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その30 年余りの歴史を通じて、
マネージド・フューチャーズ
業界は基本的にクオンツ分析に基づくトレンド追随型運用戦

略という形をとってきました。
トレンド追随型運用戦略は価格

執筆者

セレス・マネージド・フューチャーズ・チーム

トレンドを見極め、
そうしたトレンドに基づいてロング・ショー

ト・ポジションを構築する、
ルールに基づくシステマチックな
運用戦略です。最近ではテクノロジーやデータ、市場の進化

を背景に、価格以外のファンダメンタル・データのクオンツ分

析に着目した、
ルールに基づくシステマチックな取引戦略を
稼働する優れた新世代のマネージャーが続々と誕生していま

す。
こうしたシステマチックなマクロ戦略はトレンド追随型戦

略ではなく、
しばしばクオンツ分析とファンダメンタル分析を
組み合わせた
「クオンタメンタル」戦略と呼ばれます。

本稿ではクオンタメンタル戦略とトレンド追随型戦略は相互

補完性が高いこと、
そしてマネージド・フューチャーズ戦略に

バランスの取れた長期アロケーションを行うためには、両戦
略を含む必要があることを検証していきます。
図1

マネージド・フューチャーズ戦略の変遷

■ クオンツ分析
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■ ファンダメンタル・
マクロ戦略
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マネージド・フューチャーズ戦略の進化

テクノロジーの向上、多種多様なデータを利
用できるようになったこと、市場の発展・拡大

図2

マネージド・フューチャーズ戦略における進化

コンピューターの
能力

といった持続的なトレンドを映して、
マネージ
ド・フューチャーズ・ユニバースは近年、急速
。
な拡大を遂げています
（図表2）

市場の
多様化

電子取引
プラットフォーム

様々なデータが
利用可能に

飛躍的に向上するコンピューターの能力

この 進 化 の中 核にあるのは、コンピュー
ターの能力の劇的な向上です。先物市場や
フォワード市場はその取引の容易さから、
システマチック取引マネージャーにとって
ロング・ポジ
魅力的な市場となっています１。
ションとショート・ポジションを同様の容易さで
取引することが可能なうえ、流動性が潤沢
で、
価格透明性が高いため、
フューチャーズ・
マネージャー はこれらの 市 場 で 新しい
ルール・ベースの運用戦略を容易に試すこ
とができます。
コンピューター処理の迅速化、
や機械学習の高度化、無人
人工知能（AI）
自動車などの分野で広範に使用されている
工学原則の応用はすべて、
システマチックな
先物取引分野ではさらなる研究・開発が行

電子取引プラットフォーム

データの電子的な収集・蓄積方法の高度化、

した。当時はトレーダーがトレーディング・フロ

のデータの収集・蓄積ができるかが、今も貴

米国の先物市場は1800年代に創設されま
アで互いの注文を伝え合う形で取引が行わ
れていました。2000年代までこうした取引形

われることを指し示しています。

態が続けられていました。事実、
シカゴ商品

多様な市場の誕生

られたのは2016 年末のことです。今も一部

先物市場の構成も進化を続けています。例

今日では先物取引の大半は電子化されてい

現物市場の成長と需要の増大を反映して、
えば、一時、冷凍オレンジジュース先物は極
めて流動性の高い市場でした。消費者の好

取引所において物理的な取引の門戸が閉じ
の物理的な取引方法は存続していますが、
ます。先物市場では電子取引プラットフォー
ムの採用により、
コストが劇的に低下する一

取引スピードの向上を背景に、
どれだけ独自
重なマネージャーの差別化要因となっていま
す。一部には「新たな」多様なデータの源泉
を創出するマネージャーすら存在します。
例えば、
今日、
人工衛星を使って洋上の船舶
を追跡したり、道路の交通状況を精査する
ことや、物品購入のレシートを定期的に受領
することが可能です。
これらの要因が相まっ
て、新たな、
リアルタイムのデータを入手し、
在庫水準を判断することもできるようになり

