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投資信託は水浸し

marketessential 2

（注）3月16日現在の税引き前分配金再投資ベースの年初来リターンの分布。対象は
純資産総額250億円以上の公募投信（株式のインデックス運用と、ETF・ラップ・
SMA専用を除く）440本
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昨年まで大勢が外国株に
なびいてきた
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証券会社も外国株さま
さま
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フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
バ
ブ

ル
が
崩
壊
？
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企業名 本社所在
地 事業内容 ティッカー 3月16日終

値 昨年末終値 騰落率

ショッピファイ カナダ 電子商取引プラットフォー
ム SHOP 622.38 1377.39 -54.81 

シー シンガ
ポール インターネット企業 SE 111.36 223.71 -50.22 

ロク 米国 エンターテインメント ROKU 114.91 228.20 -49.65 

トゥイリオ 米国 クラウド・コミュニケー
ション・プラットフォーム TWLO 144.09 263.34 -45.28 

インテリア・セラピュー
ティクス 米国 バイオ医薬品メーカー NTLA 65.92 118.24 -44.25 

スポティファイ・テクノロ
ジー

ルクセン
ブルク

ルクセンブルクの音楽スト
リーミング・プロバイダー SPOT 133.58 234.03 -42.92 

ズーム・ビデオ・コミュニ
ケーションズ 米国 ビデオ・コミュニケーショ

ンサービス ZM 106.84 183.91 -41.91 

ユニティ・ソフトウェア 米国 3Dコンテンツ制作のプラッ
トフォーム U 87.73 142.99 -38.65 

ユーアイパス 米国 業務プロセスや作業の自動
化 PATH 27.82 43.13 -35.50 

テラドック・ヘルス 米国 遠隔医療プラットフォーム TDOC 60.73 91.82 -33.86 
コインベース・グローバル 米国 仮想通貨取引所の運営 COIN 172.53 252.37 -31.64 
ブロック（旧スクエア） 米国 決済システムの開発・販売 SQ 116.05 161.51 -28.15 
ロビンフッド・マーケッツ 米国 手数料無料の株式取引 HOOD 12.78 17.76 -28.04 
アディエン オランダ決済サービスプロバイダー 1781.60 2311.50 -22.92 
トリンブル・ナビゲーショ
ン 米国 全地球測位システム

（GPS）の開発 TRMB 68.27 87.19 -21.70 

イグザクト・サイエンシズ 米国 癌検出製品メーカー EXAS 61.43 77.83 -21.07 
テスラ 米国 電気自動車メーカー TSLA 840.23 1056.78 -20.49 

メルカドリブレ アルゼン
チン オンライン取引会社 MELI 1075.97 1348.40 -20.20 

ツイッター 米国 ソーシャルメディア TWTR 35.37 43.22 -18.16 



米国の目利きに頼った結果
‥‥
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ファンド名 タイプ リターン 純資産総額 基準価格 運用会社
デジタル・トランスフォーメーション株式Ｆ 外国株式 -40.7 2492.16 6389日興アセット
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 外国株式 -39.9 3922.39 11958日興アセット
グローバル・フィンテック株式Ｆ(年２) 外国株式 -38.8 929.57 5977日興アセット
グローバル・フィンテック株式ファンド 外国株式 -38.8 1183.05 17545日興アセット
グローバル・テクノロジー株式ＦＡ(Ｈ) 外国株式 -38.4 509.93 7693TRP
グローバル・テクノロジー株式ＦＢ(ＮＨ) 外国株式 -36.2 679.06 8754TRP
ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 外国株式 -35.4 380.09 23136三井住友DS
ベイリー・ギフォード世界長期成長株Ｆ 外国株式 -34.7 454.06 16407三菱UFJ国際
世界成長企業戦略/ＳＭＴ.ＬＮ外国投資証券 外国株式 -32.6 646.33 6308三菱UFJ国際
Ｇ・エクスポネンシャル・イノベーション・Ｆ 外国株式 -31.8 3105.7 5721日興アセット

年初来のマイナスリターンが30％を超えたファンド

3月16日現在。税引き前分配金再投資ベース。純資産総額250億円以上



リスク・リターンのイメー
ジ図がこれでいいのか

想定リス
ク

期待リ
ターン

短期金利 0.00 0.6 
国内債券 2.56 0.7 
外国債券 11.87 2.6 
国内株式 23.14 5.6 
外国株式 24.85 7.2 
資産全体 12.32 4.0 
（注）単位％
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公的年金の運用の前提

短期金利
国内債券

外国債券

国内株式

外国株式

資産全体

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20 25 30

期
待
リ
タ
ー
ン
（
％
）

想定リスク（％）

GPIFが運用の前提にしている
リスクとリターン



目でわかる元本割れリス
ク

リター
ン－リ
スク

リター
ン＋リ
スク

想定リ
スク

期待リ
ターン

短期金
利 0.6 0.6 0.00 0.6 
国内債
券 -1.9 3.3 2.56 0.7 
外国債
券 -9.3 14.5 11.87 2.6 
国内株
式 -17.5 28.7 23.14 5.6 
外国株
式 -17.7 32.1 24.85 7.2 
資産全
体 -8.3 16.3 12.32 4.0 

