
自然言語を用いた投資アプローチ
自然言語処理を用いたAIテクノロジーによる人間と機械のコミュニケーションの向上

人間の言語と機械の言語の収斂

人間はやや主観的なツール（言葉、トーン、表情、姿勢等）を幅広く用いてコミュニケーションを図りますが、機械は明確に定
義付けされたラベルと数量に基づいてコミュニケーションを図ります。この違いは、意思決定プロセスを改善するため両方の領域
の効果的な統合を目指す上で、課題となってきました。幸い、最近では、両者の違いを潜在的に克服するのに必要な程度に
まで、人工知能の一分野は精度が高まっています。
自然言語処理/自然言語生成（NLP/G）の機能向上に伴い、アクティブ・マネージャーの生命線とも言える投資判断プロセス
を改善する機会が生じています1。 言うまでもなく、これらの技術を幅広い業種や職種に応用することは可能ですが、本稿では、
投資アイデアの構築、投資判断、ポートフォリオ・レポートの作成などの分野において、資産運用会社がどのようにNLP/Gを活
用しているのかを検討します。

NL P/Gの関連機能

基本的には、NLPのテクノロジーを用いて、ボイスやビデオ等の非構造化データを、機械処理が容易なラベルと数量を伴う構造
化データに転換することが可能になります2。ループを完成させることによって、NLGは構造化データから、人間が作成する回答や
文章のような会話や書面の報告書を作成することが可能です。

ここでは、投資判断プロセスについて考察します。NLPを用いて、異なる種類のデータソースを解読、接続し、共通のプラット
フォームに統合することが可能です。また、比較や接続を可能にするデータを標準化することもできます。これは伝統的な証券
分析において行なわれてきた重要なステップです。NLPの利点としては、検討可能な情報量の大幅な拡大が挙げられます。情
報源としては、規制報告書、アナリスト・レポート、eコマースの活動履歴、スピーチ、ビデオ、位置情報データ、衛星画像等が考
えられます。基本的には、業種、企業、経済活動とリンクできる情報は、投資プロセスのソースデータになりえます。また、NLPを
用いると、あらゆる人間のグループよりも大量に処理することが可能になります。非構造化データを構造化データに転換した上で、
追加的な分析に利用したり、他の機械に読み取らせたりすることもできます。また、構造化データを標準化、統合することも可
能です。

NLGプラットフォームにおいて、機械で解読可能なデータや構造化データを、人間が理解できるストーリーに転換することが可能で
す。特定の読み手や言語の要件に合わせて、ストーリーをカスタマイズすることさえ可能です。
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NLGは構造化データから、人間が作成する
回答や文章のような会話や書面の報告書
を作成することが可能です。

1. Larry Cao、“AI pioneers in investment management”、CFA Institute、2019年9月30日
2. William D. Eggers、Neha Malik、Matt Gracie、”Using AI to unleash the power of unstructured government data: Applications and examples of natural

language processing (NLP) across government”、Deloitte Insights、2019年1月16日
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構造化データと非構造
化データを利用、標準化

NP Lを用いた発見・分析
※ 1

構造化データの作成

バリューと優先順位の
決定

NL Gを利用したストー
リー・テリング

年次のポートフォリオ見直し※ 2
期間:2013年1月1日～2014年1月1日

パフォーマンスの見直し:

• Jane Johnsonの運用開始以降の
年率リターン（8.62%）は運用目
標（6%）を上回る。年初来のリ
ターンは16.6%。ポートフォリオはカス
タム・ベンチマークを5.63%アウトパ
フォーム

• 年率リターンの牽引役は株式投資
とコモディティ投資。両者を合わせて
全体のリターンの90%以上に相当

• 年初来、22のうち15の投資ファンド
がベンチマークをアウトパフォーム。国
内株マネージャーの運用成績が堅
調（8のうち5がアウトパフォーム。パ
フ ォ ーマンス最上位のフ ァンドは
GSMCX）

