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　FX投資を始めたいという方におすす

めしたいのが、「安心」「透明」「信頼」の

公的取引所FX「くりっく365」です。通

常のFX取扱会社が行う店頭での相対

取引ではなく、取引所を通す取引です

ので、初心者の方でも安心して投資を

始められると思います。「くりっく365」の

特徴は、①厳格な資格要件を満たした取

扱会社を選定し、投資家の皆様の証拠

金は全額、東京金融取引所がお預かり

し保全すること、②通貨のスプレッドの狭

さが業界の中でもハイレベルな水準にあ

ることなどが挙げられます。口座数・証

拠金残高は国内では圧倒的なシェアを

誇っています。

　日本株の投資を始めたい方におすすめ

したいのが、株価指数に投資する「くりっ

く株365」です。日経平均株価×100円の

取引単位を、レバレッジを効かせた証拠

金取引で行うことができます。例えば、

2013年6月24日の日経平均を取引する場

合、1万3014円×100円（1枚）＝130万

大橋　アメリカの6月の雇用統計は、予
想以上によい結果となりました。これを受

けて、アメリカでは株高・ドル高が進んで

いますが、今後もこの動きは続くのでしょう

か？

池水　アメリカ一人勝ちの様相がかなり
強くなってきました。私の金融関係者の知

人は、他の資産は売り払って、「Buy 

dollar」＝とにかくドルを買えと連呼していま

す。ドルが投資対象として注目されるほど、

ドル一辺倒の機運がマーケットに漂ってい

るように感じます。

大橋　量的緩和の縮小が7月または9月
に始まるのではないかとの見方をする人も

出てきましたが、どう思いますか？

亀井　さすがに早期に縮小するのは無
理でしょう。今まで量的緩和でマーケット

にお金をジャブジャブしたおかげで水ぶく

れした経済です。これまで株価や経済を

支えてきたQEというサポートをいきなり外

すのは相当、怖いことでしょう。少なくて

も年内に縮小はないと考えます。

深谷　現在のドル高は量的緩和の縮小
観測のみならず、シェール革命が中期的

なドル高に寄与し始めている部分も大きい

とみています。ファンダメンタルズを背景に

海外からの投資資金の流入がドル高をも

たらしている。S&Pの株式益回り水準を

見ても6％前後で、なお米国株には魅力

があります。またドルはこれまでが安すぎ

たという面もあります。米国株高、ドルは

しばらく続くのではないでしょうか。

亀井　確かにアメリカの景気は回復して

います。しかし、BRICsを中心とした新

興国経済が低迷しています。特に量的

緩和の出口戦略が近いとの予測から、ア

メリカの金利が上昇し、新興国からマネ

ーが逃げています。新興国の低迷はや

がてアメリカはじめ先進国にも深刻な影響

を与えるのではないかと懸念しています。

大橋　新興国では中国のシャドーバンキ
ング（影の銀行）問題が取り沙汰されてい

ますが、新たな金融危機を引き起こす可

能性はないのでしょうか？

深谷　グローバルなリスクにはならないで
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1400円の取引を、証拠金基準額8万

