

する種々のモデルが集約されたア・ポステオリな生きた

システムとして位置づけられねばならない.

金融DSS の典型的な具体例として債券トレーディン

グを考えてみよう.生命保険会社，年金，投資顧問会社

などの機関投資家は，付加価値の高い情報と高度な売買

テクエックを必要としている.とりわけ債券トレーディ

ングには為替を考慮したタイミングのよい裁定取引，徹

密な数理分析などが要求される.一歩誤まると巨額の損

失を蒙ることになる.コンピュータによるサポート・シ

ステムは必須要件である.

また24時間取引(グローパリゼーション)の進展の影

響も見逃せない.金融業界は全世界の市場を相手にする

グローパル・トレーディングの時代に突入している.こ
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うなると国際的に各種金融商品の手持ち在庫を機動的に

管理していくシステムの構築が要請される.

さらには，金融機関の総合的なリスクを管理・制御す

るシステムとして効率的なALM(資産・負債管理)があ

る.国際決済銀行 (B 1 S) は各金融機関に対して 1992

年までにALMを完成するように勧告している.

債券トレーディング，グローパルな在庫管理， ALM 

はいずれも金融機関のサプDSS とでもいうべきもので

あり， A 1 化や各種OR手法の適用が試みられている.

換言すれば，金融業におけるORやAI の利用はDSS

の枠組みのなかでより有効に機能する.数理的・非数理

的という違いはあるにしても， OR , A 1 ともに問題解

決志向のツールないしはテクニックである.それだけで

はDSS にはなり得ない.個々のAI やORのモデルを

有機的につなぎ合わせ，シナジー効果を発揮するものが

DSS ということができる.具体的なモデルを欠いたコ

ンセプト先行のDSS は砂上の楼閣以外の何ものでもな

以下では，発展途上にある金融DSS における ORや

AI の利用について，主なものをレビューする.いわば

DSS という車のエンジン，ステアリング，タイヤなど

に相当するものである.車をいかに上手に運転するかは

マネジメントの力量にかかっている.

2. 投資分析と OR

1970年代後半から87年 10月のブラック・マンデー(株

式相場の大暴落)までの 10年間，アメリカの金融機関は

未曽有の好況を享受した.これを支えたのがし、わゆるロ

ケット科学者 (RS) と呼ばれる集団である.彼らのパ

ックグラウンドは原子物理学，数学，天文学等々さまざ

まであるが，共通しているのはそれまで金融にはまった

く関係のない分野で活躍していたということである .R

S は複雑な数式をコンピュータで処理し，次々と金融新

商品を作り出していった.このような商品開発がマッシ

ュルームの裁培にたとえられる所以である.
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S 型の入力数はM型に比べではるかに少ない.表 1 は

10種類の株式から成るポートフォリオについてM型と S

型の最適投資比率を比較したものである.最適解には大

きな差はない.

S型はマ}ケットとし、う要因のみで個別株式の収益率

が決定されるとし、う意味でシングル・ファ クター・モデ

ルとも呼ばれるが.マルチ・ファクター・モデルにもと

づくものにAP T (Arbitrage Pricing Theory=裁定

価格理論)がある. APT は収益率が次式のように複数

の要因(Fi ) で生成されるところからスタートする.

Rt=at+bi1Ft+bi2li、2+ ・・・ +bi冊F批+Uj

APTは上式を仮定して均衡収益率を求めるモデルだ

が，問題は上式が完全に特定化されるかという点にある

そこで主成分分析，因子分析，さらには最尤因子分析な

どの多変量解析の手法を使って上式の近似式を求めるこ

とが試みられている.これまでの実証研究によると，主

要な要因は経済成長率，インフレ率，利子率などの少数

のマクロ経済変数にまとめられることがわかっており，

実際のポートフォリオ運用にも応用され始めている.

次に債券分析におけるORの応用例としてイミュニゼ

ーション(免疫化)を取り上げよう.

