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和文概要  多期間ポートフォリオ最適化問題を実際に解くためのモデルとして，シミュレーション型多期間  

確率計画モデルが提案されている．シミュレーション型モデルは，不確実性の記述の柔軟さと詳細さを重視す  

るために，投資の意思決定を簡便にした（せざるを得ない）モデルであるが，従来の定式化では計算時間を短縮  

させることに，このことをうまく反映させることができていない．「危険資産に対する決定変数がシミュレー  

ション経路に依存しない」という取引戦略の特徴をうまく反映させた定式化を行うことにより，問題の規模を  

縮′卜し，計算時間の向上を目指す定式化の方法を提案する．この定式化の表現方法をコンパクト表現と呼び，2  

種類の定式化の方法を示す．従来の定式化に対する計算時間と比較するために様々な数値実験を行った．  

1． はじめに   

複数の投資対象の中から投資家にとって最も好ましいように，どの投資対象にどれだけ  

投資をしたらよいかという問題をポートフォリオ最適化問題という．ポートフォリオ最適化  

問題を解くためのモデルとしては，モデル構築や解法上の容易さから，運用期間にかかわら  

ず，平均・分散モデルを代表とする1期間モデルが中心的に用いられている．しかし，年金  

基金などの長期的な資金運用を行う投資家にとって，多期間にわたる不確実性を考慮した動  

的投資政策の決定を「明示的に」モデル化するためには，1期間モデルではなく，多期間モ  

デルを構築する必要がある．   

多期間ポートフォリオ最適化問題を実際に解くためのモデルとしては，シナリオ・ツリー  

を用いた多期間確率計画モデルが中心となって発展している．シナリオ・ツリーを用いた  

多期間確率計画モデルは近年，コンピュータの高速化と解法アルゴリズムの発展に伴い，  

大規模な問題を解くことが可能になり，様々な研究が行われている．詳細は，Mulveyand  

Ziemba［13，14】の参考文献を参照されたい．しかし，シナリオ・ツリー型モデルは不確実性  

の記述を詳細にしようとすると，問題の規模が指数的に増加するという欠点がある．また，  

問題を大規模にしないためには数少ないシナリオでうまく不確実性を記述しなければいけ  

ない難しさもある．   

一方，枇々木【3】は，モンテカルロ・シミュレーションによるパスを用いて不確実性を記  

述し，以下に示す取引戦略による投資決定ルールを用いて線形計画問題1として記述できる  

モデル化（定式化）を提案している．   

「どの状態が生じた場合でも，取引後（リバランス後）の危険資産Jへの投資量（もし   

くは投資額）を同一にする・各経路での富は異なるが，その富と危険資産への投資量（も  

1目的関数が非線形凸関数の場合には，非線形凸計画問題となるが，大域的最適解の導出は保証される．  
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しくは投資額）の違いはすべて現金で保有する．したがって，シミュレーション経路の各   

