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<INTRODUCTION> 

このレポートでは、SHOGUＮ FUNDの現状のリターン・投資戦略の概観と具体的な手法・銘柄及び

選定の理由に加え、今後の見通しと反省点を要約している。我々はリターンの最大化を最上位命題

としてポートフォリオの組成に取り組んだが、想定のリターンを出せないでいる状況に陥り、今後も現状

のポートフォリオではリターンが伸びる見通しが立たないことから、７月 27日付でポートフォリオのリバ

ランスを図り、現在に至る。８月以降の株式・ＥＴＦ・指数の伸びに期待を込めながら本レポートに入り

たいと思う。 

<チーム概観> 

チーム名： SHOGUN FUND  

大学名： 一橋大学 

メンバー：  

石濱征太朗・一橋商・４年 

清水咲蓉子・慶応経済・４年 

多田憲介・東大経済・４年 

指導教員: 清水洋教授 （一橋） 
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<投資戦略> 

我々SHOGUN FUNDは、２か月という短期間でいかにポートフォリオ・リターンの最大化を図れるか

を最上位の目的と位置づけ、銘柄選定・市場分析を行ってきた。そのため、７月のポートフォリオ組成

時点ではリスク許容度を最大限にし、ある銘柄の価格変動リスクがかなり高いとしても、ポートフォリオ

に複数、かつお互いの相関関係が低いと想定される銘柄を組み込むことである程度リスクを抑えるこ

とができると考え、様々なリスク資産を組み込んだ。そうした観点で考えたとき、債券による運用はリタ

ーンを出す上で有効とは言えず、従って投資対象から外した。ポートフォリオを組成する上で、我々

は次のようなマーケットビューに基づいて銘柄の選定などを行った： 

1. ７月時点だと VIX指数が歴史的な低水準で推移しており、株価も債券も価格変動のボラティリテ

ィーがほぼ一致していたため、仮想通貨などのリスク資産を組み込んだほうがリターンは上昇するの

ではないか、というチーム全体の見解 

2. 将来的なマクロ・マーケットの見通しとして二か月以内にリーマンショックのようなマーケットショック

が起こりにくいと想定され、寧ろもたつくか、やや上向きであろう、というメンバーによるコンセンサスの

獲得 

以上の二点に集約される。 

そこで、我々はリターン最大化を図るべく、 

1. ボトムアップとトップダウンの双方のアプローチを組み合わせたグローバルバリュー投資 

2. M&Aなどによる企業買収といったカタリストによる株価アップサイドを狙った M&A銘柄の選定 

3. オルタナティブ投資の選択肢の一つとして仮想通貨、および原油の ETFの組み込み 

を具体的な手法として用いて、分析・銘柄選定を行った。 

しかし、７月３日から一か月経過した今、我々のポートフォリオは想定とはかなり乖離した動きを見

せるようになり、また、想定以上にリターンを出せない状況に陥ったため、７月２7日付でリバランスを

図ることにした。選定した銘柄の中でも、我々の想定とかなりずれた値動きをしたのがビットコインの上

場投資信託(ETF)である。尚、当初、我々は、ビットコインではなく、他の crypto-currency としてイー

サリアム(ETH)やライトコインなどの投資を検討していたが、投資対象として端末上に存在しなかったこ

ともあり、上記のＥＴＦを採用した。 

ビットコイン、および原油がどのような形で想定とは違う値動きをしたかというと、次の通りである。

すなわち、 

1. 「ビットコイン分裂」による影響を加味できていなかったこと 

2. サウジアラビアのバーレインとの断交があまり原油のＥＴＦに価格上昇のカタリストとして影響が及

ばなかったこと 

７月３日以降、我々はリバランスをするにあたり、ビューの変更・今後のマクロ環境などを勘案した結

果、投資方針に関して議論し、下記の結論に至った。 

1. ビットコイン分裂による影響は短期的なものであり、エントリーポイントとして 2100 ドルの時点でリ

バランスしたほうが理想的な形であったとはいえ、今後の続伸に対する期待と景況感の改善から
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11％の持分を変化させる必要性はなく、同様に原油も在庫不足などで伸びる観測が高まってい

