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高まる存在感
ンプ氏が掲げ る「強L :!米国」へ
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マネジャーが乱高下する株価の

建設関連株に向かわせる。米金

利高で内安・ドル高も進み警日

r

「30年相場をやってきたが、こ

圃セブン&アイ
「100白プうン」試練
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トランプ相場が来た
10日午前9時す ぎ、国内大手

RAiF

本株も急&に

んなにねけめ分からない相場は

押し上げた。

′

トランプ氏への期待先行がも

(初めてだ」。頭を抱え、こう漏

L :f ,
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たらしたリxクオ>。だが》そ

、らす。8日の米大鹸領選を受け、

れは本当のトランプ相場の姿な

乱高下した「トランプ相場」h＼

iトランプ・ショ ック『

のだろうかo'

ら受けた衝撃は大きかった。

l冒メキシ当ぺソを直撃

中南米に混乱の芽

過激な言動半現政伽円真っ向

園トヨタに北来リスク

から対立する政策で「異端」と

「保護主義、通貨安競争、世

される共si=I党候補ドナルド・ト

界の低成長。トランプ氏の勝利

回金融・防衛株追い風

ランプ氏。その番狂わせの勝利

で流れがより強まった」。HS

園市場参 加者泣き 笑い

'に、民主党の ヒラリー・ク リ・ン

BCの米チーフエ{コノミス、卜、

トン候補の勝利を予期して油断

ケビン・・ローガ ン氏はむしろ身

】していた市場は驚いた。ー

日経平均
株価

開票が進んだ日本時間9日午
8 吟 半 ) す ぎ 。 、 トランプ氏優位
、の第一報が伝わると、みるみる

08642

前10時半(米東部時間8日午後

*える。環太平洋経済連携協定

「2020年に『Cal exit』を1」。

(TPP)の撤退を掲げるトラ

英国の欧州連合(EU)*(‑B

ンプ氏。自由貿易だけでなく、

『exit)決定に続くj=うに:.,カ

米主導の安全保障など様々な国

リフォルニア州で米国からの離

際システムが揺さぶ&れる。

脱を目指すリベラル派がデモを

うちにリスク回避の動きヵ袖日速

財政も章うい。トランプ氏の

̲した。わずh,s時間で日経平均

政策は寿後10年間で5.3鹿ドル(約

株価は1000円急落し、円相場も

560兆円) の財政赤字になると

1ドルk= 105円前後から101円台
に急騰した。
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繰り広げる。社会不安が広がゎ、
市場に影帝落とす。

欧州でほ、極右政党「ドイツ

の試算もある。これを手hiかり

のための選択肢(AfD)」の

に「悪tz＼米金利 高」が意識され

べヘトリ窒蔽が「歴史的なチャン

れば米国売りになる。日本には

;z,だ」とつぶやいた。 世界で「ポ

円高の波;<)<押し寄せ6;,

ピ ュ リ ズ ム の 政 治 刀 ス ク 」 (米

これを契機に、9日の米市場

という相場だ」.。JPモル#;ン

とこ弓が事態は再び一変す

は想定外の動きに転じる。ダウ

・アセット・マネジメントの重

すでに混乱の芽は見え始めて

「全てのアメリカ人の大統

工業株30種平均は急伸 し、11臼

見 吉 徳 氏 は 指 摘 す る 。 「トラン

いる。メキシコのカルステンス

領になる」。日本時間10目夕(現

まで連日七過去最高 値を更新。

プ相場」に乗った市場では、コ

中央銀行総裁は9日早朝丁必要

地時間9日未明).、笑顔のトラ

米国1Q年債利回りは10カ月ぶり

ンピューターの自動取引も暴走

な措置をとる」と発言、通貨べ

ス」のプラスの面だ@)‑を鹿て急

ンプ氏が丁異端」を封印し、現

の2%台に乗せた。日経平h

を始め「もう手を出せない。金

ソの史上最安 値の更新に個 幾感

騰した。だが具体的な道筋は不

実主義者の一面を尭せると、市

10日、前日の下げを一掃し、円

Ji]も株もドルも上がるのを見守

を簾らせた。

場関係者は安堵したj

相場も約3カ月半ぶり安値の

るしかない」

る。

「今より

底はない」。一独アリアンツの経

済顧問モ/＼メド・エラリアン氏

はこう確信したという。

106円台後半まで下落した0
「ト ラン プ氏 の政 策が いウ カ)
実境すると考R.、t取りしよう

(外国銀行の為替

ァィーラー)状況に陥った。

財政出動によるインフラ整

備、 金融 規制 の緩 和… …。トラ

r未国面二主義」 透明で、新しい米国の姿は見え
ない。1月20日の就任式から任

ねないブラジルなど南米の新興

期は4年。高まる不確実性を前

国通貨も斗斉に売られた。

に之市場の警戒は解けない。

米社会の分断も深刻だ。

トランプ氏勝利で円相場は
5円以上下落

米大統領選の結果が確定した
9日以降、円相場は一時1ドル=

107円近辺まで下げ、.3カ月半

としては過去最大だった。

開票中の9臼、円相場もリス

2回避で一時101円台前半まで

れが未国Q)株価と長期金利の
上昇を誘ったからだ。

ダウ平均は5日続伸し、週間

ぶりの安値を付けた。>K長期金」』・した。だが、リ̲スク回避oの上昇率は5%強と約5年ぶり

動きがいったん後退し、政策瀋こ

の大きさだった。

にダウ工業株30種平均も3カ月

目がbき始めると、 一気に円安

gを羽灘かり に10日の日経 平均

ぶりに過去最高値を更新した。

利は2%の大台を回復し

;1.0日

会円高

100円(ドルあたり)