時点（状態）における現金の保有額は同一ではない．」   

このタイプのモデルは「シミュレーション型多期間確率計画モデル」と呼ばれる．危険資  

産に対する決定変数はシミュレーション経路に依存しないが，現金に対する決定変数はシ  

ミュレーション経路数に依存するために，制約式の本数と決定変数の数は，ほぼ同じになる．  

不確実性の記述を詳細にするためには，シミュレーション経路の本数を多くしなければなら  

ない．そのため，問題の規模は膨大になるが，問題の係数行列は疎大行列である．一般に，  

疎大行列を持つ大規模線形計画問題は内点法を用いることによって高速解法が可能であり，  

汎用数理計画ソフトウェアを用いることによって，計算機上の実装もある程度容易である．  

内点法の実装においては，解法内部で取り扱う係数行列が疎である（ほとんどの要素が零で  

ある）ことを最大限利用することが高速化の鍵である．しかし，シミュレーション型モデル  

の場合，危険資産への投資量を表す部分が密な（非零要素の多い）列（densecolumn）となる  

ため，制約式の係数行列の構造（非零パターン）が数本の密な列を含むことになり，内点法の  

ナイーブな実装ではこの間題を高速に解くことができない．汎用数理計画ソフトウェアであ  

るNUOPT（バージョン3．1）を用いた数値計算では大規模で係数行列が疎であるにもかかわ  

らず，単体法の方が内点法に比べて高速に解くことができている2．内点法に対しては，一  

般的な回避策として知られている工夫を行わなければ係数行列の疎行列性が破壊され，計  

算量が急増してしまう．この問題に対しては，他にも様々な内点法の実装上の技法，特に一  

次方程式の解法に対する技法を工夫することによって計算時間を向上させることができる．  

詳しくは，枇々木，田辺【6］を見よ・   

このようにシミュレーション型モデルは定式化の特別な構造を利用した計算アルゴリズム  

や実装上の工夫を行うことによって高速に問題を解くことが可能である．それに対し，本論  

文では「危険資産に対する決定変数がシミュレーション経路に依存しない」という取引戦略  

の特徴をうまく反映させた定式化を行うことにより，問題の規模を縮小し，計算時間の向上  

を目指す定式化の方法を提案する．また，この定式化を行うことによって，多期間にわたる  

投資決定が富に対してどのような影響を与えるのかも分かりやすく示すことができる．この  

定式化の表現方法を『コンパクト表現（CompactRepresentation）』と呼ぶ．コンパクト表  

現として，  

・主コンパクト表現（primalcompactrepresentation）：主問題形式による記述  

・双対コンパクト表現（dualcompactrepresentation）：双対問題形式による記述  

の2種類を示す．主コンパクト表現は，シミュレーション経路数に依存する現金を表す決定  

変数を除去して，決定変数の数を削減した記述方法である．すなわち，コンパクト表現は現  

金を投資対象に含むが，危険資産のみで定式化を記述する方法（現金を定式化の中で明示的  

に取り扱わないで記述する方法）である．制約式の本数はほとんど変化しないが，決定変数  

の数は減少する・また，目的関数が線形関数であれば（線形計画問題であれば），双対問題に  

書き直すことができる．その双対問題による記述方法を双対コンパクト表現と呼ぶ．双対コ  

ンパクト表現は主コンパクト表現で減少した決定変数の数が制約式の本数になるため，決定  

変数の数はシミュ レーション経路数に依存して多くなるが，制約式の本数は少なくなる．線  

形計画法の解法アルゴリズムである単体法の計算時間は決定変数の数よりも制約式の本数  

に大きく依存するため，双対問題に書き直すメリットは十分にある．また，1次の下方部分   

2NUOPTは（株）数理システム社の製品である．NUOPTバージョン4．0以降では，内点法の実装方法が  
バージョン3．1とは変わったと思われ，内点法でも高速に問題を解くことができる．   
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積率や条件付バリュー・アット・リスクなどの2本の区分直線を組み合わせた区分線形リス  

ク尺度の場合には，それを記述するために必要な部分が決定変数の有界制約式になる．した  

がって，実質的に計算時間に影響を与える制約式は「危険資産×期間数」となり，問題を  

双対問題に書き換えることによって，実質的な制約式の本数を激減させることができる3．   

ところで，本モデルにおいて計算時間を短縮することは極めて重要である．なぜならば，  

サンプリング・エラーを減少させるために，シミュレーション経路数（シナリオ数）を増加さ  

せると，計算時間が増加するからである．このことを具体的に示すために，3節の数値実験  

と同じ問題で乱数シードを100種類変えて最適解を求め，経路数とサンプリング・エラーの  

関係について調べた例を示す．  

図1：経路数とリスク値（エア〟1）の関係  

図1は6種類の期待富の水準に対して，6種類の経路数とリスク値の関係を示したもので  

ある．5本の線はそれぞれ上から100種類の最適解の最大値，75％点，50％点，25％点，最  

小値を表す．経路数が増加するにつれて最大値と最小値の幅が狭くなっていく様子がわか  

る．サンプリング・エラーの減少の様子をはっきりと見るために，100種類の最適解におけ  

るリスク値の標準偏差を計算して，図2に示す．   

図2の左側はリスク値の「標準偏差／平均」の値，右側は経路数が10，000本のときの標準  

偏差を1としたときの値を示す．また，右図の太線の”1／sqrt（Ⅰ）”は，経路数をJとする  

と，1／師（＝100／㍉）の値を表す・ほぼ1／㍉に比例して標準偏差（サンプリング・  
エラー）が小さくなることがわかる．紙面の都合上省略するが，各資産ごとの最適解におい  

ても同様の結果が得られている．   

本論文の構成は以下の通りである．2節では，シミュレーション型モデルの概要を示し，  

投資量決定モデルに対する主コンパクト表現および双対コンパクト表現の定式化を示す．ま  

た，いくつかのモデルに対するコンパクト表現の適用を検討する．3節では，数値実験を用   

3多期間モデルだけでなく，1期間モデルの場合でも計算時間を削減することができる．詳しくは，枇々木  
【8】を参照されたい．   
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いて，各定式化に対する計算時間を比較する．最後に，4節で結論と今後の課題を述べる．  

図2：サンプリング・エラー  

2． コンパクト表現による定式化  

2．1．シミュレーション型モデルの概要  

2．1．1．投資の意思決定とモデル化   

シミュレーション型モデルでは，シミュレーション経路によって，将来の資産価格の不確  

実な変動を記述する・資産価格変動（収益率）の振る舞いが確率微分方程式（確率差分方程式）  

や時系列モデル式などで記述されるとき，モンテカルロ・シミュレーションによって複数の  

サンプル・パスを生成するのは比較的容易である．このサンプル・パスはシミュレーション  

経路と呼ばれる．   

このようなタイプのモデルはシナリオ・ツリーに比べて不確実性をより詳細に記述するこ  

とが可能である・シミュレーションで生成された複数のサンプル・パス（シミュレーション  

経路）を直接的に利用することができるので，シミュレーションでパスを生成することがで  

きる確率分布に従っているならば（確率分布を複維に合成した場合でも），問題を解くことが  

できるという極めて柔軟で強力なモデル化の方法である．   

シミュレーション経路は1本の経路にだけ注目すると，亡時点の状態の次に発生するf＋1  

時点の状態は1つしか想定しない．したがって，各状態ごとに投資の意思決定を別々に行う  

と，それは確定条件下での意思決定を行うことになる．そこで，シミュレーション型モデル  

の場合には，すべての時点で状態に依存しない（どの状態に到達するかに関わらない）取引  

戦略による意思決定を行わなければならない．ただし，現金は運用する各時点で収益が確定  

するので状態に依存してもよい．ここで，「状態に依存しない取引戦略」とは，一つの投資  

決定をすべてのシミュレーション経路に適用することを意味する．このような投資の意思決  

定ルールを用いるのは，非予想条件（non－anticipativitycondition）を保つためである．非予  
想条件とは，モデルの定式化において，将来の不確実な状態の中からどの状態が生じるか  

