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Ⅰ．Benigmaの最適次数探索の手順

前著[2]でBenigmaと名付けたExcel上のVBA
で作られたプログラムは、時系列データへの多
項式回帰曲線の次数を次の手順で決定する。
（1）DFT（離散フーリエ変換）によりデータ
中に含まれる長期波動と（複数の）短期波動
の波数（k）を検出する。

（2）波数 をもとに探索する多項式次数の上限
を長期・短期それぞれ
lOrd = 2k l+2
sOrd = 2k s+2
とする。

（3）「少数次」 を整数次mと合わせたm.a次多項
式回帰を、1. 00次から開始してΔd（Benigma
の場合は=0.01）刻みで次数を上げながら実
行する。繰り返し計算の上限は長期・短期そ
れぞれlOrd, sOrd未満とする。

（4）その中で次の最適基準を満たすものを最適
な回帰式として選択する。最適基準は
使用データ最終期からM （M≧0） 期前まで
の誤差率絶対値平均の最小化
である。

（5）求められたm.a次回帰多項式からの外挿（予

測）は、曲線からの過去の残差（変動分）の
標準偏差をσ、現在値を として、X±2σの
限界に達した場合に打ち切られる。この時の
外挿期日を「2σ期日」と呼ぶ。この基準の
理由は、相場における変動の2σ原則に基づ
く。すなわち求めたトレンドラインからの変
動 （残差） が正規分布に従うならば、変動の
約95%がX±2σの範囲に（ただしトレンド
ラインが現在値を通過すると仮定する）収ま
ると考えられるからである。本稿には少数の
実例しか現れないが、試してみると2σ期日
付近で実際の相場の反転する場合が多いこ
とに気付く。[2]ではこの期日を「警告的期
日」とも呼んだ。

（6）計算がオーバーフローして回帰式の挙動が
異常となったときは、上限次数を1下げて再
計算する。その場合は結果に「再計算」と明
記する。ただし本稿では現れない。
k lをどう決めるか微妙な場合がある。例えば
図1のようなパワースペクトルでは、k＝2, 4か
ら明確に分離した3が読み取られ、ks=3とする
ことに無理はない（k lは1と2とする。ただし2
は必ずしもk l（長期波数）とは限らない。k＝2
のときのパワースペクトルがk＝1のときの値
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より大きければ、波数2が短期変動の主役とな
る。図14参照）。図3の場合は3から5までほぼ直
線状のパワースペクトルとなっており、短期変
動の次数決定のための波数として3寄りなのか
5寄りなのか微妙である。その場合は中間的な4
を採用することにする。このときsOrd=4×
2+2=10となる。3から5に至るまでに4で直線よ
り盛り上がってから5となるような場合すなわ
ち4から5まで凸状になる場合は4と5の中間を
とってks=4.5とする。このときsOrd=11であ
る。その逆の場合は3と4の中間をとってks=3.5
とし、sOrd=9となる。
Mの値に関しては、[2]でも論議したが、シ
ミュレーションの繰り返しを通して経験的に
求める以外、今のところ明確な求め方はない。
Mが小さすぎると攪乱的なランダム変動の影響
を受けやすく、大きすぎると急速な変化に追随
することが困難となる。為替相場の場合は
M=5が良好な結果をもたらした。しかし日経
平均の場合は為替相場に比べて毎日の変動の
振れ幅が大きく、Mを小さくとると非常に不安
定な予測曲線となってしまう。そこで本稿では
M=10として予測を行うことにした。それに伴
い予測期間も （2σ期日を除き） 為替相場の場
合の10ではなく20に延長した。20期先とはカレ
ンダーでは4週間先、つまり1カ月先であり、株
式相場において十分実用的な期間であろう。こ
れを言葉で言い換えると、先立つ2週間の相場
を参考にしてこの先1ヵ月まで相場を読む、と
いう意味に置き換えられる。

Ⅱ．AR（自己回帰）次数の最適決定

多項式トレンド曲線の周りの残差にp次の自
己回帰過程AR（p） を当てはめ、予測線に追加・
修正すると予測の精度が改善されることが期
待される。しかし多項式次数の選択と同様に、
pをいかに選択するかに関しては必ずしも明ら
かでない。選択を誤ると予測精度はむしろ低下
する。[1]では通常採用されるAIC（赤池情報
量基準）などの情報量基準によってではなく、
プレシュミレーションから得られる（仮想的）