米長期金利上株ダウ最高値更新

相場はまずr;'トランプjミク

めhおりで経済が打撃を4けか

譴

円.,‑ 106円台にJl=j、洛

ピムコのスコッド・マザー氏)

が連鎖する。
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安材料であることに納得いか

ず、市場は「円安一・株高の耐
は や や 行 き 過 ぎ 」 (SMBCB

102

興証券の野地慎氏)と警戒する
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声が上がる。

ト5'ンプ氏が掲げる政策は円
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安番もた白すものばかりではな

暑円安

い。主張する政策をすべて実行
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に移す可能性は低いとはいえ、

ただ、足元の 円相場は下げ 渋

鳴りを潜めている強硬姿勢がい

「輸出企業ばよる円

つまた顔を出すか不透明だ。リ

貿い・ドル売りが待ち構えてい

スク選好に覆い隠されていg>も

1i日も続伸し、 今週のダウ平均

'株高が進んだ。トランプ氏は株価は1092内高と急反発し、1
インフラ整備のための財政出動
万7300肖台を回復。H日も小幅

た」(みずほ証券の鈴未健吾氏)

のの、不安は根深い。

は959ドル上昇しく週間の上げ幅

や大規模な減税 を掲げており、

うえ、 「 ト ラ ン プ 大 統 舶 が 肖

続伸した。

一方之円晏な

っている過

(湯田晶之)
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日経%リタス

トランプ相場が来た

大型減税之米国再生へ賭け
市場の焦点はトランプ氏が掲げる政策の実現性だ。

大型減税・巨額インフラ投資・国内産業の保護一一。

]

「偉大な米国」を取り戻せるのか。失 敗に終わるのか。

o

経歯チームの人選が試金石となるj今後を展望する。
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財政は悪化懸.Z、
経済チームの顔ぶれ焦点
トランプ>!<次期大統領は 「米国を再

び偉大に」と訴え、格差拡大に不満を

幅〉

j

E
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間層の家庭(子ども2人の場合)では、
35%もの大幅減税になるという。

募らせた人たちの圧倒的な支持を得

税制の抜本改革はオバマ政権下では

た。次期鯖の生命線は、格差縮小に

野党典和党が議会の多数を握る「ねじ

結びつく経済成長力の底上げと雇用拡

れ」のために進展し6:かった。今回、

大だ。米市場は財嘲広張路線を好感し

大統領選と同時実施の議会選で上下院

J
写真iZAP、Getty Images

「&高・債券安・ドル高」で応えたが、

とも共和党が多数勢力を保ち、これが

入していると主張。就任初日に北米自

規制改革法)の廃止をうたう。規制緩

成否は見えない。財政悪{LVズクをは

解?6された。共和党は「小3な政府」

由貿易協定(NAFTA)の再交渉や

和の期待が銑哩の米金融株上昇の一因

らみ、保護主義的な側面ヵ七世界経済の

を志向する。トランプ政権下、共和党

環大4洋経済連携協定(TPP)から

だ。ただ、共和党内には巨大金融機関

足を引っ張る可能性もある。高リズク

はトランプ氏の極端 な政策の歯止6役

の脱退を宣言するという。j中国を為替

の解体論も根強く、金融システム論や

の「トランプノミクス」を点検した。

としても期待されるが、税制は協力し

操作国にも指定し、同国などからの輸

規制議論の行方には注意が

100日で税制抜本改革

抜本改革を進めるチャンスがある。

入品に高関税をかける考えだ。

必要だ,i;'