るので、あえて変化させる必要もないこと 

2. 16銘柄に投資を分散させていたが、リバランスによりアンダーパフォームしている銘柄を除去す

ることができると考えられるため、リターンを出すべく１3銘柄に絞り、各銘柄のエクスポージャー

比率を高めること 

3. ホームカントリーバイアスを除くため、新興国市場やアメリカの株式市場を検討してきたが、情報

不足・知見不足に対する懸念が高いこともあり、日本市場の中でも有望な株式を見つけバリュー

投資を行う。また、今後決算も始まるので決算発表によるサプライズ効果でリターンを狙う。 

以上の３点に基づき、銘柄入れ替えなどを行い、投資を継続する。尚、次の各セクターで個別の銘

柄の選定背景・理由、および根拠をリバランス以前・以後で分けて提示していきたい。 

＜現在のポートフォリオの累積リターンの状況＞ 

以下に 7月 3日～7月 26日の累積リターンの図を掲載する。尚、リバランス後のポートフォリオの間

銘柄選定状況は下記に掲載済 

 

<銘柄選定の理由 1.(～7 月２6日)> 

銘柄選定の結果、下記の銘柄を選別した。（合計１６銘柄、７月３日基準） 

銘柄の種類・銘柄 持分比率 

バリュー投資銘柄  

アリババ・グループ・ホールディングス 6.59% 

アルファベット 5.93% 

アストラ・インターナショナル 6.06% 
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金沙中国 6.04% 

ＵＴグループ 6.89% 

中国南方航空 6.32% 

ウォールグリーンズ 6.52% 

ブラックストーン 2.91% 

中国 上海総合指数 6.33% 

グルーポン 6.82% 

Ｍ＆Ａ銘柄  

シンクロノス・テクノロジーズ 6.36% 

スプリント 6.17% 

ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラスト 6.01% 

リターン最大化銘柄  

ビットコイン・インベストメント・トラスト 10.52% 

iPATH GS -原油トータルリターン指数ＥＴＦ 6.54% 

トータス・セレクト・オポチュニティー・ファンド 4.00% 

 

上記のリストを踏まえ、銘柄選定の理由について、一つ一つ順次に行っていく。尚、外国株に関して

は通貨リスクを考慮に入れる必要があるが、通貨変動は二か月でそれほど大きないと仮定し、ブルン

バーグが提供する予想情報に基づき、１ドル＝113円、１中国元＝16.4円、1円＝118 インドネシア

ルピアであると仮定する。 

1. アリババ・グループ・ホールディングス 

【概要】アリババ・グループ・ホールディングスは、企業間電子商取引のオンラインマーケットを有する。

中国国内マーケット向けの TAOBAO を始めとして、電子マネーサービスの支付宝などのオンラインサ

ービスプラットフォームを特徴とする。 

【BUYの理由】Bloombergの quality screenを元にアリババをセレクトした。下記の図表の通り、直近３

年の平均成長率は中国国内では４割近く、そのほか地域だと劇的な成長を遂げており、今後も流通・

小売り分野で成長は継続されると予想。従って、成長性という観点で考えた際、買いである。また、

株価自体がどれほど割安か割高かに関しては、EPS=31.02、BPS=200.4 とし、12 か月の予想 PER

＝３０、来期の予想売上を 231,652（百万元）、今期を 158,273（百万元）とすると、下記の計算式よ

り求まる。すなわち、 

200.4+31.02*(231,652/158,273)= 200.4+1.46*31.02=200.4+45.2=245.6元 

であり、明らかに割安であるということが判然する。 

また、日本の年金積立金管理運用機構も ALIBABA の追加の買い入れを行うなど（７月７日付きの

記事による）、好調な運用成績を収めており、そうした ALIBABAに対する全体的な関心の高まりを背

景に、ALIBABAを組み入れるのは適切と判断した。 
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2. アルファベット 

【概要】 

【BUYの理由】Bloombergの quality screenに基づき、選択した。一時、米国のテクノロジー関連

株の下落が懸念されていたものの、我々はそうした一時的な下落をむしろその時点で割安株に

変化した、と捉えることとした。株価低迷要因として、独占禁止法違反として EU から３０００億円

の賠償金を課せられ、４－６月利益が縮小したことがあげられる。しかし、現実問題として、グー

グルの独占状態は業界全体の宿命的な結果であり、グーグルの不当競争行為によるものでは

ない以上、寧ろ買い入れたほうがよいと判断した。尚、グーグルの直近の株価は下記の通り。 

 

3. アストラ・インターナショナル 

【概要】アストラ•インターナショナルはインドネシアを代表するコングロマリットであり、６つの中核事

業、自動車産業、金融サービス、重機、農業、IT とインフラ整備によって成り立っている。その中
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でも中心となるのが自動車産業で、日本のトヨタ、ダイハツ、レクサス、いすゞ、ドイツの BMW、フラ

