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資産運用業界が期待する人工知能 
～調査活動の効率化と市場をより公正な場へ～ 
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2000年 気象大学校卒業 
2002年 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻修士課程修了 
      研究内容：宇宙空間プラズマのコンピュータシミュレーション 
2004年 同専攻博士課程を中退 
同年  スパークス・アセット・マネジメントに入社： バックオフィス業務 
2005年 ボトムアップ・リサーチ・アナリスト 
2006年 クオンツ・アナリスト → 2010年より ファンド・マネージャー 
2009年 人工知能学会などで研究発表を始める  
2011年 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻博士課程 
      社会人をしながら在籍 指導教官：和泉潔先生 
      研究内容：人工市場を用いた金融規制のシミュレーション 
2014年9月修了： 博士（工学） 
2017年度より 上席研究員兼務 
現在   金融市場全般の調査、株式市場やポートフォリの定量的分析、 
      学術研究も継続 
 

2007年 日本証券アナリスト協会検定会員 
2009年 中小企業診断士 
2014年より 東京大学公共政策大学院 非常勤講師 
2016年度より 人工知能学会 金融情報学研究会幹事 
2017・18年度 人工知能学会 代議員 

自己紹介 
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その他の話題：もしご興味あればご覧下さい 

2016/10/29 「証券取引所の高速化による情報技術の導入」 

第26回先端的データベースとWeb技術動向講演会 

Slide Share 
.pdf 

http://www.slideshare.net/mizutata/20161029x 

http://www.mizutatakanobu.com/20161029x.pdf 

URL 

2017/2/28 第18回日本国際金融システムフォーラム2017 

金融市場とAI(人工知能)活用 パネルディスカッションメモ 

2016/8/5 「金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計」 

東京大学公共政策大学院「経済物理学」講義資料 

Slide Share 
.pdf 

http://www.slideshare.net/mizutata/20160805 

http://www.mizutatakanobu.com/20160805.pdf 

http://blogs.yahoo.co.jp/mizuta_ta/28581614.html 

2016/10/5 「金融の役割と機関投資家の株式投資実務」 

東京大学工学部システム創成学科「金融市場の数理と情報」講義資料 

Slide Share 
.pdf 

http://www.slideshare.net/mizutata/20161005x 

http://www.mizutatakanobu.com/20161005x.pdf 

最後の話の詳細 
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（１）人工知能とは？  

（２）金融市場に応用される・関係する分野  

（２－１）文章の要約と関連銘柄の抽出 

（２－２）銘柄やファンドを自動分類 

（２－３）アルゴリズム取引の強化 

（２－４）不正行為の検出 

（２－５）シミュレーションによる規制・制度の議論 

（３）最後に  



5 5 

（１）人工知能とは？  

（２）金融市場に応用される・関係する分野  

（２－１）文章の要約と関連銘柄の抽出 

（２－２）銘柄やファンドを自動分類 

（２－３）アルゴリズム取引の強化 

（２－４）不正行為の検出 

（２－５）シミュレーションによる規制・制度の議論 

（３）最後に  



6 http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/ 

金融においても人工知能の注目度は半端ない 

日本銀行での人工知能コンファレンス：総裁が挨拶するほどの注目度 

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
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人工知能学会ホームページ http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html 

人工知能 ≒ 古典的統計学以外の計算機での演算手法全般 

SFに出てくる”人工知能”とはかけ離れている 

怖がる必要は全くない、所詮は計算機 

 

人工知能研究 

人工知能(AI)とは知能のある機械のことです．しかし，実際のAIの研究ではこのような機械を
作る研究は行われていません．AIは，本当に知能のある機械である強いAIと，知能があるよ
うにも見える機械，つまり，人間の知的な活動の一部と同じようなことをする弱いAIとがありま
す．AI研究のほとんどはこの弱いAIで，図のような研究分野があります． 

そもそも“人工知能”とは？：人工知能学会によると、、、 

誤解も 

広がっている 

http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html


 

人間のような知能・精神を持つ 

人間が機械の人間を作る感じ 

アンドロイド（人造人間）とか、人型ロ
ボットとか、人間対ロボットの戦争と
か、そういうイメージ 

強い人工知能 

強い人工知能と弱い人工知能 
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以後、 “弱い人工知能”を単に“人工知能”と呼びます。 

しばらくは全然無理 

 

機械で問題解決する高度な手法 

古典的統計学以外の手法全般 

数式のみで計算するのではなく、 

コンピュータプログラムで計算する 

 

弱い人工知能 

ほぼこれのこと 



機械学習 

人工知能 

今日の話に関係あるものだけを抽出 
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ディープ 

ラーニング 

複雑 

ネットワーク 

理論 

複雑系 

マルチ・エージェント 

モデル 

テキスト 

マイニング 

古典的 

統計学 

古典的 

統計学 

非常に曖昧 ← 曖昧さは流行語になる条件？ 

最近：技術革新 最近：技術革新 



 

蛇足ですが、、、 

流行語の定義のあいまいさは、その分野が発展するのに非
常に重要。”人工知能”の定義を研究が始まった1950年代に
厳密にしていれば、記号処理やエキスパートシステムの枠か
ら出られずに、２度目のブームは来なかったでしょう。今、３
度目のブームが来たのも、そのような枠がなく、自由に調査
の枠を広げることができたから。 
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“人工知能”を厳密に定義しようとする試みは野暮 