を確定的に知っていることを利用して意思決定ができる機会を許さない条件のことである．  

不確実性下の投資決定を行う確率計画モデルには必要な条件である．   

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



コンパクト表現による多期間確率計画モデル  533  

2．1．2．投資量決定モデルの定式化   

枇々木【3】が示したシミュレーション型モデルの定式化を示す．以降，投資量を決定変数  

とする2パラメータ・アプローチによる下方リスクモデルの定式化を示す．これは投資量決  

定モデルと呼ばれる・ここでは，リターン尺度には計画最終時点における富（最終富砺）の  

期待値（期待富），リスク尺度には計画最終時点における富がその目標水準（目標富WG）を下  

回る大きさ（不足分）を示す1次の下方部分積率を設定する．1次の下方部分積率は  

＿  エ叫＝碑一叫」＝妄妾岬叫  

と表すことができる・ここで，桓し＝maX（－α，0）である．また，噸）は計画最終時点の  
経路豆の富を示す．はじめに用いる記号を示す．   

（A）添字   

戎‥経路（パス）を表す添字．   

（B）パラメータ   

J：経路の本数   

の0：0時点の危険資産ブの価格．（J＝1，…，m）   

βj‡）：f時点の経路乞の危険資産ブの価格．（ブ＝1，…，れ；亡＝1，．‥，r；盲＝1，‥．ノ）   

γ0 ‥期間1の金利（0時点のコール・レート）．   

把1：期間fの経路五の金利（ト1時点のコール・レート）．（f＝2，…，r；乞＝1，．‥ノ）   

叫〕：0時点での富（初期富）．   

tγβ：計画最終時点で投資家が要求する期待富．   

1ヰセ：計画最終時点での目標富．   

（C）決定変数   

Zjt：t時点の危険資産ブへの投資量．（J＝1，．‥，m；f＝0，…，r－1）   

Uo：0時点の現金（コール運用額）．   

ufi）：い時点の経路盲の現金（コール運用額）．（f＝1，…，r－1；戎＝1，．‥，J）   

9（i）：計画最終時点の経路乞の富の目標富に対する不足分．（豆＝1，…，J）  

（D）定式化   

モデルは以下のように定式化できる．  

Minimize q（i）  

Subject to  
n   

∑伽ち0＋vo＝Ⅵち  
ブ＝1  

†l  

（1）  

（2）  

n 

∑胡勺0＋（1＋ro）uo＝∑粛勺1＝壬‘），（盲＝1，…，J）  
j＝l  j＝l  

（3）   
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主動ト1＋（1＋γ三雲1）姐＝皇舶＝さj），（f＝2，…，トい＝1∴∫）（4）  
j＝1  ブ＝1  
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†l  

∑和之げ－1＋  
j＝1  

（5）  

〈真似1＋（1＋瑚可＋ア（j）≧勒，何…，∫）  
ち亡≧0，（ブ＝1，…，れ；f＝0，…，r－1）  

γ0≧0  

γさi）≧0，（亡＝1，…，r－1；豆＝1，…ノ）  

q（i）≧0，（豆＝1，．‥，J）   

ここで，戸ゴアは計画最終時点の危険資産の平均価格を表す・  

2．2．主コンパクト表現への書き換え   

シミュレーション型モデルでは，危険資産の決定変数を経路に依存せずに同一にすること  

によって非予想条件を満足させた．しかし，そのために現金の決定変数を経路ごとに設定す  

ることになり，決定変数の数は経路数と期間数に依存している．具体的には，従来の定式化  

（2．1．？項（D）の定式化）の決定変数の数は（乃＋∫）r＋1個である．しかし，現金は全資産へ  

の投資額の合計（富の大きさ）から危険資産への投資額の合計を引いたものと考えると，特  
に決定変数として明示的に取り扱わなくても問題を定式化できるはずである．現金を決定  

変数から取り除くことができれば，一決定変数の数は「危険資産×期間数」となり，「危険資  

産に対する決定変数がシミュレーション経路に依存しない」という取引戦略の特徴をうまく  

反映させた定式化を行うことができる・具体的な主コンパクト表現を記述するために，（2）  

～（4）式の等式を現金を表す決定変数について解き，その非負条件（（8），（9）式）に代入する  

ことによって現金を表す決定変数を除外する．以降，書き換えの方法を順次説明する．  

（1）0時点の現金voの除去  

（2）式をuoについて解くと，  
れ  

叫＝l砺－∑伽頗  
ブ＝1  

となり，（8）式に代入すると，（11）式を得る．   

Tl  

∑伽瑚≦Ⅵち  
ブ＝1  

（10）  

（11）  

（2）f時点の現金uf盲）の除去  

（3）式に（10）式を代入し，γ圭りについて解くと，（12）式を待る．  

γl   

け）＝ 一主動1－∑（（1＋γ。）伽一珊瑚＋（1＋γ。）帆（豆＝1，…，∫）（12）  
ブ＝1 ブ＝1  

γ㌢）についても同様の計算を行うと，（13）式を得る．   
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m  