ンスのプジョーなどと、自動二輪車ではホンダと提携している。また、ホンダや建機では小松と提

携しており、いずれもインドネシア国内でトップシェアである。元は農産物の卸商社のような事業を

行っていたが、国の成長に会わせて業態を変え、規模を拡大化してきた。 

【BUY の理由】インドネシアの経済成長率は鈍化しつつあるものの、5%以上の成長を継続してい

る。そして人口は２億３０００万人という大国でありながら、未だに人口増加国である。インドネシア

の自動車生産数は急激に伸びているが、人口２億３０００万人の大国であることを考えると伸びし

ろは十分ある。その中で同国で自動車の生産、販売を担っているのがアストラインターナショナル

であり、インドネシアの自動車販売のシェアの半分以上を占めているため、これからの販売台数

は拡大傾向にあると考えた。 

しかし、直近の業績も予想を下回っており、市場期待も弱まっているのも相まってあまり適切でな

いと考え、ポートフォリオから抜くことにした。 

 

4. 金沙中国 

【概要】カジノリゾートを経営。マカオで総合リゾートおよびカジノを開発、所有、運営する。会議場

や展示会場の他、ショッピングモールも所有する。 

【BUY の理由】CNBC のニュース、「Casino stocks eally as Macau’s May gaming revenues 

crush estimates」によると、５月まででマカオのカジノが１０ヶ月成長し続けていて、２Q からの成

長を続けるのではないかと綴られていた。また、新しいカジノリゾートが参入しているものの、顧客

の取り合いというより、マーケットの拡大に寄与しているという情報も掲載されており、カジノ銘柄に

目を向けた。 
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5. ＵＴグループ 

【概要】UT グループは、半導体謎の製造、受託業務を専門に取り扱う子会社を傘下にする持ち

株会社であり、半導体製造装置及び電機電子、光通信部品などのエレクトロニクスメーカーの工

業の生産工程における製造ラインの一括アウトソーシングサービスを提供している。実際は、製

造派遣を行っており、人手不足、特にエンジニアの人手不足も今後深刻化するであろう、というカ

タリストをもとに組み入れることにした。 

【BUY の理由】日本経済新聞が発表した【伸びる中堅企業を探せ】のリストをもとに、理論株価等

を計算し、組み入れた。尚、直近の平均株価は下落傾向にあるが、決算発表が８月８日ごろで

あり、そのアップサイドを狙うため、あえてポートフォリオから外すことはしないことにした。 

 

6. 中国南方航空 
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【概要】中国国際航空、中国東方航空と並ぶ中国三大航空会社の一つ。600 の旅客機・貨物

輸送機に加え、２０００便を毎日運航しており、中国の中間層拡大による旅客需要の増大を背景

に株価が続伸。 

【BUY・除去の理由】 

当初は伸びる旅客需要を背景とした株価続伸期待を抱いていたが、想定以上に伸びなかった。

その背景として、A株・H株による資金調達要因の違いが株価の下落を生じさせる可能性を看過

してしまい、それでもポートフォリオに組み込んでしまったこと、また、今後も株価の伸びは漸進的

であり、あまり上昇も期待できないことなどから除去することにした。 

 

7. ウォールグリーンズ 

【概要】米国の小売りドラッグストア。処方薬・非処方薬、雑貨などを扱う。プライマリーおよび救急

ケア、ウェルネス、薬品・病気管理サービス、ヘルス・フィットネスなどを含むヘルスサービスを提

供。 

【BUY の理由】RITEAID 買収の話でかなり市場の話題にはなっていたが、実際の買収がもし実行

された場合、一店舗当たり４.1百万ドルの負担の話も合ったほどだった。しかし、実際は米国の独

占禁止法に抵触した関係もあり、実行に移されなかった。そこで、我々は本業がもともと好調であ

ること、また、米国の消費も堅調に推移していることを勘案し、ポートフォリオに組み込んだが、実

際にイベントもないまま株価も軟調に推移した関係であまり組み込んでいてもメリットもないと感じ

たので除去した。尚、もし直近で業績発表があれば入れることも考慮した。 
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8. ブラックストーン 

【概要】プライベートエクエティー・不動産・公債・株式・非投資適格格付け・実物資産・セカンダリ

ーファンドに注力した投資商品を含んだ、資産運用サービスを提供している。 

【BUYの理由】Bloombergの quality screenに基づき選択。トランプラリーの終了を機会に、金融

株もマクロ環境として全体的に下降気味であったが、我々はあえて金融株の買い入れを行うこと

にした。その背景として、ブラックロックは現在 ETF（上場投資信託）の最大のプロバイダーであり、

今後も ETF（インデックス指数）に対する需要も今後増大すると想定していることから、株価もそう

した需要の伸びと合わせて上昇すると想定される。 

 

