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大橋　自民党政権の誕生とともにドル高
円安が急激に進み、日経平均株価が急

上昇しています。日経平均株価に投資す

る商品として今、注目を集めている「くりっ

く株365」について採り上げてみたいと思

います。「くりっく株365」

とはどんなものなのでしょ

うか？

岡田　FXの仕組みと同
様の感覚で、レバレッジ

を効かせて、日経平均

株価をはじめ世界の株

価指数を取引できるのが

「くりっく株365」です。証

拠金取引ですので、少

額の資金で多額の取引

ができるのがメリット。レ

バレッジの倍率は毎週見

直されますが、2013年1
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月28日時点の場合、日経平均は32倍、

ドイツの株価指数DAX®は43倍、イギリ

スの株価指数FTSE100は34倍、中国

の株価指数FTSE中国25は27倍で取引

できます。海外の株価指数はすべて円建

てで取引できるのも魅力の１つです。

大橋　日経平均株価に投資する場合、
先物取引やETF、投資信託などもありま

すが、どのように違うのでしょうか？

岡田　ETF、投資信託はレバレッジが効
きません。先物取引は証拠金取引ができ

る点では同じですが、「くりっく株365」なら、

①取引期限がない、②配当や金利の受

払いがある、③8時30分から翌6時までほ

ぼ24時間取引でき、祝日も取引できる

――といったメリットがあるのが大きな違い

でしょう（図表１参照）。

大橋　取引期限がなく、配当も受け取れ
るのなら、キャピタルゲインもインカムゲイン

も狙える商品ですね。実際にどんな投資

家が活用しているのでしょうか。

松田　あるお客様は日経225を10枚お持

ちで、年間で約20万円の配当を受け取

りました。「楽しみにしていた旅行の足し

にできた」といって喜んでくださいました。

またこれから日本株は上がると予測した方

が、2012年12月に100枚購入し、今は

1000万円以上の利益となっています。そ

の方は「取引期限がないのでまだ決済せ

ず、長期保有を続けたい」とおっしゃって

いました。

大橋　それはすごいですね！ただハイレ
バレッジな分、リスクもあると思いますが、

その点はいかがですか？

岡田　おっしゃる通りです。レバレッジが
高い分、リスクも大きくなります。配当や

金利には変動リスクがありますので、この

点にも注意が必要です。「くりっく株365」

で取引をはじめる際は、取り扱いのある

証券会社で口座開設する際、リスクにつ

いて十分な説明を受けるようにしてくださ

い。

松田　当社では「くりっく株365」の取り扱
いをしていますが、口座開設の際には商

品内容やリスクについて十分な時間をと

り、説明しています。わからないことがあ

れば何なりとお聞きいただき、投資家の方

が商品を理解し、ご納得いただける形で

始められるようサポートしています。

大橋　それは頼もしいですね。リスクを十
分理解した上で「くりっく株365」を活用す

れば、投資家にとっても収益の機会が増

えると思います。ありがとうございました！

　先行き不透明な世界情勢の中で資産

を防衛する手段として注目されている金

（ゴールド）。金投資の手段が多様化して

いることを踏まえ、2012年12月2日に金投

資関連の関係者が一堂に介したゴールド

の祭典『ＴＯＫＹＯ ＧＯＬＤ ＦＥＳＴＩＶＡＬ

２０１２』が行われ、多くの投資家が集まり

ました。好評につき、ゴールドフェスタ運

営事務局では、12月に参加できなかった

方や、金に限らず投資全般についてより

深い内容を学びたい方に向けたスピンオ

フセミナー第一弾『金×株×為替：スペシャ

リスト対談』を2013年2月2日にホテル西

洋銀座「サロン ラ ロンド」で開催！参加申

し込みは１日半で定員満了となり、当日、

会場には、約120名の投資家が参加しま

した。

　今回のセミナーでは、金、株、為替そ

れぞれのスペシャリストが各動向を解説。

今後の経済環境を見通し、投資を行うヒ

ントとなる内容が盛り沢山でした。アクティ

ブな投資家の方に参考となる情報が多か

ったことから、本セミナーのポイントを本紙

に収録。ぜひご一読ください。

今、最も注目の商品・サービスとは？
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売られた日本株にチャンスあり
日経平均株価は
12000円～16000円まで上昇
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岡田 貴司氏
「株365」の市場創設に参画。現在は、営業推進
及びプロモーション全般を担当。
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【図表1】日経平均先物との比較
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【図表2】金利・配当相当額の2012年実績
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金利相当額の適用金利は「日銀の政策金利 ※無担保コール誘導目標（一定の幅がある時には平均値）」
2013年1月現在0.05％です
配当相当額の受払いの発生翌日の取引開始には取引価格に「配当落ち」があります
DAX®指数は配当込みの価格のため、配当相当額の受払いがありません
DAX®はドイツ取引所の登録商標です。
当数値は将来を保証するものではありません。金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
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大橋　衆議院解散表明がされた2012年
11月から、日経平均株価は急上昇してい

ます。為替相場も円安ドル高に大きく動い

ています。このまま市場環境の好転は続

くのでしょうか？

大倉　「今こそ積極的に“塩漬け”を作
れ」と昨年末から言い続けています。今、

市場はお祭り騒ぎが始まりました。残念な

がらまだ多くの投資家が舞台に立って踊

っていません。まだまだ当分続くでしょうか

ら、株でも為替でもコモディティでも絶好

の仕込みのチャンスですよ。

岡崎　お祭り相場なのに日本ではあまり喜
んでいる人が少ないんですよね。なぜか

というと専門家と呼ばれる人たちがほとん

どこんなに上昇するとは思っていなかった

から。予測が外れてしまい、渋い顔をし

市場でお祭りが始まった
今こそ仕込みのチャンス
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ています。まだまだ半信半疑の人も多い

