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1. 序論 

当ポートフォリオコンテストでは、私たちのチームはポートフォリオ構成をするに

あたって包括的アプローチをとった。以下、本論では株式、債券、デリバティブの順に

この度のポートフォリを選出の詳細が記載されている。 

原則として、株式、債券、デリバティブの投資金額配分は同等な金額と、1 億円を

3 分割しており、二ヶ月という少ないスパンだということも考慮して、ファンダメンタ

ルズではなく、全体的にイベントドリブンな銘柄構成となっている。なぜなら、教科書

的なアプローチは AI が代替可能という点を踏まえて、当ポートフォリオではあえて踏

まえていない。今回我々は、AI でも作成可能なポートフォリオを作るのではなく、人

間にしか作成できない直感的なアプローチを強く志向している。 

2. 本論 

2.1 ポートフォリオ：株式 

2.1(1) ポスト人工知能・インデックスファンド時代のパスカル戦略 



 職業投資家は、時代遅れになりつつある。金融業界の IT 化は、職業投資家が

保持していた企業の開示情報の速やかな入手という特権を奪い去った。また、IT

化による ETF 運用の手数料が劇的に減少したことによって、インデックスファ

ンドが提示できるパフォーマンスも上がった。加えて、人工知能の発展は、こ

れまでポートフォリオを組むのに必要だったモデルを自律的に運用する事を可

能にし、職業投資家を完全に駆逐すると言われている。 

 投資の教科書にはMPTやCAPMといった専門用語、冗長な数式が並んでいる。

どの頁を開いても一般人にとっては難解で、投資家は、この投資プロセスの数

理化の恩恵を受けてきた。しかし、人工知能時代において数理化は、職業投資

家を駆逐する手助けにしかならない。人間にとって複雑な数理モデルを開発し、

修正し続ける事は大きな困難・労力を伴うが、AI にとっては造作もない事であ

る。こうした時代の流れを考慮に入れると、職業投資家の前途は、明るいとは

言えない。彼らは、インデックスファンドが提供できるリターンよりも高いリ

ターンを達成しなければならない一方で、AI による乗っ取りに対して対策を打

たなければならない。 

2.1(2) ヒトの比較優位とは何か？ 

 AI に対するヒトの優位性は、消費者と同じ感性を有している点にある。ヒ

トは、数理処理能力が低く、休息が必要で、行動は支離滅裂かつ大げさで、無



駄が多い。AI に比べて非合理的・非効率的であるからこそ、この点で職業投

資家が活躍しうる余地がある。例えば、スマートフォンの市場を見るとこの事

が分かりやすい。多くの人がスマートフォンでする事と言えば、電話をかけ、

写真・動画を取って SNS に載せ、ネットを閲覧するぐらいである。この程度

の必要最低限の機能を持ったスマートフォンは、中国の新興メーカーであれば

iPhone の 3 分の 1 程度の価格で売り出す事も可能である。しかし電車に乗る

と大抵の人は iPhone を手にしている。彼らが価格や機能を考慮にその商品を

選んだか？もちろん、違う。家族が iPhone だから、友達と同じがいいから、

テレビでこれがいいと言われていたから・・・。iPhone 以外のスマホはなん

かダサいから。iPhone を選ぶ理由は多々あれ、どれ一つとっても合理的な理

由とは思えない。しかし、これがヒトであり、こうしたヒトの行動を予測する

のは至難の業である。AI はファンダメンタル分析に基づいた投資を行うには

最適かもしれない。過去の事象は不変で、数値を基に PER や PBR を出すなど

AI にとってみれば朝飯前だろう。しかし、2007 年にスティーブ・ジョブズが

iPhone を発表したときに、この製品が世界市場を席捲すると AI は予測出来た

だろうか？AI は、友達が初めて iPhone を買ったと聞かされた時の感覚、電車

にのって周りの人がみな iPhone を持っている時の感情、テレビで放送される

iPhone の特集を見た事があるのだろうか？スマートフォンがあまり普及して



おらず、信用に足る統計データも得られていない 2007 年当時に AI が Apple

の株を買ったとは思えない。初代 iPhone が発表されて間もない 2007 年 7 月

1 日の apple の株価は 19.7 ドルだった。現在の株価を 150 ドルとすると 10

年で約 760%の増加である。これは控えめに言っても悪くないリターンである。

少なくとも今の AI の水準ではヒトの感性までは再現出来てはいない。そこで、

ヒトの感性・感情を基に消費者の動向を予測して銘柄を選定する事によって

AI との差別化を図りたい。 

 