 



 

10 

 

9. 中国 上海総合指数 

【組み入れ理由】中国経済に関しては見立てとして好調であり、実際エコノミストの予想を上回っ

ており、またビットコインの ETFに対するヘッジの効果を考慮し、リスクヘッジという意味合いを込め

組み入れた。下記に上海総合指数の成長率など、今後の組み入れ銘柄に関する動向がわかる

ようになっているが、やはり全体的に上向きであり、成長性という観点からも評価は高いと考える。 

 

10. グルーポン 

【概要】共同購入クーポンサイト運営会社。ビジネスおよび消費者を対象に地域の商品、サービ

ス、文化的催しものなどの情報を提供する。世界で事業を展開。観覧、イベント参加、飲食、買

い物などの娯楽情報を提供。 

【BUY の理由】消費者のデフレ志向を背景に、クーポン事業の世界的な伸びを予測したのが投

資の背景。また、JPM のレポートによれば、販売管理費用を増大させること、すなわちマーケティ

ング費用を増大させることによって結果としてトップラインが増大し、それが寄与する形で利幅が

生まれ、株価が上昇するだろう、というストーリーがある。 

しかし、実際に精査するとバランスシートに計上されている債務も増大しており、ビジネスモデル

自体もそれほど強固な参入障壁によって守られているわけではない。従って、我々としても特に

ホールドする強い理由もなくなったのでポートフォリオから除去することにした。 
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尚、ここからは M&A 銘柄について具体的にどのような手法を用いて選定・分析を行ったのかを記

したい。 

M&A 銘柄とは、被買収企業がキャッシュなどで買収される際、プレミアムが付くことが多いので事

前に株式を買い入れ、そのプレミアムの上昇分をリターンとしてキャッチする手法である。ポートフォリ

オ企業候補として適切な被買収企業とは、Proposed であり、尚且つ下記の条件を満たす銘柄を指

す。 

1. 公開会社であること 

2. 買収金額、または買収条件が数字として明示的に提示されたものであること 

3. M&Aの条件が株価に反映されていないこと 

である。 

M&A 銘柄の好例として我々が考えたのが百麗国際控股である。基本的には M&A 銘柄の場合、

株価に M&A の事実が発表の直後に反映されてしまうのが実態なので、終値ベースで今回の大会

のパフォーマンスも測定されることを考慮すると、我々としてもできれば発表後に遅れて株価が上昇

することを期待した。尚、こうした M&A 銘柄を考えるうえで、補完的な条件として、我々は十分条件

ではないだろうけれども、比較的 small cap でかつあまり市場における知名度も高くないと想定される

ような企業であればアップサイドを狙えるのではないかと考えた。 



 

12 

 

 
ここで順番に一つ一つ具体的な銘柄についてみていきたい。 

11. シンクロノス・テクノロジーズ 

【概要】通信・サービスプロバイダー向けに e コマース向けの管理ソリューションを提供。 

【なぜ BUY か】上記に記載された条件を満たす M&A の被買収企業案件を勘案して該当した案

件。本業の将来性ももちろん、最も重要な点は１８ドルで買収するという記載に対し、１６ドルまで

スパイクし、そのまま推移していたからである。しかし、実際はポートフォリオに保持していてもなか

なか価格は上下せず、今後も大きな価格変動を期待できないことから除去することにした。 

 

12. スプリント 
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【概要】米国第四位の通信サービス会社。ソフトバンクが買収。個人・法人・政府機関・再販業者

に各種ワイヤレス及び有線通信の商品・サービスなどを提供する。オールデジタルのグローバル

有線ネットワークおよびグローバルティア１インターネット・バックボーンなど様々な技術の開発・立

案・展開を手掛ける。 

【BUYの理由】AMAZONがWHOLEFOOD MARKETを買収した際、WHOLEFOOD MARKETは

株価が上昇した。一方、WHOLEFOOD MARKETは、手厚い福利厚生により従来の利益至上主

義を標榜するアメリカ型資本主義に対するアンチテーゼとしての consumer capitalismを唱えて

いるが、同じ競合他社であるアルバートソンズに買収されようとされた際、株価は平たんなままで

あった。両者の特徴的な大きな違いとして挙げられるのが、経営陣がどちらの方針に味方するの

か、どちらのほうが本業を理解しているのかと市場が見ているかである。 

こうした観点で考えたとき、SPRINTは明らかな経営改革が必要であったし、親会社のソフトバンク

ではなく COMCASTであれば立て直せるのではないか、という観測は成立しうる。 
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13. ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラスト 