（注）単位％
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簡単な計算をしてみる
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運用対象資産

１年後の運用成績は約３分の２の確率で
この範囲内に

標準偏差とはデータが平均値を
中心にどれくらいばらつくかを
示す値。１標準偏差＝約６８％、
２標準偏差＝約９５％、３標準
偏差＝約９９％



当事者逮捕を伝える報道
＜３月５日の日本経済新聞電子版の報道＞
• 日本の資本市場の信認が再び揺らぐ。●●証券の
幹部4人が、相場操縦をしたとして金融商品取引法
違反容疑で4日、逮捕された。

• 金融商品取引法が禁じる「終値関与」の疑い。
• ●●証券では引き受けた取引の成立を確実にしよ
うと、市場で様々な株式を売買している部門に買
い支えを依頼した疑いがある。ブロックオファー
の取引価格は終値を基準とするため、終値が高く
なるように特定の銘柄を買い支えたとみられる。
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ファイやウォール規制違
反？終値関与？

＜報道された情報を総合すると、取引のあらましは次の通り＞
• 小糸製作所、モスフードサービス、アズワン、ファイバーゲート、京葉
銀行の5銘柄について、大口の株主からブロックトレードでの売却依頼を
受け、特定日の終値で執行する契約を結んだ。

• ●●証券は売却決定日の午後2時以降、午後3時の大引け前までに、指し
値を指定したうえで、大量の買い注文を出して約定した。

• ●●証券による買い支え行為は、株式の買い手になることを承諾した買
い手の投資家がつなぎ売りを出し、株価が下落したことに対処するため
だった可能性がある。

• 自己売買部門による大量の買い注文は社内の売買管理部が検知できるよ
うになっており、今回の取引についても、違法な「終値関与」に当たる
恐れがあるとして売買管理部が検知し、担当部門にヒヤリングをした。

• 逮捕された4人は「通常の業務」であるとし、相場操縦の犯意を否認して
いる。
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ところが証券会社は早々
と白旗を揚げた

＜●●証券は監視体制が不十分だったと謝罪＞
• ●●証券の〇〇社長は5日午後に都内で記者会見し、同社の
幹部らが相場操縦疑惑で逮捕されたことを受けて「市場の
公正性を確保する証券会社の立場でこのような事態を引き
起こしたことを改めておわびする」と陳謝した（３月５日
日経電子版）。

• 不正な取引を防止する内部管理体制が不十分だったことを
認め、売買管理などの陣容を22人と2020年末に比べて約6割
増やしたことを明らかにした。

• 複数の銘柄について「市場の公正性に疑問を生じさせる自
己勘定の売買が確認された。控えるべきだった」などと
語った。

• その後、社内の調査委員会を設置。
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世論の反応は●●証券に
厳しい

＜インターネット上のコメントはほとんどが●●証
券の行為を批判＞
• 「上限７億円の課徴金処分では甘すぎる」
• 「悪徳証券には無期の業務停止処分を」
• 「氷山の一角。個人投資家の９割が損をしている
（根拠不明、筆者注）のは、同様の行為が横行し
ているため。
＜同業他社も厳しい批判＞
• 日本証券業協会の森田敏夫会長（前野村証券社
長）は３月１６日、「市場の常識に反するかなり
特異な取引」「他社では考えられない」などと批
判。

Maeda@marketessential 12



しかし、どこが違法なの
かは不明確

＜報道された情報だけをもとに検討すると＞
• 大口株主からの依頼を受けて、自然体で形成されてい
る株価を吊り上げたわけではない。

• 大量の買いで株価の下落を防いだというが、本当に終
値を人為的に操作して水準を変える「終値関与」に当
たるのか。

• 相場操縦の具体例とされる仮装・なれ合い売買や見せ
玉、風説の流布などに走ったのか。

• 株価は買えば上がるから、大量買いを入れるだけでは
相場操縦に当たらない。他の投資家を取引に引き込む
「誘引目的」があったのか。
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株価は歪められたのか
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そもそも市場は「相場操
縦」に満ちている

＜売買で株価が変動するのは自然なことでは＞
• 日銀のETF買い入れや企業の自社株買い、増資時の
安定操作など、株式市場はそもそも「相場操縦」
に満ちている。

• 証券会社や機関投資家が大量に株式を売買すれば、
株価は動く。小口の個人投資家はどんな売買でも
「大量の売買によって株価が動かされ、思惑通り
にもうからない」と感じがち。

• 大口の売買注文を円滑に処理するのは、証券会社
の重要な役割。市場に裸の売買注文を出せばいい
というのならば、取引所に直接、注文を出せばい
いだけで、証券会社は不要。
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違法な相場操縦と合法的
な相場操縦