γ㌢）＝ 一主動2－∑（（1＋γ皇i））胡一瑚zブ1  
j＝1  ブ＝1  

Tl  

－∑（1＋r皇‘））（（1＋γ0）伽一躍〉瑚＋（1＋γ壬‘））（1＋ro）勒（豆＝1，…，∫川3）          メ＝1   
ここで，  

＝ 墟抑鵡．1－（1＋r㌘））墟，（た＝0，…，r－1）  
墟＝（1＋把1）収t－1， （た＝0，…，r－2；f＝た＋2，…，ア）  

坪）＝（1＋r。）勒  

曹）＝（1＋把1）瑠，（亡＝2，・‥，r）  

とする・（J＝1，…，几；乞＝1，…ノ）は記述を省略している・また，墟＝0，（た≧りであ  

る．一般的にu王i）を記述すると，（14）式で表すことができる．  

n Tlモー1  

即さ‘）＝－∑諺）ち汗∑∑墟勺た＋坪），（±＝1，…，r－い＝1，…ノ）（14）  
j＝1 J＝1た＝0   

したがって，（9）式は（15）式に書き直すことができる．  

れ mモー1  

∑β与ヲ勺亡－∑∑墟ちた≦丹），（f＝1，…，r－い＝1，…ノ）  
メ＝1  j＝1た＝0  

（15）  

（3）t時点の富両i）の計算  

（4）式の値は‖寺点の富両i）を表す．（4）式の右辺を用いて，‖寺点の富両豆）を計算する．  

れt－1  

雨竜）＝∑∑墟頗＋坪），（亡＝1，…，r－い＝1，…，J）  
j＝1た＝0  

特に，f＝rのときは（17）式になる．  

れT－1  

岬＝∑∑墟頗＋躇＼（豆＝1，・‥，J）  
J＝1た＝0  

（16）  

（17）  

ここで，両i）を表す数式の意味を説明する・〃‰1をた時点で投資した危険資産ブの1期  

間の（た＋1時点で実現する）収益率とすると・鵡．1＝（1＋境．1）胡 より，軋．1は，  

軋．1＝（1＋墟．1）鵡－（1＋rg））城＝（鵡＋l－rg））瑠  

と書き直せる・このことを利用して，（16）式の意味を解釈する．  

zメ0を0時点から1期間運用すると，（〃与トγ0）伽初の超過収益を得る・1時点以降，危  
険資産ブは勺1，勺2，…，ち，r－1で運用することになるので，Zメ0に関する部分はこの超過収益  

分だけとなる・その超過収益を‖寺点まで現金で運用すると，墟ち。となる・同様に，勺1を   
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1時点から1期間運用すると，（成一γ皇i））粛ち1の超過収益を得る・2時点以降，その超過  
れt－1  

収益を‖寺点まで現金で運用すると，墟zブ1となる・以降も同様に考えると，∑∑  伽  
j＝1た＝0  

はこれらの合計である．超過収益は収益から金利を引いた値なので，仮想的に運用資金を  

借りてきて運用したときの収益と考えることができる．一方，再電）は初期富l鶴をf時点  
まで現金で運用する場合の±時点であ富である．頑亀）はこれらの2つの項の合計であると  
解釈することができる．ここで，危険資産への投資の際に，説明のために仮想的に運用資金  

を借りると考えたが，実際には初期富の現金運用による各時点の富から資金を使うことに  

なり，残った金額が現金での運用となる．（15）式が，各時点の富以上に危険資産を運用しな  

いことを表す制約となる．また，現金℃王‘）はこの両i）から亡時点での危険資産への投資額  
れ  

∑諺）勺～を引いたものであり，（14）式の意味も同様に解釈することができる・  
j＝1   

f時点の富は，（4）式を以下のように書き換えることにより，別の説明方法も可能である．   

m  

両i）＝（1＋濃1）Ⅵ亀＋∑（成一疋1）／批1Z軒1   
j＝1   

（18）  

（18）式は，f時点の富がf－1時点の富と危険資産への投資量，そして期間f（モー1時点から  

t時点）の超過収益率によって記述可能であることを示す．同様に，f－1時点の富はモー2  

時点の富と危険資産への投資量，そして期間モー1の超過収益率によって記述可能である．  

このようにして，0時点まで再帰的に繰り返すことによって，亡時点の富は0時点の富（初  

期富）と0時点から壬－1時点の危険資産への投資量によって記述可能になる．ただし，現  

金に対する非負制約を考慮すると，定式化をするためには前述の説明の方が分かりやすいか  

もしれない．   

（4）定式化のまとめ  

J  

i＝1  

式に代入し，主コンパクト表現による定式化をまとめると，以下のように記述できる．  

Minimize q（i）  

Subject to  
Tl   

∑伽旬≦l穐  
ゴ＝1  

（19）  

（20）  

mモー1 †l  

－∑∑墟伽＋∑諺）ち‘≦抒），（f＝1，…，r－い＝1，…ノ） 
j＝1た＝O  j＝1  

（21）  

れr－1  

∑∑墟布＋ヴ（i）≧Ⅵ仁一躇），（豆＝1，‥・ノ）  
j＝1た＝O  

mr－1  

∑∑沃野勿≧l侮一戸ア  
ブ＝1た＝O  

Zブt≧0，（メ＝1，…，乃；f＝0，…，r－1）  

9（‘）≧0，（豆＝1，…，J）  

（22）  

（23）   
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格㍉T＝呼号ある・この定式化は，決定変数の数が〟r＋′  ここで・矩＝ 

