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1.

研究背景

近年、株式投資がブームで様々な投資手法が書籍や WEB
上で紹介されている。それらの手法には効果の高いものも
多いが、どの手法がどの程度信頼でき、どの程度効果を持
っているかはっきり分からないのが現状である。そこでど
の手法をどこで用いれば効率的な株式投資による資産運用
が出来るか研究していく。

4.2. シミュレーション実験と評価
実験の期間は、開始日と終了日の TOPIX の値が同じにな
るように 2002 年始め〜2003 年末で実験とした。各手法の
年利回りが最も出る最適なパラメータを実験によって求め、
そのパラメータによる年利回りと長期国債利回り[5]を比
較する。

2. 研究テーマ
2.1. 一般的な投資手法のシミュレーションによる
評価
本研究では、ゴールデンクロス＆デッドクロス、乖離率、
RSIの売買シミュレーションを行い長期国債利回りと比較
して評価する。

2.2. 株価予測に基づく投資手法の作成・評価
企業の財務状況によって、投資対象企業を選定し、選定
企業に対して、株価の動きなどから投資を行っていく投資
手法VIP（Value Involving Property）バリュー投資法を作
成し、長期国債利回りと比較して評価する。

2.3. 最良の投資行動の探索
上記の投資手法から異なった売買指示があった時、どの
投資手法（又は、どの投資手法の売買判断の組合せ）を信
頼するかを強化学習で見つける。

3.

投資シミュレーションシステムISISの概要

指定したシミュレーション期間中、自動的に複数の投資
手法を基に東証１部・２部[1][2][3]の銘柄を売買取引でき
る。取引詳細はチャート表示、取引企業一覧、売買判定詳
細等から検証できる。複数の投資手法から、それぞれ異な
る売買指示が出たときにどの手法が、又はどの手法の組み
合わせの判断が信頼できるか強化学習の実験結果より評価
できる。

図2: テクニカル分析実験結果
図 2 が実験結果である。いずれも長期国債利回りには届
かないものの、年利回りはプラスであり、乖離率に至って
は、長期国債利回りに近い年利回りが出ることがわかった。

5.

株価予測に基づく投資手法の作成・評価

5.1. VIP（Value Involving Property）バリュー投資法
企業の財務状況（BPS、自己資本比率等）により、投資を
行う企業を絞っていく。絞った企業に対して、その企業の
過去 5 年間分の株価データから、高値、安値を探しだし、
過去の高値 PBR、安値 PBR から現在の予測 PBR を求める。
現在の BPS を予測 PBR にかけることによって、現在の予測
株価を求める。図 3 に示すように現在の株価が予測株価に
近い値であり、移動平均線の傾きが上に凸又は下に凸、株
価のトレンドが上昇、もしくは下降である時期に売買をし
ていく[6][7][8][9]。

図1: ISISのシステム概要[1][2][3]

4.

一般的な投資手法のシミュレーションによる評
価
4.1. テクニカル分析手法
移動平均線によって判定されるゴールデンクロス＆デッ
ドクロス、直近の株価の動きによって判定される RSI、株
価と移動平均線の乖離具合によって判定される乖離率を用
いる[4]。

図 3: バリュー投資法
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パラメータの組み合わせごとに、株価のトレンドが異な
る３つの期間でシミュレーションをする。その結果を「リ
スク」と「利益率」の観点から評価をする。

5.2. 評価実験
取引件数は最低 100 件[10]という条件の基、年利が最も
高くなる最適なパラメータの組み合わせを探索する。実験
の期間は、開始日と終了日の TOPIX の値が同じぐらいにな
るように 2000 年始め〜2005 年末とした。最適なパラメー
タを実験によって求めた後、長期国債利回りと比較する。

6.3. 実験結果
表２：強化学習最適パラメータ

4.3.4. 実験結果
表 1: 最適パラメータ一覧

上記のパラメータで実験をした結果以下の結果が得ら
れた。項目名はトレンドの種類。例えば「横ばい」ならシ
ミュレーション期間中の株価の変動が最終的にほぼ０にな
る期間である。下の表は実験結果である。右の学習前の値
はまったくランダムに売買させたときの値である。
表３：強化学習実験結果

上記のパラメータで、年利回りが 10.884%、取引件数 103
件という結果が得られた。長期国債利回りは、2000 年 1 月
4 日付けで、1.695%であった。

4.3.5. 評価
長期国債利回りと実験結果の年利回りを比較する。

6.4. 評価
この結果を見ると、学習後は全ての値がマイナスになっ
ている。もし、学習がうまくいっておらずでたらめな売買
をした場合、右側の学習前のような数値になるはずである。
逆に言うと“負けることが出来ている”のである。これは、
報酬の与え方が逆になっているか、どこかでエージェント
が値を逆に学習している可能性がある。そこを今後改善す
るのが課題となる。

図 4: VIP バリュー投資法と長期国債利回りの比較
図 4 より明らかに VIP バリュー投資法が長期国債利回り
を上回っていることがわかる。これより、VIP バリュー投
資法は成果を出すことができる投資手法ということがわか
った。

7.

今後の課題

投資手法の修正・追加、シミュレーション精度の向上な
ど基本的な性能改善もさることながら、株価データベース
を WEB から情報を取得する仕組みを作りリアルタイムな環
境下でのシミュレーションを出来るようにすることが挙げ
られる。

6. 最適な投資行動
6.1. 強化学習
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