みが変化するにつれ、冷凍オレンジジュース

方、
取引高と流動性は急増しています4。

ました。
これらの新しいデータ・セットをルール

に対する需要も変化して行きました。今日で

利用可能なデータが急増

に基づくモデルに投入することにより、割安

は同市場の取引高はかなり小さくなっていま
す２。他方、VIX 先物は2004 年以前には存
在していませんでしたが、
今ではVIX先物は
流動性が高く幅広く取引される市場となって
います 3。今後に目を向けると、現在、一部の
新興国の先物市場は主に現地市場のユー
ザーしか利用できませんが、
いずれ世界的
に取引が可能になると見込まれます。先物
市場がこのようにダイナミックな発展を記録し
ていることは、
将来的には、
先物マネージャー
は世界経済と最も関連の深い市場にアクセ
スできるようになることを示唆しています。

当初、
システマチックな分析を行う際に広範
に利用できる入力データは引け値だけでし
た。それが今では、分刻みの価格データや
取引高、建玉などのデータをモデルに入力
することができます。
さらにマクロ経済指標、
需給データ、在庫データ、取引フロー・デー
タ、
天候関連データ、
金利格差などの幅広い
ファンダメンタル・データがなお容易に入手で
きるようになったことで、
モデルへの入力項目
として、一層多くの独自の独立したデータを
開発する動きが強まっています。

な価格や、
資産間の価格の非効率性を見出
すことが可能になっています。
トレンド追随型モデルを超えて

トレンド追随型モデルは圧倒的に価格モメン
タムに基づくモデルです。予想されたトレンド・
パターンが現実のものにならない時、
ポジシ
ョンを縮小するか手仕舞う必要があります。
トレンド追随型戦略の要諦は「敗者を切り捨
て、勝者に付き従う」
ことです。図表3は典型
的なトレンド追随型モデルの買いシグナルと
売りシグナルを示しています。

2

フォワード契約は構造的に先物とは異なりますが、先物と共通する特性も少なくなく、そうした特性がシステマチック取引を可能にします。

4

Wikipedia

3「オレンジジュース先物は投資家にとって苦い飲み物（

�Orange Juice Futures Leave Sour Taste for Investors�）、Financial Times (2017 年 2 月 8 日 )

出所 : CME グループ : https://www.cmegroup.com/company/history/timeline-of-achievements.html
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以下のパラグラフで、
クオンタメンタル戦略が
着目する幾つかの非トレンド・ファクターにつ
いて説明します。実際にマネージャーが戦略

図3

典型的なトレンド追随型戦略の図式

を実施する場合には、
これらの単純な例より

売却開始

も複雑なものになります。
先物市場内：キャリー／ロール・イールド

ロール・イールド戦略では、先物市場のキャ
リー・ファクター、
とりわけ商品先物特有のキャ
リー・ファクターのコストが重要な役割を果た
します。先物契約は一連の満期日に沿って
取引されます。
スポット価格、
すなわちその時

購入開始

々の現物価格は最も期近な先物契約の価
格とは異なり、
さらに期近物の価格は期先物
の価格と異なります。
スポット価格と先物価格
の差にはキャリー・コストが含まれます。
キャ
リー・コストは先物の購入資金をファイナンス
するための金利コストや、原資産を保管し、
保険をかけるためのコストに基づいて計算さ
れます。
これらのコストは需給の価格圧力に
左右され、
その結果、
カーブの形状はコンタ
ンゴ
（上向きの勾配）
あるいはバックワーデー
ション
（下向きの勾配）
となります。ロング・
ショート
・コモディティ
・マネージャーはカーブの

図表は説明目的でのみ提示したもので、特定の投資を表す意図はありません。

図4

先物市場内のキャリー / ロール・イールド

価格

ロング・ポジション：ポジティブなロール

勾配を利用して取引戦略を構築します。
バックワーデーションと
図表 4が示すように、
なっているコモディティ契約でロング・ポジショ
ンを構築すれば、マネージャーはポジティブ
なロール・イールドから利益を享受すること