2.1(3) ランダムウォーク理論とパスカルの賭け 

 また、言及しておかなければならない点としてランダムウォーク理論が存在

する。基本的に、株の価格は、ランダムに動くのでそれを完全に予測する事は

不可能であるとする理論で、どれだけ高度な数理モデルでも明日や来年起きう

る出来事の全てを織り込んでいるわけではないから予測しようがない。当たる

か外れるかの博打に過ぎないという立場である。猿が適当にダーツを投げても

そこそこのパフォーマンスを発揮できるとする立場だが、猿に任せるよりは、

感性に任せて銘柄を選ぶべきだと考えた。もし、ランダムウォーク論で主張さ

れるような、適当に選んだ銘柄でも一定程度のリターンが得られるのならば、

選ぶ銘柄の属性に統一性を持たせず、恣意的に無作為抽出に近い形で銘柄を選



択し、かつなんとなく“いいな”と思った株を抽出出来れば、市場平均に近い形

のリターンを期待しつつも、αが得られるかもしれないという戦略である。パ

スカルは、神が存在しなくても損はしないのだからとりあえず信じておくとい

う態度をとった。今回のポートフォリオに関してはその立場を受け継いだ。 

2.1(4)具体的な銘柄選び 

 二つの軸を中心に銘柄を選定した。ファンダメンタルに関係なく、いいなと

思う企業を選ぶ事と銘柄間選択の統一性の無さである。もし低 PER の銘柄で

ポートフォリオを構成するといった一貫した戦略を採用する場合であれば、そ

れは AI で成し遂げられる事であるから、ヒトが行う必要性はない。既に述べ

たようにヒトの感性を用いかつとファンダメンタル分析などの戦略を用いな

いという戦略によって差別化を行った。 

 日常生活の中で消費者に好まれている企業を選んだ。例えば、前述したよう

なアップルの iPhone を見ない日というのはないし、トヨタの車も毎日のよう

に見かける。任天堂のゲームで遊んだ事の無い人はいないだろう。こうした企

業は、消費者から愛着を持たれているからそう簡単に他の企業に鞍替えをする

事もないし、安定性が高い。こうした要素は数値化し辛いが、重要な要素なの

でこうした株をポートフォリオに組み込んだ。 

 アリババとテンセントに関しては、将来性の面でいいなと考えた。中国の人



口は 13 億人と遷座時的には巨大市場だが、中国当局の厳しいネット規制によ

って、アメリカの IT 企業が参入できないなか、この二つの企業がこの後も中

国市場の成長と共に企業を成長させていく確率が高いと考えた。特に E コマー

スの便利さ、手軽さに対する消費者の感動は、日本であろうと中国であろうと

変わらないと考えた。 

 また、日常生活の中で、これが欠かせないという会社も選んだ、エクソンモ

ービルやノバルティス、ゴールドマンサックスは、なくなると日常生活もしく

は経済活動に支障をきたす企業である。また、エクソンモービルは米国・ノバ

ルティスはスイスの製薬会社なので、異なった国の異なった産業に投資する事

によって不必要なリスクをとらない狙いもありこの銘柄を選んだ。 

 アスクルとセイコーに関しては、たまたまニュースで会社名を知り、その後

リサーチしてみると最近業績を伸ばしている良い会社のように思えたので投

資した。 

2.1(5) パスカル戦略 

 今回のポートフォリオコンテストでは説明の為に 10 銘柄を選んだが、実際に

は感性の赴くままにいいと思った 30 銘柄近くを無作為に近い形で抽出し、市

場平均を得つつ、超過収益を狙う戦略を用いて利益を上げる戦略を提唱したい。 

 