金融政策の先行きはどうか。トラン

問題は急激な減税戻税収が落ち込み

最大の経済国がそうした行動に出れ

プ氏は米連邦準備理事会(FRB)が

トランプ氏は今後10年で米国の実質

かねない9議会との調整過程で、減税

ば、世界に保護主義の流れが一気に広

オバマ政権を支えるために金利を超低

経済成長率を最終的に4%に高め、

幅や対象など当初案からの修正も予想

がり、貿易が冷え込みかねない。議会

位に維持していると主張し、イエレン

2500万人に及ぶ雇用を新たに創出する

される。消費や投資の刺激効果を過大

の共和党が歯止 め役となり、極 端な路

議長を再任しない意向を示したことも

野心的な目標を掲げる。

に見積もることは危険かもしれない。

線をどう軟着陸6せるかが問われる。

ある。トランプ氏の政策顧問は選挙後

大きな柱は「トランプ減税」だ。政

インフラ投資も看板の1つ。老朽化

権発足から100日以内の立法化を目指

が叫ばれる米国で喫緊の課題だ。 10年

すという。まず主要国で最も高いとさ

で1兆ドル(約106兆円)の投資を見込

規制の緩和・撤廃も重点分野だ。消

れる法人税率を35%から15%に引き下

む。こビでも財政悪化が大きな懸念材

費者保護や不正防止、環境配慮と面立

らかではない。2人分が空席のFRB

ijるO アップルなどの多国籍企業が高

料となる。民間資金を取り込み、米財

させつつ、副作用の強い規制をなくし

理事人事とも絡み、予測は難しい。

税率を嫌い税率の低い海外に巨額の資

政に過度な負担をかけないというが〈

ていけ眠長い目でみて経済成長の底

金をなめ込む問題にも手を打っ。10%

具体的な手法はみえないj

上げにつながる可自生を秘める。

の特別税率を設け、国内に 資金還流を

規制緩和で成長底上げ

焦点の金 融規制で は、共和 党はオバ

財政悪化と並ぶリスクは、適商問&。

促す策だ。所得税では中間屑を意識し、

自由貿易協定が工場や雇用の海外流出

マ政権が金融危機後の再発 防止の柱と

大胆な減税策に踏み切る。代表的な中

を招き、海外から不当に安い製品が流

してきたドッド・フラング法(米金融

=
詳細

取り組み
成長強化策の柱として、1〔

に立法イE

中間層世帯に35%の減税
進策業
促政産
の商廃一

資通噛鉾

減ラ一和ネ倍一
なフ第媛工尺
雪田
申ン国制内心一
大イ米規國一

税投の

法人税率を35%から15%に下げ

10年間で1兆ドルのインフラ投資

雇用流出を防ぐため、貿易協定を
米国有利に見直し

中国やメキシゴ製品に高率関税も

金融政策維持を望むのか基 本姿勢は明

政治経験のないトランプ氏にとって

政策の成否を占うカギが経 済チームの
顔ぶれだ。焦点の銅務長官人事を巡り、
政瞳移行チームがJPモルガン・チェ
ースの最高経営責任者(CEO)、ジ

と報じられた。だiJ<、民主党支持者で

10年間で成長率を4%に引き上げ、雇用を2500万人創出

10%の特別税率で多国籍企業の
海外資金を還流

利上げ路線を容亭す るのか、超低位の

ェイミー・ダイモン氏を検討している

、トランプ新大統 領の経済政策は米 国再生につながる のか

C

「辞任を求めていない」と述べたが、

100日以内に官民協力での整備促進
に向けた法律を立法化

市場の反応など

議会共和党の協力を得られれば、
早期実行も可能
当面は米株高・債券安・ドル高要
因に

民間棘釜の活用廼財政中立をうた
うが、財政悪化も
米株高‑債券安要因に、財政悪化
qら「米国売り」も

もある同氏は就任に消極的とされる。

共和党の下院議員、ジェブ・ヘンサリ

ング氏(下院金融サ ービス委員長)や、
トランプ陣営の財務責任者を務めた元
米ゴールド7

ン・サックスのスティー

ブン・ムナチン氏らの名前も取りざた
されるが、有力候補をまだ絞り幼れて
いない坩能性もある。

オバマRが2008年に大統領選に勝利
就任初日にNAF「A再交渉‑TPP

脱退を宣言、中国を為替操作国
に指定するよう指示一

保護主義が広がるおそれ、長期的
には米株安要因に

した際、金融危機への対応で、20日後
には財務長官にガイトナー氏を充てる

