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　「東京商品取引所（TOCOM）」は、金

（貴金属）、石油関連、ゴム等ほか、大豆、

小豆、とうもろこし、粗糖など農作物の取

引もできるコモディティ投資の総合市場で

す。コモディティがなぜ注目されているの

か、右の図表をご覧いただければわかる

でしょう。20年間の指数の推移を比べた

場合、国内株式1.1倍、外国株式2.7倍

に比べて、コモディティはなんと4.7倍にも

なっています。

　コモディティ投資の意義は3つあります。

1つ目は、値上がり期待。新興国の経済

発展に伴い、資源需要が増えており、

将来的に価格が上昇することが考えられ

ます。2つ目は分散投資。株式、債券、

不動産など、既存のアセットクラスとは違

った特性を持っていることがコモディティの

特徴です。

　3つ目はインフレヘッジ。日本の投資家

にとって一番怖いのはインフレです。なぜ

なら預金などが目減りしてしまうからです。

コモディティは一般的に物価上昇に連動

して価格が上がる傾向にあるため、イン

フレヘッジが期待できます。特に日本の投

資家の場合、外貨建てではなく円建ての

　2012年11月から円安・株高が続いて

いた上昇相場でしたが、2013年5月23

日、日経平均株価は前日比1143円安と

いう13年ぶりとなる記録的な大暴落が起

きました。為替相場は一時1ドル＝103円

まで円安が進んでいたものの、この影響

を受け、円高に反転する兆しも見えてい

ます。

　果たしてアベノミクス・バブルは終わっ

たのか。それとも一時的な調整で済むの

か。投資家にとっては見極めが難しく、

これまでの強気一辺倒から、やや不安心

理も出てきたように思います。

　今後の相場は一体どのような値動きを

するのか。どんな商品に今、投資すべき

なのか。金投資を中心とした情報発信を

行うゴールドフェスタ運営事務局では、5

月25日に愛知・名古屋で「金×株×為替：

スペシャリスト対談」を開催しました。ゴー

ルドフェスタのスピンオフセミナーとしては、

2013年2月の東京、2013年5月の大阪

開催に続き、第三弾となります。名古屋

で行われた対談の模様を誌面でご紹介

いたします。ぜひご一読ください！

金×株×為替
スペシャリスト対談

名古屋開催

注目の商品・サービス
インフレヘッジなら円建てのコモディティ投資を！

注目の商品・サービス
株式に効率的な投資ができる「くりっく株365」

ゴールドフェスタからのスピンオフセミナー名古屋初開催！

金は1200～1600ドル
下がったら買いの
絶好のタイミング

亀井 幸一郎氏

投 資 の 最 前 線 を 知 る セミナ ーレ ポ ート

TOKYO GOLD FESTIVAL2012

開催日時：2013年5月25日（土）
会場：名古屋・栄 栄ガスホール
主催：ゴールドフェスタ運営事務局
協賛：豊商事株式会社
後援：東京金融取引所、東京商品取引所
企画・運営：キャピタル・エフ株式会社

より深く学びたい方のためのスピンオフセミナー Vol.4
「金×株×為替：スペシャリスト対談 in 名古屋」 お問い合わせ先

キャピタル・エフ株式会社 
ゴールドニュース事務局

東京都中央区日本橋富沢町11-15-503　
E-mail：goldnews.jp＠gmail.com

当資料は、ゴールドニュース事務局がセミナーの模様を
伝えることを目的に作成したものです。セミナーは投資
判断の参考となる情報の提供を目的としています。実
際に投資される場合の最終決定は、ご自身で行ってい
ただくようお願い致します。各種情報の内容については
万全を期していますが、その内容を保証するものではあ
りません。また、将来の予測はその結果を保証するも
のではありません。
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マーケット・ストラテジィ・インスティチュート代表

