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本誌では、日本の株式市場に関するI Know First AIアルゴリズムによって生成され、

毎日顧客に送信される予測の実績パフォーマンスを評価しました。

当社の株式選別とベンチマーキングの方法を紹介し、それらを日経225指数の株式ユニ
バースに加えて、「日本株式」パッケージに含まれるすべての株式に適用します。
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エグゼクティブサマリー
このレポートの目的は、特に日本の株式市場でのI Know First AIアルゴリズムによるライブ予測

パフォーマンス評価の結果を提示することです。 最も予測可能な銘柄から最良の銘柄を選別する

ために、シグナルおよび予測可能性フィルターが適用された場合、以下の結果が観察されました。

日経225種と日本株式市場の両方の銘柄の株式フィルター（株式小分類）のリターン分布と主な所見

は次のとおりです:
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日経 225のハイライト
✓ 最も予測可能な上位30銘柄に適用された信号指標では、3ヶ月の投資期間における上位10銘柄が

6.08％と高いリターンを記録しました。

✓ 予測期間の長期化に伴い、リターンの明確な増加傾向が観察されました。 - 1カ月間から3カ月間
のリターンの変化は上位10銘柄では350％以上でした。

✓ 上位10銘柄では、考察中の日経225種の実績を含め、両方のベンチマークを大きく上回る630％以上
でした。



日本株式市場のハイライト

✓ 最も予測可能な上位30銘柄に適用された信号指標では、3ヶ月の投資期間における上位20

銘柄の最大リターンが5.91％でした。

✓ 予測期間の長期化に伴い、リターンの明確な増加傾向が観察されました - 1ヶ月から3ヶ

月のリターンの変化は、上位20銘柄では320％を上回りました。

✓ 上位20銘柄では、ベンチマークを340％超と大幅に上回っています

上記の株式ユニバースに対する予測の共通パターンは、シグナルと予測可能性の両方による

体系的なフィルタリングが長期投資に最大の利益をもたらすため、一般投資家及び機関投資

家にとってより適しています。 時間の経過とともにその価値が最大限に向上します。

上記の結果は、特定の期間にわたって実施された評価の結果であり、予測可能性および

信号指標による連続的なフィルタリングのサンプルアプローチを使用して、特定の株式

ユニバースの予測パフォーマンスパターンに関する全般的な説明を行うことを目的としてい

る旨をご留意下さい。 以下のレポートでは、評価の過程で得られたパフォーマンス・メ

トリックの方法論と詳細な分析についての広範な説明を提供します。
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1. I Know Firstのアルゴリズムについて

I Know First自己学習アルゴリズムは、株式市場を分析、モデル化、予測します。アルゴリズムは

人工知能（AI）と機械学習（ML）に基づいており、人工ニューラルネットワークと遺伝的アルゴリ

ズムの要素を組み込んでいます。

予測されたトレンドは、トレンドと波がどのように重なり合うかを予測する波グラフとと

もに、正または負の数値として出力されます。 これは、トレーダーがどの方向に取引する

のか、どの時点で取引に入るのか、いつ終了するのかを決定するのに役立ちます。 モデル

は経験的に100％であり、結果は事実データのみに基づいているため、人間が導出した仮定

に伴うバイアスや感情を避けることができます。 人間の要素は、数学的枠組みを構築し、シ

ステムへの入力および出力の初期設定を提供することにのみ関与します。 このアルゴリズ

ムは、信号および予測可能性指標を用いて予測を生成します。 信号は、ボックスの中央の

番号です。 予測可能性は、ボックスの下部にある数字です。 上部には、対象銘柄が特定さ

れています。 この形式は、すべての予測で一貫しています。

当社のアルゴリズムは、銘柄ごとに2つの独立した指標、すなわち信号と予測可能性を提供します。

信号は株式の予測される強さと方向で、infから〜+ infで計測されます。

予測可能性は、その結果に対する我々の自信を示しています。 これは、過去のアルゴリズム性能と

実際の市場動向との間のピアソン相関係数で、-1から１の間で計測されます。

2. 株式選択方法
評価の方法は次のとおりです。

当社は、予測可能な上位X個の銘柄を選択し、上位Y個の信号を採用します。

この手法により、一方では最も予測可能な株式に焦点を当て、他方では最も高い信号で選択を捕捉

します。
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たとえば、上位10銘柄の信号フィルタを持つ上位30銘柄の予測可能フィルタは、毎日、最も予測