などの経済チームの陣容を発表した。
規制の徹底的な見直し、オパマ
時代の金融規制を大幅に緩和へ
の

シェールなど石油・天然ガスの生産

・利用を促進、石炭産業も振県

するよう要求
就任初日に、エネルギー産出を巡
る制限を撤廃

過剰幽制の解消が進めぱ、米株高
要因に
エネルギー株に追い風、再生可能

エネルギー産業には逆風も

市場は今回、日月24臼の感謝祭までに
固まるかどうか気にかける。不安定さ

の残る市場を安心させるためにも、財
源の裏打ちのある経済対策を早期にま

とめられる人材を配置する必要があ
オパマケアの撤廃、新たな仕組み

の導入

100日以内に関連法を立法化

一新たな仕組みの実現には時間も、

ヘルスケア株に不透明感

る。

「トランプ大統領」」ことって最初

の試金石となりそうだ。
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トランプ相場が来た

「トランブノミクス」で世界経済どうなる
米大統領選後の金融市場吠「トランプ大統領」を歓迎するかのようにドル

市扁平は楽観ムードが広がる。だが、トランプ氏の政策が数多く抱える中長

高・株高が進んだ。事前に懸念された波亙相場とはならず、ひとまず世界の

期的なリスクは梢えていない。寿後の世界経済の予想シナリオ会点検した。

一主義」を掲げるトランプ氏の諸政策

財政テコに景気拡大、円安も
シナリオ

ンドが生まれる可能性がある。

I

資源価格の土昇や世界経済の拡大が

は基本的に「内向き」で、世界経済に
とってはしばしば有害ですらある。ト
ランプ氏;6<今後も極端な言動を続けれ

業は16年4〜9月期決算で想定為替レ

ば、市場の嫌気を招き、運用リスクを

ートを1ドル而100〜105円に修正し禿

。

手控える動きが広がる。当面は相場の
変動率(ボラティリテ;(ー)が高い伏

水準を上回る内安に なれば企業業績の

況が続きそうだ。

大統領選を終えた直後の市場の混乱

続けd,. 新興@の成長期待がさらに高
まる= 2{)16年は多くの新興国の株価;oi

今年度後半から来年 度にかけて、この

は懸念されたほどではながった。9日

堅調に推移してきたが、適度なインフ

大幅増益が期待できる。すでに「日経

に919円急落した日経平均株価は10日

レと金利上昇とともに経済成長が加速

平均株価は来春にも1万9000円に上昇

とになれば、 12月の米利上げ観測が後

には前日分の下落を上回る回復を見せ

することでグローバルな株高の素地が

する」

退し、円高・ドル安となって株安が進

大。中国やフランス、ドイツなど世浮

整うことiこなる。

マ′ネジメン トの小田誠志 リサーチ運用

むだろう。SMBC臼興証券の坏正嗣

部鉛との尭労が出ている。

株式ストラテジストは「日経平均の下

の主要国・地域の株式市場 の多くは選

米景気回復を伴うインフpで米金利

ZJi上昇すgと、日米の金jl)差が拡大し

挙前68日の水準を上回る。
「足元の市場はポジティーブシナリオ
を想定している」。三井住友アセット

マネジメントの市川雅浩シニア不トラ
テジストは指摘する。市場が特に期待

て円安・ドル高が進む。日本の主要企

世界経済の今後のシナリオ
短期的には…

を集めているのがインフラ整備など大

上げるだけでなく、h鋼9建設機械の

だ。

。続くとも言いにくい。例えば「米国第

中長期的には…
楽観シナリオ

インフラ投資や大幅減税

喜

f世界倫易が活発になり、i船舶な

i.‑4

どの需要が膨らみ海運市況も持ち直し

↓

株がけんglする形で世界的 な株高トレ

国内生産拡大、経済成長

[

米利.̲E けは緩やか。資源高

鴎など背景に新興国の経済成長
が加速する

日本は円高・株安

悲観シナリオ

原油安・新興国株安

,ポジティブシナリオが実現する一に

アなど参加国には逆風となる。

リスク回避姿勢強まり世界的株安

衛に向けて利上げせざるを得ないた

民排斥政策が修正されることが条件と

アジア各国・地域の2017年の実質国内

すでに米長期金利は急騰 し、節目の

なる。排他的な政策の現実味が増して

総生産[GDP)成長率予想を0.