テーマとアクション可能な項目
• 2013年1月以降Johnson氏は多額

の手元資金を保有、アロケーション
は3%から16%に上昇。流動性ニー
ズとされる年5%を上回る

• ポートフォリオの投資対象は米国と
先進国市場に限定

• 運用開始以降、投資ポートフォリオ
の資産配分は大幅に変化。2013
年1月1日時点におけるアロケーショ
ンは、株式が25%、現金が20%、債
券が55%

衛星画像

国際企業のファイリング ニュース、原稿 位置情報データ

プライシング履歴 ブローカー・リサーチ 規制のコンテンツ

要約 テーマ 企業の認識 センチメント

抽出 タグ付け 同義語検索

データ 基準 言語 読み手

意図 次元 推測

企業 ソース ページ数 スコア 日付

図表1
NL Pプラットフォームにおいて非構造化データを構造化データに転換、NL Gはこのデータをストーリーに転換

※1：AlphaSense ※2：Narrative Science

出所: NLP/NLGソリューション・ベンダーとの意見交換、関連テーマの専門家との意見交換、デロイト金融サービス・センターの分析
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図表1は、NLP/Gを用いて投資データを精緻化するステッ
プを示しています。NLPの主要な機能は、非構造化データ
を転換して、アナリストによる利用や（AI判断エンジン等
の）プログラムによる解読が可能な構造化データにするこ
とです。NLPは、既知のパターンやデータ要素（日付、
ティッカー、数値、ディクショナリ、レポート表題コード等）
に照らしてデータのパターンを認識することによって、この機
能を実行します。プロセスの次の段階では、発見されたパ
ターンに基づいて新しいデータ要素が生成されます。この
段階では、データ・パターンのタグ付けとスコアリングが行な
われます。2種類のデータを用いることによって、システム上
で容易に理解できる図表の作成が可能になります3。

ある業種の主要企業による、過去10年間の四半期決
算報告のオーディオ/ビデオ・データを保有しているとしましょ
う。NLPは言葉の選択、トーン、表情のパターンを読み取
り、各社のデータ要素の間の関係に基づいて、テーマとス
コアを生成することが可能です。この段階でアナリストは、
情報をスムーズに活用すること、他のデータとの比較目的
や各有価証券の買い/売り/継続保有の推奨を決定する
目的において、AI投資判断エンジンにフィードすることが可
能です。精緻化の最後のステップは、言語や意図等の
NLGの特徴をデータに付与することであり、これによって、
人間が作成したように見える、全面的にデータに基づくバ
イアスのない言語を作成することで、機械はループを完成
させることができます。
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3. NLPソリューション・ベンダーとの意見交換

NLP/Gプラットフォームは多様な形で投資判断の3つの
分野にマッピング

このようなNLP/Gの基本的機能を理解した上で、このテク
ノロジーをどのようにして投資判断プロセスに適用できるの
か、掘り下げて検討してみましょう。プロセスのフェーズに応
じて、NLP/Gを異なる方法で利用することも可能です。取
引実行前の情報収集とキュレーション、AI がサポートする
取引のためのAI意思決定エンジンの管理、取引実行後
のポートフォリオ/パフォーマンスの報告が、NLP/Gによってサ
ポートされます（図表2）。

