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｢経済物理学 一社会 ･経済への物理学的アプローチー｣

外国為替の取引間隔のミクロモデルからの導出

佐藤彰洋

京都大学大学院情報学研究科

E-mail:aki@amp.i.kyoto-u･ac･Jp

本稿では市場価格変動における取引時間間隔に着目して議論する.先ず,実際の取引時間間隔の累積分布関

数がべき則に従うことを紹介する.次に微視的な視点から売買の素過程を考慮した,ディーラーモデルについ

て説明する.そして,このモデルから,取引時間間隔に対する発展方程式を導出し,取引時間間隔がランダム乗

算過程によって記述できることを示す.このことから,取引時間間隔の累積分布関数がべき則に従うことに説

明を与える.

キーワ-ド:ディーラーモデル,取引時間間隔,ランダム乗算過程

1 はじめに

経済時系札 例えば為替や株価の市場価格は時 刻々々ゆらいでいる.この価格変動のゆらぎ (マクロスコピッ

クな現象)は,沢山の人が関わる市場における売買の素過程 (ミクロスコピックな過程)から生じていることは

明らかである.しかし,売買の素過程から価格変動のゆらぎが生じるメカニズムについては,実はまだよく理解

されていない.本稿では統計物理学のアナロジ-からマクロスコピックな現象とミクロスコピックな過程とを

橋渡することによって,なぜ取引時間間隔がゆらぐのかについて議論する･

2 取引時間間隔の性質
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図 1:1998年 10月6日から1998年 10月9日までの円/ドルレートのティツクデータから得た取引時間間隔

(左)･1998年 10月6日から1998年 10月9日までの円/ドルレートのティツクデータから得た取引時間間隔の

累積分布関数.実線は傾き1.3を持っべき分布.

ティツクデータが利用できるようになるにつれて,取引時間間隔の研究が活溌になってきている [1].本稿で

は,円/ドルレートの変動を例に取 り取引時間間隔がどのような統計的性質を持つかを紹介する.取引時間間隔

に着目するため,S番目の取引時刻をIsで表し,取引時間間隔をTs≡ls-ts_1で定義する.同じ期間の取引時間

間隔TSの時系列を図.1(左)に,その累積分布関数を図.1(右)に示す.累積分布関数はTの確率密度関数J(丁)
とすると,次式で定義される.

F(2T)-/T∞f(T')dT' (1)

時間間隔の時系列はしばしば大きな変動を示し,累積分布はlog-logプロットは約3桁について直線的となって

いる.このことは累積分布関数が

F(≧7･)cx:T~rC
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の形をしていることを意味する.このような関係が成り立つことをべき則に従うと言う･そして,このべき指数

は Fc= 1.3である.

3 ディーラーモデル

デ ィーラーモデル [2]とは売買の素過程を単純化したミクロモデルであり,高安,三浦,平林,浜田らによって

1992年に提唱されたのが始まりである [3]･
先ず単純化のために2者間での取引を考える.一方が売 り手,もう一方が買い手とする･売 り手の提示価格を

S,買い手の提示価格をBとする.S≦Bが成 り立っ時取引が成立する･もし,売り手も買い手もこの取引を実

現させたいと考えるならば.,S>Bであれば売 り手は提示価格を下げ,買い手は提示価格を上げなければなら

ない.ステップtでの売 り手の提示価格をS(i),買い手の提示価格をB(i)とし,これを式で表わすと,

(芸'(tt二11', == 芸'(itに 7,sB'(tt',, (3)

と書 くことができる.ここで Ts(i),TB(i)はそれぞれ売り手,買い手の提示価格の更新量であり非負値を取る.

そして,売 り手と買い手はS(i)≦B(i)を満足するまで (3)式に従い,各々提示価格を更新していく.

これをN人のディーラーがいる市場に拡張する･ステップ tでのディーラーi(i-1,2,...)の提示価格を

pi(i)とする.そうすると,2者間の取引の議論より,デ ィーラーiの提示価格の発展方程式は次式で書 くことが

できる.

pi(i+1)-pi(i)+D2(i)Ti(i)･ (4)

ここで,Di(i)-11のときiは売り手,Di(i)-1のときiは買い手とする･Ti(i)はステップ tにおけるデ ィー

ラーiの更新量である.そして市場価格を決定するために全てのデ ィーラーが市場にこの売値/買値pi(i)を提

示し,売り手と買い手は個別に価格競争をすると仮定する.すなわち,取引の成立する条件は

DIBl=n_1(p(i))i" Ttt3x=1(p(i)), (5)

となる･ここで,D,U)1=n_1fp(i))lま最小の売 り提示価軌 DTIT=1(p(i))lま最大の買い提示価格を意味する･また

市場価格 P(i)lま提示価格の中間値

p(i)- (D7F,i=n_lip(i))+DTlqX=l(p(i))), (6)

で決まると仮定する.また取引がない場合は寸前の取引価格が保持されているとする.