l〜

2%を超えて1月以来の水準まで上昇

0.5%ほど下方修正した。竜沢俊彦投

している。これが新興国からの資金流

米国の国・地域別の貿易比率を見る
と̲トップは中国 で、カナダ、メキ シコ、

資情報部長は「東南アジア諸国連合(A

出 へ の 懸 念 を 呼 び 起 こ し て い 6 。 「国

SEAN)各国は米国向け輸出比率が

境の壁」に戦々恐々とするメキシコの

高く、影響が大きい」と指摘ずる。

通貨ペソは対ドルで最安値圏に急落し

日本も高い。これらの国々からの輸入

日本では自動車産業への影響が懸念

米国は急速なインフレ対応で利上げ
加速。新興国から資金流出懸念高まる

世界的な株高に

め、景気悪化に拍車がかかるだろう。

意識せざるを得なくなる。

貿易が停滞、成長鈍化。地政学リスク
も高まる

米財政不安高まりドル安、円高圧力拡大

野村証券はトランプ氏当選を受けて

くれば、$場はネガティブ5/ナリオを

労働力や投資が鍼少し、成長率低下

金利上昇と資金流入でドル高

保護主義が鶴1、新興国に打撃
は、トランプ氏の強烈な保護主義や移

いる。

喜

米金利が乱高下

iこ向かう」 ( 市 川 氏 ) 。 イ ン フ ラ 関 連

値メドは1万5200円程度」と予想して

TPP反対や移民排斥

米国需要増が波及し成長加速

米利上げ観測を巡り、

当面、金融市場が混乱責 るようなこ

悲観シナリオ

市場が不

↓

世界的な需要拡大につながり、資源価

格にも上昇圧力が増すことになりそう

(三井住友トラスト讐アセット

ただ、このままリスクオンモードが

トランプ氏の言動に振り
安ー

回され、金融
定に

規檎な財政出動だ。米国の景気を押し

た。灘国、マレーシア、インドネシア、・

米長期金利は急上昇している
2.4%

22

u
‑1.6

1.4

1.2

2b16j1

3

5

‑

ア

9

1

1

品に高(、関税がかげられる &:、j各国の

されている。ー米由が最大の輸出先であ

ブラジルなども軒並み通貨安の波がお

トラ:/プ氏のもとで米外交が機能不

産業は大きなダメージ番受ける。環太

わ、日産自動車(7201)などメキシコ

そった。 1990年代の通貨個幾で揺れた

全に陥れば、中国が南シナ 海での挑発

平洋経済連携協t {TPP)が発効さ

に工場を保有する企業も多い。日本の

国々の債券や通貨が売られている。

行動を強める可能性がある。日米安全

れなければ、ベトナムやオー又トラリ

輸出の柱である自動車が落ち込むと国

保障条約の見直しを 迫られ、米軍とい
う抑止力を失った日本は軍備拡張に動

米国と欧州連合(EU)の自由鍵易

と、関税引き上げなど保産主義的な措

かざるを得ない。そうなると日中関係

内景気の下振れリスクも増す。
AP

FT

24

すでに保護主義は世界にはびこっで

いる。みずほ総合研究所め集計ばよる

協定

6

4

米国は日中やカナダとの貿廟比率
が高い

o
a

(

日経ヴェリ【タス

、環大西洋貿易投資協

置が取られる朦は08年の金融危機以

の緊迫化という地政学リスクが表面化

中国

IP)にも暗雲が垂れこめる。

*、血界各国で4える傾向にある。米

する恐れがある。

カナダ

マルムスト[Jーム欧州委員(通商担当)

国を起点に保護主義がさらに高まるこ

はH日、トランプ氏勝利で交渉中断の

とは大きなリ^スクだ。

メキシコ

恐れがあるとめ認識を示した。

韓国朧■
フランス■■
インド■顯一

台湾簾簾
2016年9月時点、米国勢調査局の統計より作成

国益に直接関係しないリスクには関
与しないという婆勢のトランプ次期政

トランプ氏の勝利に触発されて、再

権の下、民族・宗派対立や交錯する中

保護主義的な政策は米国の景気にも

び欧州諸国でポピュリズムの波が吹き

東情勢が悪化する魃念もある。シリア

悪影響を及ぼし干うだ。移民排mは労

荒峠ば、世界的な株安の動きが広が

問 題 や 過 激 派 組 織 「 イ ス ラ ム 国 」 (I

働力の減少だけでなく、創 造的なビジ

りかねない。12月にはイタリアで政治

S)との戦いが長 期化すれば、原 油価

ネスを生む芽をつぶす。関税引き上げ

安定のため上院の権限を縮小する憲法

格や欧州の政治、経済への影響も連け

で世界貿易が低迷し、米景 気も悪化す

改正の是非を問う国民投票が実施され

られない。粗界での紛争抑止力が弱ま

れば世界経済は一段と冷える。急速に

る。来年4〜5月には7ランスの大統

り、中長期的に地政学リスクが各地で

米金利が上昇すれば、新興国は通貨防

領邇も控え、リスクは小さくない。

噴出する可能性が出てくる。
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握7]Uゴリヌ゛;Zi,顧
=Jンピューターで自動売買する「アルゴリズム取引」。

アルゴリズム取引の存在感が

米大続蜃選後の相場急変を招くなど負の側面も見られるヵi、

高まっている
∞oo億ドル

ヘッジファンド の運用資産は9 0兆円を超え市 場を席巻してい る。
人 か ら 機 械 へ の シ フ ト は ど こ ま で 進 む の か 。現状と雇望を読む。