日本株大暴落は
日銀の国債買いオペの
失策が招いたもの

岡崎 良介氏
岡崎・鈴木パートナーズ　代表

テーマはまだドル回帰
調整で下がったら
ドルを買うのみ

大倉 たかし氏
豊商事 シニアFXストラテジスト

東京商品取引所  市場構造研究所

山岡 博士氏

東京金融取引所  証拠金営業部 部長

大房 弘憲氏

コモディティに投資することでヘッジ機能

が高まります。東京商品取引所がみなさ

まの資産運用の選択肢の一つになれば

幸いです。

　公的な取引所である東京金融取引所

では、投資家のみなさまに安心して投資

ができるよう取引所株価指数証拠金取引

「くりっく株365」を提供しています。「くりっ

く株365」とは主要各国の株価指数に投

資できるものです。

　第一の特徴は、少ない資金で大きな

取引ができること。例えば日経225を取引

する場合、3万9000円の証拠金で日経

平均株価の100倍にあたる153万2300円

の取引ができます（5月20日時点）。第二

の特徴は、日経225先物取引とは違い、

配当相当額の受け払いがあること。「くり

っく株365」で日経225に2012年4月から

2013年3月に投資した場合、配当だけで

2万603円が得られます。第三の特徴は、

取引時間がほぼ24時間であること。海

外の市場が動いている時に取引ができま

す。

　株式投資を始めたいが個別銘柄を選

ぶのは難しいという方は多くいます。また

インデックス投資では大きな収益機会を

得にくいと感じる方もいます。そんな方に

ぜひおすすめしたのがこの「くりっく株

365」です。レバレッジ効果を効かせて市

場の値動きに投資ができます。シンプル

な商品設計から取引高も急増しています

（図表）。ぜひご活用いただければ幸い

です。
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■日経平均・日足（2013/05/01-2013/05/24） ■金価格の推移（ＮＹコメックス中心限月：日足）■ドル円 日足チャート（2012年8月17日～2013年5月24日）　
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大橋　アベノミクス、日銀の異次元緩和
相場で日本株の上昇が際立っていました