ディーラーiの更新量 Ti(i)の決め方には様々な決め方がある.72(i)はディーラーの個性を反映し,過去の価

格変化から次の価格を予想して決定される.よって,一般には過去の全ての時刻での市場価格に基いて決定さ

れていると考えられる.

7%(i)-Ti(P(i-1),P(i-2),...,). (7)

しかしながら,ここでは単純化のため,7i(i)は寸前の価格差と寸前の取引時間間隔にのみに依存すると仮定す

る.この仮定は大きな変動が起ったときにディーラーは活発の取引に参加することと,取引が活発に起ってい

る場合には活発に取引に参加することを単純化したモデルになっている.

Ti(i)-

ll+ci△Pp,evla2

7brev
(8)

ここで,ci,aHまi番目のディーラーの戦略を決める定数である･ciは 卜C*,C*]の一様乱数,a2は (0,a*)の一様

乱数で与える･また,△Pp,evは寸前の取引で生じた価格差,7b,evは寸前の取引時間間隔である.

商品を売った (買った)ディーラーは,買い (売 り)ディーラーとなるものとする. これは取引に参加した

後,Di(i+1)ニーDi(iHこよって符号を反転させることに対応する.そして,新たに始める提示価格は市場価格

からAだけ外れた値とする.すなわち,

B2(i十1)-P(i)-Di(i+1)A,
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ts t

図 2:tsllからtsまでの間の提示価格の推移･SisとBjsはそれぞれ tsで売り手と買い手になるディーラーの

ts_1での提示価格.Tsは Isとts_1との差.7=Sは計算上の交差点と実際の取引間隔とのずれ.

である.ディーラーは過去の市場価格から次のステップでの市場価格を予測し,次のステップでの提示価格を

決定する.ディーラーが提示した売値/買値から次のステップでの市場価格が決定される･このことを繰 り返す

ことによって市場価格は逐次的に決まっていく.

4 ミクロからマクロへ

この節では3節で導入したディーラーモデルの市場価格差と時間間隔に対して,それぞれ確率過程が近似的

に導出可能であることを示す.この近似の本質的なアイデアは,本来は決定論的に決まるミクロスコピックな

変数を,確率変数と見なすことにある.

ステップ Is_1からIsまでのディーラーの値の動きを,図.2に示す.ここで,a-1回目での取引時に次の取

引に参加することになるディーラーの売提示値と買提示値をそれぞれ,Sis,B]Sとする.単位ステップ当り,売

り手は 7‡S,買い手は7]Sだけ提示価格を変化させる･

(pp三ss ≡ 監霊 (10)

ここで,Tis- ll+C舶 用 5- Ll十cJ鵬 と置いた･理想的には (10)式と(10)式の交点までの時間がTs-1 Ts-1
取引時間間隔となる.

指i-
Sis-Bts

Tis+TJs
(ll)

しかしながら,実際の取引はこの理想的時間間隔より大きな時間で行われる.そのため Tsはtより7=S≧0だけ

ずれる.

Ts=
Sis-B]S
Tls+Tjs

+T～S

Ts =
Sis-BJs

ll+cts△ps-1lais+ll+C]S△ps-1Ia]S
Ts_ 1 + T～B

(12)

(13)

すなわち,

である.ここで,〃β- ll+C.S△ps-1lats+ aJsと置くと,

Tざ= FLsTs-I+TL,I (14)

となる.この式は乗算的に働 くノイズpsと加算的に働 くノイズT～Sを右しており,ランダム乗算過程と呼ばれる

確率過程である.ランダム乗算過程からべき則に従う変動が生み出だされることは実は古くからよく知られた事

実である.ランダム乗算過程については,多くの研究があるので,詳しくは参考文献を参照されたい [4,5,6,7]･
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5 おわリに

本稿で示したことは以下の通 りである.

･円/ドルレートのティツクデータより,取引時間間隔の累積分布関数が裾野の広いべき分布で近似できる

ことを紹介した.

･ディーラーモデルの取引時間間隔に対してランダム乗算過程を導出し,累積分布関数がべき則の従うメ

カニズムを明らかにした.

取引時間間隔の累積分布関数が裾野の広いべき分布によってよく近似できるのは,過去の取引間隔を参照し

てデ ィーラJ が取引に参加するタイミングを変えることに起因している.その結果,取引時間間隔はランダム

乗算過程のメカニズムを有し,取引時間間隔のべき的な振舞いを生み出だしている.

ミクロスコピ､ソクな売買の素過程のモデルから,取引時間間隔がマクロスコピックな確率過程により近似で

きることの一例を示した.これによって,他のミクロスコピックモデルにおいても確率過程による近似を通じ

たミクロとマクロの橋渡しが実現可能であると考える.今後経済,社会現象におけるミクロとマクロの橋渡し

(ミクロマクロリンク)に関する活発な研究がなされることを期待して止まない.
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