80%

8000

相場ゆがめる懸念、規制強化も

70

ヘッジファンドの資産残高

7000

60

*ll
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'ill

4000

jl:r

3000
2000

随一40一30一20

90兆円超す規模に

一注文件数

アルゴリズム取引をする

6000

プログラムが即反心

東証の注文・約定件数に占める
アルゴリズム取引の比率

nlha

約掌件数

10
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米/>;ッジファンド・リサーチ調べ̲

o
2 0 1 0 $ l 1 1 [ 1 2 l 1 3 l 1 4 l 1 5 l 1 6

東証の高 速取引サ ービス経 由で出さ れた注文 ・
約定の比率

「フロリダ州でトランプ氏がクリン

フトするとみている」。米投資会社ブ

■アルゴリズム

ラック・ストーンの+.ニー・ジェーム

「問題を解決する
手続ぎを定式化したもの」を意味し、

なった。

トン氏より優勢になった」。米大統領
選の゛異変、を告げるニュースが流れ

ズ社長は今夏、こんな発言をしなとい

数学の公式がその代表例だ6 ;[T(情

るためのアルゴリズムが考案され、

たのは日本時間の9日朝10時半ごろ。

う。米ヘッジファソド・リサーーチによ

報技術)の世 界では、大ル ゴリズム

外国為替から原油まで多種多様な商

ると、アルゴリ ズム取引を手掛 けるへ

をコンビゴーターで処理できるよう

晶がプログラムによって自動的に売

にしたものをプログラムと呼ぶd

貿されている。

すぐに日経平均先物には大口の売り珪

文が集中し、それまで小高 く推移して

ッジファンドの資産残高はすでに約

いた相場は一気に下落に転じた。同じ

9000億ドル (約95兆円) に到達。 10年と

頃、外国為替市場では安全通貨として

比べで8割も増加したが、それでもま

円/＼の貿い注文が集まり、その傍らで

だ拡大 余地嶽 大きそ うだ,

米ドルやメキシコの通貨べ'ソに売りが

相場への影響力

殺到。相場は大荒れとなった。

i高速処理システム

l米大統領選でも

‑タイプは様々

トランプ大統領の誕生に備えてリス
クを回避する―ー。+連の売買はこう

ケットメーク」と呼ばれるタイプ。例

した目的によるものだが、取引の中心

えば、ある銘柄に10国円の貿い注文、

的な担い手となったのは人間のディー

1001円の売り注文を同時に出す。両方

3 ー や ト レ ー ダ ー で は な い 。 「『トラ

が成約すれば1000円で貿った銘柄を

ンプ氏が有利』という報道を引き金に

1001円で売れることになり、1円の値

注文を出すよう設定されていたアルゴ

ざやを稼げる。薄利多売型の戦略だけ

リズムが相場を動かした」。株や為替

に膨大な量の売買注文を繰 り返すが、

の市場関係者は口をそろえる。

相場の上『ドげを主導する 存在にはな

賞るアルゴ リズム取引 占注文会高 速で
処理する取引システムの導入が世界的

金融市場でアルゴリズムが本格的

人間め頭脳をコンピューターで再

に活用されるようになったのは

2000年ごろから。機関投資家が自ら

現する人工知能(AI)もプログラ
ムでつくられており、アルゴリズム

の大口売買で株価が大きく動くのを

ほその基礎になっている。投資用の

避けるため、数理モデルに従って株

AIは従来型のアルゴリズムに比べ

などの発注のタイミングや数量を分

て柔軟性が高く、 自ら学習して進歩

敬する仕組みとして利用するように

するものも開発が進んでいる。

P1東証の高速取引専用サ
ー ビ ス の サ ー バ ー 。ア

今や市場のメーンプレーヤーと言っ
ても過言ではないアルゴリズム取引だ
が、その内容は様々だ。まずは「マー

目にもとまらぬ速さで株などを売買

最哩宅は様々な投資戦略を実現す

掠二式 iルゴリ ズム取 引に活 用
されている

実際、eu前の10年5月6日には
アルゴリズム取引の大口の売岐注文が

アルゴリズム取引に対しては、警戒

これに対し、ニュースや経済統計の

引・金となt)、ダウ工業株30種平均が

感だけTはなく役割の重要性を指摘す

内容に反応し‑i‑瞬時に売買‑a;る「srべ

一時1000ドル近く急落する「フラッシュ

る専門家も多い。特にマーケットメー

りにぐい。

に進んだことを背景に普及してきた。

ント戦略」のアルゴリズム取引は相場

・クラッシュ(瞬時の急落)」がすで

ク型の取引は大量の売買を繰り返すこ

東京証券取引所が2010年 に稼働させ

を大きく動かしやすい。米大統領選の

に発生。米国では複数の取引所の注文

とで市場に流動性を提供し、相場のボ

た「アローヘッド」の場合、売買注文

際に存在感を示したのはこの夕イプ。

処理速度￨"が違う点を突き.:不当に利益

ラティリティーを低下させる側面もあ

の処理時間を従来の2秒から1000分の

チャートを分析して一定の節目を超え

を稼ぐアルゴリズムが問題になったこ

る。ただ、

2秒に短縮。今では10(jb分の1秒以下
になった。もはや分かりやすいニュー

&と相場の動きを加速きせるような売

左もある。

リスク管理のために取引をやめるアル

買をして;＼ボラティリティー(変動性)

スが投資材料となる 場合、結果を人間

を高めるタイプもある。

誤発注に追随?

英ポンド急落

「相場が大きく動いた際は

ゴ リ ズ ム も 多 い 」 (早稲田大学大学院
の宇野淳教授)。そうなれば流動性が

一気に枯渇し、相場の変 動性はいっそ

が確認して売買していてはスピード勝

様々なタイプのアルゴリjズムが普及

負に勝てない。東証では注文件数に占

し、株や為替など、の相場に対する影響

めるアルゴリズム取引の比率は7割程

力が高まっているだ砂に、ー般の投資

今年1Q月上旬に突如、英ポンドが急

世界の主要市 場では、アル ゴリズム

度まで高まってきた。

家や上場企業 の間では「ア ルゴリズム

落した際にも、アルゴリズム取引に対

取引に対する規制強化も進んでいる。

取引が相場をゆがめているのでは」と

する疑いの目が向けられた。その日は

欧州では18年1月lにアルゴリズムを駆

の懸念も強まうている。

ポンド売りの明確な材料が見当たらな

使して高速売買を繰り返す来者を登録

いにもかかわらず、早朝に10一

制にし、金融当局へ の情報提供を求め

L26ドル付近から1,18ドル程度まで瞬時に

る。日本も業者を登録制にする規制を

「きっかけは為替ディーラーの

導Aする方針だ。金融庁は「取引の実

「我々は人間のファンドマネジャー
から゛機械。のマネジャー番こ資産がシ

"アルゴリズム取引には様々なタイ プがある
l高速で割安な金融商品(株など)を買い、割高な商品を売って差益を得る
‑"