誤差率絶対値平均を小さくするようなpを選ん
だ。本稿ではAR補正する場合も、多項式次数
に対する（3）と同じ基準を試みることにした。 
[1]ではまだ多項式の最適次数を求めるという
方法を採用していなかったので、定まった基準
を設定しなかったが、本稿では（3）の基準を
置いた以上、これを多項式および自己回帰の次
数選択の統一基準とするのが妥当だと考え
た。AR補正が加わることによる予測曲線の変
化は、図5と図6の比較から見て取ることができ
る。図から確かに精度が上がったと判断でき
る。表1は誤差率絶対値平均の改善を数値的に
示している。一方AR補正が予測精度を悪化さ
せる場合もあり、実例を表3に示す。最適ｐと
はM=10期前から現在期までの誤差率絶対値平
均を最小化するように選んだ次数であって、そ
れが20期先予測を必ず改善するという保障は
ないからである。

Ⅲ．20期予測の結果

データとして2012/12/03から2015/12/01ま
での3年間分の日経平均終値（図2参照）を用意
し、予測日から20期先まで予測したらどのよう
な結果が出るかを、2015/12/01から20期遡った
2015/10/30を検証の始めの期として、そこから
20期ずつ前にずらしながら140期前（2015/05/08）
まで7回試していくことにする。この7回で予測
失敗も含めた典型的な予測パターンが揃ってい
ると思われる。なおデータの初めは2012/12/03
のまま固定する。
多項式回帰に対してAR（p）補正を行い、そ

の結果に特筆すべきものがあれば、AR補正を
しなかった場合との比較を表にまとめて提示す
る。ただし2σ期日の場合は、誤差率絶対値平
均はその期間（±2σ線と予測線が交わる期日
までの期間）で誤差率絶対値平均を計算する。
時系列データがグラフの尖端または谷底に

ある時点で予測を行なうと短期的に予測はほ
ぼ失敗に終わる。このとき予測修正にどの程度
のタイム・ラグが必要かに関しては、節を改め
て論じる。
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（1）2012/12/03-2015/10/30 + 20期先予測
この期間の波数はすでに述べたように図3か
ら3と5の中間の4と推定できる。このような場
合、 [2]で検討したように、真の波数は4ではな
く4.21のような整数とは限らない数かもしれな
い。しかし仮に小数点以下をもつ波数であって
も、推定される多項式次数には小数次も含めら

れているので、9.××のように小数点付き次数
として算定可能である。実際ks=4 （sOrd=10） 
のもとで計算された最適次数は9.94であった。
逆算するとこれに対応する波数は4.47である。
なおこの期間に関してはAR（21）補正が誤
差率の半減という大幅な予測精度改善をもた
らした（表1および図6参照）。

図1　波数（k＝3）が分離した整数として読みとれる場合

図2　全データ（733個）

表1　 2012/12/03-2015/10/30 + 20期先予測の結果
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図3　2012/12/03-2015/10/30 のデータのパワースペクトル

図4　2012/12/03-2015/10/30 + 20期先予測（全期間図）
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（2）2013/12/03-2015/10/01 +25期先予測
この期は2015/09/29日に大底を付けた大暴
落の谷底（図2の「谷底B 」）からわずかに2期
しか経っていないため、数値だけを見ると表2
の通り予測は失敗である。しかし、図7を見る
と、相場の反転と大底の下値（X-2σ値）が期
日こそ遅れているが明示的に表わされており、
その意味で予測の意図は達成されたと言える
（図ではU字形の曲線を見易くするために予測
線を25期先まで延長している）。また実際の大
底の日経平均は16930.84であった。Benigma の

算定した「警告期日」下値: X-2σ=16748はそ
れと約200しか違っていないことも注目に値す
る。暴落時の予測の2つの目的すなわち「いつ
大底を付けるのか」「大底の値は何か」のうち
後者に関してほぼ当たっているのは偶然では
ない。まず2σ原則が確率論として妥当である
こと、そして多くのプログラム売買が自動化さ
れているとすれば、この原則を採用しているで
あろうからである。多くの人々 （=コンピュー
タ） が期待すると市場もそのように動くのであ
る。