非常に曖昧 ← 曖昧さは流行語になる条件？ 

“フィンテック”もあいまいにしておきましょう、、、 

以後、“人工知能”という言葉は使いません 



使用する技術 
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大量のデータを反復的に学
習し、パターンを見つけ出し、
分類を行う 

機械学習 

大量の文章を反復的に分析して、
パターンを見つけたり、定量化した
り、分類したりする 

テキスト・マイニング 

現実の大きく複雑なネット
ワークの性質を分析、ノード
（ネットワークの節）の分類を
行う 

通常、人工知能に含めない 

複雑ネットワーク理論 

ある程度単純な行動に従う多数の仮想的な
個体（エージェント）をコンピューター上に再
現し、それらの相互作用で複雑な出力を得
て、それを分析して知見を得る 

マルチ・エージェント・モデル 



12 

何も教えずに、猫と人の区別が出来て大騒ぎする程度 

米Googleは現地時間2012年6月26日、同社研究チームの機械学習技術に
関する研究成果を紹介した。脳をシミュレーションする大規模ネットワークを用
いた新たな手法（ディープ・ラーニング）により、コンピュータが猫を認識する能
力を自ら身につけることに成功したという。 

機械学習の最先端 機械学習の最先端 

大人になってからの再学習（個人ブログ） http://d.hatena.ne.jp/Zellij/20130608/p1 
IT Pro ニュース http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120627/405501/ 

飽きずに、大量に、速く、 

人間より頭は悪いが、 人間より頭は悪いが、 

データを処理できる データを処理できる 

 

学習する対象に応じて行うパラメーター調整すらも自動で出来る機械学習 

 → 画像認識、音声認識の精度が飛躍的に向上 

    ⇔ それ以外の分野ではこれといって大きな技術革新はない 

最近の技術革新：ディープ・ラーニング 

http://d.hatena.ne.jp/Zellij/20130608/p1
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120627/405501/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120627/405501/
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アルファ碁「イ・セドル九段に勝つために5000年分勉強した」 
アルファ碁は今でも一日3万回の対局を通じて実力を伸ばしている。ファン・フィとの対局前に3000
万のアマチュアの棋譜を消化した後に、プロ碁師の棋譜を文字通り「暴風吸引」して囲碁レベルを
高めた。アルファ碁は人が1000年以上かかる100万回の対局を数週間で学習できる。  

囲碁で人間に勝ったのは凄いんじゃないの？(1/2) 

MK NEWS http://japan.mk.co.kr/view.php?category=30600006&year=2016&idx=4119 

米グーグルの研究部門であるGoogle DeepMindが開発した囲碁AI（人工知
能）「AlphaGo（アルファ碁）」と、韓国のプロ棋士イ・セドル氏が2016年3月9

日～15日に韓国で相まみえた五番勝負は、イ・セドル氏が第四局で一矢を報
いたものの、4勝1敗でAlphaGoの圧勝に終わった。 

AlphaGoのソフトウエアには、囲碁のルールすら組み込まれていない。 
過去の棋譜をニューラルネットに入力する「教師あり学習」と、勝利を報酬に囲碁AI同士を対局さ
せて鍛える「強化学習（教師なし学習）」だけで、世界最強と称されるプロ棋士を破るまでに成長さ
せた。 

IT Pro http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/ 

http://japan.mk.co.kr/view.php?category=30600006&year=2016&idx=4119
http://japan.mk.co.kr/view.php?category=30600006&year=2016&idx=4119
http://japan.mk.co.kr/view.php?category=30600006&year=2016&idx=4119
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/


囲碁で人間に勝ったのは凄いんじゃないの？(2/2) 
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囲碁は、 

・ ルール、盤の大きさがあらかじめ決まっている 

・ 繰り返し同じことが起こる・試せる 

囲碁の打ち手は、頭が悪くても、おびただしい回数
繰り返せば、かなりのケースを網羅できる 

囲碁の打ち手は、頭が悪くても、おびただしい回数
繰り返せば、かなりのケースを網羅できる 

人間より本質的に頭がよくなったわけではない 

機械学習などの技術は、人間にとって有用な道具である 

囲碁盤という画像をひたすら分類 

飽きずに、大量に、速く、 

人間より頭は悪いが、 人間より頭は悪いが、 

データを処理できる データを処理できる 

人間は対局経験数のわりに異様に強い 

囲碁というゲームを作り出したりは出来ない 

1人で繰り返し練習できる 1人で繰り返し練習できる 

繰り返し同じことが起きる安定性 繰り返し同じことが起きる安定性 

取り扱う範囲があらかじめ限定 取り扱う範囲があらかじめ限定 



15 15 野村総合研究所 ニュースリリース https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx 