債券の価格をB ， クーポンをQ， 償還価格をF， 満期

までの期聞をM， 還元率を r とすれば

B=QL;( l+r)-t+F( l+r)-M 

が成立する.上式から

r=MJ[Q{( l+r)M_1}r-1+FJjBー 1

となり，この r を複利による最終利回り (YTM=Yield

to Maturity) と呼ぶ.

還元ファクターを b (={1 +r)-l) とすれば，債券の平
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ところでRSのハシリは何といっても Harry Markoｭ

witz と Martin Leibowitzの 2 人であろう.前者はラ0年

代にポートフォリオ・セレクションの理論化で先鞭をつ

け，現代ポートフォリオ理論(MPT=Modern Portfolio 

Theory)の基礎を築いた.後者は債券分析の精鍛化で大

きな功績をあげた.両者とも専門はORである.現代的

な投資分析は早くからOR と関わっていたといえよう.

そこでまずMPTの枠組みのなかで株式投資における

ORの応用を考えてみよう.

n 種類の株式から成るポートフォリオをP とする.株

式 i の収益率をRi' 株式 i と株式 j の収益率の共分散を

Cov(i， j)，株式 i への投資比率を Xi とすれば， Pの収

益率の分散 Var(P)は

Var(P) =Var(L; XtRi) =L; L; XiXjCov(i , j) 
t j 

と書くことができる.同様にPの期待収益E(P)は

E(P)=L; xiE(i) 

となる.オリジナルな Markowitz モデル (M型)は，

Pの期待収益(リターン)を一定とする制約条件のもと

で， Pの分散(リスク)を最小にするという形で表わさ

れる.

Minimize: Var(P)=号予約xjCov (i， J)

Subject to: E(P) = L; xiE (i) 三K

L;Xt=1 

定数KはPの目標収益率である.M型は一種の 2 次計画

(QP) であるが，最適解は各株式への投資比率引を与

える.

M型の QPの最大の難点は入力の数が級数的に増加す

るというところにある.共分散行列が対称であることを

考慮しても 100 種類の株式から成るポートフォリオで

は5050個の共分散を入力しなければならない.計算量も

ぼう大になり 50年代のコンピュータ能力ではほとんど不

可能であった.

この欠点を補うものとして William Sharpe のモデ

ル (S 型)がある. S型は個別株式の収益は次式で生成

されると L 寸前提から出発する:

Ri=RF+ん(RM-RF)+的

RFli安全資産の収益率， RMはマーケット全体の収益

率，んは株式 i のベータ(マーケットに対する感応度)，

Uiは撹乱項である.

S型の QPは次のように書くことができる.

Minimize: Var(P)=( L;叫ん)2Var(M)+L;xt2Var(i) 

Subject to: E(P)=RF+(RM-RF)L;xt゚ i=K 

L;Xt=1 
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表 2 オプションの感応度

デルタ=.d =ac/as=exp( -�)N(d1) 

ラムダ= A = (ac/aS)/(c/S) =exp( -ðT)N(ム)(S/C)

ガンマ =r =aJ/as =exp( 一位')N'(d1)/(Sσ .fT)
セータ =θ =-ac/aT=exp( -ðT)SσN'(ム )/(2../7')

+�xp( -�)SN(d 1) 

-rexp( -rT)EN(d2) 

カッパ=" =ac/aσ=exp( -ðT)S.../'['万'(d1 )

均投資期間であるデュレーション (D)は次のように定義

される.

D=豆互 / db 
B I b 

すなわち， Dは b の変動率に対する債券価裕の相対的

な変動率を表わす尺度，いわゆる価格弾力性である.