図表2
投資判断プロセス全体におけるNL P /Gの適用

出所: NLP/NLGソリューション・ベンダーとの意見交換、関連テーマの専門家との意見交換、
デロイト金融サービス・センターの分析

投資/取引実行前

データ・サマリーの作成

投資/取引

利害関係者に対する
AIベース・モデルの説明

投資/取引実行後

ファンドのパフォーマンス
分析

インプット 企業財務、経済指標、
代替データ等の指標

AI意思決定エンジンの
インプット/アウトプット

価格、保有状況、イン
デックス、経済データ

プロセス データの構造化、統合、
異種データソースからの
カスタム・レポートの作成

AI意思決定エンジンの
誘因を定量化、表現
するデータの分析

市場のコンテクストにお
けるデータの分析、リス
クの算出、指標の作成

アウトプット 構造化データのサマ
リー、機械解読可能
な大規模データ

トレーディング/投資モ
デルのロジックの説明

ファンド・パフォーマンス
の要因分析レポート



取引実行前のフェーズ

取引実行前のフェーズの目標は、投資アイデア
の発掘と評価になります。AIを活用しないアナリ
ストは、関連情報の特定、検索、整理、体系
化に多大な時間を費やします。450人のリサー
チ・アナリストを対象とする調査では、情報の重
要性を確認する上で、データの収集、理解に平
均3分の2程度の時間を費やしていることが確認
されました4。NLP/Gは構造化/非構造化データの
要約・統合、データに内在するテーマとパターンの
見極め、発見された関連性に対するスコアリン
グを行なうことによって、作業の大部分を代行し
ます。一方、リサーチ・アナリストも新たな機会を
生み出すテクノロジーの潜在能力を認識していま
す。上記の調査では、この先5～10年間で自ら
の役割が大きく変わると予想するリサーチ・アナリ
ストが45%に達しました5。

実際、テクノロジーが取引実行前作業の形を変
えることになると、多くの当事者が予想していま
す。AlphaSense、Sentieo、Yseop等の取引実
行前のフェーズにおいて経験豊富なサービス・プロ
バイダ ー は 、投資ア ナリス トに対し て SaaS
（Software-as-a-Servic e）のソリューションを提

供しています。NLP/Gのテクノロジーを柱として、
最近では、アナリスト・チームのリモート・ベースで
の共同作業を支援するアプリケーションの機能
向上に取り組んでいます。ユーザーは多様なファ
イル・フォーマットをフィードした上で、ファイル内の
データに基づいて標準レポート向けのパラメータを
設定することが可能です。図表3はYseopの自
動アウトプットの一例であり、直近10年間におけ
る同一業種15社の年次報告書が統合されてい
ます。アナリストにとっては、四半期データのフィー
ド、データ・フィールドのカスタム化、実行すべき分
析の特定が可能であり、また、テンプレートを保
存して将来的に向上させることも可能です。

これらのテクノロジーを導入することによって、アナ
リストが情報の重要性を認識する前の段階で
データの収集や理解に費やす時間は、大幅に削
減される可能性があります6。アナリストが分析に
時間を費やすことに変わりはありませんが、有益
な情報となる可能性の高いデータが分析の中
心となるでしょう。採掘にたとえると、アナリストが
評価に時間を費やす前段階で、NLP/Gは鉱石
を濃縮する精錬ステップを行なうことになります。

4

450人のリサーチ・アナ
リストを対象とする調
査では、情報の重要
性を確認する上で、
データの収集、理解に
平均3分の2程度の時
間を費やしていることが
確認されました。

図表3
特定業種の財務実績の概要（機械による作成例）

出所：Yseop

4. FundFire、“Managers ready more automation, AI and data science for 2020” 2021年1月28日にアクセス
5. CFA Institute、“Investment professional of the future,”、2019年5月
6. FundFire、“Managers ready more automation, AI and data science for 2020”



投資判断のフェーズ

このフェーズの目標は、買い/売り/継続保有の判断になります。これは
NLP/Gの役割ではなく、ポートフォリオ・マネージャーが直接的に、あるい
はAI意思決定エンジンの助力を得て行なうものですが、AIが推奨する
投資判断のストーリーを描くという形で、NLP/Gが役立つ場合もありま
す。投資エンジンを含むAI意思決定エンジンの誘因を説明するために、
独自の技術を用いて一連のショックやストレステストをデータに適用し
ます。また、NLP/Gはインプット・データと意思決定データを合わせて処
理することによって、潜在的な反対要因を含めて、意思決定を説明
する偏りのない標準的レポートを作成することができます。一方、ポー
トフォリオ・マネージャーはこのストーリーを利用して、取引を検討、承認、
却下することや、AIの意思決定アルゴリズムを管理、更新することが
可能です。運用会社側では、ポートフォリオ・マネージャー、顧客、規
制当局に対して取引の誘因や背景を報告するために、利用すること
ができます。