図5　 2012/12/03-2015/10/30 + 20期先予測-多項式曲線回帰（部分図）

図6　 2012/12/03-2015/10/30 + 20期先予測-多項式曲線+AR(21)補正（部分図）
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（3）2013/12/03-2015/8/31 + 2σ期（5期）先
予測
この期間に関しては2σ期まで多項式曲線の

精度が良く（図8参照）、表3に示すように最適
基準に基づくAR（44）補正が誤差率絶対値平
均をやや悪化させているのが分かる。

表2　 2012/12/03-2015/10/01 + 25期先予測の結果

図7　 2012/12/03-2015/10/01+25期先予測-多項式曲線（全体図）

表3　 2012/12/3-2015/08/31 + 2σ期（5期）先予測の結果
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（4）2012/12/03-2015/08/03 + 20期先予測
この予測が成された2015/08/03より12期目

（図9の2015/08/19）の次の日2015/08/20から株
価は記録的な大暴落を始めた。従って13期先か
ら20期先の予測は完全に外れとなった。20期間
誤差率絶対値平均も3.608%となり、数値的評価
としての予測は失敗である。しかし予測はこの
時点で日経平均の当面の天井を読み取ってお
り、近い将来の株価の下落を強く示唆している
ことが図10から読み取られる。上に凸の形状を

した曲線がそのことをグラフの頂点として表
現している。小数次も含めた細かい次数の近似
曲線で精密に短期予測した結果、市場でいうと
ころの「高値警戒感」が上に凸で天井を持つよ
うな曲線として浮かび上がり、相場の天井を明
示したのである。　従ってこの時期の予測は、
大暴落そのものを予測できなかったものの、い
わゆる売りサインまたは相場の天井を事前に
明示した「早期発見」または早期警告といった
意味を持つ予測であると評価できる。

図8　 2012/12/03-2015/08/31 + 2σ期（5期）先予測-多項式曲線（部分図）

図9　 2012/12/03-2015/08/03 + 20期先予測-多項式曲線（部分図）
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（5）2012/12/03-2015/07/03 + 20期先予測
この期の予測結果は表4と図11が示すように
良好で、20期間誤差率絶対値平均1.249%と低水

準に収まった。AR（4）補正は表3に示される
ようにほぼ変化なしと評価できる。

図10　 2015/08/03期での「天井」の回帰曲線+予測線での明示

表4　 2012/12/03-2015/07/03 + 20期先予測の結果

図11　 2012/12/3-2015/07/03 + 20期先予測-多項式曲線（部分図）
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（6）2012/12/03-2015/06/05 + 20期先予測
図12から分かるように、相場に勢いが残るこ
の期では上に凸という曲線の性質がまだ明確
に現れておらず、必然的に予測曲線はオーバー
シュート気味となっている。しかしその5期後
の2015/06/12日での予測を試みると、新たに現
れた5期分のデータによって修正され、図13か
ら分かるように、50期先 （2カ月半後） に現れ
るであろう上げ相場の終焉を予測するように
なる。2015/06/05時点の予測では5.0次曲線が

当てはめられ、2015/06/12時点ではわずかなデ
ータの変化（5期分のデータ）から回帰式の
0.99次の変化が読み取られ、かなり先の日経平
均の動向が感知されている。2015/08/20から始
まる株価の大暴落は、「チャイナ・ショック」
などの外的要因によって起こったと喧伝され
ているが、実は相場そのものの内的要因により
すでに6月12日付近から準備されていたこと
を、図13は窺わせるものであるといえる。なお
AR補正はほとんど効果がない（表5）。

表5　 2012/12/3-2015/06/05 + 20期先予測の結果

図12　 2012/12/3-2015/06/05 + 20期先予測-多項式曲線 （全体図）
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（7）2012/12/03-2015/05/08 + 20期先予測
図14を見るとこの期間のパワースペクトル
には図1や図3と質的に異なる変化が起きてい
ることが分かる。明らかに最も高いスペクトル
はk=2で生じている。これはデータ時系列に含
まれる最も特徴的な周期的変動の波数が2であ
るということ、従って求める多項式回帰の上限
次数sOrdを2×2+2=6にすべきであることを示

唆している。
結果は図15（部分図なので直線にみえる）で

あるが、AR補正を加えると図16のようにほぼ
正確に20期間の経路を予測する。誤差率の改善
は表6の通りとなり、AR補正は完全に成功であ
る。20期間の平均絶対値誤差率が0.609%という
ことは、予測線がほぼ現実値をなぞる密着経路
となっていることを意味する。