2.2 ポートフォリオ：債券 

2.2 (1)設定と結果 

 債券の全体の銘柄数は 10 銘柄であり、ポートフォリオ全体の役割としては資

産の維持である。これを実現するため、以下の銘柄を選び投資対象とした。表

内には 7 月 3 日から 7 月 28 日までの利回りの変化も含まれている。 

 

債券種類 

銘柄名 利回り（start） 利回り（end） トータルパフ

ォーマンス 

社債 ボーイング社 98.743 

 

99.29 

 

0.547 

 

社債 HSBC 101.699 

（7/5） 

102.356 

(7/27) 

0.657 

 

社債 ソフトバンク 115.316 

 

114.397 

 

-0.919 

 

社債 テスラ 115.75 

 

 

111.807 

(7/27) 

-3.943 

 

国債 ドイツ 97.891 

 

97.531 

 

-0.360 

 



国債 フランス 101.648 

 

101.417 

 

-0.231 

 

国債 ギリシャ 42.688 

 

43 

 

0.312 

 

国債 カタール 157.244 

 

160.591 

 

3.347 

 

国債 日本 0.081 

 

0.071 

 

-0.010 

 

国債 ベネゼエラ 42.13 

 

39.112 

 

-3.018 

 

 

表で示しているように、当債券ポートフォリオにおいて重視しているのは、安

全資産とされている債券でなおリスク分散のために、国別に投資をしてること

がわかる。また、その中でも直近に大きなニュースがあった国債や社債を主に

盛り込んでおり、債券内でもリスク分散を図っている。しかし、債券内でも、

ハイリスク債券、ミドルリスク債券、ローリスク債券のように打ち分けしてい

るため、最終的にバランスの良いポートフォリオ構成になっている。結果とし

て、ベネゼエラとテスラの 2 社のマイナスが全体のパフォーマンスを下げる形



になっているが、他の銘柄は全体的に安定の横ばいの推移となっており、本来

の目的である資産の確保の役目を担っていると言える。 

 

2.2(2) 銘柄のリスク別 

 

ハイリスク ベネゼエラ、テスラ、ソフトバンク 

ミドルリスク カタール、ドイツ、ボーイング 

ローリスク 日本、ギリシャ、フランス 

 

以上のように銘柄別にリスク度合いを定義した。 

 

2.2(3) 定義までの経緯 

定義までには主にこれまでの利回りの推移と大きなニュースを参考にし、定義

している。まず、ハイリスク銘柄については、ベネゼエラ、テスラ、ソフトバ

ンクを配置している。 

ハイリスク銘柄別分析 

 

ベネゼエラ： 



 国内では反政府デモが起きていており原因は現状の独裁的政治に対する不満

1であり、飢餓が増え続けていることへの嫌悪感である。これを機に国内国外

に問わず、野村證券、ゴールドマンサックスが割引価格で大量にベネゼエラ債

券を購入している2ことから、投資機会だと判断した。当戦略は逆張りを取っ

ている。しかし、直近でベネゼエラには再び暴動が起き多数の死者を出してい

ると同時に、米国がベネゼエラに制裁を加える事を言及したため3、再び価格

の下落につながった。ベネゼエラ国内だけではなく米国の介入が今回のパフォ

ーマンスの最大の問題と言える。しかし、長期的には制裁が加わる事により、

ベネゼエラ政権は安定しリターンが望めると推測できる。 

 

テスラ： 

テスラ社債に関して、まず社債である時点かリスクは国債と比べ大きくなる。

また、取締役の3年改選制4や株価が最高だかに6月7日の時点でなっており、

それからも上昇し続けていたため、それが銘柄選択の判断材料になった。革新

的なことをするときのリスクはスイッチングコストを含めリスク選好的行動

                             
1 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-31/ONP6496K50XT01 

 

2 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-30/OQRBSP6TTDS301 

 

3 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-27/OTQFA96K50XS01 

 
4 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-07/OR5G3M6TTDSQ01 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-31/ONP6496K50XT01
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-30/OQRBSP6TTDS301
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-27/OTQFA96K50XS01
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-07/OR5G3M6TTDSQ01