投資期間HをDに等しくさせれば，投資家の債券ポジ

ション価値は金利変動に左右されない.これをイミュニ

ゼーション戦略と呼ぶが，債券ポートフォリオの最適化

に応用することができる.

n 種類の債券から成るポートフォリオのデュレーショ

ン (Dp ) は，個別債券のデュレーション (Dt ) を加重平均

して求められる.最適ポートブオリオは， Dp を投資期

間Hに等しくさせると L、う制約条件のもとで，ポートフ

ォリオの最終利回り (YTMp ) を最大にするとし、う線形

計画 (LP) で表現される.

Maximize: YTMp=L:. XtYTMj 

Subject to : Dp= L:. xjD;三H

L:. x;=1 

この LPを解けば最適投資比率引が求められる.

最後に， OR とは直接関係はないが，より数理的なモ

デルとしてオプションがある.オプションの理論モデル

は， 1973年に Fischer Black と Myron Scholes によ

って導出された(BS モデル).一般的な BS モデルは次

のように書くことができる.

C=exp( -ðT)SN(ム )-exp( -rT)EN(d2 ) , 

d1 =陶(S/E)+(r-ð+ ~〆)T}μ .../T ，

d2=d1ーσ 、/T

ただし， c= コール・オプションの価格 S=原商品

の価格， T=オプションの満期， E=行使価格 r=安

全資産の利子率 ð=原商品のもたらすキャッ、ンュフロ

ー， σ=原商品のボラティリティー ， N( ・)=累積正規分

布， N'( ・)=正規密度関数である.

BS モデルは，各パラメータがオプション価格に与え

る影響度合いをみる態応度分析(Sensitivity Analysis) 

1990 年 6 月号

に利用され，実用価値が高い.たとえば原商品価格のオ

プション価格に与える感応度はデルタ( .d )と呼ばれ，ヘ

ッジ比率として使われる.表 2 に代表的な種類の感応度

が示されている.

以上みてきたように，株式分析におけるMPTやAP

T，債券分析におけるイミュニゼーション，オプション

の感応度分析はきわめて数理的である.機関投資家のポ

ートフォトオ管理のみならず，金融機関DSSの中心と

なるALMにおいても，このような数理的アプローチを

柱とする合理的な情報・ンステムの構築が必須の課題とな

ってこよう.受動的なマネジメント・システムから能動

的なコントロール・システムへの移行である.コンピ且

ータの役割l も変わってくる.従来は主としてパック・オ

フィスで使われていたが，能動的なコントロール・シス

テムではコンピュータがフロントに出てこざるを得な

い.商品開発やリスク制御の分野では， リアルタイムの

情報量の増大と相まって，コンピュータは傍役から主役

の座に移ろうとしている.

3. 金融業務における AI

ORの投資分析への応用がディジタル的な最適化で・あ

るのに対して， A 1 はアナログ的な色彩が強い.そのな

かでもエキスパート・システム (ES) とニューロ・コ

ンピューティング (NC) が注目される.

ES , NC ともに，成功しているシステムほど公表さ

れることが少ない.これを念頭において，先進的なアメ

リカの例をサーベイしよう.

アメリカの金融業界でESが使われ出した背景として

は， 1992年の欧州金融統合，銀行の証券業務への参加，

グローパリゼーションの進展などがあげられる.一言で

し、えば，情報量の加速度的な増大がきっかけになってい

る. ES はドメイン，推論エンジン，知識ベースで構成

されるが，知識ベースにはグローパルなリアルタイム情

報が含まれる.

投資銀行の最もポピュラーなESはトレーダーの+ポ
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ート機能が主となっている.顧客からの注文に関連する

あらゆる情報を入力し， リアルタイムに流れてくる価格

に照らしてルール・ベース・システムが作動する. E S 

はトレードが成立する可能性を導き出してトレーダ}の

意思決定に必要な情報を与え，かつ損益を計算する. ト

レ}ダーはすべての情報，すべての情況を把渥すること

は不可能だから， E S に依存せざるを得ない.しかし肝

心なのは， E S はあくまでもトレーダーに対するアドパ

イザーの役割を担うという点である.