ロング・ポジション：ネガティブなロール

が可能かもしれません。
ロング・ポジションを
取ることにより、
より高い現物価格に近づくに
つれ、先物カーブを
「ロールアップ」する形に
なるからです。逆に、
コンタンゴ状態となって
いるコモディティ市場でロング・ポジションを構
築すれば、
ロール・イールドはマイナスになりま
す。先物カーブを
「ロールダウン」する形にな
って、
時間の経過とともに価値が失われてい
くことがあり得ます。
コンタンゴとなっている市
場では、
ショート
・ポジションを取る方が望まし
いかもしれません。

現在

コンタンゴ

バックワーデーション

先物満期
までの時間

図表は説明目的でのみ提示したもので、特定の投資を表す意図はありません。

先物市場内:

と考える利益を表します。
もしこのスプレッド

リラティブ・バリュー

が計算により求められる通常の水準から逸

大豆、
大豆油、
大豆ミールなどの特定のコモ

脱している場合には、
スプレッドは平均水準
に回帰し、
その過程でポジティブなリターンを

ロール・イールド戦略は、価格トレンドとあまり

ディティは、同一の原料を加工したものであ

関係しない市場の動きに左右されるファク

るために、
相互関係があります。各製品の加

ターに基づく戦略です。
したがって、
ロール・

工コストは計算することが可能で、
各製品間

イールド戦略はトレンド追随型戦略の分散化

には「通常の」スプレッドが存在します。生産

スプレッド取引はリスクを孕んでいます。標準

戦略に対して分散化効果を発揮します。

者の観点からは、
スプレッドは彼らが得たい

への回帰もそのタイミングも、
確実なものでは

ソリューション＆マルチアセット

生み出すとの期待の下に、
トレーダーは取引
を行うことができます。
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インベストメント・インサイト

ないからです。
しかしながら、
この種の取引は
トレンド追随型の取引とはまったく異なるもの
であることが分かります。
バリューの追求：マクロ

コンピューターの威力とデータの新たな源
泉を結びつけることにより、
クオンタメンタル・
マネージャーは潜在的な入力データについ
て調査分析し、
そうしたデータの膨大なユニ
バースを見出すことが可能です。
さらに、
一連のプロセスをシステム化することによっ
て、
多くの市場でポジションを構築することが
できます。
例えば、GPSを応用した輸送活動の解析
や、電力使用統計は当該国の経済活動の

図5

パターン認識の例
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完成

図表は説明目的でのみ提示したもので、特定の投資を表す意図はありません。

水準について、
タイムリーな情報をもたらして
くれるかもしれません。バリューに着目する
システマチック・マクロ・マネ―ジャーは、
この
情報を考慮して、
マクロ経済見通しが明るい
国の株式指数先物のロング・ポジションを構
築したり、
マクロ指標が相対的に低迷してい
る国の株式指数先物のショート
・ポジションを
構築したりすることができます。
こうしたデータの源泉は、
クオンツ・マクロ・
トレーダーに、
トレンド追随型戦略とは異なる
新たな入力データと新たな取引の根拠を提
供し、先物取引に対して多様なエクスポー
ジャーを取ることを可能にします。
パターン認識

このカテゴリーは総じて過去に観察された、
特定の価格の動きをもたらすことが多い価
格パターンを特定するために用いられます。
パターン認識は入力項目として価格だけに
依存するという点で、
トレンド追随戦略と関
係が深いと言えますが、
そうした取引の入口
や出口のタイミングはトレンド追随型のそれと
は異なっていることがあるため、差別化され
た運用スタイルを提供することができます。