のでしょう。でも潮目は明らかにリスクオフ

からリスクオンに変わりましたね。

池水　株が上がって金の時代は終わった
という人もいるのですが、円建ての金は

円安により史上最高値を更新しています。

一方、ドル建ての金も思ったほど下がっ

ていない。金価格は下がるとインドや中国

など実需の投資が入ってくるため、底堅

い動きをしています。売られすぎたプラチ

ナも上昇しており、貴金属関連でも収益

機会が増えてきました。

大橋　確かにアベノミクス効果で市況は
盛り上がっています。アベノミクスの狙い

は何でしょうか？

大倉　2008年のリーマン・ショック以降、
金融市場は異常事態が続いています。

銀行間取引がほとんどなく、中央銀行と

銀行での取引ばかりが増えています。そ

こで、この異常事態を脱するために、金

融緩和と財政出動により、インフレ誘導の

リフレ政策によって、政府主導の「バブル」

を作りたいというのが安倍政権の狙いで

はないでしょうか。

岡崎　バブルの創出というより、リスクの
担い手を移すことが、アベノミクスのリフレ

政策の狙いだと私は考えています。なぜ

リーマン・ショックが起きたかというと、預

かっている他人のお金を使って、金融機

関が200倍～ 300倍といったハイレバレッ

ジでムチャクチャに投資をしてしまった。

その反省から、市場でのリスクの担い手

を金融機関ではなく個人に移そうというの

が今回の政策意図です。

池水　投資規制が強化されたために、
金融機関は投資がほとんどできなくなって

しまいました。このため各市場で流動性

が薄くなり、価格変動性が高まる動きが

見られます。そこで市場の流動性を厚く

するため、インフレに誘導して、リスク資

産に資金を振り向けてほしいという狙いで

しょう。だから今こそ個人投資家はチャン

ス。以前に比べて様 な々投資ツールや投

資商品が登場していることや、プロの投

資家並みのレートや手数料で取引できる

ので、こうした武器をうまく使いこなせる

個人投資家にとって、このお祭り相場は

大きな収益機会になるでしょう。

大橋　ニューヨーク株式市場でもダウ平
均株価が5年ぶりに1万4000ドル台となる

など好調ですが、米国経済に死角はな

いのでしょうか？

岡崎　米国株が高すぎるのではないかと
いう声をよく聞きますが、利益がしっかり

出ているので株価が上がっているので

す。さらに米国では、シェールガス革命

によりエネルギーコストが削減できる可能

性があるなど、明るい材料が多く、悪材

料は見当たりません。

大橋　ユーロ危機もささやかれていました
が、ドル円とともにユーロ円も急激な円安

にふれています。

大倉　財政の崖問題による米国債暴落
やユーロ崩壊といった、発生確率が低い

が万が一起きると重大な損失をもたらすテ

ールリスクが起きるかもしれないと騒がれ

すぎた結果、ドルやユーロが売られ、ス

イスフランや円などが一時的な資金の逃

避先となっていました。しかしテールリスク

は起きないと見た投資家が、今まで売ら

れすぎていたものに資金を戻しています。