金融業界では通信の制御にES を使うという動きも見

逃せない.これは金融商品の効率的な在庫管理につなが

るものである.在庫管理の良し悪しは収益に多大の影響

を与える.通信の ES はジャスト・イン・タイム方式の

在庫管理を実現させる試みといえる.

24時間取引の金融業界にあっては，全世界の即時的な

情報が商売のタネになる.どこかで破壊的な事態(例:

ゴルバチョブの失脚)が生じた場合，瞬時に商品在庫を

コントロールしなければならない.金融業はますます情

報集約的な産業に脱皮しているから，通信システムの E

S はまさに業務の核になりつつある.最近ではテレック

スやファクシミリなどの自然言語を理解する通信ES も

登場している.人間の介在を最小限にとどめ，国際的な

資金移動や信用状が素早く処理されるようになってい

る.

パソコン (PC) やワークステーション (WS) の小

型化と性能向上によって， ソフトウェア会社も ES の開

発に積極的である. E S の開発ツールが端的な例jで，オ

ブジェクト指向の ES はデータ収集，データベース管理

に威力を発揮する. 80386, 80486, RISC などのチップ

や， RISCjUNIX ベースのWS も登場しており，今後

の展開が大いに期待される.ある銀行は3000台のWS を

設置してグローパルなネットワークをリンクしている.

このシステムでは， 全世界の相場状況や注文の自動処

理，即時的なポートフォリオ分析がひとつのスクリーン

で映し出される.ハードウェアとしての金融WSは大き

なマーケットを形成している.

PC用の ES も数多くあるが，特異な ES としてドメ

インに LOTUS ト2-3 のライブラリー・ルーチンを組

み込んだものがある.ユーザーは各種利回り計算をドメ

インに入れ，マクロ・プログラムやト2-3 の計算パワー

を推論エンジンとして使う.債券ファンド・マネジャー

用のカストム化されたES で，プレキシピリティが飛躍

的に向上している.債券以外にも，抵当証券やオプショ
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ン価格に関するアドインが発売されている.

公的な証券取引所も ES の導入には意欲的である.ア

メリカン取引所のシステムは，非合法的なインサイダー

取引を監視すると L 、う犯罪捜査用の ES である.監視官

の数には限りがあり， E S の役割は大きい.アメリヵ証

券業協会は株価操作の見張り役として ES を利用してい

る.またニューヨーク証券取引所も問題のある取引を識

別する ES を開発中である.

このほかにも，保険会社で、は顧客サービスの向上， リ

スクの軽減，販売促進，請求の処理などにESが使われ

ている.商業銀行の貸付や為替業務の E S ，会計事務所

の監査に関する ES など多種多様である.

当初懐疑的な限で見られていた ES も，ょうやく金融

の各業務で根づき始めた. A 1 の基本機能は，人聞の思

考過程を模倣しながら結論を導き，意思決定を+ポート

するというところにあるのだから，金融・投資業務での

利用価値はきわめて高い.

ところでES の有効性は専門家の知識水準や質に依存

する.専門家の知識が誤ったものであればES は使いも

のにならない.またプロのトレーダーから知識を引き出

すことも非常に難しい.本能的な勘でトレードを成立さ

せる場合もあるから，論理的なステップを踏んでシステ

ムに入れるのがほとんど不可能な場合が多い.

このような ES の欠点を補うものとしてNCが登場し

てきた. NCは専門家の知識に頼るのではなく，たとえ

ばデータそのもの，あるいはデータとデータの問に隠れ

ているインプリシットな関係を認識する.すなわち一種

の自己学習機能である.当然の帰結としてソフトウェア

開発のコスト軽減につながる.

株価予測システムを例にとってNCの働きを具体的に

みていこう.

まずある期間について複数個の入力項目をランダムに

選ぶ.出米高や金価格，為替レートなどである.出力は

株価の予測値である.