図13　 2012/12/03-2015/06/12 + 50期先予測-多項式曲線（全体図）

図14　 2012/12/3-2015/05/08のデータのパワースペクトル
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Ⅳ．系列の尖端または谷底における予測失敗の
自動修正

Benigmaのような時系列データに曲線を当て
はめて将来を予測するタイプのプログラムの

最大の欠点は、図2の「尖端A」や「谷底Ｂ」
のような突然の反転点の前後で予測が数値的
にほぼ失敗するという点であろう。従って、問
題はいかにその数値的誤りを速やかに修正で
きるのかという点と、相場の急変そのものをい

表6　 2012/12/03-2015/05/08 + 20期先予測の結果

図15　 2012/12/03-2015/05/08 + 20期先予測-多項式曲線（部分図）

図16　 2012/12/03-2015/05/08 + 20期先予測-AR（6）補正（部分図）
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かに事前に感知しているのかの2点である。
最適基準であるM （何期前までの誤差率絶対

値平均を最小にするかの期日） が小さいほど、
変化の急変に対して予測の修正が追随し易
い。目下のシミュレーションではM=10と設定
している。この値が妥当であるか図2の中で最
もとがった尖端である尖端A : 2013/05/22 を
使って検討してみる。
図17のパワースペクトルから先に示した原
則によりk=3.5であるので、sOrd=9と置いて計
算すると、図18の予測線を得る。この予測線は
確かに遠い先の相場の反転、すなわち曲線の頂
点を感知しているが、事後的にみるとすでに反
転はなされているので、意味をなさない。しか
し、2σ期日における予測値は現在値15627に対
してわずかに400高の16056を指示しており、こ
れは52016/05/22の時点で16056という上値の
天井が、3期後の2013/05/27 （5/23、5/24は休日）
以内に高い確率で訪れると警告していること
を意味する。また例えば図11と比べて図18では
X±2σの幅が狭くなっていることに気付く。
データの値が急速に上昇すればするほど、近似

曲線も急速に立ち上がり、結果的に残差が小さ
くなって標準偏差が縮まるからである。急激な
相場変化になればなるほど警告的期日従って
天井 （下落の場合は大底） が近づき相場反転の
危険をより早く知らせるという仕組みが、次数
を日毎に調整する最適次数選択の中に、自動的
に組み込まれているのである。
とはいえ、数値的な予測の誤りは急速に修正

されるべきである。図19は大まかな修正が次の
日に可能であることを示している。すなわち翌
日には真の天井が前日であったことに気付か
されるのである。この例は現実のデータの変化
が大幅であっために修正も速やかに行われた
例である。反転の変化が急であればあるほど修
正も早い。ということは日経平均に対してはM
を極端に低くしなくても、すなわちM=10であ
っても、十分実用的に対応できるであろうこと
を意味している。Mを小さくしてノイズ的な攪
乱に煩わされるよりも、「10期前からの相場を
見て先を読む」という本稿の方法で安定的な予
測をした方が良いということになる。

図17　 2012/12/03-2015/05/22のパワースペクトル
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Ⅴ．結論

最適次数を直近の情報 （M期前からの誤差率
絶対値平均） をもとに選択する「小数次付き多
項式回帰」によって予測を修正していく、とい
う最適化非線形予測法 （Benigma） は、日経平
均に対しても十分対応可能であることが確認
できた。この方法はトレンド曲線を固定 （仮定） 
する従来の予測法とは逆に、トレント曲線自体
を日々変化させていくという意味において、短

期的予測に向いている。20期 （1か月） 先を「短
期」と言ってよいかどうか議論の余地はある
が、少なくとも本稿の例では、極端な天井・大
底付近での予測を除けば、20期先短期予測にお
いて、平均予測誤差率が1%から3%程度に収ま
ることが示された。ただしAR補正を加えたと
きの効果については、成功すれば飛躍的な精度
の向上をもたらすものの、場合によっては予測
精度をかえって下げることもあるので、評価が
確定しない。

図18　 2012/12/03-2013/05/22 + 20期先予測-多項式曲線（部分図）

図19　 2012/12/03-2013/05/23 + 5期先予測-多項式曲線（部分図）
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