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フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用  

池田欽一  時永祥三  

九州大学  

（受理1997年7月4日；再受理1998年9月3日）   

和文概要  本論文では，まずフラクタル性をもつ時系列のインパルス応答関数をスケール関数により近似  

的に展開した場合に，時間軸方向にインパルス応答を伸長することにより予測が行える原理について説明し，  

予測誤差などについて整理する．次に，フラククル性をもつ時系列について，フラクタル次元が未知である場  

合に，時系列をウェーブレット変換係数から計算できる方法を整理する．これらを現実の株価時系列へと適用  

して，株価予測誤差の検討，フラクタル性，その次元推定について述べる．具体的な応用例として株価のオプ  

ション取引のシミュレーションをとりあげ，本論文の予測手法とこれに基づくオプション戦略の有効性につい  

て示している．  

1． はじめに   

時系列や図形などの一部分を拡大，縮小した場合に同じような形状をもつ相似形が出現  
する性質（自己相似性）を説明するフラクタル理論が展開されている・フラクタル理論は，物  
理化学現象など自然現象の解明，信号処理，図形符号化など工学分野をはじめ，さまざまに  
応用がなされている［5胴．しかし，現在まで，時間の伸長によってもスペクトルの性質が  
変わらないなどフラクタル性の説明は数多くなされいるが，これを積極的に予測に応用した  
例はない．   

本論文では，まず2．においてフラクタル性をもつ時系列のインパルス応答関数をスケー  
ル関数により近似的に展開した場合に，時間軸方向にインパルス応答を伸長することにより  
予測・が行える原理について説明し【7】，【8＝9】，さまざまなフラクタル次元の時系列に適用し  
た場合の誤差などについて整理する．3．では，フラクタル性をもつ時系列について，フラク  
タル次元が未知である場合に，時系列のウェーブレット変換係数から計算できる方法を整理  
する【3】，匝＝10】，【11ト4．では，与えられた株価時系列がフラクタル性をもっているかどうか  
の検証，および次元を推定の結果について述べる．5．では，具体的な応用例として日本の  
証券市場における日々の株価予測と株価のオプション取引のシミュレーションをとりあげ，  
本論文の予測手法とこれに基づく戦略の有効性について示している［1］，［7ト   

2．フラクタル性をもつ時系列の予測手法  

2．1。スケール関数による近似   

まず、入出力が同じ時系列である予測問題を考える［4］，［51．  

時刻ま。までの値を入力として用いて，時刻fの倍（ご（榊＞f。））を出力として予測する次式  
を考察する．  

坤）＝上土O伸一T）∬（T）dT，f＞fo・  （2・1）   

線形時変システムのインパルス応答関数坤，T）がスケール関数紳）を用いて次のように  
展開されると仮定する．  

Jβ   
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∞〔×〕  

ん拓丁）＝∑∑毎緑（榊Ⅳブ（T）・  
壱＝0ゴ＝0  

毎（り＝¢（2壱トJ）・  

（2・2）   

ただし，  

1，0＜壬≦1；  

0，0兢eγひ五5e，  紳）＝〈  

なお，この予測式は，後述するように時間軸を伸長することにより観測されていない値  

を予測するのに用いる．そのためには、式（2．1）に含まれるパラメーターを求めておく必要  

があるが，それは，すでに観測されている時系列を用いて行なう．すなわち，全時系列が観  

測されていると仮定し，時刻壬。までの入力を用いて式（2．1）の予測値坤）ができるだけ∬（り  
に近くなるようにパラメーターを決定する（学習プロセス）．また，このような式を一般の  