L」

"1市場に売り・買い両力の指し値注文を出し、両者の差(スプレッド)分

下落。

う高まることになる。

誤発注だが、追随したアルゴリズムが

態把握を容易にするのが目的」と説d

経済指標やニュースの発表後の短期的な相場の動きを予想し、瞬時
に売り債いのポジションをつくる

下 げ を 加 速 さ せ た 」 「欧州の要人発言
のニュースが流れ、'アルゴリズムが一

している。ただ、規制番強化しすぎれ

ばこうした業者が撤退し、 市場全体の

株価や注文状況を示す『板情報」から将来価格を予測して売買する

気にポンド売りに走った」。真相は不

流動性が低下しかねないとの懸念もあ

明ながら＼こんな噂が市場をかけ巡っ

る。

の利益や手数料収入を狙う

桜井豊著[人工知能が金融を支配する日jを晶に作成

日経弧1リタス 201 6.11.13
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＼戦場はAI投資判

断に柔軟性

処理する際に使ラ予定嶋機関投資家
の大口注文をまとめて出すと株価が大
きく動く恐れがあることから、これま

でも小分けにするためにアルゴリズム

大量データ分析、株価の動き予測

取引が活用されてきた。だが、AIを

市場を席巻するアルゴリズム取引だ

(AI)の開発だ。ディープラーニン

連想は従来型のアルゴリズムでは雖し

搭載するとコンピューターが自ら目

が、まだ万能とはいえない。「相場の

グ(深層学習)という先端技術を活用

いが、単謬卜つ 一つに特殊な値 理をす

時間後に株価が上昇する可 脂生が高い

潮目の変化を読む点で人間にはまだ及

し、リアルタイムでデータを更新し、

ることで同様の連想ができ あ手法が研

ので、ベースを速めて買い進む」とい

柔軟に投資判断を変化きせていく。

究されている。ある銘柄に関するポジ

った判断ができるよ゛うになる。

ばない」

(東京大学大学院の和泉潔教

授)ためだ。過去のデータからつくら

例えばニュースに反応して売買する

ァィブなニュースを分析し、関連する

三菱UFI信託銀行は今春、AIが

れたプログラムに沿って自動で売買し

アルゴリズム取引。欧州市場でホンダ

別の銘柄に貿いを入れるようなAIが

自動で売買するファンドを試験的に立

てしまうため、経験則が通用しない場

(7267)が売り上げを伸ばしていると
の 立 ユ ー ス を 人 間 が 聞 い た 場 合 、 「同

合、判断を誤りやすいという。

こうした弱点を克服すべく、金融機

様に欧州で強いキヤノン(7751) も好

関が力を注ぐのが投資用の人工知能

調では」という連想が働く。こうした

三菱UFj信託銀行のAlファンドの仕組み

L

株価や経済指標など大量の

‑分析結果から翌日の株価
の騰落を予測

データをA￨が分析.