例えば、
そうしたパターンの1つに「ヘッド・アン

市場の非効率性を捕捉しようと試みるすべ

ド・ショルダー
（三尊天井）
」があります。
このパ

ての戦略と同様、資本流入に伴う非効率性

ターンは、
既存のトレンドが反転するタイミング

の元帥は重大な危険性を孕んでいます。戦

を示唆するとも考えられます。図表5にこうし

略が一貫したアルファを上げられるか否か

たパターンが形作られてます。
パターン認識

は、継続的なリサーチと効率的な執行にか

を行うトレーダーは、
このパターンが現れると、

かっています。
この事実と、成功するために

将来価格が下落すると見なすと思われます。

は極めて洗練されたシステムが不可欠だと

長年の間、
トレーダーはかかる単純なパター
ンを特定することに努め、そうしたパターン
に依存してきました。
しかし現在、
コンピュー

いう事実は、
これらのマネージャーに投資を
模索するプロフェッショナルなチームは、
提携
の必要があることを示唆します。

ターの力によって新たなパターンの調査・特

トレンド追 随 型 戦 略は今なおマネージド・

定が行えるようになり、
その後の取引行動に

フューチャーズ業界において中心的な位

つなげることができるようになりました。
パター

置を占めています。事実、
このトレンドファク

ン認識は機械学習や人工知能が得意とす

ターこそが、株式市場の下落時に、先物取

るカテゴリーです5。

引でのショートポジションで収益を得ようと

結論

する際に生じるギャップや歪みを修正し、補
完する役割を担っていると言えます。
しかし

マネージド・フューチャーズ業界はトレンド追

ながら、
クオンタメンタル・スタイルは、
トレンド

随型から様々なクオンツ取引戦略へと進化

追随型戦略の人気が低下している時期にも

を遂げています。
その背景には、様々なデー

分散化を可能にします。マネージド・フュー

タが入手可能となり、
コンピューターの能力

チャーズのリスクを厭わない投資家は、十分

が飛躍的に向上したことがあります。
トレンド

に分散化したポートフォリオにアロケーション

追随型戦略とクオンタメンタル戦略は相互補

を行うことによって、優れたリターンを得られ

かかるパターンには、
チャート上に現れる形

完性が強く、
異なる市場状況下で違う動きを

る可能性があります。

状からしばしば特別な名称が与えられます。

見せる傾向があります。

5

Anzai, Y. (1992 年 ) Pattern Recognition and Machine Learning. Morgan Kaufman.
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重要事項

その他重要事項

投資一任契約は、お客様の資産の運用に関し、お客様があらかじめ運用の基本

提供されるものであり、特定の金融商品の取引または申込みの推奨や勧誘を目

1. 投資一任契約の概要

方針を定めた上で、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断のすべてを弊社

本資料は、弊社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して
的とするものではありません。また、弊社は、本投資戦略によって運用されてい

に一任し、弊社がこれをお引き受けするものです。お客様は投資を行うのに必要

る金融商品の取引または申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。

の投資判断に基づきこれを行い、お客様は個別の指示を行わないものとします。

ルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社が翻訳したもので

な権限を弊社に委任し、弊社は委任された権限を行使するにあたっては、弊社

2. 元本損失が生ずることとなるおそれ

受託資産の運用には、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の価

格変動リスク、株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク及び株式その他

有価証券等を売却あるいは取得する際に市場に十分な需要や供給がないため、

本資料は、セレス・マネージド・フューチャーズ・チームが作成したレポートをモ

す。本資料と原文（英語版）の内容に相違がある場合には原文が優先します。

本資料はセレス・マネージド・フューチャーズ・チームの運用戦略に関する情報

提供を目的として作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。
本資料は信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりま

十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる流動性リスク

すが、その正確性や完全性をお約束するものではありません。

の影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に帰属し、元本

す。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆

等による影響を受けます。また、外貨建て資産に投資するため為替変動リスク

が保証されているものではなく、元本損失が生ずることとなるおそれがあります。

3. 投資一任契約締結に際しての留意事項

受託資産の運用は、個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取

本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがありま

あるいは保証するものではありません。また、特定の銘柄及び市場等全般の推
奨や価格の上昇又は下落を示唆するものではありません。

弊社の事前の許可無く、本資料を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますの

モルガン・スタンレ－・インベストメント・マネジメント株式会社

4. 受託資産の運用に係る費用について

一般社団法人投資信託協会会員、一般社団法人日本投資顧問業協会会員

で、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧ください。

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対

して年率 2.16%（税込）を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてか

金融商品取引業者 関東財務局長 ( 金商 ) 第 410 号
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

かります。また、一部の戦略では、前記の報酬に加えて成功報酬がかかる場合

があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・オ

プション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担いただく
場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等に

より異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。
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