が、5月23日、日経平均は1143円もの暴

落となりました。この下落の原因は一体な

んだったのでしょうか。

岡崎　世間では中国のPMI（製造業購
買担当者指数）が予想外に低かったから

だと言われていますが、そんなことではこ

んな暴落は起きません。主因は、日銀の

オペレーションミス。これに尽きます。

　5月23日、はじめ日本株は上昇していま

した。しかし債券市場で異変が起きます。

長期金利が一時、約1年2ヵ月ぶりの高

水準である1％まで上昇したのです。

　アベノミクスの根幹とは、金利を上げず

に株高・円安に持っていくことです。で

すから金利が1％を超えてしまうようではま

ずい。当然、日銀が何らかの対応をとる

と思ったにもかかわらず、この日、実施し

た国債買い入れは、「1年以下」の国債を

1100億円、「1年超5年以下」の国債を

7000億円のみでした（図表）。

　「なぜ日銀は長期を買わないのか？」。こ

の不可解な日銀の行動に、市場関係者

は一斉に疑心暗鬼になりました。金利上

昇を食い止めるために、なぜ「5年超10

年以下」や「10年以上」の長期の国債を

日本株大暴落は
日銀のミスが原因

発行元：ゴールドニュース事務局 発行日：2013年5月30日

買わないのかと。ひょっとしたらこの日銀の

行動は、市場に対する何らかのメッセー

ジではないか。すなわち、長期の国債を

買わない→金利上昇を容認→過度な円

安や株高の動きに対する不快感を示して

いるのではないかと。このために日本株

が一斉に売られたのではないかと私は推

測しています。

　ただ次の日、日銀は株大暴落に焦って、

あわてて長期の国債を買い入れました。

2日連続買い入れを行うことは極めて異例

のことです。このあわてた対応をみると、

日銀は意図して金利上昇を容認したわけ

ではなく、長期金利の動向と関係なく、

言われたままのオペレーションをしてしまっ

た結果だったのではないかと思います。

　黒田総裁の意向とは違うオペレーション

を、現場が相場の動きに関係なくルーティ

ンに行ってしまったことで起きた「アベノミク

スの惨劇」だと私は呼んでいます。

大橋　岡崎さんは、異次元の金融緩和
を行えば、異次元のことが起きると大阪セ

ミナーでご指摘されていました。それが今

までは良い方向に行っていたのが、今回

は対応をミスしてしまったために、異次元

の大暴落につながってしまったわけです

ね。大倉さんはどう思いますか？

大倉　この日、日銀は別件でもまずい対
応をしています。異次元の金融緩和で株

高を下支えするはずが、この株大暴落の

日に買い入れたETFはたったの188億

円。J-REITにいたってはたったの2億円

です。市場が混乱をきたしているのであ

れば、買い入れ額を増やして株高支援

の姿勢を鮮明に打ち出すべきにもかかわ

らず、相場と関係なく、当初決められた

通りの額を買い入れたのでしょう。こうし

た少額対応を見れば、日銀に対する疑心

暗鬼から株が売られる展開になるというの

は納得がいきます。

大橋　この先の日本株の展開はどうなる
のでしょうか？

大倉　アベノミクスの第3の矢が成長戦
略です。6月中旬頃に発表するのでしょう

が、ここでも調整が入る可能性がありま

す。日本人の多くは成長戦略にさほど期

待はしていないでしょう。しかし外国人投

資家は違います。異次元の金融緩和と

同じように、すごい成長戦略が打ち出さ

れるのではないかと、大きな期待をしてい

る投資家もいます。発表後の失望により、

日本株が売られるという動きは十分にあり

えます。この時、日銀がETFやREITを

大きく買い入れるなど、株高を支える強力

なメッセージを出すべきだと私は思います。

大橋　株の先行きに不安が出始めると、
再び金が注目されるのでしょうか？

亀井　今はまだ金から株へという大きなグ
レートローテーションが続いています。金

に対しては総悲観、総弱気の状況です。

これだけ上昇している株式相場を見なが

ら、金利のつかない金に投資するのはも

ったいないと考える投資家が増えている

からです。金の生産コストは1211ドルで

すから、場合によってはこの辺りまで下が

る展開も考えられます。

　一方、4月の金の大暴落の後、インド

や中国などでは店に在庫がなくなるほど、

実需が急速に増えています。中央銀行

が買いに転じている動きもあります。こうし

た動きが底抜けの下値にいくのを防ぐ要

因になると思います。

　また必ずしも金は株と逆相関ではありま

せん。どこの先進国も金融緩和で金余り

の状況ですので、その一部の資金が金

に回ってくることも考えられるでしょう。むし

ろドルとの逆相関が強く、金相場の今後

を占う上で重要になるのは、米国の出口

戦略がどうなるかという点です。出口戦

略がうまくいかなければ、再び金は注目さ

れ、1600ドル台まで上昇する可能性も秘

めています。いずれにせよ、どんな時代

でも、金の輝きが消えることはないでしょう。

大倉　今のテーマはドル回帰。どこまでド

ルにお金が戻るかが焦点です。米国の

出口戦略論でいえば、購入した債券を売

却することなんてできなのではないか。せ

いぜい買い入れを減らすこと、辞めること

止まりです。つまり出口戦略がないことが

唯一の出口戦略になる。満期まで保有し

続けるしかないのではないでしょうか。

大橋　では最後に今後投資をする上で
注目の商品、戦略を教えてください。

亀井　暴落があったとはいえ、日本の個
別株は下げ時にはチャンスでしょう。金も

下げたら買いだと思います。

岡崎　この上昇相場の中で低迷している
REITや不動産株は狙い目です。

大倉　株安により一時円高傾向になった
ものの、調整の下げはドル買いのチャンス。

ドル円ロングをおすすめします。

大橋　どうもありがとうございました！

和歌山県生まれ。1979年中央
大学法学部卒業。山一証券に8

年間勤務後、投資顧問会社を経て、金の世界的
調査機関WGCに入社。金市場のマーケット分析に
従事。1998年独立。2001年マーケット・ストラテジィ・
インスティチュート代表取締役。貴金属アナリストの
第一人者的存在。数々のメディアでの市場分析の
ほか、住友金属鉱山サイトでは金市場を軸にした金
融経済分析と市況解説を行う。 