線形時不変予測と区別するため線形時変予測式とよんでおく．   
これを，実際の計算に用いる場合，以下のように変形する．以下では，時系列のサンプ  

リング間隔を1としておく．また，Ⅳ＝0とし，jの範囲をβとする．スケール関数の性質  

を用いると，式（2．1）は次のようになる．ただし，わかりやすくするため，f＝mとおく．  

真裏上土0柳瀬十T）榊  
月  

∑んれ－り♂（几－ブ）・  

ゴ＝1  

・両′－  

（2．5）  

ただし，  

β（た）＝上二1∬（巾れ  
（2・6）  

壬0＝几－1＞且  （2．7）   

いま，式（2．1）による予測値坤）と入力時系列∬（壬）との差の最小2乗近似を考え，これを  

最小化するようにインパルス応答関数の係数毎を決定する．このときのんの変更量△んは，  

△ん和一り＝－2（∬（乃）一意（乃））β（れ一九  
（2・8）   

計算にあたり，式（2．2）で，ノの範囲（B）をJ＝1～4に限定する．なお，このようにⅣ，J  

の値を選択する理由は次のようにまとめられる．あとで述べているように，時系列は時間間  

隔1でサンプリングして用いるので，Ⅳ＝0とすれば時系列のサンプリング間隔と式（2．3）  

において関数が1をとる区間が一致する．Ⅳ＝0でない場合には，サンプル値を部分的に  

用いるか，あるいは逆に補間をして用いることになるので、サンプル値を無駄に用いるか，  

再計算が必要となり不都合である．また、J＝1～4としているのは，システム出力に影響  

する入力を現在時刻から4時刻さかのぼった倦までに制限することにより，予測の精度をあ  

げることを目的としている．一般のたたみこみ積分では，Jは無限個となるが，ここでは線  

形予測システムを構成することが目的であり，種々の実験の結果，j＝1～4が最適であっ  

たので，これを用いる．以上のように，式（2．1）は線形の予測式となっており，1＜T＜5  

以外では入力は出力に影響を与えず，簡単にいえば，過去4サンプルまでを用いて時系列を  

予測する．最適化の方法として最急降下法を用いているが本論文で考察する問題の範囲では  

誤った解への局所的な収束の問題はない．式（2．4）を用いて観測値と予測値の2乗誤差を最  

小化する場合のしきい値は10－4に選び，推定値が得られるまでの繰り返し回数は平均して  

20000ステップである．   
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2．2．時間軸の伸長による予測   

いま，℃≦f≦℃は式（2．2）のインパルス応答の推定を行なう区間であり，れ＝℃－℃  

とする・また，0＜f≦苅はれで計算されたインパルス応答を用いて∬（f）を予測する区間  

とする．   

すなわち，れは自己相似となる基本図形が含まれる時間間隔であり，この区間はあらか  

じめ時系列が観測されており，式（2．1）における観測値と予測値との関係が成立するように  
インパルス応答関数の計算が行われる区間である．これに対して区間苅（その一部にはnが  

含まれる）では，時系列のフラクタル的な性質によりれの基本図曙が複数個（例えばb個）  

含まれる区間であり，nで計算したインパルス応答関数をら倍に伸長して時系列の観測値と  
予測値との関係に適用できる区間である．すなわち，れの中の基本図形のインパルス応答の  

中にもら個分の相似形に対応するインパルス応答が含まれると仮定している．   

区間現には未知のデータがあるので，インパルス応答関数により結ばれる観測値と予測  

値の関係を用いて値を予測することができる．   

以下では，予測値と観測値の一致を確認するため，0≦ま≦弟の∬（f）は観測されている  
と仮定する。次の量を定義する．  

あ＝αβ）α＝茄／右，為＞れ．  （2．9）   

βは時系列∬（りのフラクタル次元であり，1＜β＜2である．ご（りがフラクタル性を持  

つ場合には，その統計的自己相似性（アフィン性）により，0＜f≦弟において，次の式が近  
似的に成立する．この理由についてはのちほど述べる．  

珊＝言上如0ん（芸，！デ）榊丁，f＞鋸0  （2・10）   

インパルス応答の同定の場合と同様に，式（2・10）を分かりやすく表壊すると，次のよう  

になる．  

烹（叫＝冊（れ一汁  （2．11）  

但し，   

0（m）＝仁）む 
榊・  （2．12）   

ここで分かるように，スケール伸長を用いた予測値はらごとに得られる値となる．   

計算においては，α＝整数となるようにn，茄を選んでいる（例：茄＝2n）．また，非  

整数時点の∬（りは線形補間によって求めている．   

以下では，式（2・10）が近似的に成り立つ理由を述べている・本手法を用いてフラクタル  

時系列を予測する場合，基本的な性質としてコツホ曲線に見られる自己相似の性質を利用す  
る。すなわち，時系列はフラクタル的なひろがりを持っていると仮定し，自己相似の関係に  
あるプラクタルの基本図形の存在する時間間隔をれとし，ち＝aれの時間間隔にはb個数の  
プラクタル図形が入ることになる．  

なお、式（2．10），（2．11）は理論式ではなく、多くのシミュレーション実験を繰り返して得  

られた結果から得たものであり、経験的に成立するものである．すなわち、フラクタル時系  
列においては、時間軸をc倍した場合に、その自己アフィン性により伸長された時間域で振  
幅をcガ倍した時系列ともとの時系列とが同じ統計的な性質をもつことが知られている．し  

