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調べていたんです。
例えば誤った情報の開示禁止とい
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れは「金商法で定められているの
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て流動性を供給することを仕事とし

明性が低いとか質が悪いということ
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立する割合が2割ぐらいに落ちてし
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味で、大きな変化があったと思い
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クが高まると撤退するか、ポジショ
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4

HFTを利用するトレーダーでしょ

「俺たちは、ロンドンに次いで重複

結論に近いところから先に言って

ンを解消してしまう、という行動を

上場銘柄が多くて、インターナショ

しまうと、HFTを使う人たちに期

取るでしょう。HFTに流動性を供

ナルなんだ」と非常に誇らしげでし

待すべきことは市場に対する流動性

給する役割をもうちょっとフォーマ

た。しかし、よく調べてみると実

の供給という役割です。

ルに負ってもらえれば、市場に新た

は、アメリカに上場しているADR

彼らが参加することによって時と
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す。しかし、それも含めて、40％
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な流動性供給者を確保する手だてに

今のお話は日本に対して非常

日本には、スペシャリストやマー

ケットメーカーが歴史的にみて存在

マーケットメーカーのような役割を

経済、あるいはアジア経済の発展の

しません。これは、日本の株式市場

うまく位置づけていく制度面の整備

中で収益を伸ばしていくことが期待

の一つの特徴だと思っています。

をしていく必要があるということで

される企業への興味はあるわけで

すね。

す。その中には、アジアや欧州の企

一時、ジャスダックでマーケット
メークをやったことがありますが、

業にまじって必ず日本企業が入って

長続きしませんでした。そうする

きます。そういう企業に投資したい

と、アメリカのようにもともと役割

日本の株式市場の課題

としてあったものの存在感が低下し

と考える人たちに対して、「それぞ
れの国のマーケットに注文を出しな

てHFTが伸びているのとは違いま
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最後に、今後日本の市場はど

さい」という方法ではなくて、一箇

す。もしかすると日本はHFTをう

の方向に向かうべきか、伺いたいと

所で売買できるマーケットをつくる

まく活用することでアメリカ以上に

思います。

ことができないかな、と思います。

仮に東京市場がシンガポールや香

日本の取引所や証券会社にはそこ

しれないと思いました。

港に比べて見劣りする市場になった

にチャレンジしてもらいたいです。
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そうですね。ただ、日本では

として、それは一体市民生活や企業

日本の持っている潜在的な力はま

個人投資家や中小証券のディーラー

の活動といった日常的なレベルで問

だまだ捨てたものではないだろうと

が板を形成する上で一定の役割を果

題があるのか、それを避けるために

思います。

たしてきました。彼らはアローヘッ

何かしなければいけないのか、とい
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ドになってから、目にも留まらぬ速

う視点でお話しいただけますか。

みならず世界の金融ニーズに応えら

さでブックが変わってしまうので、
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れる市場をめざすべきだということ

撤退するかあるいはHFTを利用す

で十分」と思っているひとが結構い

るトレーダーが来ない銘柄をメーク

ます。実際、日本の企業で「資金調

本日は、ありがとうございました。

するようにシフトしています。そう

達のために海外に上場することが必

（文中敬称略）

いう意味で影響は全くゼロではない

要だ」と言っている企業は、本当に

んです。

少数ですね。

市場の質を高めることができるかも

確かに日本には、「国内だけ

HFTの利用者は、自分達にメ

しかし、その中にあって日本の製

リットがあると思って取引をしてい

造業の動きは頼もしく感じます。彼

ますが、彼らだっていつ撤退してし

らは、自分たちがつくったプロダク

まうかわからないリスクがありま

トを世界に売りたい、そのためには

す。従来日本市場を支えていた人

どこに工場をつくるのが最適かを常

たちもいない、HFTを利用するト

に考えているので、日本にこだわら

レーダーもいなくなるといったこと

ない動きをしています。

になれば、荒れ果てた市場だけが残
る可能性だってありえます。

かった」という議論があるかもしれ

るわけです。日本企業がそういった

ませんが、それは進歩を拒絶するよ

バイタリティとか国際競争力を持っ

うなものです。市場全体のメリット

ているのであれば、この国の金融市

を実現させるような工夫をしていく

場も国際性を追求してほしいです。

手数料体系を考えるとか、

（注）
「取引ルールの数」は、Douglas Cumming,
Sofia Johan, Dan Li,“Exchange trading
rules and stock market liquidity”
（Journal of Financial Economics）
2011から作成。「国際重複上場銘柄」「自
国の国際取引可能銘柄」はKarolyiらの研究
から作成。「市場間競争度」はFidessaの
Fragmentation Indexを利用。「売買回転
率」はWorld Federation of Exchangeの
数値。「流動性」はマーケットインパクト指
標（価格変化の絶対値を売買代金で割った
もの）。

の企業の収益源は日本だけに依存し
ているわけではなくて国際化してい
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ですね。

日本の投資家が投資している日本

「アローヘッドなんてやめればよ

方向がいいと思います。

日本の金融市場も国内企業の

投資家は「日本ローカル企業」に
対する興味を失っても、グローバル
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