【概要】アメリカの都市部のトランクルーム物件の所有、運営、買収に注力する RIET で、246 のト

ランクルーム（１億３７００万平方フィート分）の広さを有する。 

【組み入れ理由】被買収企業をスクリーニングしていく中、我々は買収企業にも目を向けるように

なった。買収企業に関しては、M&A による業績進展への期待が株価に反映されると考えられる

が、我々は同社についてはそのような観測も持つことができるのではないかと考えた。実際、売上

の伸びに関しても近年著しい伸びを見せており、都市部への人口流入を背景とした地価高騰は

継続すると考えた。 

しかし、PSA に関しては今後低迷期に向かうとの観測も浮上しており、我々は PSA については損

切を行うべき、というようにビューを変えた。特に、組み入れ理由の中心事由であった需要も減

速しており、拍車をかける形で一般住宅の負債比率上昇・トランクルームの価格上昇による借り

手減少が報道され、ホールドを継続すべき理由が見当たらなくなった。 
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14. ビットコイン・インベストメント・トラスト 

【概要】米国を拠点とするオープンエンド型クラスター・トラスト。グレースケール・インベストメンツ

がスポンサー。ブットコインへの投資に特化し、ビットコインの値上がり益のみを収益する。一株当

たり基準価格がビットコインの市場価格に連動する投資成果を目指す。 

【なぜ組み入れたか】仮想通貨の組み入れ自体をするかどうかはかなりの議論の対象となった。

公正価値評価もできない以上、そもそも仮想通貨のフェアバリューが何かすら怪しい状況だった

からである。また、ビットコインがブレイクする懸念も浮上し、ビットコイン自体の価値が下落するの

ではないか、従って次のリバランスでビットコインの比率を下げるべきなのではないかと考えられた。

そこで、タイムテーブルを策定し、どの時点までにビットコインに関する意思決定を行うかのタイム
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リミットを決めることにした。すなわち、７月２５日の報道でビットコインの比率を決めることにした。

一番の懸念を単純に要約すると、ビットコインのチェーンがブレイクし、仮想通貨に対する信用が

落ちることである。 

しかし、実際に展開してこととしては SegWit2x という新しいコードでビットコインが管理されることと

なり、ビットコインの将来的な見通しが明るくなったのである。また、CFTC がビットコインのデリバテ

ィブ契約の清算機構として LedgerXLLC を認可したことを受け、仮想通貨の市場における法的・

公的正当性を獲得するに至った。こうした流れを受け、我々としてもポートフォリオに仮想通貨の

値上がり益を反映させたいと考え、寧ろその持分の比率を増大させた。 

 

 
15. iPATH GS -原油トータルリターン指数ＥＴＦ 

【組入理由】 

石油に関しては、組み入れ時点だとバーレーンとサウジアラビアとの外交関係の冷却化に伴い、
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原油価格がそうしたマクロ経済情勢と連動する形で上昇するであろう、という目論見だった。しか

し、現在はむしろヘッジファンドが bearish な状況に置かれている中で、トレーダーはむしろ買いの

注文を増やしている状況という報道もある。また、組み入れ異時点で買い・売りの予測に関しても

どちらかといえば買いが強気な情勢であり、従って、収益機会があると我々は考えた。また、最大

の原油消費国である米国の在庫状況を確認しても、好調な経済状況を反映する形で在庫が減

少していることを確認できたため、我々は組み入れることにした。 

 

 

16. トータス・セレクト・オポチュニティー・ファンド 

【概要】Tortoise select opportunity Fundは米国籍のオープンエンド型投資信託のこと。トータル
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リターンの獲得を目指しており、北米エネルギー企業の営業活動からの利益、またはそのほか企

業の証券を中心に投資・運用する。 

【組み込んだ理由】原油に関する分析を進める中、原油の上昇気運を受け原油関連産業株も

上がると考え、ビットコイン対策に対するリスク分散も考慮し組み込んだが、実際はリターンを出す

どころか、リターンが削られる事態に陥ったため、除去対象となった。 

 

