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昨今、上限金利付き住宅ローンなど、複雑なデリバティブが組み込まれた金融商
品が増加している。金融機関においては、このような商品の取引から安定した収益
を上げるために、マーケットの変化に対応してデリバティブの価格を適切に算出す
ることが課題となっている。
富士通総研（FRI）は、デリバティブの価格算出を含めて、数学やITを駆使して金
融工学のモデルを開発し、システムとして実装するための一連のモデル構築支援サー
ビスを提供している。このサービスを利用するメリットは、FRIは数学だけでなく、
富士通グループの一員としてITにも強みを有しているため、モデル構築のプロセス
を円滑に推進しながら、レスポンスタイムが速く、正確な結果を導くシステムを効
率的に開発できる点にある。本稿では、A銀行様における事例を交えて、このサービ
スについて紹介する。
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ま　え　が　き

上限金利付き住宅ローンなど、複雑なデリバティ
ブが組み込まれた金融商品が増加している。金融
機関においては、このような商品の取引から安定
した収益を上げるために、マーケットの変化に対
応してデリバティブの価格を適切に算出すること
が課題となっている。この解決には、金融工学（数
学とITを組み合わせて、金融商品の価格や金融機
関のリスク量等を定量化し、リスク管理などに役
立てるための技術）を駆使することが必要である。

FRIは、デリバティブの価格の算出における課
題の解決を含め、金融工学分野のコンサルティン
グサービスを提供している。本稿では、このサー
ビスについて事例とともに紹介する。

市場変化に対応して価格を算出するために

デリバティブの取引業務においては、マーケッ
トの変化に対応して、デリバティブの価格を高速
に算出する必要がある。
マーケットの変化に対応して価格を算出するた
めには、理論面と実用面の両面から正しいモデル
を開発することと、市場動向等に合わせてモデル
の開発サイクルのスピードを速めることの2点がポ
イントとなる。前者のためには、高度な数学を駆
使できることが必須である。また、後者のためには、
変更しやすいプログラムを実装する技術を有して
いることが必要となる。

一方、高速に価格を算出するためには、高度な
アルゴリズム等を駆使して、応答が速く安定した
システムを実現する技術を有していることがポイ
ントとなる。
以上のことは、数学を用いてモデルを開発し、
システムとして実装する一連のプロセスによって
実現できる。このプロセスを本稿では「モデル構築」
と呼ぶ。
モデル構築を推進するレベルで数学とITを駆使
できる人材は希少であり、こうした人材を確保す
る必要がある。また、モデル構築を推進するため
には、上記のスキルをもった人材を確保するだけ
でなく、プロセスを効率的に推進する体制を築く
必要がある。

FRI のご支援の内容と特長

デリバティブの価格の算出を含めて、FRIが金
融工学分野のコンサルティングサービスによりご
支援する内容と特長について説明する。FRIでは、
以前より金融機関に対してこの分野のサービスを
行っており、リスク管理等において豊富な実績が
ある。（2）-（7）

このコンサルティングサービスのプロセスは次
のとおりである（図-1）。最初に数学を用いてモデ
ルを開発・高度化し（モデル開発・高度化フェーズ）、
続いて開発したモデルの内容を踏まえてシステム
の大まかな構成を検討した（システム化方針検討
フェーズ）後に、システム開発支援を行っている（シ

モデル開発・高度化フェーズ

理論モデル検討

数値計算法検討

プロトタイプ作成

実用性検証

システム化方針検討フェーズ

モデル適用要件定義

高速計算方法検討

システム開発支援フェーズ

設計・開発支援

テスト支援

図-1 FRIが提供する金融工学分野のコンサルティングサービスのプロセス
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ステム開発支援フェーズ）。その概要を以下で説明
する。
（1）モデル開発・高度化フェーズ
モデル開発・高度化フェーズでは、開発するモ
デルの基となる理論モデルを検討した後に、コン
ピュータで計算する方法（数値計算法）を検討し、
プロトタイプを作成する。最後に、モデルの実用
性を検証する。
①理論モデル検討
最初に、「理論モデル検討」として、論文等を用
いて先行研究や最新モデルを調査し、市場動向等
を考慮した上でお客様の要望に合わせたモデルを
開発する。
このステップでは、コンサルティング会社とし
てのFRIの強みを活かして、複数のモデルの特徴
を迅速に把握して、「分かりやすさ」、「正確さ」な
どの観点からそれぞれの長所・短所をまとめる。
金融工学の研究は日々進展しており、モデルも
高度化している。そうした研究の最前線をキャッ
チアップし、内容の比較というアウトプットを提
供できる理由は、FRIが、数学や物理学などをバッ
クグラウンドとして、高度な数学やモデリングに
関するスキルを持った専門家を有するからである。
②数値計算法検討
続いて、「数値計算法検討」では、理論モデルを
コンピュータで実装する際の計算方法（モンテカル
ロ法、有限差分法、格子法など）について検討し、
その結果をドキュメント（「計算仕様書」と呼ぶ）に
まとめる。