人工知能やロボット等による代替可能性が低い100種の職業（抜粋） 
※職業名は、労働政策研究・研修機構「職務構造に関する研究」に対応 
 

エコノミスト、商品開発部員、経営コンサルタント、評論家、、、 
観光バスガイド、旅行会社カウンター係、保育士、社会福祉施設介護職員、
テレビカメラマン、、、 

今でも、機械でも出来るが人間の方が低コストという分野は多い 

機械学習が得意なこと苦手なことは、 

人間が得意なこと苦手なこととは全く違う 

機械学習が得意なこと苦手なことは、 

人間が得意なこと苦手なこととは全く違う 

https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
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Yahoo!News個人： 湯浅誠 2016/11/14 
 https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/ 

機械学習は文章の意味を理解できない 

大学入試は未知の問題（過去問ではなく初めての問題） 

機械学習は文章の意味を理解できない 

大学入試は未知の問題（過去問ではなく初めての問題） 

東ロボくんプロジェクト、東京大学合格を断念（2016/11/14） 

機械学習が苦手（不可能）な分野 

https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
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産経新聞 http://www.sankei.com/economy/news/160620/ecn1606200012-n1.html 

衝撃的なタイトルだが、極めて可能性が低いリスクを 

念のため検討しているだけのもの 

本文中に少しだけ触れている事項の方が重要かつありえる 

衝撃的なタイトルだが、極めて可能性が低いリスクを 

念のため検討しているだけのもの 

本文中に少しだけ触れている事項の方が重要かつありえる 

http://www.sankei.com/economy/news/160620/ecn1606200012-n1.html
http://www.sankei.com/economy/news/160620/ecn1606200012-n1.html
http://www.sankei.com/economy/news/160620/ecn1606200012-n1.html
http://www.sankei.com/economy/news/160620/ecn1606200012-n1.html


ディープラーニングによって飛躍的な発展をとげそうな分野 
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投資の分野にはあてはまらない ← 飛躍的発展ない 

定型的なコールセンター、音声入力、音楽の検索、簡単な通訳、、、 

自動運転、防犯カメラ（自動追跡・犯人割出し）、写真の人物識別、動画検索、、 

画像認識 

音声認識 

既存技術がまだ適応されていない部分ではまだ発展ある 既存技術がまだ適応されていない部分ではまだ発展ある 

キーワードは キーワードは 

投資そのものは限られた範囲（高速とか）のみしか強みない 

投資家の補助ツールとしての活躍が期待される 

投資そのものは限られた範囲（高速とか）のみしか強みない 

投資家の補助ツールとしての活躍が期待される 

飽きずに、大量に、速く、 

人間より頭は悪いが、 人間より頭は悪いが、 

データを処理できる データを処理できる 

1人で繰り返し練習できる 1人で繰り返し練習できる 

繰り返し同じことが起きる安定性 繰り返し同じことが起きる安定性 

取り扱う範囲があらかじめ限定 取り扱う範囲があらかじめ限定 



機械学習が得意なこと苦手なこと 

機械学習が得意なこと苦手なことは、 

人間が得意なこと苦手なこととは全く違う 

機械学習が得意なこと苦手なことは、 

人間が得意なこと苦手なこととは全く違う 

囲碁（世界チャンピョンに勝った）、戦闘機・偵察機の操縦、Ｆ１の運転、、、 

機械学習にとっては意外に簡単なこと 

旅行会社カウンター係、センター試験（東ロボくん）、、、 

機械学習にとっては意外に難しいこと 

繰り返し同じことが起きない 繰り返し同じことが起きない 

繰り返し同じことが起きる安定性 繰り返し同じことが起きる安定性 

取り扱う範囲が事前には不明 取り扱う範囲が事前には不明 
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囲碁 
 http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/ 
戦闘機 
 http://www.sankei.com/wired/news/160710/wir1607100002-n1.html 

1人で繰り返し練習できる 1人で繰り返し練習できる 

旅行会社カウンター係 
 https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx 
東ロボくん 
 https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079 

1人で練習できない 1人で練習できない 

取り扱う範囲があらかじめ限定 取り扱う範囲があらかじめ限定 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO98496540W6A310C1000000/
http://www.sankei.com/wired/news/160710/wir1607100002-n1.html
http://www.sankei.com/wired/news/160710/wir1607100002-n1.html
http://www.sankei.com/wired/news/160710/wir1607100002-n1.html
http://www.sankei.com/wired/news/160710/wir1607100002-n1.html
https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
https://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161114-00064079/
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長期投資：今後も人間が主（人間を補佐するテキストマイニング等はあり） 

中期投資：これから人間と機械学習・テキストマイニングが戦う領域 

超短期・執行アルゴリズム：完全に機械化、機械学習搭載開始 

機械学習が得意な短期投資、苦手な長期投資 

堀江ほか，「日本の資産運用ビジネス2016/2017」，野村総合研究所 
http://fis.nri.co.jp/~/media/Files/publication/research/JAMB2016_2017.pdf 

http://fis.nri.co.jp/~/media/Files/publication/research/JAMB2016_2017.pdf
http://fis.nri.co.jp/~/media/Files/publication/research/JAMB2016_2017.pdf
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（１）人工知能とは？  
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（２－２）銘柄やファンドを自動分類 

