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巻頭言 

リアルオプションの実践とユースケースの蓄積を 
 

長谷川 専 
日本リアルオプション学会副会長・株式会社三菱総合研究所） 

 

1. はじめに 

私とリアルオプションとの出会いは 2000

年に出張中のニューデリーで川口有一郎先

生からいただいた「リアルオプションのテ

キストを一緒に翻訳しませんか？」という

一本のメールでした。この翻訳を契機に数

多くの関連文献を読み漁りました。 

そこには「先行き不透明なら先送り」、「小

さく産んで大きく育てる」など、わが国の

従来型意思決定を支持する含意が理論的に

多数導かれていることに大変驚きました。

リアルオプションを究めることで、わが国

が自信を取り戻し、また、理論的にチュー

ンナップされた戦略的意思決定で更なる飛

躍を遂げられるのではないかと大いに期待

を膨らませ、心躍る思いをしていました。 

そのような折、高森寛先生からお声掛け

をいただき、設立時から日本リアルオプシ

ョン学会に携わることになった次第です。 

 

2. 産業界での低い認知度は難解だから？ 

リアルオプション理論は実物資産を生産

要素とする事業会社にこそ有用なはずです。

しかし、本学会に携わる中で、産業界での

認知度がかなり低いことが分かりました。 

確かに理論で用いるツール（特に連続モ

デル）は、産業界に身を置く者にとっては

難解でとっつきにくい。だから適用実績も

少ないのだという意見もあります。しかし、

例えばデリバティブ取引に携わる者全員が

B/S 式を完全に理解しているでしょうか？

有用性が認識されれば、学界に理論を委ね、

産業界はこれを実践し果実を獲得しようと

します。リアルオプションも同じはずです。 

 

3. 実践とユースケースの蓄積を 

産業界での認知度を高め有用性をしっか

り認識してもらう。そして、産業界での実

践を進める。その中で、新たなテーマが学

界に提示され、学術研究がさらに有用化、

高度化していく。この正のスパイラルを生

み出す起点は、学界と産業界の会員で構成

される本学会こそが担うべきと考えます。 

起点の起点は、産業界会員と学界会員が

密にコミュニケーションを図り、産業界が

関心ある課題やテーマを学界会員に提供す

る。学界会員はこうした課題やテーマに関

する研究を積極的に実施し、分かりやすく

実践可能な成果を産業界に還元する。産業

界はこれを実践しユースケースの蓄積を図

る。こういうことなのだろうと思います。 

 

4. おわりに 

本稿で示した考えはアイディアレベルで

す。もっといい方法もあるはずです。リア

ルオプションの実践とユースケースの蓄積

が図られるよう、是非、衆知を結集させて

議論できればと思っています。そしていつ

か、かつての期待を現実のものとし、皆さ

んと一緒に心躍らせられれば最高です！ 
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