個，制約式の数が77＋2本である・従来の定式化の決定変数の数は（れ＋J）r＋1個である  

ので，（r－1）J＋1個減少している．一方，制約式の数は不変である．従来の定式化は決定  

変数の数が制約式の数を上回っているために，双対問題に書き換えるメリットはなかった．  

しかし，修正後の定式化は決定変数の数が制約式の本数を大きく下回るので，双対問題へ書  

き換えることにする．  

2．3．双対コンパクト表現への書き換え   

主コンパクト表現の双対問題を双対コンパクト表現と呼ぶ．双対問題に書き換えるため  

に，前項（4）の定式化の行列形式を表1に示す．  

表1：行列形式による記述（r＝4の場合）  

式番号  ちO Zブ1 勺2 勺3 9（i）符号 RHS  双対変数 本数  

（19）【Min】  0   0   0   0 壬  

（20）  －の0  0   0   0   0 ≧   －1鶴  入0   1  

躍 0  （21），f＝1 墟 一   0  0 ≧  － 坪）  入㌢） 
J  

（21），f＝2 墟 墟 一胡 0  0 ≧  一 躇）  入㌢） 
J  

墟 一粛 0  （21），f＝3 鶴 城  ≧  一 穂）  入ぎ） 
J  

（22）   

入室） 舷 肪 越 路 且 ≧ －侮一頭）  J  

（23）  り脚r 叩かT りブ2T 隼3T O ≧ Ⅵ克－ダr  u  l  

※月は単位行列を表す。  

双対コンパクト表現は以下のように記述できる．   

Jr－1 ∫  

Maximize －t％人0－∑∑F！i）入fi）＋∑（勒一碓））入室）＋（WE－PT）u（24）                        i 

＝1t＝1  i＝1   

Subject to  
∫T   

－伽入。＋∑∑墟甜）＋恥U≦0，（ブ＝1，…，れ）  
i＝1‘＝1  

（25）  

∫ ∫r   
‘） －∑戎黒）＋∑∑墟入≦＋句打U≦0，（J＝1，…，托；た＝1，…，r－1）（26）  

i＝1  i＝1t＝た＋1  

1 入掌）≦テ  ，（乞＝1，…，J）  
（27）   

0
 
 

＞
一
 
 
 

〇
 
ヽ
∧
 
 
 

入皇‘）≧0，（亡＝1，…，r；豆＝1，…，J）  
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それぞれの双対変数は以下のようになる．   

（25）式‥ち0，（ブ＝1，…，れ）  

（26）式‥勺た，（J＝1，…，れ；た＝1，…，r－1）  

（27）式：q（i），（乞＝1，‥．，J）   

ところで，1次の下方部分積率のような2本の区分直線（図3右図参照）を組み合わせた区  

分線形リスク尺度の場合には，問題を双対問題に書き換えることによって，決定変数の有  

界制約式が増加し，実質的に計算時間に影響を与える制約式の本数が激減させることがで  

きる．  

図3：1次の下方部分積率   

（1次下方部分積率以外の）代表的なこのタイプのリスク尺度およびそのリスク関数を示す．  

・CVaR（ConditionalValueatRisk：条件付バリュー・アット・リスク）   

CVaRは富がある確率水準（パーセント点）咋を下回るときの期待富のことである．富   

が確率β（ex・β＝0・95）で埠を下回らないときの（最大の）咋の値をβ－VaR（確率水準   

βのもとでのバリュー・アット・リスク）とすると，β－CVaR（l侮：確率水準βのもとで   

の条件付バリュー・アット・リスク）は富がその咋を下回る場合の富の期待値を表す．  

1 ．ヱ  
勒≡均一 月［l砺一叫＝均一  l咋）一時  

（28）  

●絶対偏差  

Aβ≡柵一利＝壬妾岬一顧T  （29）  

計算時間は用いる計算（実装）アルゴリズムによって異なるため，すべてのソフトウェアにつ  

いて言えるわけではないが，下記のような決定変数に対する有界制約条件を明示的に記述す  

る線形計画問題の表記法に基づいて実装を行っているのであれば，計算時間の短縮を期待で   
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きる4．  

Minimi2：e CT3；  

subjectto 塁≦A3：≦石  

ヱ≦ご≦髄   

）
 
 
）
 
 
）
 
 

O
 
 
1
 
 
2
 
 

3
 
 
3
 
 
3
 
 

（
 
 
（
 
 
（
 
 ここで，‡は決定変数，Cは目的関数の係数ベクトル，Aは制約式の係数行列，皇，石は制  

約式の下限ベクトルおよび上限ベクトルである．下限と上限が同じ場合には等式となる．ま  

た，ヱ，祝は決定変数の下限ベクトルおよび上限ベクトルを表す．   

双対コンパクト表現の決定変数の数は丁7＋2個，制約式の数は乃r＋J本となるが，実質  

的に計算時間に大きく影響を与える制約式の本数は，陀r本（危険資産数×期間数）になる．  

2．4．問題のサイズ   

各定式化に対する決定変数の数と非負制約を除く制約式の本数を表2に示す．また，非零  

要素数および非零要素比率の近似式を表3に示す．コンパクト表現における非零要素数は，  

主コンパクト表現，双対コンパクト表現ともに同じであるが，双対コンパクト表現について  

は上限制約式を除く場合についても記す．また，各定式化の非零要素比率は，非零要素数を  

全要素数（決定変数の数×非負制約を除く制約式の本数）で割ることによって求められる．  

ここでは，シミュレーション経路数に依存するが，・n，r≪Jであることを利用して，シミュ  

レーション経路に依存しない近似式を示す．  

表2：問題のサイズ（決定変数の数と非負制約を除く制約式の本数）  

定式化の方法  決定変数  制約式  

従来の定式化  （m＋J）r＋1  了「J＋2  

主コンパクト表現  れr＋J  アナ＋2  

双対コンパクト表現  丁7＋2  †lr＋J  

（上限制約式を除く）  
（乃T）   

主コンパクト表現は従来の定式化に比べて，決定変数は（r－1）J＋1個減少するが，非  

零要素数は，（33）式に示す分だけ増加する．  

ち－る＝〈…岬－1ト2〉r′＋れ（ト1）－1   （33）  

非零要素数の増加倍率蒙，髪の近似式および非零要素比率の増加倍率（近似式）莞をそれ  

ぞれ，（34），（35）式に示す．  

乃r2＋3乃r－2托＋2  

47ュア＋4r－2乃＋2  

れr（r2＋37「－2）  

271r＋2了「一托＋1   

4托r＋4r－2†l＋2  

4計算処理速度上有利であるため，一般的な汎用数理計画ソフトウェアはこれらの表記法に基づき実装を  
行っている．   
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表3：非零要素数および非零要素比率の近似式  