（２－３）アルゴリズム取引の強化 

（２－４）不正行為の検出 

（２－５）シミュレーションによる規制・制度の議論 

（３）最後に  

（２）金融市場に応用される・関係する分野  



新聞、決算短信、アナリストレポート
を読むのが面倒 

資産運用実務に使える・関係ありそうな分野・技術 

22 

文章の要約と関連銘柄の抽出 

業種分類の自動生成 

ファンドを自動分類 

銘柄やファンドを自動分類 

ＨＦＴとの高速な戦い 

執行コストの改善 

アルゴリズム取引の強化 

異常な取引の自動抽出 

価格操作を意図した掲示板書き込み
の監視 

不正行為の検出 

呼び値の刻みを10銭刻みにしたらど
うなるか、空売り規制、ほか 

シミュレーションによる 
規制・制度の議論 

機械学習 

機械学習 

機械学習 
テキスト・マイニング 

複雑ネットワーク 

マルチ・エージェント 

テキスト・マイニング 
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（２－５）シミュレーションによる規制・制度の議論 

（３）最後に  

（２）金融市場に応用される・関係する分野  
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大量の文章を反復的に分析して、パターンを見つけたり、 

定量化したり、分類したりする 

テキスト・マイニング 

これらの文章を要約、ファンド保有銘柄のみ即座に報告、 

読んでおくべき記事の抽出、今日取引が多くなりそうな銘柄の抽出、 

テーマ関連銘柄の検索、業績の変動要因、日銀文学の理解、、、 

これらの文章を要約、ファンド保有銘柄のみ即座に報告、 

読んでおくべき記事の抽出、今日取引が多くなりそうな銘柄の抽出、 

テーマ関連銘柄の検索、業績の変動要因、日銀文学の理解、、、 

新聞、決算短信、アナリストレポート、日銀レポート、、、 

読むの面倒ですよね 
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SIG-FIN常連で幹事。研究成果の一部はweb上で公開。 

決算短信のテキスト分析を研究。 

成蹊大 酒井先生の研究 http://www.ci.seikei.ac.jp/sakai/ 

http://www.ci.seikei.ac.jp/sakai/
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実際にやってみると、単なる検索ではないことが分かります。 

http://www.ci.seikei.ac.jp/sakai/ 

CEES http://hawk.ci.seikei.ac.jp/cees/ 

CS     http://hawk.ci.seikei.ac.jp/CS/ 

http://www.ci.seikei.ac.jp/sakai/
http://www.ci.seikei.ac.jp/sakai/
http://hawk.ci.seikei.ac.jp/cees/
http://hawk.ci.seikei.ac.jp/cees/
http://hawk.ci.seikei.ac.jp/CS/
http://hawk.ci.seikei.ac.jp/CS/
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日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD02H4D_X00C16A6EAF000/ 
SIG-FIN-013-10 http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/ 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD02H4D_X00C16A6EAF000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD02H4D_X00C16A6EAF000/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/
http://sigfin.org/SIG-FIN-013-10/


新聞記事の自動作成 

28 

機械が記事を書き、その記事を機械が記事を読み込んで、 

数値化したら要約したりする時代はもうすでに来ている 

機械が記事を書き、その記事を機械が記事を読み込んで、 

数値化したら要約したりする時代はもうすでに来ている 

http://www.nikkei.com/article/DGXLRST0485191Q7A130C1000000/ 
日経新聞 決算サマリー http://pr.nikkei.com/qreports-ai/ 

http://www.nikkei.com/article/DGXLRST0485191Q7A130C1000000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLRST0485191Q7A130C1000000/
http://pr.nikkei.com/qreports-ai/
http://pr.nikkei.com/qreports-ai/
http://pr.nikkei.com/qreports-ai/
http://pr.nikkei.com/qreports-ai/


テキストマイニングによる自動売買 
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短期のグローバルマクロファンド、ＣＴＡなどが 

行っている可能性？ 

短期のグローバルマクロファンド、ＣＴＡなどが 

行っている可能性？ 

日本銀行の発表が 
いつもと同じ： なにもしない いつもと同じ： なにもしない 

いつもと違う： 買い いつもと違う： 買い 

日本銀行の発表が 
いつもと同じ： 売り いつもと同じ： 売り 

いつもと違う： なにもしない いつもと違う： なにもしない 



東京大学 和泉先生と三菱ＵＦＪ銀行との共同研究 

日銀月報と債券市場の関係分析 http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/ 

日銀月報と債券市場の関係分析 

日銀文学という文字情報と金利水準という数値情報を結びつける 

債券価格（長期金利）の予想がある程度できた 

日銀月報と債券市場の関係分析 

日銀文学という文字情報と金利水準という数値情報を結びつける 

債券価格（長期金利）の予想がある程度できた 30 

http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
http://sigfin.org/SIG-FIN-003-02/
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CSの塩野さんの研究 

金融緩和があるかどうか日銀公表文章から予想 

http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/ 

低頻度現象なので当たっているかどうかはなんとも 

ただ、分析途中で得られる知見は大きいと思う 

ディープ・ラーニング本体はパッケージソフトだけでも十分 

低頻度現象なので当たっているかどうかはなんとも 

ただ、分析途中で得られる知見は大きいと思う 

ディープ・ラーニング本体はパッケージソフトだけでも十分 

http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
http://sigfin.org/SIG-FIN-016-11/
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テーマの関連銘柄を自動抽出 http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/ 