かし、この場合、Cをいくつにとれば最適な拡大縮小の関係になるかば分かっていない．そ  
こでシミュレーションによる数倍実験を繰り返しで推測した結果、本論文で示しているよう  

に、a倍の時間間隔に個数bの縮小図形が入ると仮定した場合が、最も良好な予測を与える  
ことが分かった．これは、コツホ曲線に見い出される相似性次元と同じ性質であると言える．   
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図1：コツホ曲線  

いま，図1（a）のようなコツホ曲線を考察する．しかし，コツホ曲線はいたるところで無  
限に多価となっているので，厳密な日寺系列とはなり得ないので，理論の概念的な説明のみを  
与えるものである．図では，α＝策／れ＝3，あ＝4となっている・茄の区間には区間Tlの  
図形が4個人っている．4つの相似図形のはいっている時間間隔を図のように壬1，壬2諭7壬4と  
すると，壬1＝壬4＝1フ壬2＝f3＝0．5となる．それぞれの相似形のなかでは，同じインパルス  
応答関数で時系列の関係が記述できると仮定すると，壬1（＝n）で計算したインパルス応答関  
数はま2，f3，壬4でも利用できる．しかし，壬2，壬3の長さは壬1，f4の半分であり，正確には，壬2，壬3に  
インパルス応答関数を適用する場合には，壬1で計算したインパルス応答関数のサンプリン  
グ間隔を2倍にする必要がある．しかし，現実には，時刻のサンプリングを途中で変更する  
計算は面倒であることや，特に時系列の場合にはコツホ曲線のようなはっきりした自己相似  
の関係が必ずしも見られず，壬1～壬4の区分があいまいとなることなどを考慮する必要があ  
る．従って，時系列の全区間において用いる時刻のサンプリング間隔を途中で変更しないも  
ととし，この値を，図1（a）の壬1～壬4において実施するサンプリング間隔の平均とすると，  
変更後の壬1～ま4の長さは  

壬1＝王ら＝ま左＝f左＝3／4＝0・723  （2・13）  

となる．この様子を図1（b）に示している．図1（b）ではち～烏の長さを式（2■13）のように  
仮定した場合の相似形の存在位置の出現位置を示している．この図は当然，図1（a）におけ  
る相似形の配置とずれているが，すでに述べたように，時系列ではこのような相互の位置関  
係のずれの存在が明確ではないこと，計算を簡略化する必要性があることなどから，本論文  
では図1（b）の相互関係を仮定している．以上のような仮定のもとでは，  

（ま1＋去ら＋f；＋ま左）弼＝4＝わ  （2・14）  

となるので，式（2．1）に示す時系列の予測式を時間軸にそってb倍だけ時間伸長すればよい  
ので，式（3．3）の近似計算の式がなりたつ・   

予測を議論する場合には，通常，現在までの観測データをもとにして，1ステップ先の  
サンプルの予測値を計算することが行われる．これを，以下ではゐ時刻先の予測とよぶ．   

これに対して，式（2．11）に従って，逐次的に予測された値を観測値と見なして，予測を  
継続していく場合を考え，これによりれステップ将来の値を予測する場合を几あ時刻先の予  
測とよんでおく．mむ時刻先の予測においてもインパルス応答が計算されているので，線形  
予測をそのまま継続して用いる場合になどと比較して，予測誤差は極めて小さいものとな  
る．また，現在の時刻から離れた時刻の予測値を得ることができるので，株式投資における  
オプションの設定などに利用できる．   

図2にはブラウン運動の非整数階積分［6］に基づき，プログラムにより発生させたフラ  
クタル時系列fBm（fractionalBrownianmotion）の予測の様子を示している・ここで，7t＝   
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147，㌔＝656，策＝1018，あ＝2．83である．  

2．3．シミュレーションによる予測誤差の検討   

以下では，式（2，11）を用いたゎ時刻先の予測，mむ時刻先の予測の誤差について，シミュ  

レーションによる検討結果をまとめておく，フラクタル時系列データは侶mとして発生さ  

せておき，時系列データのサンプル数∬は，〝＝500，1000とする．   

まず，表1にはむ時刻先の予測について，いくつかのフラクタル次元の時系列の平均予  

測誤差（100系列発生させた時系列に対する予測誤差の平均）を示している．予測誤差の定義  

として，期間内の時系列の最大値と最小値の差（振幅）に村する予測誤差の割合（％）をとっ  
ている．これより分かるように，α＝2の場合には0．3％程度，α＝3の場合には0．4％程度  
の数値となっている。   