定式化の方法  非零要素数  非零要素比率の近似式  

従来の定式化  Z。＝（2れr＋27「一m＋1）J＋2托＋1  上）。＝2げ1蒜‾小1  

主コンパクト表現 ち＝〈（写＋苧－1）…中…（r＋1）βp＝芋（冨＋…－姜）  

双対コンパクト表現為＝〈（写＋誓一中＋（r＋1）〉れ   βd＝圭＋嘉一碁  

（上限制約式を除く）  ＝ち一丁  ＝嘉βp  

コンパクト表現の非零要素数と非零要素比率は，主にmとrに依存して増加することが分  

かる．  

2．5．いくつかのモデルに対するコンパクト表現の適用   

シミュレーション型モデルにも，通常のポートフォリオ最適化モデルや多期間モデルと同  

様に，資産の組み入れ比率に対する上下限制約式や売買回転率に対する上限制約式などの追  

加的な制約条件を設定することができる．また，リスク尺度にCVaRを用いたモデルや売  

買コストを考慮したモデルなど，様々なバリエーションが考えられる．このようなモデルに  

対してもコンパクト表現は簡単に適用可能である．その他の応用を以下に簡単に述べる．  

（1）ALMに対するモデル   

ALMに対する一般的なモデルでは，コール・マネーによる資金調達が可能で，コール・  

ローンとコール・マネーの金利が異なる．この一般的なタイプのモデルに対してはコンパ  

クト表現ができない．しかし，コール・ローンとコール・マネーの金利を同じに設定すれば  

（現金の運用金利と調達金利を同じに設定すれば），主コンパクト表現，双対コンパクト表現  

がともに適用可能である．  

（2）シミュレーション／ツリー混合型多期間確率計画モデル   

枇々木【4】は，シナリオ・ツリー型モデルの「投資の意思決定」の適切さとシミュレーショ  

ン型モデルの「不確実性の記述」の精細さを組み合わせたシミュレーション／ツリー混合型  

多期間確率計画モデルを開発している．混合型モデルもシミュレーション型モデルと同様  

に，現金の決定変数はシミュレーション経路に依存する．したがって，同様の考え方を■用い  
て，定式化をコンパクト表現することができる．   

3．数値実験   

数値実験を用いて，2節で示した従来の定式化と主コンパクト表現および双対コンパクト  

表現の3種類の定式化に対する計算時間を比較する．  

3．1．設定条件   

計算時間は，期間数（r），危険資産数（几），経路数（J）の違いによる問題の規模だけでな  

く，ソフトウェア（実装方法）の違い，解法アルゴリズム（内点法，単体法）の違い，最適化パ  

ラメータ（スケーリングの有乳最適性条件の残差の設定値など）や問題の中で設定する制   
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約値（lγβなど）の違いによっても異なる・本数情実験では，以下の組み合わせについて計算  

時間を調べる．計算時間の単位はすべて秒単位である．  

・期間数：3種類（3期間，4期間，5期間）   

●経路数‥10種類（1，000～10，000；1，000本刻み）  

・対象資産数：1種類（株式，債券，CB，現金）   

●解法アルゴリズム：2種類（内点法，単体法）   

● 要求期待富の水準：6種類  

数値実験に関する他の設定は以下の通りである．   

● ソフトウェア：NUOPTバージョン4．5．65   

●計算機環境：Windows2000，Pentiuml，500MHz，メモリ512MB  

・内点法（higher），単体法（simplex）に関するNUOPTのパラメータ：デフォルト値  

3．2．結果と考察   

図の中で簡略して用いられている凡例の意味をはじめに記す．混乱を避けるため，計算結  

果の比較をするときに，凡例の表記を用いて説明する場合もある．  

凡例  説明  

従来表現，従来  従来の定式化を用いた結果．  

主表現，主  主コンパクト表現を用いた結果．  

双対表現，双対 双対コンパクト表現を用いた結果．   

本文に示した結果の図4，図7，図8はすべて同じ形式である．各図ともに4枚のグラフか  

ら構成されているが，上の2枚は要求期待富に対して設定した6種類の制約値に対する計算  

時間の算術平均値を示す．下の2枚は従来表現の主表現と双対表現に対する6種類の計算時  

間の幾何平均倍率6を示す．また，左側の2枚は内点法，右側の2枚は単体法に対する計算  

結果である．   

（1）結果：その1（3期間の場合）   

3期間問題に対する結果を図4に示す．内点法においては，経路数が少ない場合には，計  

算時間が少ない ため，それほど効果は表れないが，経路数が増加するにつれて，徐々に計算  

時間の差は広がる．計算倍率も同様に増加し，主コンパクト表現は最大約2倍，双対コンパ  

クト表現は最大で約2．7倍高速化される．一方，単体法では主コンパクト表現，双対コンパ  

クト表現ともに従来の定式化よりも劇的に高速化されている．「従来／主」は最大で約37倍，  

特に，「従来／双対」は最大約130倍高速化される・   

5NUOPTVer．3．1とVer．4．0でも同様の数値実験を行っているが，紙面の都合上結果は省絡する．詳しく  
は，枇々木【5】を参照されたい・Ⅶr・4・5・6を含めて3種類のバージョンの実装方法は異なるため，計算時間も  
異なるが，いずれにおいてもコンパクト表現の有効性を確かめている．   