時間がたつと何関連銘柄か変ってしまうがそれも追跡できる 時間がたつと何関連銘柄か変ってしまうがそれも追跡できる 

東芝ソリューションによる研究 

http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-009-09/
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出来高の予測 http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/ 

新聞記事（朝刊）を分析して、その日に多く売買される銘柄を抽出 

株式市場に影響を与える、投資家が読むべき記事が分かる 

新聞記事（朝刊）を分析して、その日に多く売買される銘柄を抽出 

株式市場に影響を与える、投資家が読むべき記事が分かる 

http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-006-09/
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セルサイドアナリストレポートをテキストマイニング 

重要な文の抽出やレーティング変更につながりそうな変更を抽出 

生のテキストデータ（.pdfから抽出したもの）の配信サービスも 

IFISの取り組み 

http://www.ifis.co.jp/service/information/information1 

http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/ 

http://www.ifis.co.jp/service/information/information1
http://www.ifis.co.jp/service/information/information1
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
http://sigfin.org/SIG-FIN-017-06/
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各銘柄や各投資信託で、ネットワークを構築 

分類とともに分類内の性質も分析できる 

各銘柄や各投資信託で、ネットワークを構築 

分類とともに分類内の性質も分析できる 

業種分類の自動生成、ファンドを自動分類 

複雑ネットワーク 
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日本銀行の方の研究 

業種分類の作成 https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2015/wp15e07.htm/ 
引用した図は第43回2015年度夏季JAFEE大会の予稿より 

株価変動の性質からネットワークを構築 

自動的に業種を分類する、かつ、各業種の特徴が分かる 

株価変動の性質からネットワークを構築 

自動的に業種を分類する、かつ、各業種の特徴が分かる 

←銘柄名 

ある業種 

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2015/wp15e07.htm/
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2015/wp15e07.htm/
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投資信託の分類の作成 http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/ 

投資信託の保有銘柄からネットワークを作成 

保有銘柄に独自性がある投資信託を探すことができる 

リターンを使わないので設定直後から分類できるのが強み 

投資信託の保有銘柄からネットワークを作成 

保有銘柄に独自性がある投資信託を探すことができる 

リターンを使わないので設定直後から分類できるのが強み 

http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
http://sigfin.org/SIG-FIN-010-09/
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株式の売買の執行に使用、特に執行に時間がかかる場合に有効 

大きな注文であることをばれないようにしたい 

機関投資家が証券会社提供のものを使う場合が多い 

マーケットメーク戦略（売り買い両方指値で出す）が中心 

1/1000秒以下の時間スケールで発注・キャンセルを繰り返すことも 

買いや売りを続けるアルゴリズム取引を検出できれば有利に 

その利益の源泉は執行アルゴリズム取引の執行コスト上昇 

専門業者がやっていることが多い 

執行アルゴリズム取引 執行アルゴリズム取引 

ＨＦＴ（高頻度取引） ＨＦＴ（高頻度取引） 

機械学習同士の戦いに  

ＨＦＴとの高速な戦い、執行コストの改善 

アルゴリズム取引の強化 

機械学習 



アルゴリズム・トレード 

機関投資家 

証券会社 

注文を”小分けにして”さばく仕事を 

機械化したものがアルゴリズムです 

取引所 取引所 

A社 1万株 買い 

アルゴリズムで 
電話 

自動発注 A社 100株 99円 買い 

A社 100株 98円 買い 

A社 100株 99円 買い 

               : 

アルゴリズム アルゴリズム 

41 

念のため補足 念のため補足 



ディープラーニングを使ったアルゴリズム取引事例１（1/2） 

42 

2017/4/13 日本銀行コンファレンス 

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/ 

価格が大きく動くのを直前に知りたい 

急いで買う、ゆっくり買う、を切り替えたい 

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
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ディープラーニングを使ったアルゴリズム取引事例１（2/2） 

2017/4/13 日本銀行コンファレンス 

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/ 

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2017/rel170412c.htm/
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https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00386896 

2016/5/30 日刊工業新聞 

コアテクノロジー・人工知能＆ビッグデータ活
用／野村証券－深層学習で株価を予測 

ディープラーニングを使ったアルゴリズム取引事例２ 

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00386896
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00386896


HFT： マーケットメーカー戦略 

HFTの多くはマーケット・メーカー戦略 

 ⇒ 買いと売りを同時に出す 

売り 価格 買い 

84 101 

176 100 

99 204 

98 77 

９９円と100円を行ったり来たりしていると儲かる 

 ↑ ９９円で買って100円で売ることを繰り返す 

市場がどちらかの方向に動き出したら、すばやく逃げる必要 

 ↑ ９９円で買っちゃったものがもっと安い値段でしか売れなくなる 

注文 

注文 

昔からある戦略。以前は大人数で手作業で行われていた。 

彼らの仕事が機械化され効率化された⇒社会全体のコストは下がったと考えられる。 

45 

念のため補足 念のため補足 



HFT最王手バーチュ 

46 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO99122930R30C16A3I00000/ 

マーケットメーカー戦略しかやっていないかのような発言 

2016/4/5 日本経済新聞 

米ＣＥＯに聞く超高速取引の世界 

シングルヒットで収益蓄積  

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO99122930R30C16A3I00000/
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO99122930R30C16A3I00000/
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HFTの楽でない現状 

