
日経225株式ユニバースAI予測実績評価
レポート

2018年1月1日- 2018年11月30日



日経225株式ユニバースの評価レポート- 一貫して優れたベンチマークを記録

2019年2月5日

エグザティブサマリー :

このライブ予測評価レポートでは、日本の株式市場向けにI Know First AIアルゴリズム

によって生成され、毎日お客様に送信される予測のパフォーマンスを検証します。 我々

の分析は、2018年1月1日から2018年11月30日までの期間をカバーしております。最も予

測可能なものから最高のパフォーマンスの銘柄を選ぶために、シグナルと予測可能性フ

ィル ターが適用された時、以下の結果が観察されました。

日経225ユニバースの株式フィルター株式の集合体）の収益率分布に関する主な調査

結果は、以下のとおりです：

日経225ハイライト：

●予測可能な上位30銘柄に適用されるシグナルインジケーターフィルターは、3ヵ月の

投資期間の上位10銘柄に対して最高の3.80％の収益率を提供を致しました。

●予測期間の増加に伴い、収益が改善するという明らかな増加傾向が観察されまし

た。1ヵ月から3ヵ月への収益の変化は、上位10銘柄で1361.5％を超えております。

●検討中の期間中に記録された日経平均実績を含めて、トップ10銘柄は両方のベンチ

マークを475％以上も大幅に上回りました。



上記の株式ユニバースに対する予測のパフォーマンスの間の共通パターンは、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とって最も有益であるた

め、個人投資家および機関投資家に最も適しています。将来的にその価値の最大の利益を

提供致します。

上記の結果は、特定の株式ユニバースの予測パフォーマンスパターンの一般的な表示を 行

うために、予測可能性およびシグナル指標による連続フィルタリングのサンプルアプ ロー

チを使用して行われた評価の結果として得られたものです。以下のレポートは、私た ちの

方法論に関する広範な説明と、評価中に得られたパフォーマンス指標の詳細な分析を 提供

致します。このレポートは、I Know Firstの国別ライブ評価シリーズと日本の株式市 場

に関する最新のレポートの続きです。

I Know Firstのアルゴリズムについて

IKnowFirst自己学習アルゴリズムは、株式市場を分析、モデル化、および予測します。こ

のアルゴリズムは、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。システムは、予測された

傾向を、波が傾向とどのように重なるかを予測する波形チャートとともに、正または負

の数値として出力します。これは、トレーダーがどの方向に取引するか、どの時点で取引

を開始するか、いつ終了するかを決定するのに役立ちます。このモデルは100％経験的な

ので、結果は事実データのみに基づいているため、人が導き出した仮定に伴う可能性のあ

る偏りや感情は避けられます。人的要因は、数学的枠組みの構築とシステムへの最初の入

力と出力のセットの提供にのみ関与します。アルゴリズムは、信号と予測可能性指標を使

用して予測を生成します。信号は箱の真ん中にある数字です。予測可能性は、箱の下部に

ある数字です。上部には、特定の資産が識別されています。この形式はすべての予測にわ

たって一貫しています。



我々のアルゴリズムは、各銘柄について2つの独立した指標 - シグナルと予測可能性を

提供します。

シグナルは、銘柄の動きの予測される強さと方向です。 -infから+ infまでの測定値。

予測可能性は、その結果に対する私たち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す。 -1から1まで測定です。