U
株高との予測が出ると売って
いた先物を買い戻し、運用リス

日々データを更新・蓄積し、

株価の予測精度を向上

クを高める

アルゴ、個人にも広がる
FX会社は2 4時間サー ビス提供

登場するかもしれない。

ち上げた。投資先は高配当の日本株で、

AIを活用すれば、将来の株価を予

株価指数先物を来り建てて株価の下落
リスクを仙え、配当収入を狙うのが基

測する精度も上がる。

「ぜひ話を聞かせてくれないか」。

本戦略。ただ、相場の上昇局面では株

みずほ証券セールストレーディング部

高の恩恵を受けにくい。そこでAIが

の等々力昌彦氏には、同社が開発した

経済面標など大量のデータを分析し、

投資用のAIについての問い合わせが

翌日の株価の騰落を予想。株高との予

殺到している。同社のAIは気配値や

測が出れば、売っていた先物を買い戻

売買高など約8000種類のデータをリア

して運用リスク番高める。

ルタイムで取り込み、30分〜1時間後

2008〜15年度の:8年間で同ファンド

の個別銘柄の株価を予測する。人間で

を運用したとシミュレーションする

は瞬時に分析するのは絶対に不可能な

と、リーマン・ショックがあ3iた08年

データ量だ。

度4=>運用益を確保でき、年率平均リタ

このAIはまず機関投資家の注文を

プログラムはこの動きに瞬時に反応

ー ン は 9 % だ っ た と い う 。

ば、24時間自動で売買してぐれる。

し、ドルを売ってユ;.̲ロを貿い続けた。

もちろん、アルゴリズムが必ず利益

その後、ドルが急速に強含むとユーロ

を出してくれるわけではない。過去の

売りを出して利益を確定。相場が上下

勝率が高い戦略でも、足元の相場の基

するなか、基調の変化を読み取った。

調が変化すれば損失を出す恐れがあ

アルゴリズム取引が広がるのはへッ

伊吹氏は2006年に一般企業に勤めな

ジファンドなどプロの投資家だけでは

がら、FX取引を姶めた。当初は相場

だが、知識のないザ般の投資家が自ら

は「特性の異なる複 数の戦略を選び、

ない。個人投資家の中には、独自の知

観を頼りに取引したが、思うように収

プログラミングに挑戦するのは/＼ード

識を生かして自分自 身でアルゴリズム

益 を 得 ら れ な か っ た 。 「大学院で学ん

ルが高い。インターネッート証券やFX

資産を分散するのが重要」と指摘する。
1現時点で各社が個人向けに提供する

取引のプ6グラムを構築する゛猛者。

だ物理学の知識を生 かし、相場を予測

会社のサービスを試すのも一手だ。

アルゴリズム取引に、最新のKIを搭

もいる。

「米大統領選の口も相場の急変動に

惑わされることはありま4‑んでした」。

個人にも広がるアルゴリズム取引。

る。セントラル短資FXの桜井景介氏

できないか」と考え、プログラムを自

アヴァトレード・ジャパン(東京・

主作成した。住に活用する6は相場の

港)やセントラル短資FX(同)など

載のプログラムは複雑」という技術面

血れに沿って取引するプログラ春だ。

のFX会社では「ミラートレーダー」

の課題と、 「自動で戦略を修正して取

9日午前の東京外国為替市場。激戦

と呼ばれるシステムを提供する。数千

引方法を見直すのは投資助言の域を超

外国為替証拠金(FX)取引の自動売

載 し た も の は ほ と ん ど な い 。 FA I g:

買プログラムを開発した$人投資家、

州でトランプ氏が優勢と伝わると、ド

種類の戦略の中から、過去の運用成績

えている」という規制面の課題がある

伊吹宗治氏(36)はこう話す。

ルは対円や対ユーロで急落。伊吹氏の

などを参考にプログラムを選択すれ

とされるためだ。

Al、人間より 効率的に運用

リスク低減<＼手法を多様化

RPテック取締役

いる。だが、AIを金融取引に活用す

米ゴールドマン・

ラを整え、人材を獲得してデータを購

の桜井豊氏投資の

る動きはまだ発展途上の段階だ。AI

サックス・アセット・

入しなければならないためだ。グロー

世界に人工知能 (A

を深く理解する人間が金融機関に少な

﹂

マネジメントの株式

バルに投資し、 一定の規模を維極する

I)を活用しようと

いからだ。実際に投資や運用の現場で

リサーチ共同責任者

ことも必要だ。先行者利益は大きい。

h.,.̲する動きが急速に広

AIを活用する塔合、AIの知識と金

の畢訪部貴嗣氏銘

日本勢も急ぐ必要がある。

がっているのは、中

融市場の理解を併せ持った人材が必要

柄を選粗して市場平

コンピューターでの運用は2007年に

側支術である「深層学習(ディープラ

均を上回る成績を目指すアクティブ運

一度、壁にぶち当たった。いわゆる「ク

践

将来AIを活用した運用が定着すれ

用では競争相手がいる。現在、当社は工

オンツ・ショック」だ。当時は皆が同

できるようになったからだ。大量のデ

ば、人間のトレーダーが考えもしなか

場見学をしたり経営者に直 接話を聞い

ータを計算できる画像処理川半導体

っ允タイミングや水準で売買し、収益

たりして企業を調査する代b,りに、特

(GPU) if比較的安価で手に入るよ

を稼ぐことができるようになる。AI

許や供給網、経営者のコメントなど大

売りに動いた結果、市場環境に変化が

ーニング)」を以前に比べ簡単に実

だ。

じような手法を用い、同じような銘柄
1に投資し
ていた。

一部の投資家が換金

う瞳なり、コンピューターの性能は大

が投資判断すると、人間のように思い

量のデータを活用している。データの

なかったにもかかわらず、売りが売り

きく向上したi> AIを開発するツール

込みに引きずられることはなく、淡々・

デジタル化が進み、容易に手に入るよ

を呼ぶ展開になって損失が広がった。

も無料で配布されるな、藁、知識さえあ

批注文を出すQとができる。無数の戦

うになったためだ。競争相手に対して

今は投資手法を多様化+ることに最

れば誰でもAI研究に取り組むことが

略の中から相場に適した戦略を採用す

優位性を保てる環境に変化してきてお

も注意を払っている。1他の&資家と同

るなど状況に応じた取引も実現可能に

り、良好な運用成績を達成できている。

様な投資行動をとることを避け、クオ

できる時代になった。

AIが将棋や囲碁で人間に勝利する
など、日本でも研究の裾野は広がって

なる。人間のトレーダーよりも効率的

な運用ができるのは間違いない。

こうした運用ズタイルは参入障壁が
高いと思う。コンピューターのインフ

ンツ・ショックに巻き込まれるリスク
を低減してい』る。

蛭田和也、田中俊行、ニュー ヨーク干山下晃が担当した。