http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPL4N0PJ00M20140708 

2014/7/8 ロイター [焦点] 超高速取引の厳しい「台所事情」、利幅少なく競争も激化 

http://www.jsri.or.jp/publish/other/ 

『情報技術革新がもたらす証券市場への影響に関する研究会』中間報告書（PDF） 

http://www.jsri.or.jp/publish/other/pdf/006.pdf 

http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/seika.html 

金融庁 金融研究センター 平成28年度ディスカッションペーパー 

「諸外国における市場構造とHFT を巡る規制動向」 

http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2016/04.pdf 

日本におけるHFT規制の議論 

http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2016/pdf/201609-8.pdf 

奥山大輔 公益財団法人資本市場研究会 月刊資本市場 2016年9月号 

「我が国株式市場における高速取引に対する規制の在り方」 

http://www.jsri.or.jp/publish/research/94/94_08.html 

日本証券経済研究所 証券経済研究 第94号 

「HFTとダーク・プールに対する規制状況—規制状況の国際比較—」 

http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/94/94_08.pdf 

http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPL4N0PJ00M20140708
http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPL4N0PJ00M20140708
http://www.jsri.or.jp/publish/other/
http://www.jsri.or.jp/publish/other/
http://www.jsri.or.jp/publish/other/pdf/006.pdf
http://www.jsri.or.jp/publish/other/pdf/006.pdf
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/seika.html
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/seika.html
http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2016/04.pdf
http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2016/pdf/201609-8.pdf
http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2016/pdf/201609-8.pdf
http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2016/pdf/201609-8.pdf
http://www.camri.or.jp/annai/shoseki/gekkan/2016/pdf/201609-8.pdf
http://www.jsri.or.jp/publish/research/94/94_08.html
http://www.jsri.or.jp/publish/research/94/94_08.html
http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/94/94_08.pdf
http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/94/94_08.pdf
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http://jp.wsj.com/articles/SB11171128282105153616004583037991111080344 

現在の航空業界のような状況になるだろう 

2017/3/22 The Wall Street Journal 

高速取引に陰り 

フラッシュ・ボーイズに苦難の時代 

先週米HFT大手バーチュ・ファイナンシャルが同業のKCGホー
ルディングスに買収を提案したとのニュースが流れたが、その
背後にはこうした状況があったのだ。この買収が実現すれば、 
電子取引で米最大手2社が統合することになる。バーチュの株
価は15年の上場時から約4分の1に下落し、KCGは過去2四半期
にわたり主力のマーケットメーキング事業が赤字だった。多くの
業界大手が撤退した。インタラクティブ・ブローカーズ・グループ
のトーマス・ピタフィ会長兼最高経営責任者（CEO）は今月、オプ
ション市場のマーケットメーキング業務から撤退する方針を明ら
かにした。これはピタフィ氏が1980年代に創設に参画した事業
だ。かつてヘッジファンド大手シタデルでグローバルなHFT業務
を率い、その後はHFT会社テザ・テクノロジーズを立ち上げた
ミーシャ・マリシェフ氏は昨年11月、テザが自己勘定取引から手
を引くと述べた。 

HFT業界：装置産業化 

http://jp.wsj.com/articles/SB11171128282105153616004583037991111080344
http://jp.wsj.com/articles/SB11171128282105153616004583037991111080344
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50 

初めのスクリーニングとしての役割 初めのスクリーニングとしての役割 

膨大な注文情報（ティックデータ）やインターネット掲示板の情報
を解析して、不正行為の可能性があるものを抽出する 

人手で全て見るよりも効率的 

異常な取引の自動抽出 

価格操作を意図した掲示板書き込みの監視 

不正行為の検出 

機械学習 テキスト・マイニング 

金融ではマネーロンダリングや銀行口座への不正アクセスの 

取り締まりで、その他ではサイバー攻撃の取締りなどで、 

すでに実績があるらしい。 



51 51 http://column.ifis.co.jp/toshicolumn/sparx/52283 

この領域をまとめた文章があります。 

http://column.ifis.co.jp/toshicolumn/sparx/52283
http://column.ifis.co.jp/toshicolumn/sparx/52283
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株価操縦の疑いのある書き込みを探す http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/ 

掲示板の書き込みの中から、通常ではありえないような異常
な書き込みを探す → 株価操縦などの捜査の足がかりに 
掲示板の書き込みの中から、通常ではありえないような異常
な書き込みを探す → 株価操縦などの捜査の足がかりに 

掲示板を使った仕手株筋が相次いで捕まったことと無関係ではない？ 

東京大学松尾研究室の研究 

2015年度 人工知能学会 研究会優秀賞(の１つ) 

http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/
http://sigfin.org/SIG-FIN-015-03/


異常な取引を見つける http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/ 
JPXワーキング・ペーパー Vol.3 (2013年3月19日) 

通常ではありそうにない取引を発見 → 不公正取引発見の足がかり 通常ではありそうにない取引を発見 → 不公正取引発見の足がかり 

東京証券取引所と東京大学の共同研究 

53 

http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
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http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html 
日本取引所グループ JPXからのお知らせ (2017年2月28日) 