株式の抽出方法

この評価における方法は以下の通りです。

トップXの最も予測可能な銘柄を選び、それらからトップYの最も高いシグナルを選びます。

そうすることで、一方で最も予測可能な銘柄に焦点を合わせ、他方で最も高いシグナルを

持つ銘柄をキャプチャします。

例えば、上位10の信号フィルターを持つ上位30の予測可能性フィルターは、毎日、最も

予測可能な銘柄を30銘柄だけ取得し、それらから絶対信号が最も高い上位10の銘柄を選

択することを意味します。

これらの戦略はロング/ショート戦略であるため、絶対シグナルを使用します。信号が正

の場合は購入し、負の場合はショートします

h2>性能評価方法

個別の予測レベルで評価を行います。これは、テスト期間内に各期間に対して発行した各

予測の収益率を計算することを意味します。次に、それらの結果の平均を戦略別および予

測範囲別に表示します。

例えば、1か月の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：

平均を戦略別および予測範囲別に表示します。

たとえば、1か月の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。

これは、クライアントが我々の予測に基づいて銘柄を購入し、将来正確に1ヵ月で売却す

ることをシミュレートします。

分析した期間のすべての取引日についてこの計算を繰り返し、結果を平均します。

この評価は設定されたポートフォリオを取り、それに従うわけではない事に注意してくだ

さい。 これは、個別予測レベルでは異なる評価方法です。

https://iknowfirst.com/stock-market-prediction


我々のベンチマーク手法の背後にある理論は「ナル仮説」で、これはI Know Firstの

指標とは関係なく、特定の資産ユニバースにおける個別の銘柄を購入する事を意味します。

これとは対照的に、私たちの信号が高い信号強度と高い予測可能性のものである場合にのみ、

そのとき特定の株式は 購入されます（またはショートされる）。

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、システムの品質と当社の指標

を示しています。

例：期間3日のベンチマークは、毎日購入し、その後3営業日後に売却することを意味します。

それからベンチマークを得るために結果を平均します。これは、複数の林檎から良質の林檎を

抽出するためです。

予測可能性指標を評価する

前のセクションで説明した方法論に従って、シグナルインジケーターを考慮せずに、3日から 3ヶ

月の期間の長短シグナルのアルゴリズムパフォーマンスを計算することから分析を開始します。

したがって、5つの異なるレベルについて予測可能性指標によるフィルタリングを適用して、さま

ざまなフィルターが適用されたときの収益に関する単独の限界効果を調べました。

その後、日経平均株価ユニバースを使用して2つのベンチマークの同じ期間のリターンを計算し、

それらをフィルタリングされた資産セットのパフォーマンスと比較しました。 我々の調査結果は

以下の表に要約されています:

日経225 - リターンに対する予測可能性効果

ベンチマーク方法



期間ごとの平均収益率（3日から2週間）、予測可能性フィルターのみ

期間ごとの平均収益率（1ヶ月から3ヶ月）、予測可能性フィルターのみ



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の資産から上
位30の資産への資産サブセットの絞り込みに伴って、限界予測可能性効果が増加するこ
とがわかります。 考慮したすべての期間についてこの効果が観察され、最大のパフォ
ーマンス は3か月の期間で達成されました。 検討対象の各銘柄の全銘柄に基づくベンチ
マークと比 較すると、シグナル強度を考慮せずに予測可能性指標を投資基準として適用
するだけで、 プラスの収益が得られ、ベンチマーク自体 を上回 ることがわかります。

シグ ナルインジケーターの評価

このセクションでは、 シグナルピッカーを株式抽出方法に追加することで、 上記のパ

フォ ーマン スがさらに向 上 することを説 明 します。 ベンチマークと比 較 して

アウト パフォ ーマンスを測定 することも重要 です。そのために、式を適用 します:

従って、 予測可能性によって以前にフィルタリングされた上位30の銘柄に、信号強
度によるフィルタリングを適 用 しました。 テストの結果は、特に3ヵ月の投資期間
の場合に、資産収益に大幅なプラスの限界的な影響があることを示しました。 以下
の一連の表と図表で我々の調査結果を提示します:

日経225-主要用パフォーマンスインジケーター

期間ごとの平均収益率（3日から3カ月）、予測可能性、シグナルフィルター



期間ごとの平均収益率（3日から2週間）、予測可能性、シグナルフィルター

期間（3日から2週間）あたりのアウトパフォーマンス、予測可能性、シグナルフィ
ルター



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の資産から上
位30の資産への資産サブセットの絞り込みに伴って、限界予測可能性効果が増加するこ
とがわかります。 考慮したすべての期間についてこの効果が観察され、最大のパフォ
ーマンス は3か月の期間で達成されました。 検討対象の各銘柄の全銘柄に基づくベンチ
マークと比 較すると、シグナル強度を考慮せずに予測可能性指標を投資基準として適用
するだけで、 プラスの収益が得られ、ベンチマーク自体 を上回 ることがわかります。

シグ ナルインジケーターの評価

このセクションでは、 シグナルピッカーを株式抽出方法に追加することで、 上記のパ

フォ ーマン スがさらに向 上 することを説 明 します。 ベンチマークと比 較 して

アウト パフォ ーマンスを測定 することも重要 です。そのために、式を適用 します:

従って、 予測可能性によって以前にフィルタリングされた上位30の銘柄に、信号強
度によるフィルタリングを適 用 しました。 テストの結果は、特に3ヵ月の投資期間
の場合に、資産収益に大幅なプラスの限界的な影響があることを示しました。 以下
の一連の表と図表で我々の調査結果を提示します:

日経225-主要用パフォーマンスインジケーター

期間ごとの平均収益率（3日から3カ月）、予測可能性、シグナルフィルター



期間（1ヶ月と3ヶ月）あたりの平均収益、予測可能性、シグナルフィルター

期間（1ヶ月および3ヶ月）あたりのアウトパフォーマンス、予測可能性、シグナルフィルター



期間ごとの平均ヒット率、予測可能性、シグナルフィルター

上記のチャートから、信号強度フィルタリングを日経225株式ユニバースに適用した場 合

、上位20株式の集合体がベンチマークよりも高いリターンを生み出し、当初の集合体は

２週間の投資期間から始まる予測可能性からのみ予測されることがわかります。 ま

た、上位10銘柄はベンチマーク、並びに１ケ月の投資期間から始まる予測可能性によって

のみフィルタリングされた当初の集合体のみ大き収益を生み出します。１ケ月と３ヶ月の

投資期間を検証すると、上位20銘柄のパフォーマンスは上位10銘柄よりも30.96%高いこ

とが直ぐわかります。 ただし、３ケ月期間分析では、上位10銘柄は30.96%to

月の投資期間から始まる予測可能性によってのみフィルタリングされたベンチマークと元

のサブセットよりも大きなリターンを生み出し始めます。 1か月と3か月の期間を検討し始

めるとすぐに、トップ20セットのパフォーマンスはトップ10セットより30.96％と上位20  

銘柄の2.56%よりも著しい高いリターンを示しています。 同時に、上位20銘柄と上位10  

銘柄は、それぞれ275.34%と360.72%と3ケ月ｍｐベンチマーク対比でアウトパフォームし

ています。最後に、ヒット率は同じパターンをたどり、3か月の期間における上位 20銘柄

と上位 10銘柄の双方において、ピーク値がそれぞれ60.11％と64.72％になりました。



結論
この分析では、日経平均株価指数ユニバースでI Know FirstのAIアルゴリズムによって選
択された日本株予測のアウトパフォーマンスを説明しました。既述の手法に基づくと、シ
グナル強度でのフィルリングを行っていない両方の資産ユニバースについては、予測可能
性によってフィリタリングされ上位30銘柄が全ての期間において著しく高いパフォーマン
スを記録しました。

予測基準を投資基準として適用し、シグナル強度によるフィルタリングと組み合わせるこ
とで、日経平均株価指数の銘柄で構成されるベンチマークよりも優れたパフォーマンスが
得られます。予測可能性と信号でフィルター処理された日経平均株価指数の上位10銘柄
は、3ヵ月の投資期間で他の銘柄の集合体よりも大幅に高いリターンをもたらします。 従
って、投資家は、I Know First の予測可能性指標と株式選択の基準としてのシグナル 指
標を組み合わせることで、投資決定の質を大幅に改善することができます。
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