なお，本手法による予測誤差の精度を比較するために，線形時不変予測を行なった結果  
についても表2に合わせて示している．線形時不変予測では，予測誤差が8％程度となって  

おり，本手法による予測よりかなり大きな値となっている．   
次に，表3にmわ時刻先の予測について予測誤差の平均値を示している．この結果が示  

すように乃あ時刻先の予測についても誤差は6％程度におさまっている．   

線形時不変予測を行なった結果について表は省略しているが，本手法による予測と比較  

して誤差は極めて大きく，例えば，m占＝45において平均予測誤差は20％程度となっている．   
このシミュレーションにおいて、インパルス応答の計算区間の始点℃の決定にはfざを  

0…弟一弟の範囲から適当に選び，その㌔から℃までの信号∬（f）の振幅を1に基準化し  

たものと，0～苅の間の∬（りの振幅を1に基準化したものをを比較し，差の2乗誤差がもっ  
とd、さくなる㌫を採用した．  

表1‥線形時変予測（本手法）のM寺刻先の予測誤差  
K＝500  K＝1000  

a＝2 次元D l．80 1．50 1．251．80 1．50 1．25  
予測誤差 0．32 0．19 0．13 0．25  0．19  0．17  

表2：線形時不変予測のわ時刻先の予測誤差  
K＝500  K＝1000  

a＝2 次元D l．80 1．50 1．251．80 1．50 1．25  

予測誤差10．1 9．1  7．6 9．7   8．4   8．8   
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表3：線形時変予測（本手法）の和ら時刻先の予測誤差  

nb＝20  nb＝35   

a＝2   次元D l．80 1．50 1．251．80 1．50 1．25  
k＝1000 予測誤差 4．1 3．7  3．3 5．1 4．9  4．6  

nb＝45  nb＝60   

a＝2   次元D l．80 1．50 1．251．80 1．50 1．25  

K＝1000 予測誤差 5．7  5．2  4．9 6．1 5．6  5，1   

3．フラクタル性と次元の推定  

3．1．フラクタル時系列のウエーブレット変換   

次に，フラクタル時系列のパラメーターをウェーブレット変換を用いて推定する方法に  

ついて述べる．時系列がフラクタル性をもつ場合には，そのスペクトルの時間平均が周波数  

のべき乗に反比例する性質を持つことが証明されている［8］［9］［10］［111．すなわち，時系列の  
分散，フラクタル次元を，それぞれ，J2，βとするとスペクトルは次のように．なる．  

5（山）＝J2亡〕‾7っ  
（3・1）  

7＝5－2上）．  （3．2）   

ここで、山は角周波数であり，時系列に含まれる周波数をJとすると，山＝2打Jで与えら  
れる．与えられた時系列£（壬）をウェーブレット変換する．  

∬（才）＝∑∑漂膵（り・  
rl一丁！  

∬㌃＝エ項湖㌃（碑  

（3・3）  

（3■4）   

ここで，¢㌘（壬）は基本関数¢（りに対する次のスケール，シフト変換とにより構成される．  

ゆ㌘＝2m／2ゆ（2m才一れ）．  （3．5）   

ここで，m，几は，スケール変換，シフト変換のインデックスである．£（りがフラクタ  

ル性をもつことから，ウェーブレット係数∬㌃の満たすべき条件として，次の関係式が得ら  

れる．  

var∬ご＝J22‾7m  （3．6）   
この関係式は，ウェーブレット基本関数の性質などを用いると証明できる．いま，式の  

両辺のスペクトルをとると次のようになる．  

g（山）＝∑j㌔（山）仲（2‾m山）†2・  

m  

（3■7）   

ここで，中りはウェーブレット基本関数のフーリエ変換であり，㍍（山）は，スケールイン  

デックスmについて求めたウェーブレット係数諾㌘の集合でれを時間を表す添字とする時  

系列と考えた時のスペクトルである．ウェーブレット基本関数のフーリエ変換は帯域フィル  

タの特性をもっているので，式（3．7）の右辺が式（3．1）の右辺と一致するには，  

J㌔（山）＝J22‾γm  （3．8）  

となることが必要であることが分かる．つまり，f㌦（山）は，山に依存しない定数とならかナ  

ればならない・£㌘から求めた分散とスペクトルとは等価であるので，式（3．6）が成り立つ．   
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式（3．6）の両変の対数をとると，mについての線形の直線となるので，左辺により計算  