であると言える。ゆえにハイリスク区分に配置している。銘柄予想として、ア

メリカ市場は一旦上昇トレンドに入ると日本と比較した際に上がり続ける傾

向にあるため、当ポートフォリオコンテストは二ヶ月をスパンに実行されてい

るため、当銘柄を選択した。実際には、その後のニュースでもテスラは 4 年後

には EV 車の分野では競合他社を圧倒する5とされており、英国を筆頭とするデ

ィーゼル車6を廃止し、EV 車に乗り換えるマクロトレンドもあるため、銘柄選

択は長期的に見た場合適切であったと言える。しかし、短期的には予想通りに

はいかず損失を出してしまったことに関してはハイリスク区分なのかでの変

動なため予想の範囲内であり、長期的には伸び続けると予想する。 

 

ソフトバンク： 

ソフトバンクは近日では数々の M＆A により先行投資をし、長期的リターンを

追求している優良企業である。しかし、先行投資をする反面負債額は莫大なも

のであり、それが唯一の懸念要素である。そこでソフトバンク社は SVF（巨大

投資ファンド）を設立し社債を発行することにより、ホールディングスの CDS

の低下につなぐことを成功させている（図参照）7。ゆえに、社債の価値もあ

                             
5 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-06/OSOHUISYF01S01 

 

6 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-26/OTOM796TTDSD01 

 
7 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-31/OQP4FR6KLVR401 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-06/OSOHUISYF01S01
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-26/OTOM796TTDSD01
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-05-31/OQP4FR6KLVR401


がると予想される。 

 

 

また、直近でもホールディングスは米国スラックス社に出資する8といった決

断をしており、アリババのように投資リターンを目的とした投資であると伺え

る。しかしながら、投資金額が毎回のごとく数百億から数千億と莫大なためそ

れを良しとしない投資家の増減で価格は変動し、今回の若干のマイナスパフォ

ーマンスにつながっていると推測する。 

ハイリスクまとめ 

途中経過の時点では惜しくもいずれもマイナスのパフォーマンスとなってし

まったが、長期的には見た場合いずれの銘柄も魅力的であり、成長の余地があ

                                                                                  
 

8 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-27/OTR4716JIJUQ01 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-07-27/OTR4716JIJUQ01


ると考察する。 

 

ミドルリスク銘柄分析 

カタール： 

カタールは天然ガス石油を大量に保有している世界でも数少ない資源大国で

ある。しかし、そのカタールに足して、米国はテロリズムに関与していると判

断し、そこに経済制裁加えた。国有企業であるカタール航空は大きな打撃を受

けた。実際にアラブをはじめとする国々はカタールと国交断絶を図った。しか

し、そんな中カタール国債は以前と AA マイナスと推しているため、ここでは

政治的リスクも考慮し、ミドルリスクとしている。 

ドイツ: 

ドイツ国債は 7 月 27 日時点で大幅下落9している。原因は ECB によるデフレ

へ 圧力からなるリフレへの期待である。しかし、短期的には実現知り得ない

ため期待を込めて当銘柄を投資対象として選択した。 

ボーイング： 

ボーイングは航空系の会社の中で最大規模の会社であり、かつてはコスト削減

                             
9 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-27/OS7S0V6JIJUP01 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-27/OS7S0V6JIJUP01


により26億ドルという大きな予想である20億ドルを上回るパフォーマンス10

を出している。ここから経営の判断能力は非常に優れていると言える。また、

直近では、「737MAX」20 機購入することを検討11しており、重要拠点にて路

線数を増やすことなどから、以前のように大幅な予想を超えるパフォーマンス

をすることが期待できる。 

 

ミドルリスクまとめ： 

全体として上限は小さく、1 に満たない変動なため、当初の予想とはある程度

一致していると考える。 

 

ローリスク銘柄分析 

日本： 

日本はまず若干のマイナス金利をなっているにもかかわらず、多くの人が投資

をしている。これは、安全資産の中でも若干の損失を覚悟で購入することを決

断する人が多いからであると推測する。また、金利が下がっていくにつれて当

ポートフォリオコンテストでは債券価格でパフォーマンスを見るため、最終的

                             
10 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-26/OFNPSZ6K50XY01 

 

11 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-19/ORS89S6JTSEQ01 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-10-26/OFNPSZ6K50XY01
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-06-19/ORS89S6JTSEQ01