4000円で取引ができます。資金効率がよ

い反面、大きな損失が出る可能性もある

ので、リスクコントロールが必要です。ま

た配当も受け取ることができます。2012

年4月から2013年3月まで1枚保有してい

た場合、配当だけで2万603円、得るこ

とができます。値上がり益以外の収益も

見込めるのです。

　FXなら「くりっく365」を、日本株なら「く

りっく株365」をぜひご活用ください。

　東京商品取引所はコモディティ投資を

取り扱う取引所です。様々な商品を扱っ

ている中、2012年の総取引高において

57.7％を占めたのは金の取引です。金の

関心が高まっていることが伺えます。

　金投資には、①金地金を購入、②ETF

に投資、③商品先物取引の主に3つがあ

りますが、東京商品取引所では③の先物

取引を取り扱っています。先物取引のメリ

ットは、少ない資金で大きな取引ができる

レバレッジを効かせることができることと、

今後、価格が下がると予想する場合には、

売りからも入れることです。その分、ハイ

リスク・ハイリターンの取引ではありますの

で、余裕資金で無理のない範囲で投資

をするとよいと思います。

　先物取引ではありますが、現物決済す

れば金地金を取得することもできます。例

えば6月25日の価格で金1㎏を買い付け

た場合、先物取引を利用した場合の購

入費用合計金額は422万3205円となり、

貴金属地金商の店頭で購入するより5万

東京商品取引所（TOCOM）セッション「円建ての金先物取引」

東京商品取引所　広報部

小渕 大樹氏

8795円安くなります。こうした使い方もで

きます。

　東京商品取引所が取り扱う金、石油

関連、ゴム、農作物といったコモディティ

は、株や為替とは違う値動きをする場合

が多く、分散投資の一助として期待がで

きます。コモディティの先物取引は、商品

先物取引会社に口座開設を行い、その

会社を通じて証拠金を清算機関に預託し

て始めることができます。ぜひこの機会に

ご検討ください。

　金市場が大きく揺れ動いていますが、

今後の金市場の動向を占う上で、6つの

構造要因を見ることが重要です。1つ目

はドルに対する信認。金はドルと逆相関

になるケースが多く、今後、ドルが信用

できるのか／できないのかによって金価格

の動向が見えてきます。2つ目はソブリンリ

スク。今まで安全だと思われていた先進

国の国債が不安視されるようになると、金

価格は上昇する傾向にあります。先進国

の財政赤字問題はどうなるのかが注目点

です。

　3つ目はインフレ懸念。量的緩和の出

口戦略がうまくいかず、インフレを招いた

場合、金はインフレヘッジとしての役割が

期待できます。4つ目は中央銀行の購入。

このところ中央銀行が金の購入を増やす

傾向にあります。無国籍通貨としての金

の価値に重きを置いているからでしょう。5

つ目は、中国・インドの実需の需要増。

これらの国々では金を宝飾品として、また

いつでも身に付けて持ち出せる資産とし

WGCセッション「金のファンダメンタルズをあらためて考える」

ワールド ゴールド カウンシル 日本代表

森田 隆大氏

て重宝する傾向にあり、金価格が下落す

ると購入を増やすことが多くなっています。

6つ目は、機関投資家の参入。これまで

あまり金投資をしていなかった機関投資

家が、テールリスクのヘッジや分散投資

の効果をより高めるために、金を保有す

る機関投資家が近年増えてきました。

　これら6つの要因を分析すると、今後

の金価格がどのように動くのかが見通し

やすくなります。中長期で金市場を考える

ことも投資家には必要でしょう。
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テジスト。2010年よりクレディ・スイス証券ディレクター・債券本部
外国為替調査部長。2012年10月にオフィスFUKAYAを立ち
上げ、為替アナリスト活動を中心に企業・個人へのコンサルテ
ィング開始。2013年3月FPG証券代表取締役就任。
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和歌山県生まれ。1979年中
央大学法学部卒業。山一
證券に8年間勤務後、1987
年投資顧問会社で日本初
のFP会社MMI入社。1992

年ワールド ゴールド カウンシル（WGC/本部ロンドン）入社。
企画調査部長として経済調査、世界の金情報の収集、マー
ケット分析、国内市場調査に従事。1998年独立開業。2002
年より現職。「史観と俯瞰」をモットーに金融市場から商品市
場、国際情勢まで幅広くウォッチ。
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大橋 ひろこ氏

ラジオNIKKEI「マーケット・
トレンド」キャスター。マーケ
ット関連、特にデリバティブ
関連に造詣が深い。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。コモディティやFXなどの経済番組のレギ
ュラーを務める傍ら、自身のトレード記録もメディアを通じて赤
裸々に公開中。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。

異次元の金融緩和をはじめ3本の矢を引っさげたアベノミクスにより、日本株市場は乱高下しています。
アメリカでは量的緩和の出口戦略がささやかれ、米国株市場も大きく変動しています。

各国の金融政策に振り回される形で、無国籍通貨の金は下落傾向が続いています。この先、金、株、為替、経済はどうなっていくのか。
2013年7月6日に東京・御茶ノ水のソラシティで行われたセミナーの模様をご紹介します。