FRIでは、これらの計算方法に関して調査・実
装してきた実績があり、幅広いモデルに対応して
適切な手法を適用できる。
また、富士通グループとしての強みを活かして、
マルチスレッドを用いた並列化など、最適な構成
を念頭に置いて数値計算法の提案を行うことがで
きる。
さらに、システム開発の資料としてそのまま活
用できる計算仕様書を作成するノウハウを有する
ことが特長である。一般的に、金融工学のプログ
ラムの仕様を正確に、かつシステム開発を念頭に
置いてドキュメント化することは非常に難しく、
高いレベルのテクニカルライティングのスキルが
要求される。

③プロトタイプ作成
そして、「プロトタイプ作成」では、数値計算法
を実装してモデル検証用のプロトタイプを作成す
る。ここでは、計算速度よりも開発スピードを優
先すべきである。FRIは、金融工学のライブラリを
蓄積しているため、短期間で効率的に開発できる。
④実用性検証
最後に、「実用性検証」では、市場データ等との
整合性や計算時間などの観点から、モデルの実用
性を検証する。これらの作業は、多数の組み合わ
せに関する検証が必要になり、すべての作業を人
手で行うと、膨大な時間がかかるという問題があ
る。FRIには、検証作業に関するデータ解析やレ
ポート作成の自動化などのノウハウやツールが蓄
積されているため、信頼性の高い分析を効率的に
行える。
以上のステップに従ってモデルを開発するが、
検証結果によっては、再び「理論モデル検討」に戻
り、より良いモデルを検討する。これを繰り返す
ことにより、モデルを洗練していく。
（2）システム化方針検討フェーズ
システム化方針検討フェーズでは、まず、対象
業務を行うために必要なモデルの適用要件を定義
し、続いてこの適用要件を満たすために高速な計
算方法についてシステムの観点から検討する。
①モデル適用要件の定義
システム化する対象業務（デリバティブ取引業務
においては、デリバティブの価格の算出）を円滑に
遂行するために求められるモデルの適用要件を定
義する。その際、「マーケットの価格との整合性」、
「レスポンスタイム」等についてトレードオフを分
析することがポイントである。これらを行うため
には、金融の業務知識が要求されるため、システ
ム開発者が対応することは一般には難しい。FRI
は、富士通グループのコンサルティング会社とし
ての強みを活かして、業務とITを結びつけること
ができる。
②高速計算方法検討
①で定義したモデル適用要件を満たすために、
高速な計算を行うための方法をシステムの観点（グ
リッド・コンピューティングなどの並列化方法、
データベースへのアクセス方法・タイミングなど）
から検討する。昨今、金融工学で用いるモデルは
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高度化して計算量が増大しているため、このよう
な検討の重要性が高まっている。

FRIでは、上記の検討結果でモデル運用のパ
フォーマンスが大きく変わると認識している。し
たがって、金融工学のモデル構築において、本ス
テップは金融工学を有効に活用する上で大きな付
加価値を生み出すと捉えている。FRIは、最先端
のITの技術動向をキャッチアップすることに努め
ており、モデルに合わせた適切なシステム構成を
提案できる。
（3）システム開発支援フェーズ
システム開発支援フェーズでは、設計・開発、
およびテストの支援を行う。
①設計・開発支援
設計においては、柔軟性のあるシステムを構築
するために、オブジェクト指向分析設計等を用い
て設計を支援する。
開発においては、開発前にモデルに関する教育
を開発者に対して行い、その後もQA対応するなど、
開発効率を高めることに貢献する。
②テスト支援
テストにおいては、システムを利用する立場か
らテスト内容を作成する支援を行う。

サービス事例

前節で説明したサービスの事例として、ここでは、
A銀行様におけるエキゾチックオプションの価格算
出モデルの構築支援サービスについて紹介する。オ
プションはデリバティブの一種であり、エキゾチッ
ク・オプションとは、原資産が満期までの間に指定
した価格に達すると無効になるバリア・オプション
など、複雑な条件がついたオプションである。
お客様のエキゾチックオプションの価格算出シ
ステムは古くなっており、市場との乖離が大きく、
その結果、今後、大きな損失が生じてしまうので
はないかとの懸念を抱かれていた。このため、価
格算出モデルをスピーディーに高度化することが
喫緊の課題であった。
お客様は、モデル開発・高度化フェーズの「プロ
トタイプ作成」まで完了しており、今後、モデルの
実用性を検証し、システム化の方向性の検討とシ
ステム開発の支援を行う段階にあった。お客様が

置かれている状況を分析し、上記のサービスの内
容と照らし合わせた結果、モデルを高度化するに
あたって、課題は主に2点あった。それは、（i）「数
値計算法検討」ステップのアウトプットである計算
仕様書に相当するドキュメントが存在しなかった
が、以降のシステム開発に支障が生じないように
早急に作成する必要があること、（ii）モデルが高
度化したため、既存のシステム構成では対処でき
ないのではないかという懸念があり、システム開
発メンバーに対してモデルに関する情報を提供し、
モデル適用要件、高速計算方法の検討を円滑に進
めるための基盤を構築することである。