そもそも広義の「相場操
縦」に当たるか

なぜ許される（許されない）の
か

妥当性（私の見
解）

日銀のETF
買い入れ

リスクプレミアムに働きか
けることが目的と言ってい
るのだから、広義の「相場
操縦」に該当

金融政策の遂行というより大き
な目的に沿って実施。相場操縦
の構成要件の一つの誘引目的が
ないと思われる

常に相当性の法
理で検証する必
要がある

企業の自
社株買い

本来的には自社株買いは株
価に中立

買い材料と受け止めるのは投資
家の誤解。買い方については相
場操縦と誤解されないように細
かな規則がある

自社株買いの株
価への影響につ
いては誤解を解
く必要がある

増資時の
安定操作

届け出て実施する合法的な
相場操縦

増資という上場企業の重要な行
為が円滑にできるようにするこ
とが大切だから

透明性を確保で
きるのならばOK

●●証券
の取引

「相場操縦」だと報道され
ている

終値関与は誘引目的があるとみ
なされる（本当に狭義の終値関
与をしたのかどうかは不明確）

もっと精密な議
論をしなければ、
判断できない
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金商法は何を罰する法律
なのか

法律の規定 弊害
インサイダー
取引規制は形
式犯を処罰？

金商法166条などに構成
要件が記載され、重要事
実が列挙されている。た
だ、バスケット条項もあ
る

重要性がない子会社の解散でも、
その事実を知って公開前に取引
をすれば、課徴金が科される

相場操縦は実
質犯を処罰？

金商法159条で禁止して
いるのは、誘引目的を伴
う仮装・なれ合い売買、
見せ玉、風説の流布、作
為的相場形成（証券会社
対象、第38条）など

「市場の常識に反する行為で、
かなり特異な取引」（3月16日
の記者会見で森田敏夫日証協会
長）、「他社では考えられな
い」（同）というが、どの点が
問題かの言及なし

セクハラやあ
おり運転

一応、定義はある 同じ行為でも罰せられたり罰せ
られなかったり
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事件報道のありようも問
題

＜リーク情報に基づく報道が印象操作になっていないか＞
• 今回の事件も、逮捕後に報道されているのは「関係者によ
ると」という検察のリーク情報だけ。

• 被疑者が悪人であるという印象が先行してしまう。
• 金融証券取引法の中途半端な理解に基づく報道は、ますま
す読者を混乱させ、証券市場はひどいところだという印象
をまき散らす。

• 報道は途中経過ではなく、海外のように、公判でのやり取
りに徹するべき。

• 当局は情報をリークした検察官を厳罰に処す必要がある。

marketessential 18



当局の公正さに対する疑
問も

＜当局は多くの関係者が疑問視している問題に対して、頬か
むりをしている＞
• 2019年12月3日にGPIFが「貸株取引を停止」と大々的に発表。
貸株をやめるのは外国株だけで、日本株はもともとしてい
ないのに、その点にはいっさい触れず、日本株もやめるよ
うな誤解を招くような発表をしたのは、相場を誘導する目
的があったのではないか。

• 2019年にあるオンライン証券が高速取引業者（HFT）と組み、
個人の売買注文を先回りしてHFTが売買益を稼げるような仕
組みを作った。金融庁の最良執行タスクフォースで何人も
の委員が疑問点を指摘したのに、当局は無視したまま。
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「違法な相場操縦」とは
何かの定義を

＜今回の事件の結果、新しい規制ができる可能性がある
＞
• 仮装売買などと現実の買いで株価を押し上げることと
は異なる。後者は違法ではないとの学説もある。

• 短期的な株価変動はともかく、中長期的な株価形成に
影響を与えない程度の大量売買は、中長期投資家の利
益を侵害するわけではない。

• 厳しい規制ができれば、大口注文を受けた証券会社の
行為に制約が生じる。大口投資家の利益を損なったり、
市場の流動性を低下させたりする弊害はないか。

marketessential 20


	相場操縦事件に思う
	投資信託は水浸し
	昨年まで大勢が外国株になびいてきた
	証券会社も外国株さまさま
	フィンテックバブルが崩壊？
	米国の目利きに頼った結果‥‥
	リスク・リターンのイメージ図がこれでいいのか
	目でわかる元本割れリスク
	当事者逮捕を伝える報道
	ファイやウォール規制違反？終値関与？
	ところが証券会社は早々と白旗を揚げた
	世論の反応は●●証券に厳しい
	しかし、どこが違法なのかは不明確
	株価は歪められたのか
	そもそも市場は「相場操縦」に満ちている
	違法な相場操縦と合法的な相場操縦
	金商法は何を罰する法律なのか
	事件報道のありようも問題
	当局の公正さに対する疑問も
	「違法な相場操縦」とは何かの定義を