金の歴史を踏まえながら、金の今
と未来をわかりやすく解説。円安・
株高に浮かれる日本の投資家に
警鐘を鳴らす。

金のスペシャリスト

STOCK 株のスペシャリスト

FOREX 為替のスペシャリスト

MC自らトレードするアナウンサー

（かめい・こういちろう）
亀井幸一郎さん

「急騰前の金（ゴールド）を
買いなさい」（廣済堂出版）

マーケット・ストラテジィ・
インスティチュート代表

1959年生まれ。1983年慶応大
学経済学部卒。伊藤忠商事に

入社後、米国勤務を経て、1987年に野村證券投
資信託委託に移りファンドマネジャーとなる。1993年
から日本バンカーズトラスト信託銀行において、資産
運用部門における債券為替担当取締役として年金・
投信・ヘッジファンドなどの運用に携わる。 2004年、
フィスコ・アセットマネジメントの設立に運用担当最高
責任者（CIO）として参画。2012年7月独立。 

「相場ローテーション」の考え方を
応用し、衰退する日本経済にお
いても、投資家が儲ける道を伝
授する。

（おかざき・りょうすけ）
岡崎 良介さん

著書「新衰退国・ニッポンを生き抜く
マネーの鉄則」（日本経済新聞出版社）

岡崎・鈴木パートナーズ
代表

1977年に米カリフォルニア州立
大学を卒業後、バンク・オブ・

アメリカに入行。 カントリー・トレジャラーとして、為替
資金証券部を統括。 1993年にファースト・シカゴ銀
行にトレジャラーとして移籍。 2000年、バークレイズ
銀行にディレクター兼東京支店副支店長として移籍。 
その間、東京外国為替市場委員会副議長、日本フ
ォレックスクラブ理事などを歴任。 2006年9月より豊商
事株式会社シニアFXストラテジスト。 

外国為替相場の教科書的指南
書。長年にわたり為替市場の第
一線で世界を相手に闘ってきた著
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。自らのFXトレ
ードの記録をブログで赤裸々に公開するなど投資経
験も豊富。特にデリバティブ関連に造詣が深く、ラジ
オ、セミナーでは投資家目線での進行に定評がある。
投資関連モデレーターのスペシャリスト。

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

激変する市場環境に投資家は
どう対応すべきか専門家がアドバイス！

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

名古屋開催

■日銀の国債買い入れ実績：5月（単位：金利＝％、国債＝億円）

金利の推移

第3の矢発表と同時に
失望売りの可能性

米国の出口戦略によっては
金が復活する？！

国債買い入れ対象
日付
5月1日 0.230 0.590
5月2日 0.215 0.560 6,000

6,000

6,000

7,000

7,000

6,000

6,000

18,000

3,000

3,000

6,000 52,200

1,100

1,100
26,0002,200合計

総合計

5月7日 0.230 0.595
5月8日 0.225 0.590
5月9日 0.225 0.590
5月10日 0.275 0.690
5月13日 0.320 0.790
5月14日 0.395 0.845
5月15日 0.415 0.850
5月16日 0.390 0.840
5月17日 0.370 0.795
5月20日 0.400 0.840
5月21日 0.410 0.880
5月22日 0.410 0.885
5月23日 0.380 0.860

5年債 10年債 0～1年 1～5年 5～10年 10年～
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102.500

100.000

97.500

95.000

92.500

90.000

87.500

85.500

82.500

80.000

77.500 11/01/28
1307.70$

11/5/2
1577.40$

11/9/26
1535.00$

11/12/29
1523.90$

12/5/16
1526.70$

13/4/16
1321.5$

13/2/26
1619.7$

12/10/5
1798.1$

12/2/28
1792.7$

11/11/8
1804.4$

11/9/6
1923.70$