強いアメリカ経済
さらなるドル高続く

しょう。確かに中国の高利回り理財商品

は、中国版サブプライムローンともいえる

のですが、サブプライムローンのように世

界の投資家に売りまくられたわけではない

のが大きな違いです。中国国内では深刻

な影響が出て、中国経済の悪化による実

需面での先進国経済の悪影響は懸念さ

れますが、グローバル金融危機に発展す

る可能性はないでしょう。

大橋　世界経済が上向きになる兆しが見
えつつある今、金は下がり続けています。

4月に大きな下げがあり、1300ドル台まで

急落。その後、値を戻しましたが、今度

は一時1200ドル割れまで値を下げていま

す。今後はどうなるのでしょうか？

池水　今までの金相場が異常だったと言
えるかもしれません。金は世界経済の不

安心理を表すもの。リーマンショック以降、

世界経済のテールリスクが認識されるよう

になり、安全資産としての金、無国籍通

貨としての金が脚光を浴びました。しかし

世界経済がショックから立ち直り、緩やか

な回復を見せる中、景気が良くなり、株

が高くなれば、ある程度まで金は売られ

て当然という気がします。

大橋　テールリスクは存在しなくなったの
でしょうか？

亀井　目立たなくなっただけで存在はして
います。先進国の量的緩和策をはじめと

する景気刺激策により、一時的に株高に

なっていますが、貧富の格差が拡大する

など、社会問題の歪みは大きくなっており、

それが各国でデモが起きている背景にあ

ると考えています。政治的リスクや地政学

的リスクを引き金とした何らかのショックが

起きる可能性はぬぐえません。さすがに

金もこれ以上の下げは考えにくいと思いま

すので、今のうちに安全資産として投資

しておくのは手でしょう。

池水　これだけ金価格が下がっていると、
安いので買いたいというアジアを中心とし

たバーゲンハンターの買いがすごいことに

なっています。買っても実物がないほど盛

況です。

亀井　実需の金買いが盛況な一方、ペ
ーパーの金の空売りが、これまでにない

規模で膨らんでいます。実需以上にペー

パーの金を売っている投資家勢が多いた

め、金価格が上がらない状況が続いて

います。

深谷　金は通貨の一部として考えられ、
通貨不安の際には安全資産としての需要

が高まっていましたが、今はドルが実体

経済を伴った強さを発揮しているため、

金需要の減退はしばらく続くでしょう。特

に金利がつきはじめたドルは魅力的です。

今後、景気回復とともに金利が上がれば、

金利のつかない金よりドルを選好する動き

は加速するでしょう。

大橋　日米金利差が広がれば、円安ド
ル高が続くと見ていいのでしょうか？

深谷　円安ドル高は進むでしょう。アベノ
ミクスで日本円をジャブジャブにしても円安

になるわけではありませんが、日米の金利

差が拡大すればお金が金利の高い方に

流れるのは必然です。これからの時代、

投資家は利回りで金融商品を選んだ方が

よいと考えています。

大橋　では最後に、今、投資するなら
何がよいか、教えていただけますか？

池水　「Buy dollar」との言葉通り、ドル

が投資対象として魅力的です。円安ドル

高になれば、円建ての金も魅力。円安で

値上がり益を狙えますし、4000円を割っ

た金は安すぎます。金と同じく割安になっ

たプラチナも買いです。

亀井　割安な金は買いでしょう。特にアメ
リカ経済は強いと言っても、債務上限問

題などリスクが残っているため、金の価値

が再び脚光を浴びる可能性はあります。

また日本の個別株も魅力。時代の変化に

対応して業態変更した企業などは、今後

の成長が期待できると見ています。

深谷　利回りで見れば米国株もドルも魅
力的です。しばらくはアメリカの強さが際

立つでしょう。

大橋　どうもありがとうございました！
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櫻井　日本で行われている異次元の金
融緩和ですが、どんな効果があるのでし