また、各運用会社においては、このテクノロジーを利用することによって、
取引のアルゴリズムを理解、コントロールしていることを顧客や規制当
局に対して示すことや、取引の背景を客観的に説明することが可能
になります。このフェーズにおいては、投資判断を直接行なうAIコンポー
ネントとは対照的に、NLP/Gは意思決定をサポートするテクノロジーとし
て機能します。
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これはNLP/Gの役割ではなく、ポートフォリ
オ・マネージャーが直接的に、あるいはAI意
思決定エンジンの助力を得て行なうもので
すが、AIが推奨する投資判断のストーリーを
描くという形で、NLP/Gが役立つ場合もあり
ます。

取引実行後のフェーズ

NLP/Gのテクノロジーが最も成熟しているのは取引実行後のフェーズで
あり、一部の大手運用会社では既にアプリケーションの利用が始まっ
ています。ポートフォリオとインデックスのパフォーマンスは当然ながら構
造化データであり、NLP/Gエンジンはこれらのインプットを用いて、パ
フォーマンス要因分析レポートや投資家向けの定期報告書を簡単に
作成することができます。このテクノロジーの影響によって、パフォーマン
ス・アナリストの役割は変わるとみる向きも多く、5～10年後には現在
の役割が存在しなくなると予想するパフォーマンス・アナリストは、19%
に達しています（全ての投資プロフェッショナルの役割の中で最高水
準）7。投資ポートフォリオのパフォーマンスと戦略に基づくレポート作成
のタイミング、正確性、コストは、NLP/Gによって改善される見通しです。
これらのアウトプットのプログラム的な性質とNLGの機能を組み合わせ
ることによって、顧客に対してオン・デマンドの報告書を作成することも
可能です。図表4のポートフォリオ・コメンタリーは、NLP/Gのテクノロジー
を利用して機械的に作成され、該当期間の終了後、速やかに投資
家に提供されたものです。

図表4
ポートフォリオ・コメンタリー・レポートの一例

7. CFA Institute、“Investment professional of the future”



NL P /Gプラットフォーム導入に際してのスタンス

資産運用会社にとって、NLP/G導入の潜在的
なメリットを実現させる上で、戦略的なビジョンと
人材戦略の見直しがプラスに作用する可能性
があります。定着するまでに長い時間が必要で
すが、短期的な目標と長期的な目標をバランス
させることによって、初期の導入を推進することが
可能です。先進的な事例を見る限り、テクノロ
ジーを脅威ではなく成功要因と位置付けるなど、
人材戦略の刷新を通じて、NLP/Gは最適な形
で導入されています。

多くの場合、導入に際して経営陣の理解が重
要になります。課題に立ち向かい、運用チームに
テクノロジーを統合するためには、最高投資責任
者とポートフォリオ・マネージャーの関与が必要に
なります。NLP/G導入の目的が真の意味で共有
された組織では、協調的な形で導入を推進す
ることが可能になります8。テクノロジー、投資、
データサイエンス、ストラテジーの各チームが密接に
協調することによって、NLP/Gの導入が後押しさ
れることになります。

人材戦略においては、以下の４つの分野が
NLP/Gの長期的な成功に貢献する可能性が高
いようです。

採用とトレーニング
重要なポジションには、経験豊富なデータサイエ
ンスのプロフェッショナルを配置します。初期のAI
推進者は、数学や先端物理学等のスキルを有
する人材を採用してきました9。新しいアナリスト
には、コーディングとAIアプリケーションのトレーニン
グを要求します。