されるデータに村して回帰直線を当てはめ，この直線との2乗平方誤差rmseの大きさによ  

りフラクタル性を判定できる．  

rmse＝［∑（log（var∬㌃トc。－Clγ托）2／叫1／2  
丁†I  

（3・9）  

凡才は添字mの取り得る個数である。  

3．2．フラクタル次元の推定   

フラクタル時系列の分散とフラクタル次元を推定する方法を整理する．パラメータの尤  
度関数は次の形で与えられる．  

（漂）2／2α3］  （3．10）  
2
．
d
 
 

J
 
 

打
 
 

2
 
 

ここで，  

J3＝J2β【m  （3．11）  

であり，J2は推定しようとしている時系列の分散であり，βは推定する未知のフラクタル次  
元βと次に示す関係式で結ばれる。  

（3．12）  β＝27，7＝5－2上）．  

式（3．10）の対数尤度関数をとり，添字mごとの集計をとり，  

上（J2，β）＝－0・5∑Ⅳ（m）［打た／J3＋1n（2打J3）］・  
m  

となる．ここでげ£は式（3．4）における∬㌫についての分散であり，  

撮＝∑（漂）2／Ⅳ（m）・  

γも   

（3．13）  

（3．14）  

により計算される．ここでⅣ（m）はウェーブレット係数£㌃のm（スケール）についての計算  

数である．   

式（3．13）の尤度関数を最大にするため，式（3・13）を未知数について微分してゼロとおく  

と次の式を得る．  

∑Ⅳ（m）鑑βm－一打2∑Ⅳ（m）＝0，  
IJl けI  

∑mⅣ（m）グ£βm一打2∑m∧r（m）＝0・  
JJJ ‖l  

これらからJ2を消去すると，βに関する次の方程式を得る．  

∑Ⅳ（m）J∑βm∑m呵m）－∑mⅣ（m）J∑βm∑呵m）＝0・  （3・17）  

ITI JIJ Jll rJ】  

方程式の根のなかで，唯一存在する正の実根より，γを計算する．   
げ2は次に示す式で計算される。  

グ2＝∑呵m）打たβm／∑呵m）・  
JJI  J7l  

（3．18）   
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表4＝：シミュレーションによるfBmのrmse  
サンプル数＝1000  

次元D l．80  1．50  1．25  

rmse O．04  0．03  0．03   

3．3．シミュレーションによる次元推定の検証   

以下では，シミュレーションにより発生させ既知のフラクタル次元をもつfBmの時系列  

について，3．2で示した手法によりフラクタル次元の推定を行なった結果について簡単にま  

とめておく．   

まず，フラクタル性を調べる元となる式（3．9）のrmseの備については，100回のシミュ  
レーションで平均して0．04程度（標準偏差0．002）となった．理論的にはこの値はゼロにな  
るが，離散化の効果，および計算誤差などが含まれていると考えられる．   

次に，フラクタル次元の推定誤差については，相対誤差が5％程度となった．株価など  
の現実の時系列では，真の次元は分かっていないので推定誤差がどの程度であるかは不明で  

ある．しかし，すでに述べたの誤差との関連性を考慮すると，フラクタル次元の推定の相対  

誤差も程度の範囲におさまることが予想される．  

表5‥シミュレーションによる次元推定の相対誤差（％）  

サンプル数＝1000  

次元D l．80  1．50  1．25  

相対誤差 4．5  4．6  4．8  

4．株価時系列への適用  

4．1．株価のフラクタル次元の推定   

以下では，現実の殊価についてフラクタル性の検証と次元推定，および予測の基本的な  

性質を調べる．比較のために，実際の株価時系列の他に，比較のために正弦関数に雑音を加  

えた定常波も発生させ，結果を示している．   

用いたデータは日本の株式市場における電子化された日々の株価であり，概要は次のよ  
うである．   

● ファイル：東洋経済新報社CD株価   

●種類：一日の終値，収録期間：1970年から1982年   

●サンプル：11業種からランダムに10銘柄を選択   

●データ長さ：500および2000  

結果については，平均的な値のほかに，いくつかの個別銘柄についての結果も示している．   

（1）観測期間の長さによる変化   

表6には，フラクタル性を検査するrmseおよび次元βの推定について，平均値と5種  
類の銘柄に対する結果を示している．月5恥β5。。はそれぞれサンプル数が500の場合のrmse  