ょうか？

岡崎　マネーの量を増やすことにより、株
や不動産などの資産価格を上昇させ、ま

た自国通貨を安くすることにより、経済の

波及効果を期待するものです。例えば日

本の場合、日経平均株価が1000円上昇

するとGDPが0.1％増加し、10％の円安

でGDPが0.2％増加するとの試算が出て

います。ただし金利は低くしたままという

のがポイントです。もし大量の国債買い入

れによる金融緩和が、財政赤字の穴埋

めと見られ、長期金利が上昇すると問題

です。実際に5月の日経平均株価暴落の

際には国債の長期金利が上昇したことに

よる影響が大きいと思います。いずれに

せよ「やってみなければわからない」という

のがこの金融緩和です。

櫻井　先行して量的緩和を行ってきたア
メリカではどんな効果があったのでしょう

か？

岡崎　米国株は量的緩和を行ったQE1、
QE2、QE3と連動して株価が上がってい

ます。でも実はアメリカの場合、マネーの

量を増やしたから株価が上がったという側

面だけでなく、量的緩和により金利が高

アメリカの量的緩和は
金利低下により貸し出しを促進

「マーケット・アナライズ」連携セッション

かった国債、住宅ローン、社債の金利が

下ったことによる経済効果が大きいと見て

います（図表１）。高金利で借り入れが難

しかった状況が改善され、低金利になり

個人も企業も資金調達がしやすくなった

ため、アメリカの経済が良くなったのです。

櫻井　日本の場合もアメリカと同様の効果
が期待できるのでしょうか？

岡崎　そこが問題です。日本はアメリカと
違い、もともと金利が低かった。金利が

低くても個人も企業もお金を借りないし、

むしろお金が余っている状況です。アメリ

カのように金利が下がって経済が良くなる

という効果は期待できません。

　例えば日本の銀行のポートフォリオを見

ると、貸し出しに回っているのはわずか41

％に過ぎず、国債を中心とする債券に30

％ものお金が回っています（図表2）。銀

行が保有している国債のうち130兆円を日

銀が買い上げ、銀行にリスクマネーを提

供するわけですが、このお金が貸し出し

や株や不動産などに回るのであれば経済

効果は出てくると思いますが、借りる人が

いない状況で貸し出しが増えるかは疑問

です。また日本の個人のポートフォリオを

見ても、55％が現預金です（図表３）。こ

の現預金のわずか数％でも株などのリスク

資産に向かえば、大きな経済効果が期

待できるでしょう。

櫻井　量的緩和や成長戦略によって、

株の中でどんな銘柄が有望ですか？

鈴木　円安になると輸出企業が有利にな
ると言われていますが、すでに工場を海

外移転していれば不利になる場合もありま

す。むしろ円安で期待できるのは外国人

観光客の増加による日本の観光関連銘柄

です。例えば、北海道の日銀短観の景

気判断が21年ぶりにプラスになったそうで

すが、北海道はオーストラリア人や中国

人ほか、雪を見たことがないアジアの人

たちにとって憧れの観光地です。円安に

なればなるほど訪日外国人が増え、観光

産業が潤う可能性があります。

　先日、富士山が世界遺産になりました

が、富士山目当ての外国人観光客も増

えるでしょう。また日本食はきっと外国人に

受けるはず。日本食関連の外食産業など

も有望ではないでしょうか。

岡崎・鈴木パートナーズ代表
岡崎 良介氏
1959年生まれ。1983年慶応大経済
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

どの運用に長く携わる。 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として参画。2012年7月独立し現在に至る。

株式アナリスト
鈴木 一之氏
千葉大学卒業後、1983年大和証
券入社。1987年に株式トレーディン
グ室に配属され、以降ほぼ一貫し
て株式トレードの職務に従事。
2000年5月からインフォストックドット
コム、リサーチ部チーフアナリスト。
2008年1月よりフィスコシニアフェロ
ー。2009年1月より現職。テレビ、ラ

ジオ、新聞、マネー誌等でも活躍中。日本アナリスト協会検定会員。
分析とわかりやすい語り口で多くのファンをもつ。

フリーアナウンサー
櫻井 彩子氏
東京生まれ。一般企業にＯＬとして
就職後に転身し、フリーアナウンサ
ーに。20歳の誕生日に両親から株
をプレゼントされて経済に興味を持
つようになり、ラジオ等経済番組で
はアシスタントを長年担当。常に視
聴者の目線で番組に臨んでいる。