チーム編成
小規模なチームからスタートして、AIの主な利用
目的をルーティーン/反復作業の自動化とします。
イノベーションを促進するために、チーム内に多様
な専門性を採り入れます。アナリスト、テクノロ
ジー、投資ストラテジストのスキルを備えた「スー
パーチーム」の形成に取り組みます10。

パフォーマンス・マネジメント
アナリストの範囲の管理からテクノロジーを用いた
イノベーションへと、インセンティブの転換を図りま
す。スキルと経験をベースに、投資プロフェッショナ
ルの再配置プロセスを管理します。チームにAIを
導入することを念頭に置いて、プロセスとパフォー
マンスの管理方法を調整します。

文化
サービスとしてではなく、投資チームのビジネス・
パートナーとしてテクノロジーを捉えるよう意識改

革を図ります。投資チームの全メンバーに対して、
定期的なトレーニングとスキルアップを行なう文
化を定着させます。

ある大手資産運用会社はNLP/Gを導入する過
程で、これらの原則を数多く取り入れています。

この会社の経営陣は、投資グループ全体にデー
タ・サイエンティストを配置し、ジュニア・レベルの
ポートフォリオ・マネージャーやアナリストの採用要
件にコーディングやアナリティクスを加え、既存の
投資スタッフに対してもスキル取得の機会を提
供することによって、投資チームの中で時間的余
裕を生み出しました。新規採用に関しては、ファ
イナンスの分野のみならず、コーディングやアナリ
ティクスの専門性が期待される物理学等の分
野の学生にも、アプローチするようになっています。
また、希望者向けにトレーニング・プログラムを用
意し、これまで、合計75人の投資スタッフ（アナ
リスト、ポートフォリオ・マネージャー、トレーダー）に
トレーニングを提供してきました11。人材とIT戦略
は表裏一体であり、長期的な成功を目指す際
に、IT戦略を推進する組織的能力は人材によっ
て開発されます。
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テクノロジー、投資、データサイ
エンス、ストラテジーの各チーム
が密接に協調することによって、
NLP/Gの導入が後押しされる
ことになります。

8. Cao、”AI pioneers in investment management”
9. FundFire、“Point72, Two Sigma: How to build an elite data team,” 2021年1月28日にアクセス。
10. Volini et al., “Superteams”
11. FundFire、“Managers ready more automation, AI and data science for 2020”



資産運用会社が進む道

現在、資産運用会社は重要な段
階に差し掛かっています。NLP/Gプ
ラットフォームを導入することによって、
今後数年間の競争優位性を獲得
できる可能性があります。デロイトが
最近実施した調査では、金融サー
ビスを導入している企業の86%が、
この先2年間の事業の成功におい
てAIが非常に重要、あるいは決定
的に重要になると予想し、資産運
用会社の回答者と同様の結果と
なりました 12。調査対象の資産運
用会社の半数以上が2021年に導
入を検討するなど、NLP/Gプラット
フォームは有力な第一歩になりえま
す13。

NLP/Gは投資判断プロセスにおける
３つのフェーズを非常に異なる方法
でサポートするものであり、どのフェー
ズにおいても、このテクノロジーを独
立して導入することが可能です。
NLP/Gを導入した運用会社は投資
機会を早期に特定して、運用体制
の効率を改善できるかもしれません。
取引実行前のフェーズにおいてアナ
リストがデータ収集に費やす時間を、
投資対象の拡大や既存のカバレッ
ジ企業に対する分析の充実化に、
振り向けることが可能です。