と次元βを意味し，比較のために正弦関数に雑音を加えた定常波の結果も示している．ま  
た，ウェーブレットのスケールインデックスmは，サンプル数によらず一定数に限定し，シ  

フトインデックス㍑はコンパクトサポートなウェーブレットが重ならないようにとれる最  

大数とする．これらの結果より分かるように，全体的にrmseは0．2程度となっている．こ  
の広がりについては，銘柄による差は大きくない．   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



池田・時永   2β  

観測期間によるrmseの違いについては，一般的に期間が長くなるほど縮小する傾向に  
なる。これは長い時系列には，サンプル数の増加によるシフトインデックス数mの増加に  

よるものと，よりフラクタル性が含まれていることの相互効果がみられることをを意味して  
いる．しかし，サンプル数が500である場合の方が，2000の場合より小さくなるケースも  
存在しており，株価の性質に依存するものがある。   

しかし，全体的にサンプル数が1000以上であればrmseも小さくなることがわかるの  
で，株価の予測をする場合には，最低でも1000サンプルあれば十分であることが予想できる．   

（2）業種による変化   

表7にほ，サンプル数が2000の場合の業種によるrmseの値月と次元βの変化を示して  
いる．業種による変化については，明確には差異が現れない．やや，化学や電気ガス，金融  
保険でフラクタル性が強い．これは株価のフラクタル性が一般的に成立することを示してい  
る．これらのことから，業種によりフラクタル性については明確な差がないこと，従って，  
業種の応じて特別な株価予測の手法を取らなくてもよいことが分かる．  

表6：rmSe，次元の観測長さによる変化  

銘柄  月5。0 β500 月2000 上）2000  
0．17 1．49  0．14 1．51   

電気機器  

水産、農林業  
通信   

化学工業   
精密機器  

0．15 1．51  

0．17 1．50  

0．12 1．56  

0．13 1．57  

0．14 1．51  

0．22 1．34  

0．29 1．37  

0．15 1，58  

0．20 1．51  

0．17 1．49  

定常波   0．471．12 0．34 1．25  

表7：rmSe，次元の業種による変化  
β  銘柄  月  β  銘柄  月  

電気機器B   

機械B  

化学工業B   

食料品B   

鉄鋼B   

商業B  

サービス業B  

電気、ガスB   
金融B  

電気機器A   

機械A  

化学工業A   

食料品A   

鉄鋼A   

商業A  

サービス業A  

電気、ガスA   
金融A  

0．16 1．48  

0．18 1．53  

0．12 1．50  

0．16 1．47  

0．12 1．53  

0．12 1．54  

0．18 1．54  

0．14 1．55  

0．12 1．52  

0．14 1．47  

0．14 1．49  

0．111．52  

0．16 1．47  

0．16 1．44  

0．17 1．50  

0．13 1．53  

0．12 1．56  

0．12 1．57  

4．2．株価予測の傾向   

実際に観測された株価（終値）をフラクタル時系列としてモデル化し，本論文の手法によ  
りその将来の値を予測して，実際に観測された時系列との比較を行う．   

表8には，株価予測の柁あ時刻先の予測誤差について，平均値と，いくつかの個別銘柄に  
村する結果を示している．予測誤差は期間内の最大振幅に対する誤差の割合（パーセント）  
としている．Ⅳ＝2000の場合を考察している．予測期間については，最川寺刻先について，  
乃わ＝28から几わ＝140までをとり，この場合の予測誤差を示している．ぁの値は業種によっ  
て多少の差があるが，補間により，共通のmみ時刻先の予測誤差を求めている・   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



フラククルによる株価予測手法  27   

なお，あ時刻先の予測誤差についての結果は省略しているが，平均して，振幅に対して  
0．6％程度となっている．   

これらの結果より分かるように，全体的にmあ時刻先の予測誤差については銘柄により  
差が大きく誤差が小さい場合には0．3％程度であるが，大きい場合には14％程度まで拡大し  
ている．この平均値4％ないし6％は程度である．これらは定常波に対する予測誤差より十  
分に小さい．   