にはマイナス金利と債券価格の逆相関の原理を使い安定収益を手にすること

が可能と考えている。 

ギリシャ： 

ギリシャは過去にデフォルト仕掛けた際に ECB が休載に入っており、現在で

は比較的安全な資産と考慮しても良いと考えた。 

フランス： 

マクロン氏が当選したことにより、世論的に安定した政治をすることが期待さ

れており、安定しているという面での面があら選択となっている。 

 

ローリスク銘柄分析まとめ： 

全体的に安定して横ばいに推移しており、堅調なパフォーマンスと言える。 

 

2.3 ポートフォリオ：デリバティブ 

2.3(1) 概要 

 今回、私たちは株式、債券、デリバティブに分けて投資することにしたのは、先

に述べた。 ここでは、デリバティブに関して包括的な意見を述べる。デリバティブに

関しては、我々はコモディティの先物、株価指数のオプションや指数そのもの、外貨キ

ャッシュなどに投資を行った。リバランスにおいて、金と天然ゴムを手放し、米国 5



年 CDS に入れ替えた。全体を通じての理由としては、投資先を多様化させることでポ

ートフォリオの安定性を高めながら、同時に今回はショートポジションを持てないこと

から、日経の put オプションや CDS を買うことで、市場の動きと反対の動きをする銘

柄を持っておき、リスクヘッジを行なった。 

    以下では個別銘柄の選択理由を述べる。 

2.3(2) CBT コーン先物(2017 年 9 月)及び同小麦先物(2017 年 9月) 

これらのコモディティを選択した理由はほとんど同一である。Bloomberg で

以下の画像のように天候を確認していたところ、米国や欧州で高温状態が続いており、

また報道でもアメリカでひどい干ばつが続いているというようなニュースが少なから

ずあった。このことから、実際に欧州及びアメリカで小麦やトウモロコシの不作が続け

ば、これら穀物の先物価格は大きく上昇する公算が高い。特に、北米の高温乾燥状態は、

トウモロコシの先物価格に大きな影響を与える。そのほかにも、多数の天気予報などの

情報を参考にした結果、来月以降、これらの先物価格が上昇するという見込みが得られ

たため、この銘柄を購入するに至った。 

実際に、7 月のこれらの先物相場はかなり堅調に推移しており、7 月 28 日時点で

はプラスのリターンが見込まれる。特に北米における天候の悪化懸念は、概ね的中した

と言える。 



今後、天候懸念の後退が若干見込まれるが、全体としては 7/1 時点を下回る可能性

は小さく、プラスのリターンが得られると考えられる。 

 

2.3(3) 銅先物 

銅については、産出国のインドネシア鉱山でストライキが長期化していることか

ら、供給不足になる可能性を見込んで、購入に踏み切った。また、需要の面でも中国で

の銅需要が高まっていることから、供給面需要面双方でプラスの要因があった。 

実際、現時点では、概ね購入時の期待は実現している。インドネシアでのストラ

イキは続けられ、供給に負の影響を与える。さらには 7 月中盤にチリの鉱山でもストラ

イキが承認され、銅価格の堅調な値動きを支えた。また、一応購入理由には入っていた

が、中国での需要が銅先物価格を先導したのは、予想外だったが、結果的に銅の先物価



格は大きく上昇し、現時点ではかなりのリターンを得られている。 

今後も、ストライキが続くことが予想されるため、銅の先物価格は堅調に動くと考

えられる。また、中国での需要も減少することは考えづらいため、トータルで正のリタ

ーンを得られると予想している。 

 

画像 1 (出典:bloomberg) 