6算術平均値の倍率をとると，計算時間は要求期待富の水準によって異なるため，多くの計算時間を要する  
要求期待富の場合に影響を受けやすい．それぞれの水準における計算倍率を平均的に示すために，倍率に関し  
ては幾何平均を用いている．   
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図4：計算時間の比較（3期間）  

図5‥内点法と単体法の比較（3期間）  

内点法による計算時間と単体法による計算時間を比べるために，図5を見てみよう．図5  

は，単体法での計算時間を内点法での計算時間で割って自然対数を取ったもの（計算増加率  

と呼ぶ）である7・値が0よりも大きければ（小さければ），内点法が有利（不利）で，単体法  

が不利（有利）である．図5の結果を見ると，主コンパクト表現は内点法の方が計算時間は速  

い．一方，双対コンパクト表現は経路数が少ないと単体法が有利，多くなると内点法が有利  

となる．   

7対数をとることによって，その絶対値の値はどちらを基準で取っても同じ値になるので，0を掛こして優  

劣を比較しやすくなる・ただし，計算増加率は対数の値なので，他のものと比べて何倍速いか（遅いか）の実際  
の値は指数を取る必要がある．   
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単体法の反復回数は最適解に到達するまでに生成される実行可能多面体の頂点の個数に  

一致し，計算効率もそれに比例するが，経験的に，実行可能多面体を記述する制約式の数倍  

程度と言われている．単体法は多項式オーダーの解法ではないため，経路数が増加すると，  

従来の定式化は決定変数，制約式ともに増加し，問題のサイズが大きくなり，経路数の増加  

とともに計算時間が急速に増加している様子が分かる．主コンパクト表現は制約式の本数は  

減っていないが，決定変数の数が激減し，問題のサイズの縮小により計算時間が減少すると  

考えられる．さらに，双対コンパクト表現は，計算時間に影響を与える制約式の本数が「危  

険資産数×期間数」となり，単体法の計算効率上，極めて有利な定式化になっていること  

が分かる．   

内点法は実行可能多面体の内部を通って最適解に近づくことで，単体法が抱える実行可能  

多面体の境界の組み合わせ的複雑さを回避し，問題を高速に解く方法である．それに対し，  

単体法には内点法にはない特徴があり，それは，一度基底解が得られれば，問題に対して小  

さな変更を行った際の解を比較的高速に求めることができることである．例えば，効率的フ  

ロンティアを描くという作業は，まさに似たような問題を複数回解く必要があり，単体法に  

とって有利である．   

（2）結果：その2（4期間と5期間の場合）   

次に，4期間と5期間の結果を図7と図8に示す．3期間とほぼ同様の結果が出ているが，計  

算倍率は3期間のときに比べて下がっている．非零要素比率の増加倍率を計算すると，r＝3  

では1．14であるのに対し，r＝5では1．53となるので，それがコンパクト表現における計  

算時間へ影響を与えている可能性がある．定式化の違いによる計算時間の関係は，ほぼ似て  

いるが，解法（内点法と単体法）の違いによる関係が多少変化している・計画期間を5期間に  

設定した場合の比較を図6に表す．図の見方は図5と同じである．  

図6：内点法と単体法の比較（5期間）  

主コンパクト表現では，内点法が有利な定式化となっているが，双対コンパクト表現で  

は，単体法の方が有利な傾向にある．問題の係数行列が従来の定式化に比べて密になること  

によって，単体法にとって有利な定式化になり，大規模な問題でも内点法とほぼ匹敵するほ  

ど高速に問題を解くことができる．多少の差であるため，一概には優劣をつけられないが，  

コンパクト表現が単体法にとって有利な定式化になっていることがこれらのことからも分  

かる．   
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図7：計算時間の比較（4期間）  

図8：計算時間の比較（5期間）   
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（3）結果：その3（バージョンの違いによる比較）   

内点法の実装方法は計算時間に大きな影響を与える．そこで，NUOPTのVbr．4．0とVbr．4．5．6  

による違いを見てみよう．図9は，NUOPTVer．4．5．6がNUOPTVbr．4．0に比べて何倍高速  

になったのかを表す8．  

図9：バージョンによる計算時間の比較（内点法）  

明らかに，Ver．4．5．6はVbr．4．0に比べて，従来表現と主表現において有利な変更がなされ，  

双対表現において不利な変更がされている．例えば，5期間で経路数10，000本の問題では従  

来表現が3．3倍高速化されたのに対し，双対表現では0．66倍と遅くなっている．相対的に見  

ると，約5倍計算時間の差が縮まったことになる．   

4．結論と今後の課題   

シミュレーション型モデルは，不確実性の記述の柔軟さと詳細さを重視するために，投資  

の意思決定を簡便にした（せざるを得ない）モデルである・しかし，従来の定式化では計算  

時間を短縮させることに，このことをうまく反映させることができていなかった．本研究で  

は，「危険資産に対する決定変数がシミュレーション経路に依存しない」という取引戦略の  

特徴をうまく反映させたコンパクト表現による定式化の方法を提案した．   

従来の定式化と主コンパクト表現および双対コンパクト表現の3種類の定式化に対する計  

算時間を比較するために様々な数値実験を行った．特に単体法では，コンパクト表現は有利  

な定式化の方法であり，特に双対コンパクト表現は最大で従来の定式化の130倍近く高速化  

されることが分かった．主コンパクト表現も最大で37倍近く高速化される．また，解法（内  

点法と単体法）の違いにかかわらずに，シミュレーション経路数が多くなっても（大規模な問  

題になっても），問題の構造上 ほぼ同じような計算時間で解くことができることも，コン  

パクト表現の特徴の一つであろう．   

双対コンパクト表現では，リスク尺度が線形関数である必要がある．特に，1次の下方部  

分積率や条件付バリュー・アット・リスクのような2本の区分直線を組み合わせた区分線形  

リスク尺度の場合に，極めて計算上有利になる．これらは計画最終時点での富の分布に仮定  

を持たない多期間確率計画モデルにおいて，一般的に使われる下方リスク尺度であり，双対  

コンパクト表現が有用であることを示している．また，リスク尺度に，2次の下方部分積率   

83期間で経路数7，000本の問題では，Ver．4．0において，最適解が得られなかったケースが存在したため  

結果を載せていない．また，図9は実験の都合上，3種類の要求期待富の水準のみを用いた計算結果である．   
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や非線形関数を使う場合には，主コンパクト表現を用いることによって，計算上有利になる  