予測誤差が84時刻先の場合には5％前後，140時刻先の予測の場合には7％前後となって  
おり，実際に予測を用いて投資決定をするには大きな違いはないと考られる．  

表8：れら時刻先の予測誤差（％）．上段は560日目から下段は840日目から  
銘柄  nb＝28 56 84 112140   

電気機器  4．0  4．7 4．3  

機械  4．4  4．15．5  

水産、農林業  4．5  4．6 5．2   

化学工業  5．9  4．6 6．7  

平均  4．2  4．5 5．1  

5．4 6．2  

5．6 6．6  

5．6 6．6  

6．2 7．0  

5．5  6，5  

電気機器  4．1 4．3 6．5 7．4 7．6   

機械  4．7  5．6 5．7 6．4 7．4   

平均  4．3  5．3 5．4 5，4 6．5  

5．オプション取引への応用  

5．1．投資戦略の評価   

以下では，株価予測の応用として，オプション取引の決定に適用した場合を考察する．本  
論文で示した予測理論を株価の予測に直接用いて，売買による利益を計算することも可能で  

あるが，株価に依存する点が大きく，また個別銘柄の理論的な予測方法はないなどの問題が  
ある．一方，オプション価格については従来から用いられている理論式があり比較検討がで  

きる利点がある．   

ここで考察するオプション取引は次のような方法で行なわれると仮定する．いま，例と  

してコールオプションを購入する場合を考察する．一定の期日（時刻）Tあとでの原株の取引  
について，オプション価格Cmが市場に示されているとする．一方本論文で示した時系列予  

測の方法により，T時刻あとの予測株価みから満期日におけるオプション価格を予測し，そ  
れを現時点fの価値に割り引いて，ま時点のオプションの予測価値CJを求めておく．すな  
わち，  

max［5r－∬，0］  
（5．1）  CJ＝   

eγ丁  

ここで，打は行使価格，γは非危険資産利子率である．   

オプション取り引きを有利にすすめるには  

CJ＞q職・   
（5■2）  

のときに限ってオプションを購入すればよい．これ以外のケースでは，市場でのオプション  

価格は，予測値より高く割りだかな投資となるからである．   

オプション取引の方法は以下のようにまとめられる．  

1）現在を壬期としたとき，CJ＞q托である場合にのみコールオプションを購入する．  

2）このように購入したオプションを，時刻r期において反対売買するすなわち取引の期日  

にコールオプションを売る．   
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3）このようなオプション購入と同時に基本となる株式基本証券の価格変動にともなうリスク  

をゼロにするためにデルタヘッジを行なう［2］．この場合のBlack－Scholesモデルとしたコー  

ルプットのデルタは式（5．6）のようになる．   

株価の相対変化（対数線形変換）をブラウン運動としてモデル化したコールオプション価  

格（株を買い戻す権利）C，およびプットオプション価格（株を売る権利）Pの理論式（Black－  
Scholesモデル）は次のように与えられる．  

C＝且Ⅳ（d）－∬e¶γTⅣ（d一打V乍）．  

P＝一風Ⅳ（－d）＋打e‾γTⅣ（d一打ヽ斤）．  

ただし  

d＝［1n（5／〝）十（γ＋J2／2）γ］／げ＼斤．   
（5・5）  

であり，記号は次のようになる．  

C＝コールの価格，S：現在の株価，〟＝行使（契約）価格，T＝1年を1とした満期までの期間，  

Ⅳ（d）：正規分布の累積関数  

（5・6）  
△。＝Ⅳ（d），△p＝Ⅳ（d）－1・  

これらを整理すると時刻rにおける利益は次のようになる．  

月（r）＝Cゝ－Cm－△。（み－βt）＋仲（△。5’モーC㌦）・  

ただし，Crは時刻rにおけるオプションの実現値であり，次のようになる．  

√■J－…．ヾ／…－一人－．   

（5・7）  

（5・8）  

また，Ⅳ（d）は正規分布累積関数のdにおける値であり，押は苦からr期までの無リスク証  
券利子率である．   

なお，以上のオプション取引では最初にコールを買うが，コールを売る場合も同様に計  
算式を求めることができる．コールを売るのは，C′＜Cmの場合である・このコールを，時  
刻fにおいて売却することとし，同様にデルタヘッジを行なう．最終的に得られる利益は次  
のようになる．  

