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IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr) 

まさにSIG-FINの世界版といったもの 

・ IEEE Computational Intelligence Society（CIS）のひとつ 

  IEEE は “アイ・トリプル・イー” と読み、Institute of Electrical and Electronics Engineers の略です。 

         http://jp.ieee.org/about/summary.html 

・ 工学系技術を金融研究に持ち込もうという国際会議 

・ 研究内容、分野もSIG-FINに近い 

・ 実務家の参加者も多い 

・ １～２年に１回開催、金融機関のオフィスで行われる場合も 

  SSCI（Symposium Series on Computational Intelligence）の一部として開催されることも 

Web上の情報 

・ 直近の会議情報  http://www.ieee-cifer.org/ 

・ CIFEr 2014の予稿：いずれこの検索でかかるようになります 
 http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=CIFER+2014 

・ LinkedIn 
http://www.linkedin.com/groups/Computational-Intelligence-Financial-Engineering-Finance-1388887 

 
このスライドの場所: 

http://www.slideshare.net/mizutata/sigfin13 
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ここ数年のCIFEr 

2009年 （SSCI） アメリカテネシー州： ホテル 
  http://ewh.ieee.org/conf/ssci/index.php?q=node/56 

 

2011年 （SSCI） パリ： ホテル  
  http://www-poleia.lip6.fr/~ssci2011/site/?q=2011/cifer-2011 

 

2012年 （単独） ニューヨーク： クレディースイスのオフィス 
  http://ieee-cifer.org/2012/ 

 

2013年 （SSCI） シンガポール： ホテル   
  http://www.ntu.edu.sg/home/epnsugan/index_files/SSCI2013/ 

 

2014年 （単独） ロンドン： メリルリンチのオフィス 
  http://www.ieee-cifer.org/ 

 

2016年？ （単独？） マカオ？ 
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CIFEr 2014 内容 

ロンドン： メリルリンチのオフィスで開催 

2014年３月２７日、２８日の２日間 

http://www.ieee-cifer.org/ 

122件の応募 ⇒ 採択：口頭発表 54件、ポスター 14件 

 

招待講演・チュートリアル：５件 

 

パネルディスカッション：システマティックリスクについて 

トレーディング・コンペの結果発表 

 

以下にも詳しいレポートあり 
[Conference Reports] IEEE CIFEr 2014 - Leading Forum on Computational 

Finance and Economics Research in Academia and Industry 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6853459 
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Conference Report 

IEEE CIFEr 2014 - Leading Forum on Computational Finance and 

Economics Research in Academia and Industry 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6853459 
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プログラム 

招待講演：単独セッション 

一般講演：３並列 

初日の夜は飲み会あった 

朝から晩までぎっしり 

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf 

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf
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一般講演のセッション 

・ Forecasting、Algorithmic Trading、HFT等（１８件）  
 トレーディングをするための研究 

 

・ Financial Markets （９件） 
 金融市場の特性を分析したもの、人工市場シミュレーションもここ 

 高頻度データの分析や銀行ネットワークもここ 
  日本人の発表４件はすべてここ、２件私の人工市場研究、２件銀行ネットワーク 

                                       ⇒前野さん、井手さん 

  過去のSIG-FINで発表されたもの ⇒ 今回は紹介せず 

 

・ Text Mining、Portfolio（各６件） 
・ Volatility Modeling、Derivative Pricing、Hedging（各３件） 
 

・ Agent-Based Computational Economics （６件） 
 人工市場は含まない、その他のエージェント・シミュレーション  

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf 

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf
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招待講演＆チュートリアル 

招待講演 

 ・ Agent-Based Simulation: レバレッジとバブルの関係 

 ・ 個人向けALM⇒iALM（業者の人？） 
 ・ 金融危機について（金融政策系の実務家） 
 

チュートリアル 

 ・ アルゴリズム取引、HFT、Stad Arb.、クオンツの違いなどを説明 

 ・ F#入門（マイクロソフトの人） 

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf 

http://www.ieee-cifer.org/files/IEEE_CIFEr_2014_Program_Schedule.pdf
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印象に残った一般講演(1/2) 

・ An Agent-Based Model for Market Impact [#1025] 

 マーケット・インパクトを人工市場を用いて推定しようとするもの 

 これは実際に出してみないと分からないので実務家ニーズ高い 

 まだ初期段階といった感じで実用化には更なる研究が必要 

 

・ Detecting Wash Trade in the Financial Market [#1074] 

 NASDAQ株式市場においての仮装売買のデータ分析 

 かなり複雑な集団仮装売買も分析対象  

3rd best student paper 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=CIFER+2014 

↓ いずれこの検索でかかるようになります 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=CIFER+2014
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=CIFER+2014
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印象に残った一般講演(2/2) 

・ How Agent-Based Modeling and Simulation relates  

  to CGE and DSGE Modeling [#1117] 

 中央銀行の金融政策の効果を議論するモデルとしてCGEやDSGE

モデルがある。これらは複雑な因果関係を扱える割に効果要因を人
間が理解しやすいメリットがある反面、行列を用いた線形モデルであ
るため、非線形現象やポジティブ・フィードバック現象が扱えない。
エージェント・シミュレーションなら扱えるが効果要因を理解しにくくな
る。両者のメリットを生かすために、最も単純なケースがCGEなどに
一致するようにエージェント・モデルを作ることができるか議論。 

 個人的に、今後、最も研究が進んで欲しい分野 

 金融政策の議論が空中戦にならないようにするためにも 

 

 

・ Co-Evolving Online High-Frequency Trading Strategies  

  Using Grammatical Evolution [#1100] 

 Grammatical Evolutionを用いたトレード戦略 

2nd best student paper 

1st best paper 

CGEモデルの初心者向け説明 http://www.athehost.env.kyoto-u.ac.jp/eng/CGEintro_Namazu.pdf 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=CIFER+2014 

↓ いずれこの検索でかかるようになります 
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CIFEr 2014 会場 

最後に、、、開催場所、会場について 

http://www.ieee-cifer.org/venuetravel.html 

ロンドンの金融街はCityが古くから有名 

今回の会場は新しい金融街Canary Wharf 

歴史地区の少し東側 

http://ja.wikipedia.org/wiki/カナリー・ワーフ 

(wikipediaより) 

カナリー・ワーフ（英: Canary Wharf）は、

イギリスの首都ロンドン東部にある大規
模ウォーターフロント再開発地域で、ロ
ンドン・ドックランズの西インド・ドック
（ドッグ島）を中心とする地域。ロンドン
中心部の古くからの金融センターである
「シティー」に対抗する様に、イギリスの
三大高層ビル（ワン・カナダ・スクウェア、
HSBCタワー、シティグループ・セン

ター）が建設されている。周辺部で一番
高いワン・カナダ・スクウェアは235メート
ルである。 
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Canary Wharfの金融ビル群 
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ロイター 
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Canary Wharfの川 
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メリルリンチ オフィスビル（中央） 
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メリルリンチ オフィス入り口 
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招待講演・チュートリアル等の会場 
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一般講演の会場 
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講演の様子 



22 

昼食会場（オフィス内） 
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http://www.ieee-cifer.org/authorinf.html#BestPaperAward 

ちなみに、、、 

3rd best paper Award 

をいただきました 

http://www.ieee-cifer.org/authorinf.html
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ご清聴ありがとうございました 

次回のマカオにはみんなで行きましょう！ 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

水田 孝信 
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