2.3(4) パームオイル先物 

パーム油は植物油の中で最も多く生産されている油であり、その使い道も食用品

から化粧品や石鹸まで様々な用途で使われている。その結果、世界的な需要も年々高ま



っている天然油である。これらの大半はマレーシアとインドネシアで賄われており、こ

れら２カ国の動向が値動きに強く影響を及ぼしている。6 月時点では生産の増加が見込

まれており、値動きはやや軟調に推移していたものの、上記で述べた通り、需要が安定

して増加しており、さらにこれをバイオマス燃料として用いる発電所も国内で使われる

など、今後需要が高まると予想したため、購入することとした。 

予想外に大きなリターンを得ることができた銘柄である。主な理由としては、生産

量が予想以上に減少した結果、在庫が増えなかったためだとされている。その結果とし

て、価格は大きく上昇した。また、大豆の相場とも相関して動き、現状安定的に高値で

堅調に推移している。 

生産がまた増加しない限りは、このまま安定的に推移していくと考えられるため、

おそらくプラスのリターンが最終的に得られると考えている。 

 

2.3(4) 日経平均 put オプション 19000 円 2017 年 9 月 

このオプションを選択した理由は、リスク回避のためであるというのが強い。世界経済

が混乱し、株が大きく減少するような場合に、多額の損失を出すことを回避するためとい

うのがまず第一点である。さらに加えて、今回我々は、ドル建てやその他外貨建ての資産

に多く投資しているため、為替リスクにさらされている。日経平均は一般に為替と強く連

動しているため、これは株だけでなく、その他外貨建て資産のリスクヘッジとしてこのオ



プションを購入した。 

しかし、現時点でこのオプションは多額の損失を出している。もちろん、株式が

上昇傾向にある現在では、オプションの価値が減少するのは当然のことである。それを

織り込んで買ってはいたものの、最大の失敗は、たくさん買いすぎたことである。オプ

ションは価値の変動が激しく、リスクヘッジの観点からはそこまで大量に持っている必

要がないことがわかった。今回のポートフォリオを組む上で、最大の失敗であったと思

う。 

現実的に 19000 円を割り込まなければこのオプションの価値はほとんど 0 まで下

がると予想される。しかし、安倍政権が森友、家計学園問題や、稲田防衛大臣の辞任等

で揺れている現在、8 月中に安倍政権が辞任すれば、株価は急落することが予想される

ため、万が一の場合のリスクヘッジにはなろう。 

2.3(5) S&P BSE センセックス 

インドの株価指数の 1 つである BSE センセックスを購入した。ポートフォリオ上

では指数そのものに投資していることになっているが、ある種の ETF に投資している

と考えれば良いだろう。世界中に投資先を分散させることでリスクを減らす戦略の一環

として、インドの株価指数であるセンセックスを選んだ。また、加えて、インドは年率

7%前後の高成長を続けており、株価指数もそれに連動して堅調に推移しているため、



それなりに高いリターンが見込めると考えた。 

7 月の値動きは極めて堅調に推移した。連日最高値を更新し、インド経済の好調さを

示した。個別銘柄の好決算も相次ぎ、センセックスを牽引した。また、インド当局がオ

フショア・デリバティブの取引に対して制限を強めたことも材料となった。 

インド経済は堅調であり、8 月中も堅調に推移すると考えられる。リターンは最終

的にもプラスであると現時点では考えている。 

2.3(6) ユーロ・ポンド 

外貨キャッシュも保持しておくことにより、為替の変動リスクも分散させることに

した。レバレッジをかけているわけではないため、リスクも限定的である。 

大きなリターンを求めたものではないが、円安の影響を受け、現時点ではプラスの

リターンである。円安基調がこのまま続けば、最終的にもプラスのリターンが得られる

はずである。 



 

