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カブドットコム証券株式会社 

（コード番号：8703 東証1部） 

代表執行役社長 齋藤 正勝 

 

高速ビッグデータ処理で急動意銘柄が発見可能となる予想売買高急増ランキングをリリース 

～kabu ステーション®のリアルタイム株価予測がさらに進化し最先端のデイトレード環境を提供～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2015年 5月 11日（月）（予定）に「kabuステーション®」の最新機能として「予想売

買高急増ランキング」をリリースします。 

この「予想売買高急増ランキング」は、日々蓄積される約 400万件の全上場銘柄毎の売買高データをもとに、リア

ルタイムで寄前気配の対応状況および立会中の売買高との比較演算を行い、その結果をランキング化したもので、

当日、売買高が急増すると予測される銘柄をいち早く確認することができます。 

 

●「予想売買高急増ランキング」の特長 

 「予想売買高急増ランキング」は、全上場銘柄について銘柄毎に最大過去 25 営業日分の 1 分足ベースでの売買

高情報を保持し、寄付前の気配情報から仮想の板寄せを行うことにより算出される推計売買高、および立会中の実

際の売買高を比較した結果を「売買高倍率」としてランキング化し 15 秒間隔でリアルタイム更新いたします。 

 銘柄毎に 1日の累計売買高に対する立会中の 1分間毎の売買高の分布比率を約 400万件のビッグデータとして

保持し、さらに秒間で最大数万件とされる取引所の気配値情報・約定情報と比較・ランキング化することにより、各

銘柄の過去の立会中の売買動向にあわせ、高精度かつスピーディに立会中の動的な売買高の変化を把握するこ

とが可能となります。 この「予測売買高急増」ランキングをご利用いただくには、kabuステーション®およびフル板オ

プションのご契約が必要ですが、信用取引口座を開設済のお客さまは、kabuステーション®・フル板オプションともに

無料（0 円）でご利用いただけます。 

 

「予想売買高急増ランキング」の概要 

利用可能時間 寄付前 および立会中 

参照売買高 前営業日、過去 5 営業日平均、25 営業日平均 

絞り込み条件 株価、投資金額、騰落率、売買高、売買代金 

更新間隔 15 秒 

その他 登録されている銘柄登録リストの任意のシート（最大 50 銘柄）を選択し、その範囲でのランキ

ング表示とすることが可能 

http://www.kabu.com/
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● 高精度かつスピーディに立会中の動的な売買高の変化を把握 

以下は、2015年 4月 15 日に実際のザラ場データにて実施した当社社内テストにおいて、メガネスーパー（3318）

が予想売買高ランキングに登場した際の事例です。 

予想売買高急増ランキングにおいては、同日 9時 38分の時点で予想売買高倍率 27.2倍でランキング 33位で初

登場※し、売買高急増を検知しました。後場からさらに売買高が膨らみ、同日引け時点での売買高は 4,617 万株と

なり前 5 営業日の平均売買高の 33 万株の 140 倍に、株価についてもランキング登場時点の 46 円から高値 64 円

まで 39％の値上がりとなりました。 

 

（2015 年 4 月 15 日 メガネスーパー（3318）の 5 分足チャート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予想売買高急増ランキングの銘柄設定条件は、過去 5 営業日の平均売買高との比較かつ売買代金 1 億円以上

としております。 

 

予想売買高急増ランキングでは、出来高倍率の算出基準として前営業日の売買高だけでなく、テクニカル分析で

参照されることが多い過去 5 営業日、および過去 25 営業日の平均売買高を参照することが可能となります。デイト

レードのみならずスイングトレードの売買タイミングの参考としてもお役立ていただけます。 

 

 

● 予想売買高急増ランキング＋自動売買で広がる投資手法・さらに「RAIDEN®」が高速発注をサポート 

 予想売買高急増ランキングと当社が誇る豊富な注文

方式の自動売買とあわせてご活用いただくことで、お客

さまの投資スタイルにあわせ、さまざまな投資手法にご

利用いただくことが期待されます。 

 

【自動売買の活用例】 

ランキング上位の銘柄について一定の高値を条件と

し「○○円以上になったら成行」という逆指値の買い注

文を設定⇒高値をブレイクした段階で成行注文が執行。

あわせて同注文の約定単価を基準とする U ターン約定

単価±指値注文で利益確定の指値注文を予約すること

が可能です。 

 