効率性が改善される結果、アナリ
ストは非常に有力な投資アイデア
を見極めることで、場合によってアル
ファを増やすことも可能かもしれませ
ん。投資のフェーズにおいてNLGエン
ジンは、運用会社がAIに裏付けら
れた意思決定をブラックボックスとし
て扱うのではなく、その背後にある
根拠を伝える際に役立ちます。運
用会社が既存の意思決定アルゴリ
ズムを継続的に改善し、新たなアル
ゴリズムを構築する際に、この機能
は役立つ可能性があります。最後
に、取引実行後のフェーズでは、
NLP/Gエンジンを用いて、何日もか
けて手作業で作成していたコメンタ
リーを、必要に応じて数秒でパフォー
マンス・データから作成することが可
能になります。

結論
テクノロジーの最大のメリットは、大
量のデータを瞬時に処理できること
です。投資プロセスの取引実行前
後のフェーズにおいてNLP/Gを導入
する上で、困難な前提条件は存
在しません。多くの運用会社はAIの
活用に踏み切り 、各フ ェ ーズに
NLP/Gのテクノロジーを導入すると見
込まれます。投資判断の段階にお
いては、AI意思決定エンジンのアウ
トプットを説明するツールとしておそ
らくNLP/Gは最適であり、多くの場
合、AI意思決定のサポート機能の
開発と合わせて導入されています。

運用会社が投資業務のデジタル
化を進める中で、経営陣は従来に
も増してAIテクノロジーに注目する可
能性が高いでしょう。アクティブ運用
の中核に位置付けられる投資判断
プロセスを再検討する際に、NLP/G
が重要な役割を果たす可能性があ
ることは、心強い限りです。
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12. Ammanath、Jarvis、Hupfer、”Thriving in the era of pervasive AI”
13. デロイト金融サービス・センターによる2020年資産運用会社向けサーベイ

• アナリストが取引実行前のフェー
ズにおいて効率よく投資アイデア
を評価できるように、自然言語処
理/自然言語生成（NLP/G）の
機能を用いて、さまざまな情報源
から構造化/非構造化データを集
約、標準化することが可能です。
アナリストにとっては、データ収集
に費やしていた時間を節約して、
代わりに有益な情報となる可能
性の高いデータの分析に注力す
ることが可能になります。

• このテクノロジーを用いて、AI意思
決定エンジンが推奨する投資判
断の背景要因を、人間の言語で
説明することが可能です。顧客
向けのコミュニケーションおよび規
制報告の目的や、アルファ創出
のためのAIの意思決定アルゴリズ
ムの改善の目的において、この知
見を活用することも可能です。

• 運用会社はNLP/Gエンジンを利
用して、オン・デマンドのパフォーマ
ンス要因分析レポートや投資家
向けの定期報告書を作成するこ
とが可能です。メリットとしては、
投資ポートフォリオのパフォーマンス
や戦略を説明する報告書の作
成が挙げられます。

• NLP/Gの導入に際しては、テクノ
ロジーを脅威ではなく成功要因と
位置付けるなど、人材戦略の刷
新が必要になります。長期的な
成功の可否は、適切な人材の
採用と教育、部門の垣根を越え
た 「 スーパーチーム」の結成、パ
フォーマンス・マネジメントの軌道
修正、テクノロジー志向のマインド
セットの普及という、４つの側面
に依存する可能性が高いようで
す14。

• 金融サービスを導入している企業
の86%が、この先2年間の事業の
成功においてAIが非常に重要、
あるいは決定的に重要になると
予想し、資産運用会社の回答
者と同様の結果となりました15。

• 調査対象の資産運用会社の半
数以上が2021年に導入を検討
するなど、NLP/Gプラットフォームは
有力な第一歩になりえます16。

要点

14. Erica Volini et al., “Superteams: Putting AI in the group”、デロイト・イン
サイト、2020年5月15日

15. Beena Ammanath、David Jarvis、Susanne Hupfer、”Thriving in the
era of pervasive AI”、”Deloitte’s State of AI in the Enterprise, 3rd
Edition”、デロイト・インサイト、2020年7月14日

16. デロイト金融サービス・センターによる2020年資産運用会社向けサーベイ
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