【図表1】米国における量的緩和の効果

■NY金価格の推移（NYコメックス中心限月：日足）

■日経平均株価の推移

■ドル円相場の推移

【図表2】

家計のポートフォリオ：
2012年12月末=総額1547兆円

【図表3】

異次元の金融緩和の
ラップタイムを計る

BS12 TwellV で毎週土曜日に放送中の投資番組
「マーケット・アナライズ」のメンバーが、現状の日米
の経済情勢およびマーケットについて解説。日本
の異次元の金融緩和の行方を探ります。

しょう。確かに中国の高利回り理財商品

は、中国版サブプライムローンともいえる

のですが、サブプライムローンのように世

界の投資家に売りまくられたわけではない

のが大きな違いです。中国国内では深刻

な影響が出て、中国経済の悪化による実

需面での先進国経済の悪影響は懸念さ

れますが、グローバル金融危機に発展す

る可能性はないでしょう。

大橋　世界経済が上向きになる兆しが見
えつつある今、金は下がり続けています。

4月に大きな下げがあり、1300ドル台まで

急落。その後、値を戻しましたが、今度

は一時1200ドル割れまで値を下げていま

す。今後はどうなるのでしょうか？

池水　今までの金相場が異常だったと言
えるかもしれません。金は世界経済の不

安心理を表すもの。リーマンショック以降、

世界経済のテールリスクが認識されるよう

になり、安全資産としての金、無国籍通

貨としての金が脚光を浴びました。しかし

世界経済がショックから立ち直り、緩やか

な回復を見せる中、景気が良くなり、株

が高くなれば、ある程度まで金は売られ

て当然という気がします。

大橋　テールリスクは存在しなくなったの
でしょうか？

亀井　目立たなくなっただけで存在はして
います。先進国の量的緩和策をはじめと

する景気刺激策により、一時的に株高に

なっていますが、貧富の格差が拡大する

など、社会問題の歪みは大きくなっており、

それが各国でデモが起きている背景にあ

ると考えています。政治的リスクや地政学

的リスクを引き金とした何らかのショックが

起きる可能性はぬぐえません。さすがに

金もこれ以上の下げは考えにくいと思いま

すので、今のうちに安全資産として投資

しておくのは手でしょう。

池水　これだけ金価格が下がっていると、
安いので買いたいというアジアを中心とし

たバーゲンハンターの買いがすごいことに

なっています。買っても実物がないほど盛

況です。

亀井　実需の金買いが盛況な一方、ペ
ーパーの金の空売りが、これまでにない

規模で膨らんでいます。実需以上にペー

パーの金を売っている投資家勢が多いた

め、金価格が上がらない状況が続いて

います。

深谷　金は通貨の一部として考えられ、
通貨不安の際には安全資産としての需要

が高まっていましたが、今はドルが実体

経済を伴った強さを発揮しているため、

金需要の減退はしばらく続くでしょう。特

に金利がつきはじめたドルは魅力的です。

今後、景気回復とともに金利が上がれば、

金利のつかない金よりドルを選好する動き

は加速するでしょう。

大橋　日米金利差が広がれば、円安ド
ル高が続くと見ていいのでしょうか？

深谷　円安ドル高は進むでしょう。アベノ
ミクスで日本円をジャブジャブにしても円安

になるわけではありませんが、日米の金利

差が拡大すればお金が金利の高い方に

流れるのは必然です。これからの時代、

投資家は利回りで金融商品を選んだ方が

よいと考えています。

大橋　では最後に、今、投資するなら
何がよいか、教えていただけますか？

池水　「Buy dollar」との言葉通り、ドル

が投資対象として魅力的です。円安ドル

高になれば、円建ての金も魅力。円安で

値上がり益を狙えますし、4000円を割っ

た金は安すぎます。金と同じく割安になっ

たプラチナも買いです。

亀井　割安な金は買いでしょう。特にアメ
リカ経済は強いと言っても、債務上限問

題などリスクが残っているため、金の価値

が再び脚光を浴びる可能性はあります。

また日本の個別株も魅力。時代の変化に

対応して業態変更した企業などは、今後

の成長が期待できると見ています。

深谷　利回りで見れば米国株もドルも魅
力的です。しばらくはアメリカの強さが際

立つでしょう。

大橋　どうもありがとうございました！

実需は旺盛なのに
下がり続ける金
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銀行（預金取り扱い期間）のポートフォリオ：
2012年12月末=総額1637兆円
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