これまでとは違うマネーの逆流が始まった

のです。

池水　ユーロをショートしていた投資家
は、ユーロの代名詞ともいえるプラチナを

相当に売り込んでいました。しかし深刻な

ユーロ危機までに至らないと考えた人たち

が、ユーロを買い戻すと同時にプラチナ

も買い戻しているので、値が回復してい

るのだと思います。

大橋　テールリスクの危機が薄れ、アベ
ノミクスにより投資しやすい市場環境にな

ったとのことですが、今後の市場予測と、

ズバリどの商品が買いかを教えていただ

けますか？

大倉　円安はまだ始まったばかり。１ドル
＝120円台ぐらいになる可能性も十分あり、

ドル円ロングのポジションはおすすめでしょ

う。円安がこの先も進むとなると日経平均

株価にベットするのもいいと思います。今

はとにかくいろんなアセットに投資して、い

い意味での“塩漬け”を作っておくことで

す。

岡崎　日本株は個別銘柄よりも日経平均
株価に投資するのがよいでしょう。円安の

進行具合により、日経平均株価は1万

2000円～ 1万6000円まで視野に入りま

す。投資する際は2012年から公表され

たインプライドボラティリティ（IV）を確認し

てください。いわゆる恐怖指数にあたるも

ので、テールリスクの指標になります。こ

の数値が30％以上を超える際は、投資し

ないで様子見がベスト。その点だけ気を

つければいいでしょう。

池水　円建ての金は円安の進行で6000
円台を突破する可能性もあります。プラ

チナ、パラジウムなどのPGM（白金系メタ

ル）も今後も上昇の余地がありチャンスが

あるのではないでしょうか。

大橋　株も為替もコモディティもどれでも
チャンスがあるということですね。ありがと

うございました！
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者がその経験を詳述する。

（おおくら・たかし）
大倉 たかしさん

著書「外国為替取引―FXディーラーの
目で見た世界」（市場経済研究所）

豊商事
シニアＦＸストラテジスト

ラジオNIKKEIでレギュラーキャ
スターを務めるかたわら、豊商
事株式会社が提供する動画マ

ーケット情報サービス「YMTV」の準専属キャスター
として出演中。名物番組『本音で言わせて！』では講
師である豊商事・大倉たかし氏との息の合ったやり
とりが多くの視聴者をひきつけている。映画やアニメ
など声優の顔も。自らもFXのトレードを行うなど、金
融知識豊富で、投資経験もあり、投資家目線で司
会進行ができる投資セミナーMCのスペシャリスト。

経済系番組への豊富な
出演経験を生かして、
自ら行うFXトレードの記
録を詳細に公開中！

（おおはし・ひろこ）
大橋 ひろこさん

ブログ「ひろこの
ボラタイルな日々」

フリーアナウンサー

大きく市場が動いている2013年。
今後の動向を各専門家が大胆予測！

リスクオフからリスクオンへ
マネーの逆流が始まった

株も為替もコモディティも
今は何でも買い！

アクティブ投資家向けプレミアムセミナー

スペシャリスト対談
金×株×為替