可能な30銘柄の株式のみを 採用、その中から最高の絶対信号を持つ上位10銘柄の株式を選択しま

す。

これらの戦略はロング・ショート手法であり、絶対シグナルを使用します。 信号が正の場合は買入れ、

そして負の場合はショートします

3. パフォーマンス評価方法

当社は個々の予測レベルの評価を行います。 これは、テスト期間中の各範囲に対して発行した各予測のリ

ターンを計算することを意味します。 次に、戦略と予測範囲に応じて各取引の平均値を計算します。

たとえば、1か月予測のパフォーマンスを評価するために、次の式を使用して各取引のリターンを計算します:
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𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑛𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒
(

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦
) − 1

これは、当社の予測に基づいて株式を購入し、それを正確に1ヶ月後に売却するクライアントを想

定 します。分析期間中のすべての取引日についてこの計算を繰り返し、結果を平均化します。この

評価は、ポートフォリオを設定し、それに従属することではない旨をご留意下さい。 これは、個々の

予測レベルでの異なる評価方法です。

4.ベンチマーク方法

当社のベンチマーク方法の背後にある理論は、I Know Firstの指標にかかわらず、特定の資産ユニバースか
らそれぞれの株式を購入することを意味する「ヌル仮説」です。比較すると、信号の強度が高く、予測可能
性が高い場合にのみ、特定の株式を購入（またはショート）する必要があります。

ベンチマーク結果に対する当社のシグナル取引結果の比率は、システムと当社指標の質を表しています。

例：3Dホライズンのベンチマークとは、毎日買付をして3営業日後に売却することを意味します。 結果を平均

してベンチマークを得ることが出来ます。 即ち、リンゴを比較するためには、個々のリンゴが必要なのです。

5.パフォーマンス評価

5-1 予測可能性指標の評価

前のセクションで説明した方法に従って、信号指標を考慮せずに、アルゴリズムのロング・ショート

信号のパフォーマンスを3日から3ヶ月までの時間範囲で計算して分析を行います。

具体的には、異なるフィルタを適用した場合、リターンにおける個々の限界効果を調べるために、5

つの異なるレベルの予測可能性指標によるフィルタリングを適用しました。



以後、日経225種株式ユニバースと日本の株式市場全体の株式ユニバースを用いた2つのベンチマークに関し
て同じ時間範囲でのリターンを計算、これらをフィルタリングされた組入れ資産のパフォーマンスと比較しま
した。 当社調査結果は以下の表に要約されています：

図 5 -1 (A) 日経225 –収益予測可能性効果

1 Stocks covered by I Know First in Japan Stocks Package
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図 5 -1 (B) 日本株式市場–収益予測可能性効果
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上記のチャートから、予測可能性によってフィルタリングされた上位100銘柄から上位30銘柄に資産

を小分類に絞り込むことで、限界予測可能性効果が増加することが分かります。 すべての考察された

時間範囲についてこの効果を観察した結果、最大性能は3ヶ月の範囲で達成されました。各資産のユ

ニバースから全資産を対象にベンチマークと比較すると、信号強度を考慮せずに予測基準を投資基

準として適用するだけで正のリターンを生み、且つ各ベンチマークを上回ることがわかります。

5.2 信号指標の評価

このセクションでは、株式選択方法に信号指標を追加することにより、上記のパフォーマンスをさらに向

上させる方法を説明します。 ベンチマークと比較してパフォーマンスを測定することも重要であり、以下の

式を適用します:

(𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦 − 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘)

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒=
|𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑓 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘|

具体的には、予測可能性によって既にフィルタリングされた上位30銘柄の株式に信号強度によるフィルタリ

ングを適用しました。 テストの結果、特に3ヶ月の投資期間の場合、株式リターンに著しい正の限界効果が

あることが示されました。 以下の表とグラフのセット（図5-2（A）と図5-2（B））に結果を示します。

図 5-2 (A) 日経225 – 主要業績評価指標の要約
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上記チャートの組み合わせから、信号強度フィルタリングを日経225株ユニバースに適用す

ると、上位20銘柄の小分類がベンチマークよりも大きな収益を生み出しており、この小分類は

2週間の投資期間を基点とする予測可能性のみでフィルタリングされていること、そして上位10銘

柄の小分類がベンチマークよりも大きな収益を生み出しており、この小分類は1ヶ月の投資期

間を基点とする予測可能性のみでフィルタリングされていることが分かります。

加えて1ヵ月と3ヵ月の時間軸を検証すると、1ヶ月基準では上位20銘柄のパフォーマンスが上

位10銘柄のそれよりも0.11％高くなっています。しかし、3ヵ月基準の分析に目を移すと、

上位10銘柄（6.08%）の方が上位20銘柄（4.67％）よりも大幅に高い収益を生み出すことがわかり

ます。同時に、上位20銘柄と上位10銘柄は3ヶ月のベンチマークに対してそれぞれ374.54

％と457.20％も上回っています。最後に、成功率も同様のパターンを示しており、3ヶ月基準に

おいて上位20銘柄（69.10%）と上位10銘柄(73.96%)の双方でピーク値を測定しました。
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図5-2 (B) 日本株式市場–主要業績評価指標の要約
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上記のチャートから、信号強度フィルタリングを日本の株式市場ユニバースに適用すると、

上位20銘柄の小分類がベンチマークよりも大きな収益を生み出しており、この小分類は2週間

の投資期間を基点とする予測可能性のみでフィルタリングされていること、そして上位10銘柄の小

分類はベンチマークよりも大きな収益を生み出しており、この小分類は1ヶ月の投資期間を

基点とする予測可能性のみでフィルタリングされていることが分かります。

日経225指数の結果と比較すると、上位20銘柄の小分類は、両方の時間軸で上位10銘柄の小分

類よりも大きなリターンを生むことがわかります。さらに、リターンの差は前述事例よりも

大きく、ベンチマークに対して上位20銘柄と上位10銘柄のアウトパフォーマンス値はそれぞ

れ344.17％と321.32％でした。最後に、成功率は前述事例と比較してやや異なるパターンを

示し、3ヵ月時間軸での上位20銘柄と上位10銘柄のピーク値は、それぞれ72.70％と73.22％

とほぼ同じであることがわかります。
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6.サマリー

この分析では、日経225指数ユニバースと日本市場全体からI Know First Alアルゴリズムによって選ばれた日本
株式の予測のアウトパフォーマンスを実証しました。既述の手法に基づくと、信号強度によるフィルタリングを
行うことなく、両資産ユニバースから全時間軸の予測可能性によってフィルタリングされた上位30銘柄は、著しいパ
フォーマンスを記録しました。

当社の予測指標を投資基準として適用することにより、信号強度によるフィルタリングと組み合わせること

で、日経平均株価指数と日本の株式市場のベンチマークをさらに上回るパフォーマンスを上げることができま

す。予測可能性とシグナルによってフィルタリングされた日経225指数の上位10銘柄は、3ヶ月間の他の資 産

の小分類よりも著しく高いリターンをもたらします。 一般的に日本の株式市場の場合、予測可能性とシグナ

ルによってフィルタリングされた上位20銘柄は、1ヶ月と3ヶ月の両方の時間軸で、他の小分類よりも高い収

益をもたらします。 したがって、投資家は投資の質を大幅に向上させることができます。
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