 

 

9時 38分の時点で 

予想売買高急増ラ

ンキングに登場 

http://www.kabu.com/
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※逆指値注文は株価等が「指定の価格まで下落したら売り」、「指定の価格まで上昇したら買い」とする注文方法で

す。 

※U ターン注文®とは、新規注文と同時に返済注文の予約を行う注文方法です。（信用取引の場合） 

※±指値®は「始値・終値・約定価格」を基準とし、例えば基準値から○円下がったら買い注文を発注することがで

きる注文方法です。各注文方式の詳細は、当社ホームページ「自動売買」にてご確認ください。 

 

【さらに新発注基盤システム「RAIDEN®」による高速発注がサポート】 

 さらに、「予想売買高急増ランキング」で売買高急増の初動を確認した銘柄に素早いエントリーを行うためには、高

速な発注環境が欠かせません。2014 年 11 月に、稼動を開始した RAIDEN®は、株式（国内現物株式・信用取引）、

先物・オプション取引に対応した、秒間 2,000 トランザクション以上という従来の発注システムの 10倍の能力を誇り、

9 時直後の大量の寄り付きにおいて、ほぼ 1 秒以内に約定処理を完了させる超高速システム基盤となります。 

 

● 「リアルタイム株価予測活用コンテスト」開催！ 

予想売買高急増ランキングの導入を記念し、リアルタイム株価予測の活用法を広く募集し、他の多くのお客さまに

も知っていただきたく「リアルタイム株価予測活用コンテスト」を開催することとしました。 

最優秀賞（賞金 5 万円）を 1 名、優秀賞（賞金 1 万円）を 5 名を当社にて選ばせていただきます。結果は後日、当

社ホームページにて公表させていただき、リアルタイム株価予測の素晴らしい活用法を多くの投資家の皆様にお伝

えして参ります。ぜひとも、ふるってご応募ください。 

 

＜「リアルタイム株価予測活用コンテスト」開催概要＞ 

応募期間 2015 年 5 月 11 日（月）～2015年 7 月 31 日（金） 

応募内容 
リアルタイム株価予測の活用法 

・文章、パワーポイント、動画等で活用法を簡潔にご紹介ください。 

賞金・謝礼 

・最優秀賞（1 名）50,000 円 

・優秀賞（5 名） 10,000 円 

 ※一言コメント等コンテスト応募にふさわしくないものは除外させていただきます。 

応募方法 

・電子メールで応募ファイルを添付してお送りください。 

・送付先 → cs@kabu.com  

・「8 桁の口座番号（あれば）、お名前、ご住所、電話番号」をメール本文にご記入ください。 

・応募ファイルのファイル形式は一般的なものであれば自由です。メールにテキストのみで

も、Microsoft Word等で画像に説明文を書いてでも構いません。 

結果発表 2015 年 8 月頃当社ホームページにて公表予定。 

※ ご応募いただいた内容は、当社ホームページ等で公表させていただく場合があります。 

※ 公表させていただく場合、当社にて内容を一部修正させていただく場合があります。 

※ 入選・落選理由等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 

※ ご応募内容や入選等により、当社からお電話やメールでご連絡させていただく場合があります。 

※ 賞金は 8 月末迄に証券口座をお持ちであれば、お客さまの当社証券口座にご入金させていただく予定です。

口座をお持ちでない場合は現金書留にて発送いたします。 

※ 趣旨をご理解いただき開催概要や上記ご注意事項にご同意ご了承の上でご応募ください。 

※ コンテストの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

http://www.kabu.com/
http://kabu.com/item/auto_trading/
mailto:cs@kabu.com
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● 「予想売買高急増ランキング」特設サイト近日オープン 

「予想売買高急増ランキング」のリリースに合わせ、著名デイトレーダーによ

る予想出来高急増ランキングを用いた投資手法の解説や、詳細な機能紹

介等をご案内する専用ホームページをオープンいたします。 

「リアルタイム株価予測活用コンテスト」の結果もこちらで公表してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