と期待できる．   

2節および3節で示したモデルは1次の下方部分積率をリスク尺度として用いた基本的な  

モデルであるが，この考え方はその応用モデルにもすぐに適用可能である．様々なモデルへ  

の適用についても検討し，具体的な定式化を行ったが，本論文では紙面の都合上，具体的な  

定式化については省略した・そのうちの一つのモデルであるシミュレーション／ツリー混合  

型モデル［4】の数値実験結果を図10に示す．拡張決定ツリーの分岐数が異なる4種類のケー  

スについて，双対コンパクト表現を用いて比較した．計算倍率は従来表現の計算時間をを双  

対表現の計算時間で割った値を表す．  

図10：混合型モデルにおける双対コンパクト表現の効果  

シミュレーション型モデルと同様に高速化され，内点法では最大約3．7倍，単体法では最  

大約100倍速く問題を解くことができる．このように，各モデルに対しても同様の結果が期  

待できるが，今後確かめなければならない課題である．   

最後に，本論文で取り扱っているシミュレーション型モデルにおいて今後解決すべき問  

題点について言及する9．第一に，1節における図1や図2で簡単に説明したが，サンプリン  

グ・エラーについてさらなる検討が必要である．本数値実験で示した3期間，4資産の問題  

でも12次元の乱数系列が必要であり，要求される最適解の精度によっては，10，000本の経  

路数では不十分となる．この間題点をより詳細に調べるためには膨大な経路数で実験する  

必要があるが，メモリや計算時間の問題など，パソコンでは難しいため，現在の著者の計  

算機環境では難しい面もある・しかし，シナリオの生成法（資産収益率の分布の想定）も含  

めて，できる限り，サンプリング・エラーの検証を行い，他のモデル（シナリオ・ツリー型  

モデルや1期間モデルなど）に対する優位性についての検討を行う必要がある．第二に，シ  

ミュレーション型モデルでは非予想条件を保つために，危険資産の投資量（もしくは投資額）  

を一定にするという投資決定ルールを用いている．このことは資産収益率の自己相関によっ  

て影響を受ける可能性がある．この間題点を解決するために，この影響の大きさに関する検  

討と非予想条件を保ちながら投資量を可変にする投資決定ルールを現在研究しているとこ  

9これらの研究成果の一部は，枇々木【9】にまとめられているので，参照されたい．   
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ろである．第三に，1期間モデルとの比較実験をすることにより，シミュレーション型モデ  

ルの多期間モデルとしての優位性を明示する必要がある．多期間モデルは1期間モデルに比  

べて，モデルの自由度が高いので，（前提条件が同じであれば，）モデル上では1期間モデル  

より優位である．ただし，多期間モデルは，多期間にわたる不確実性の記述の精度や，それ  

に伴う最適解の安定性，大規模問題になることによる計算時間の増加など，1期間モデルと  

比べる際には，これらのトレードオフを考慮する必要がある．このように，現実的には一概  

に判断できないため，様々なケースについて数値実験を通して検討する必要がある．本研究  

で提案したコンパクト表現は，計算時間（コスト）を削減することができ，その意味におい  

て，シミュレーション型多期間モデルをより実用に近づけることができるとともに，そのた  

めに必要な検証作業も可能にし，より多くの実験を行うことができると期待できる．   
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ABSTRACT  

COMPACT REPRESENTATIONS OF MULTI－PERIOD STOCHASTIC  

PROGRAM USING SIMULATED PATH MODEL  

Norio Hibiki  
∬e盲0仇ねerβ軸  

SimulatedpathmodelwasproposedbyHibiki（2001）inordertosoIveamulti－periodoptimizationprob－  
lem・WtcanuSeSamPlepa・thsassociatedwithassetreturnsuslngMonteCarlosimulation，andgetabetter  

accuracyofuncertainties．Tbmeetnon－anticipativityconditions，WeCannOtmakeconditionaldecisionas  

inthescenariotreemodel，andthereforewemustdecideanoptirnalportfbliowithafixed－unitstrategy・  

Theorlglnalformulationofsimulatedpathmodeldoesnotusethedecisionrulewiththefixed－unitstra・tegy  
e鮎ctively・Thoughdecisionvariablesofriskyassetdependononlythenumberofperiods，reSpeCtively，the  

numberofthedecisionvariablesofcashmustdependonthesetofpathsandperiods，andthenleadsto  

large－SCaleproblems．  

Inthispaper，WeprOpOSeamOreCOmpaCtfbrmulationthanthepreviousformulationbyeliminatingthe  

decisionvariablesofcash．Thisdoesnotmeant，hatcashisexcludedh・Omtheassetallocationdecision．Wb  

expectthatcomputationtimedecreasesbyreducingtheproblemsize・Wecal1thisformulationcompact  
representation，andshowtwokindsofformulations・Weexamineseveralnumericalexamplesinorderto  

COmpareCOmputationtimeofthecompactformwiththatoforiginalform．   
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