A銀行様は、これらの課題を解決するための作
業はFRIが行った方が効率的と判断された。以下、
FRIが実施した作業について説明する。なお、本
稿の執筆時点では「モデル開発・高度化フェーズ」
のみを行っている状況なので、ここではこのフェー
ズについて述べる。
①理論モデル検討
まず、金融機関で作成したモデル説明ドキュメ

ントを読解し、モデルの内容を理解した。今回の
事例では、採用する可能性のあるモデルの候補は
既に決まっていたため、以降のステップでの作業
を意識しながら、それらのモデルに関連する最先
端の論文に目を通した。エキゾチックオプション
の価格の算出に関する研究の範囲は、理論や数値
計算法など多岐に渡っている。FRIは、高度な数
学やモデルリングのノウハウをフルに活かして短
期間でこれらの最先端をキャッチアップできるた
め、お客様と同じ目線での議論を行うことが可能
となった。
②数値計算法検討
次に、数値計算法について検討を行った。今回
の事例の場合、既にモデル開発担当者が計算モ
ジュールを開発していたが、そこで使われている
数値計算法に関するドキュメントが存在していな
かった。そこで、基本的には、計算モジュール
で使用した数値計算法について開発者にインタ
ビューを行い、不足箇所については論文、書籍等
を用いて、有限差分法などを調査して補った。
インタビューや調査のみでは判明しなかったプ
ログラムの仕様に関しては、リバースエンジニア
リングを行って計算処理を明確にした。非常に難
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易度の高いプログラミング技法が用いられていた
ため、解析は困難を極めた。これを遂行できたのは、
FRIが金融工学分野を含めた高度なプログラミン
グ技術を有していたからである。
以上の結果、判明した仕様を計算仕様書として
まとめた。計算仕様書は、リスク管理部門へのモ
デル説明の資料としても活用される。
③プロトタイプ作成
今回の事例の場合、計算モジュールは既に開発
されていたため、インタフェース部分の開発を支
援した。
具体的には、モデルの内容や数値計算法等に関
する情報について、プログラマーと共有を図った。
FRIは、モデルの内容について単に数式だけでは
なく、図を多用して分かりやすく説明する技術に
長けている。今回の事例の場合も、プログラマー
の理解を促進するために視覚的にモデルの内容を
把握するための資料を作成するなどの工夫を行っ
た。このような工夫はプログラマーの開発効率を
高めることに寄与した。
④実用性検討
最後に、統計解析ソフトRを用いて、モデルから
算出される価格の市場への適合性の検証を部分的
に支援した。
今回の事例では、お客様の内部において、モデ
ル開発・高度化フェーズを推進する体制がある程
度揃っていたため、FRIは特定の作業の支援のみ
を行った。モデル開発・高度化フェーズにおいて
システム化の方針検討やシステム開発支援を念頭
に置いた作業を行うことにより、今後の検討に弾
みをつけた。また、システム開発メンバーとモデ
ルの内容や数値計算法等を共有することにより、
効率的にシステム開発を行うための基盤を提供す
ることに貢献した。

FRI が提供する価値

金融工学のモデル構築支援サービスにおいて、
FRIが提供する価値について述べる。

1点目は、FRIは金融工学の理論に精通している
だけでなく、富士通グループの一員としてIT技術
にも精通していることである。そのため、モデル
構築のプロセスを推進し、レスポンスタイムが速

く、正確な結果を導くシステムを効率的に開発で
きる。その結果、お客様は、システムを利用して
業務を円滑に遂行することが可能となる。
例えば、マーケットの変化に対応して、デリバ
ティブの適切な価格を算出するシステムを構築で
きる。これは、デリバティブ取引業務において、
デリバティブの適切な価格を算出し、安定した収
益を上げることに貢献する。

2点目は、上記の金融工学分野という特定分野の
高度な技術を提供するだけでなく、業務に最適な
展開ができるよう、業務分析などを行える体制を
持っていることである。業務に合わせて、上記の
コンサルティングサービスを用いて、金融工学を
利用したシステムの構築や統合が可能となる。
例えば、金利、為替、デリバティブなどのディー
リング業務で用いる複数のシステム間の連携を検
討する。これにより、システム機能の重複などを
除き、変更しやすいシステムを構築することが可
能になる。
これらの2つの特長により、業務分析、数学、IT
のサービスをトータルで提供し、業務に適したモ
デルやシステムを効率的に開発することが可能に
なる。

む　　す　　び

本稿では、FRIが提供する金融工学分野のサー
ビスの特長と事例について紹介した。このサービ
スを利用することで、金融工学のモデル構築を効
率的に行えることをA銀行様での事例を交えて紹介
した。
金融機関に限らず、金融工学を利用して金融商
品の評価やリスク管理等を行い、経営の意思決定
に役立てていくことは、今後、ますます重要性が
高まっていくと思われる。本サービスは、モデル
開発からシステム導入までをワンストップで実現
するものであり、金融工学のモデルやシステムを
効率的に構築することが可能になる。
本サービスを活用していただければ幸いである。
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