＜銘柄選定の理由 2.(７月２７日～)＞ 

 リバランスで調整した投資方針を踏まえ、下記の銘柄を選択した。（合計１３銘柄） 

銘柄の種類・銘柄 持分比率 

バリュー投資銘柄  

アリババ・グループ・ホールディングス 9.43% 

アルファベット 8.27% 

金沙中国 6.15% 

ＵＴグループ 7.33% 

スプリント 6.2% 

ブラックストーン 5.92% 

中国 上海総合指数 8.6% 

ニトリ 8.50% 

ライザップ 8.5% 

関電工 10.0% 
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リターン最大化銘柄  

ビットコイン・インベストメント・トラスト 10.54% 

iPATH GS -原油トータルリターン指数ＥＴＦ 6.87% 

上記のリストを踏まえ、銘柄選定の理由について、一つ一つ順次に行っていく。尚、リバランスを行な

わない株に関しては基本的なビューに変化はないので、リバランスによる除去銘柄と追加銘柄の両

者について分析結果をまとめる。 

＜新たに追加された銘柄＞ 

1. ニトリ 

【概要】北海道を地盤に家具・インテリアの専門チェーン店を展開。主に収納家具および李文具

ルーム家具、ダイニングルーム家具、ベッド、オフィス家具、インテリア商品を扱う。自社ブランド

商品や輸入品も販売。 

【BUY の理由】リバランス候補を探すにあたり、株価下落率の高い株式を注目し始めた。ニトリに

関しては営業利益が 276 億円の市場予想を下回ったこと、および MUFG のアナリストレポートで

overweight から equal-weight に下方修正したことを受け、株価がかなり下落した。しかし、我々

は四半期業績で株価が変動するにしてはあまりにも大きい振れ幅だと考えたので、寧ろ底値で買

い入れ時なのではと考えた。都心での出店とそれに伴う売り上げの拡大・7 月の既存店舗売上

予測を上回ったりなど、様々な上昇材料もあることから、組み入れ対象とした。 

 

2. ライザップ 

 【概要】美容・健康関連通販や減量ジム「ライザップ」を展開。Ｍ＆Ａでマルコ、ジーンズメイトを



 

20 

 

傘下に買収した。 

【BUY の理由】 業績が好調であり、買収した企業の売上を次々と改善している。現状グループ

の収益のほとんどを RIZAP が担っている状態だが、今後はそれ以外のビジネスからの収益も期

待できるのではないか。 

 

3. 関電工 

【概要】屋内配線・高圧送配電線などの電気・電力設備工事を請け負う。環境整備・情報通信

設備の建設も手掛ける。子会社を通して電気機器の販売も行う。尚、東京電力の子会社。 

【BUYの理由】Bloombergのトップダウン分析ファンクションで業績分析を利用した結果、売上・収

益の乖離が最もバランスよかったのが資本財の業界に属する企業だった。その業界の中でも特

に関電工を選んだ理由として、第一に東京オリンピックに向けたインフラの更新などで電気設備

工事需要が増大すること、第二に財務がしっかりしており、株価も堅調に推移するであろうからで

ある。また、電気設備工事という性質上、寡占も進みやすく、従って高い収益率を維持する可能

性が高いので組み込んだ。 

第二四半期の業績もすでに発表されたが、PER もまだ 13 倍と低く、従って株価はまだ上昇する

と考えられる。 
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<当コンテストで得られた知見・学び> 

コンテストでは、イベントドリブン・マクロ的な知見など様々な新しい手法を用いた挑戦を図ることで独

自性・創造性が高くリターンの出せるポートフォリオの組成を試みた。しかし、実際問題としてノウハウ

不足・調査不足に加え、仮想通貨というアセットクラスに内在する大きな不確実性に十分対処できる

だけのノウハウがまだ備わっていなかった。また、ポートフォリオを組成するにあたり端末を十分に使い

こなせるまでに相当の時間がかかってしまった、ということも挙げられる。 

投資で成功するかしないかには、当然先見の明に加え、逆張りのような、市場が想定していな収

益機会をいかに素早く発掘できるかの嗅覚を持ち合わせることが必要である。そうした機会をより探

索しやすくするには、リスク・リターンの許容度を数値などで用いてどれだけ可視化できるか、合理的

な意思決定を行える環境をどれだけ整備できるかにかかっているように思う。日々のニュースを追い

かけるだけでは足りず、様々なニュースソースを用いながら柔軟にかつ素早く対応し、自分の言葉で

いかに論理を構築していくかが求められるであろう。 

 投資の面白さを改めて気づかせる機会を提供してくださり、チーム一同、感謝申し上げます。 

 

 

 