東証：不公正取引発見の本格的なシステムの開発着手 

http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0060/20170228-01.html


55 55 

（１）人工知能とは？  

（２－１）文章の要約と関連銘柄の抽出 

（２－２）銘柄やファンドを自動分類 

（２－３）アルゴリズム取引の強化 

（２－４）不正行為の検出 

（２－５）シミュレーションによる規制・制度の議論 

（３）最後に  

（２）金融市場に応用される・関係する分野  



エージェント 

（投資家） 
注文 

価格決定 

メカニズム 

（取引所） 

取引価格の 

決定 
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エージェント（架空の投資家） 
＋ 

価格決定メカニズム（架空の取引所） 

実データが全く必要ない完全なコンピュータシミュレーション 

計算機上に人工的に作られた架空の市場 

これまでに導入されたことがない金融市場の規制・制度も議論できる 

その純粋な影響を抽出できる 

これまでに導入されたことがない金融市場の規制・制度も議論できる 

その純粋な影響を抽出できる 

呼び値の刻みを10銭刻みにしたらどうなるか、空売り規制、ほか 

シミュレーションによる規制・制度の議論 マルチ・エージェント 



エージェント（投資家） 

価格決定メカニズム（取引所） 

ミクロ 

積み上げ 

価格変動 

マクロ 

← モデル化 ← モデル化 

ミクロ”のみ”をモデル化、結果としてのマクロ(1/2) 

57 

← 結果 ← 結果 
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ミクロプロセスはシンプルなモデル化。 
しかし、それらが多様性(heterogeneous)を持てば、 
観測されるマクロ現象は非常に複雑となる。 

複雑な数式でマクロをモデル化 

複雑系 

本質を失わないモデル化 

知識獲得ができる 

本質を失わないモデル化 

知識獲得ができる 

モデル化の過程で本質を失っている可能性 モデル化の過程で本質を失っている可能性 

ミクロ”のみ”をモデル化、結果としてのマクロ(2/2) 

人工市場モデル 

良くないマクロモデル 



過去起きた現象 これから起きる現象 

実証分析 

人工市場 

人工市場の得意とする範囲 

59 



人工市場 

調査対象に応じたモデルに必要な要素の特定 

規制・制度のパラメータ感応度を分析 

実際に議論されている規制・制度を分析・設計 

規制・制度の議論に実務的に使える
知識の獲得を目指す 

実際の議論で参考にされることを目指す 

コロンブスの 

たまご的な 

気づき 

コロンブスの 

たまご的な 

気づき 過去の特定事象の再現は目的でない 過去の特定事象の再現は目的でない 
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ミクロ現象 

（投資家行動） 
マクロ現象 

（価格変動） 

行動経済学 

実験経済学 

経済脳科学 

etc 

実証研究 

金融工学 

マクロモデル 

etc 

人工市場 

ミクロ・マクロ 

相互作用の 

メカニズム解明 

エージェント 

モデルの 

妥当性 

価格変動 

（結果）の 

妥当性 

モデルの 

妥当性 

未知の環境を実験 

人工市場の得意とすること： ミクロ・マクロ相互作用 

61 



JPXワーキング・ペーパー 

http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/  
62 

JPXワーキング・ペーパー Vol.2 (2013年1月30日) 赤の四角 
人工市場シミュレーションを用いた取引市場間におけるティックサイズと取引量の関係性分析 

http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/


ティックサイズの差が大きいほどシェアが早く移り変わる 

横軸は２年間 ⇔ 米国で起きた時間スケールに近い 

取引市場Ａの出来高シェア推移

tAB=5日，⊿PB=0.01%の場合
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ティックサイズが大きい場合 

63 



64 

社会への貢献 

呼値の刻みの縮小（適正化）、空売り価格規制（アップティック規制）、 

適切な値幅制限の制限時間や値幅、ダーク・プールの適正な普及率、 

バッチオークションの副作用、ＨＦＴが市場間競争に与える影響、 

証券取引所システムの適切な速さ、レバレッジドETFの影響、 

信用分散規制の影響、自己資本規制やVaRの効果、 

銀行の連鎖倒産、クラッシュの伝播・それをおさえる制度・規制 

* 水田孝信（2016） 金融ビッグデータと人工知能III 人工市場による市場制度の設計 

 東京大学公共政策大学院経済物理学講義資料 

http://www.slideshare.net/mizutata/20160805 http://www.mizutatakanobu.com/20160805.pdf 
 

* 水田孝信 (2014) 人工市場シミュレーションを用いた金融市場の規制・制度の分析,  
  東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 2014年9月26日 博士（工学） （博工 第8404号）    
  http://www.mizutatakanobu.com/jphd.htm 
 

* Mizuta (2016) A Brief Review of Recent Artificial Market Simulation Studies for Financial Market 
Regulations And/Or Rules, SSRN Working Paper Series http://ssrn.com/abstract=2710495 