NCモデルは複数個の入力変数と株価のパターンをサ

ーチするところから始める.サーチを何回も繰り返し，

有用なパターンが認知される数が多くなるにつれて，予

測能力を向上させる.最終的には，モデルはかなりの正

確さで入力変数のパターンを識別し，株価を予測するこ

とを学習する.

同じような予測モデルはES でも可能だが，アルゴリ

ズムとソフトウェア・プログラミングには長い期間を要

する.これに対してNCはアルゴリズムやプログラミン
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表 3 E S , NCの最近例

機 関 | システム/ソフトウェア | 機 能
Morgan Stanley Expert Tick トレーダ-

Arthur D. Little Trader's Assistant サポート

E 

C 

CinCom Systems 

TRT 

Prudential Bache 

Neuron Data 

AIQ Systems 

Integrated Analytics 

Intex Solutions 

Aion 

Net/Master 

Expert System Foundation 通信

Intelligent Banking System 

Triangular Hub 

Nexpert Object 

IndexExpert 

乱1arkf:tExpert

MarketMind 

Bond Yield Calculations 

Aion Development System 

WS , PC 

ソフト

ソフト

1-2-3 

保険

AMEX Market Surveillance Expert 取引所

NYSE ICAS 

N 

C 

NeuralWare 

Hecht-Nielsen 

Nestor 

NeuralWorks Professional Software 

HNC ANZA 

DecisionLearning System 

グを必要としない.ユーザーはターミナノレの前に座りデ

ータを入力するだけでよい. NCモデルがパターン認識

の作業にとりかかり，予測を行なっていく.

円ドル為替レートの実証では， 22 日分の情報から32個

の特徴的なパターンを発見している.このようなバター

ン認識以外て、も， NCは会話の理解，イメージ認知，不

完全な知識の処理などでも応用され得る.金融業務での

利用にも一層拍車がかかろう.

ところでNCは人間の脳神経組織と同じく，ニューロ

ン (neuron) とシナプス (synapse) から構成される.

ニューロンはレヤー (layer) と呼ばれる線形システムに

グループ化される.上記の株価予測モデルの場合では 4

個のニューロン・レヤーがある.データはインプット・

レヤーに入り，次に連結器が情報をインプット・レヤー

から隠れた 2 個のレヤーに移送し，最後にアウトプット

.レヤーに入れるという仕組みである.

ES を含む従来のシステムとは異なり， NCはプログ

ラミングを必要としない.インプット・データをどのよ

うに処理するかとしづ情報も必要としない. NC  は自己

組織化能力を有するから，インプット/アウトプットの

ベアを見ながら，データをどのように処理すべきかを決

定していく.期待される行動例を示しながら訓練を重ね

る.この自己組織化の過程が学習とか適応と呼ばれるの

1990 年 6 月号

である.ステップ毎のアルゴリズムを特定化してプログ

ラミングする ES とは非常に異なる点である.

医療などの分野と同じく，金融でもまず最初にES が

導入された.しかしNCは本来のAI に一層近L 、から，

今後とも ES と補完し合いながら定着していくことが期

待される.

表 3 に金融ES ， NCの最近のものを掲げておく.

4. おわりに

金融DSS の柱となる ORやAI は，主としてアメリ

カで発展してきた.わが国の金融機関も第 3 次オンライ

ン・システムのなかで， D S S の実用化を明示的に打ち

出している.今後は，わが国の市場構造，金融環境など

を考慮した土着化 (endogenization) を図らなければな

らない.従来の横並び意識や護送船団方式に甘えている

と，国際金融業務と L 、う舞台での差別化戦略は実現でき

ない. D S S への取り組みは正に正念場を迎えているの

である.コンピュータや通信技術を駆使して情報の高付

加価値化を図っていくと同時に，多様化する顧客のニー

ズにマッチした新しい金融商品を創造してL 、かなければ

ならない OR ， AI ， NCの利用は金融DSS に対し

て生殺与奪の権を握っているといえよう.

(17) 337 
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