2.3(7) 天然ゴム、及び金 

これらのコモディティ先物は、リバランス時に手放したものである。主な理由とし

ては 2 点あり、値動きの推移を読めなかったことと、今後上昇する見込みが立たなかっ

たことである。 

当初は天然ゴムが生産減により価格が上昇すると考えて選んだのだが、投機的資本

により、激しい値動きが見られ、最終的にどうなるか判断できなかったため、リバラン

ス時に手放すことを選択した。その後価格は大きく上昇したが、現在は大きく下落して

おり、その値動きのあまりの激しさから、リバランスしたことは現時点では正解だった

と考えている。 

金は、最良に近い安全資産であるということで選択したが、その後世界情勢の危機



が遠のいたことで価格が減少したため、他の観点でリスクヘッジを行なったらどうかと

いうことになり、リバランスすることになった。その後、アジアにおける地政学的リス

クが高まり、金の価格は上昇基調にあるため、リバランスする必要はなかったかもしれ

ない。 

2.3(8) 米国 5 年 CDS 

クレジット・デフォルト・スワップは、債券のデフォルトリスクを移転するデリバ

ティブの一種であり、主に金融危機の不安が高まると価値が上昇する。仮にアメリカで

金融不安が起こると、株や債券の価値が大きく毀損すると考えられ、そのリスクを回避

するために、逆の値動きをするこの CDS を購入した。 

現時点で、アメリカの経済は非常に堅調であり、CDS の価値は下がっている。リ

ターンはややマイナスである。ただし、トランプ大統領の指導力に対する不安や、ロシ

アゲート問題、さらにはメキシコ国境の壁建設に要する莫大な費用による財政赤字など、

金融危機をもたらしかねない要素は既に存在する。今後の政治の動き次第では、CDS

の価値が大きく上昇する可能性もある。 

3. 結論 

株式の分野では途中下方修正はあったものの、最終的にはプラスに転じ、リスク

分散という面では国際的に株式投資しため安定収益をあげられていた点、我々のポート



フォリオは優れていたと考察する。また、リバランス時に東芝を外し、セイコーエプソ

ンを入れたことは日経平均の構成銘柄の採択から、ETF に組み込まれ、また外されると

いう点も考慮したため、狙いは概ね奏効したと言えるであろう。債券分野では、ベネゼ

エラが主なマイナス要因に転じ、それは政治の不安定からくるものであると考えられる。

また、テスラも同様に社債であるという点から相応のリスクが伴い、ストップ高の段階

で取得してしまったことが社債の価値のマイナスに繋がると考える。デリバティブに関

しては、日経オプションが大きくマイナス要因になっている。これは想定外に日経平均

が高い位置に維持しているため起きたことことである。他方でデリバティブ全体として、

予想外の展開は少なくこのまま順調に推移することができればあと一ヶ月の間に大き

なリターンないしプラスに転じると考える。 

 

4. コンテストを通じての学び 

この度のコンテストではどのチームでも取らないであろう、一見統一性のない戦

略をとった。今後、アクティブファンドは AI ベースのクオンツ投資が主流となってい

くであろうし、第一、ただ最適なポートフォリオを組むだけなら、そもそも銘柄を選ぶ

必要さえなく、世界中の株式市場の ETF を分散してかえばよい。いわゆるパッシブフ

ァンドはアクティブファンドの収益をほとんど常に上回るからである。とはいえ、パッ

シブファンドは夢のない投資であるし、おそらく今回のコンテストの趣旨にも会わない。



それゆえに、個人の創造性を活かした投資の有効性を探る意味で、そのような戦略を選

択した。パフォーマンスは政治的要因に大きく依存している。政治を予想することはと

ても難しく、安定してリターンを得るためには日々ニュースを読み分析する大切さを知

ることができた。 

今後も、教科書的な理念に縛られることなく、自由なポートフォリオ作成を続け、

そのパフォーマンスを記録していきたい。実証的には、行動ファイナンスの研究により、

いかなるアクティブ投資もパッシブ投資には及ばないことが明らかになっているが、ど

こまでパッシブ投資に迫ることができるのかが主な私たちの関心ごととなるだろう。 

また、ブルームバーグ端末を使うことによって、グラフの作成やニュースの検索

といったすべての情報が手に入るため、レポート作成の際に役立った。このような端末

が学生一人ひとり持つことができるのならば、情報蒐集の効率が上がり、より良いレポ

ートの作成につながるであろうと私たちは考えた。 

今回は戦略の都合上、あまり使わなかったが、シャープレシオや CAPM、その他相

関性分析、企業の財務諸表の分析、コンセンサス予想やアナリストの個別の分析などの

レポートの閲覧等、投資する上での情報収集が Bloomberg 端末上で完結するのは、卓

越していると考えた。将来的に金融業界で働くなら、Bloomberg を最大限に活用する

ことは、極めて大きいアドバンテージになるはずである。その意味で、このコンテスト

を通じて、Bloomberg の扱いに習熟できたのは僥倖だったと私たちは考えている。 