現在進行中：水田と野村総合研究所 堀江貞之氏の共同研究 

売買の少ないハイリーアクティブが市場を効率化する 

メカニズムなどを人工市場シミュレーションで議論した 

世界で最初の研究になる予定 

http://www.slideshare.net/mizutata/20160805
http://www.slideshare.net/mizutata/20160805
http://www.mizutatakanobu.com/20160805.pdf
http://www.mizutatakanobu.com/20160805.pdf
http://www.geocities.jp/mizuta_ta/jphd.htm
http://www.geocities.jp/mizuta_ta/jphd.htm
http://ssrn.com/abstract=2710495
http://ssrn.com/abstract=2710495
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価格帯別ファンダメメンタルエージェント取引量 

発生頻度が低い、ファンダメンタルから大きく下がったところで 

多く取引を行っている → 全体として取引少なくても市場を効率化 

発生頻度が低い、ファンダメンタルから大きく下がったところで 

多く取引を行っている → 全体として取引少なくても市場を効率化 

ファンダメンタル 

価格 



Multi Agent Model 
⇒  Agentがとても多くheterogeneous 

Agent Based Model 
⇒ Agentが数個程度でhomogeneous 

Artificial Market Model: 人工市場 
⇒ Agent Based Modelで金融市場をシミュレーション 

Agent Based Model, Multi-Agent Model, Artificial Market Model 

各種言葉が表す領域（人によってけっこう使い方が違うが、、） 

英文論文を探す場合は、、 

66 



あのSCIENCEに，人工市場に期待をかける記事 

67 

銀行間ネットワークやエージェント・ベースド・モデル（人工市場の広い意味）の 

研究を複雑系モデルとして紹介。金融の応用研究の分野では、複雑系モデルを
使った研究は、まだ初期段階だがとても期待される分野。 
 

エージェント・ベースド・モデルは、金融の複雑系に潜む正のフィードバック現象を
弱くし金融システムの安定化させるような、政策や規制はどのようなものかの知見
を得られる。 
 

世界の金融システム全体をリアルタイムに監視する技術へつなげたいと、抱負。 

Battiston et al. (2016) 
Complexity theory and financial regulation-Economic policy needs interdisciplinary network analysis 
and behavioral modeling-, Science 19 Feb 2016, Vol. 351, Issue 6275, pp. 818-819. 
http://science.sciencemag.org/content/351/6275/818 

67 

http://science.sciencemag.org/content/351/6275/818
http://science.sciencemag.org/content/351/6275/818
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当然のようにエージェント・ベースド・モデルの研究が含まれる 

マクロ経済を分析するにDSGEモデルでは不十分で、複雑系をそのまま扱えるエージェン
ト・ベースド・モデルをDSGEモデルと比較可能な感じで導入しようっていう感じの研究 

EUが資金を出す金融政策研究プロジェクト 

Integrated Macro-Financial Modelling for Robust Policy Design 
Work Package 7: Bridging agent-based and dynamic-stochastic-general-equilibrium modelling 
approaches for building policy-focused macro financial models 
http://www.macfinrobods.eu/research/workpackages/WP7/wp7.html 

68 

http://www.macfinrobods.eu/research/workpackages/WP7/wp7.html
http://www.macfinrobods.eu/research/workpackages/WP7/wp7.html
http://www.macfinrobods.eu/research/workpackages/WP7/wp7.html
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エージェント・ベースド・モデルを使った債券市場の分析 

エージェント・ベースド・モデルを用いて債券市場のショック時の分析。順張りトレーダー、 
マーケットメーカー、パッシブファンドが市場に与える影響を調べている。 

イングランド銀行職員のワーキング・ペーパー 

Braun-Munzinger et. al. 
Staff working paper no. 592 an agent-based model of dynamics in corporate bond trading 
http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/workingpapers/2016/swp592.aspx 
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http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/workingpapers/2016/swp592.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/workingpapers/2016/swp592.aspx
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日本銀行職員のワーキング・ペーパー 

70 

Toshiyuki Sakiyama and Tetsuya Yamada 
Market Liquidity and Systemic Risk in Government Bond Markets: 
 A Network Analysis and Agent-Based Model Approach 
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html  
(日本語要約版) https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab16j09.htm/ 

国債市場のデータ分析と銀行ネットワークシミュレーションを比較 

人工市場は学術界のみならず実務界で注目 

規制当局（金融庁）、中央銀行（日本銀行）、証券取引所（東証，JPX） 

http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
http://www.imes.boj.or.jp/research/abstracts/english/16-E-13.html
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab16j09.htm/
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/lab/lab16j09.htm/
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おおむね年に2回（9月～10月と1月～3月）開催 

その他、年数回セミナーを開催、誰でも聴講可(1,000円) 

人工知能学会 金融情報学研究会 (SIG-FIN) 

72 

http://sigfin.org/ 

学者と実務家の交流が盛んです。 

学者さんたちは研究テーマを探しています。 

ご興味ある方は以下のメーリングリストを購読ください。 

http://sigfin.org/mailman/listinfo/jsai-fin 

http://sigfin.org/
http://sigfin.org/
http://sigfin.org/mailman/listinfo/jsai-fin
http://sigfin.org/mailman/listinfo/jsai-fin
http://sigfin.org/mailman/listinfo/jsai-fin
http://sigfin.org/mailman/listinfo/jsai-fin