● 信用取引口座を開設済のお客さまは kabu ステーション・フル板オプションを完全無料でご利用可能 

口座状況/ 

利用時期 
初回申込みの翌々月第 1 営業日まで 初回申込みの翌々月第 2 営業日以降 

信用口座 

開設済 

本体・フル板オプションともに 

完全無料（0 円） 

信用口座 

未開設 

本体・フル板オプションともに 

無料（0 円） 

本体料金：900 円（税抜）※1 

フル板オプション： 200 円（税抜）※2 

※1  kabuステーション®（本体） 無料利用条件（以下のいずれかに該当すれば無料） 

・当社全取引における約定回数が 1 回以上で翌月無料 

・お申込日の前営業日（継続は前月末）のお預り資産 100 万円以上で翌月無料 

・先物オプション、FX、取引所 CFD いずれかの口座を新規開設すると翌月無料 

※2 フル板オプション無料利用条件（以下のいずれかに該当すれば無料） 

・当社全取引における前月の手数料実績 30,000 円以上の場合は翌月無料 

・kabu ステーション®（本体）の無料利用条件に該当し、且つ先物オプション口座を開設済みである場合は無料 

（フル板オプションの利用申込が想定値を超過した場合は新規の申込を一時的に停止する場合あります。） 

 

● 毎月第 1 営業日限定 kabu ステーション®経由の信用新規建手数料 1 回キャッシュバックキャンペーンを実施 

2015年 5月 1日（金）～2015年 7月 1日（水）の 3か月間、毎月第 1営業日に約定した kabuステーション®経由

の信用新規建注文の手数料を 1 回分全額キャッシュバックさせていただくキャンペーンを実施いたします。 

 

期間 2015 年 5 月～7 月の各月第 1営業日 

内容 
毎月、第 1 営業日に約定した kabu ステーション®経由の信用新規建注文の手数料（税抜）

を当月中旬までに 1 回分全額キャッシュバックさせていただきます。   

※第一営業日に複数のご注文がある場合、最初に約定した注文がキャンペーン対象となります。 

※第一営業日に一部出来となったご注文の残数量が翌営業日以降約定した場合も第一営業日に約定した分の

みの手数料のキャッシュバックとなります。 
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カブドットコム証券 http://kabu.com                                       東証 1 部【8703】 

 - 5 - 

●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を 

含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締

結前交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断

で無理のない資産運用を行ってください。 

●各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。詳しくは当社の手数料ご案内ページ

（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。手数料には消費税が含まれています。 

●信用取引、指数先物・指数オプション取引、差し入れた保証金等以上のお取引が可能であるため、保証金等を超

える大きな損失が生じるおそれがあります。 

●信用取引、指数先物・指数オプション取引には、建玉の返済期限（期日）があり返済期限（期日）を越えてのお取

引はできません。 

●信用取引をおこなうには、売買代金の最低 30％以上かつ 30 万円以上の保証金の差し入れが必要であり、 

保証金の最大約 3.3 倍のお取引が可能です。信用取引の買建は買付代金に対する金利、売建は売付株式等に対

する貸株料がかかり、その他に品貸料(逆日歩)、管理費、名義書換料、権利処理手数料が発生する場合がありま

す。 

●制度信用取引と一般信用取引（長期、売短®）では、返済の期限等について異なる制約があります。 

合併や株式分割等の事象が発生した場合や、株式の調達が困難となった場合等に返済期限を設定することがあり

ます。 

一般信用取引（長期、売短®）の建玉について株式の調達が困難となった場合等は、一定の催告期間を設定した上

で、当社が定める期日に変更する場合がありますが、緊急かつやむを得ない事由がある場合には、催告期間を置

かずに期日を変更します。委託保証金率および代用有価証券の掛目は当社独自の判断によって変更することがあ

ります。また上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限（期日）が前倒しになる場合があります。

詳細は、信用取引ルールのご案内ページ（http://kabu.com/item/shinyo/rule.html）をご確認ください。 

●指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引においては、各取引所ごと SPANによる先物オプション 

取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金の額を計算するため、証拠金に対する取引額の倍率（レバレッジ） 

は一定ではなく明記することができません。 

●掲載情報は 2015年 5月 8 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/） 

にてご確認ください 

【金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号】 

【銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 号】 

【加入協会：日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>           <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390              担当：執行役 荒木 利夫 TEL：03-3551-5111 

http://www.kabu.com/
http://kabu.com/cost/
http://kabu.com/item/shinyo/rule.html
http://kabu.com/