月（ア）＝－（qr－㍍）十△。（み一量）一仲（△。5′モー〔㌦）・  （5・9）  

プットオプションの場合も同様に，巧＞j㌔の場合にはプットを購入し，巧＜j㌔の場合に  
はプットを売る．これらの場合の利益は次のようにまとめられる．   

巧＞f㌔の場合  

（5．10）  月（r）＝丹－f㌔－△p（み－5t）＋仲（△pgモーf㌔）・  

巧＜f㌔の場合  

月（r）＝－（薫い」㌔）＋△。（み－5fト押（△pぶモーf㌔）・   （5．11）   
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以上のような投資戦略を，次の2つの取引にあてはめてみる．最初は日本のオプション  

取引である日経225について取引の評価であり，2番目はJβmとして発生させた仮想的な  
株価についてのオプション取引を，シミュレーション実験してみる．  

日経225のnb先の予測の例を図3に示す．  

日経225については，市場でオプション価格がしめされるので式（5．7）におけるq乃は容  

易に求めることができる．これに村して，Ⅲmにより発生された時系列に対しては，オプ  

ション価格はBlack－Sbolesモデルに従ってオプション価格が決定されていると仮定する．   

（1）日経225  

データは1989年1月4日から1996年7月1日までの記録データを用いる．オプション  
取引のある期日についてオプションを購入することを仮定し1カ月先、2カ月先、3カ月先  

の限月のオプションを購入することにする．モデルには時系列の分散を含んでいるので，統  

計的な推定方法を用いて計算する．   

結果について表9にまとめている．結果から分かるように本論文の予測手法を用いた場  

合には，限月が2カ月ないし3カ月先の場合10以上の利益となっている．これは，平均し  
て投資を開始した時点での株価に対して約0．05％利益をあげていることになる．   

なお比較のためオプション評価の理論式であるBlack－Sholesモデルをオプション価格  

の予測値として用いた場合の結果も表9に合わせて示している．すなわち式（5．1）の売買  

取引において予測値として式（5．3）で計算される値を用いて投資方法を選択する．一般に  
Black－Sholesモデルによるオプション価格は市場で示される最高値と安値の中間に位置して  

いるといわれる．従って理論値を用いることにより大きな損はないが大きな利益もない．し  

かし、この期間、株価指数は下降傾向にあるので、理論価格を用いた結果は、平均値より、  
ややよくなっている．（コールの売りによる．）表より本論文の予測方式において、1カ月先  

の予測は 

あることが示されている．  

表9± 日経225オプション取引シミュレーションの評価  

1カ月先 2カ月先 3カ月先  
本論文の手法による利益  －0．08   10．14   12．59   

理論価格による利益  －6．37  6．70   10．50  

（2）侶m   
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fBmの場合には，以下を仮定する．  

5＝100，γ＝0・12フグ＝1・0・  （5・12）   

fBmのフラクタル次元には，日経平均株価（1989．1．4～1996．6．28）から得られる推定次  
元と同じ値（D＝1．43）を用いた．   

表10は，オプション取引に対する利益を示している．株価はこの期間、約40から270の  

範囲を変化する．なお，fBmの場合の市場でのオプション価格としてはBlack－Sholesモデル  
の価格を採用している．原理的には無数のオプション価格が存在してそのままでは評価を行  
ないにくい。従ってここでは市場ではATMの取引が主流であることを考慮して，ATM（Atr  
TheMoney）についてのみを村象としている。   

これより分かるように，本予測方式をとることにより，株価がフラクタル時系列に従っ  

ている場合に本論文の予測手法を用いることにより，少なくともBlack－Sholesモデルに従っ  
てオプション価格を呈示している市場より高い利益をあげることができる．  

表10：fBmオプション取引シミュレーションの評価  
1カ月先 2カ月先 3カ月先  

本論文の手法の利益  0．94  2．25  3．27  
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ABSTRACT  

EVALUATION OF STOCK OPTION PRICES BY USIN  

THE PREDICTION OF FRACTAIJTIME－SERIES  

Yoshikadu Ikeda ShozoTokinaga  

J＼■J川バナ川J－J…・＝宮中J  

Thisreportdealswiththepredictionmethodた）rthetime－Seriesbearlng凸・actalgeometry．Themethod  

isappliedtothefbrecastofstockprlCeandoptionpremium，andtheresultsshowbetterperformanceof  
investmentcomparedtotheconventionalmethods・Atfirst，thetimeseriesisrepresentedbytheconvolution  

Oftheimpulseresponseexpa・ndedbyasetofscalingfunctionandtheinputsignal．Then，byuslngthetime  

SCaleexpansion，futurestockpricesareestimated・AnindicatorshowingwhetherthestockprlCeis＆actal  

is also shown．   
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