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　東京商品取引所（TOCOM）は、金な

どの貴金属や、ゴム、アルミニウム、石油、

農産物などの先物取引ができるコモディ

ティ投資の総合市場です。17品目取り扱

っている中で、人気となっているのが金で、

取引高の約半分を占めています。

　世界情勢によって目まぐるしく市場が動

くことから、投資家の中にはパソコンでは

なくスマートフォンを使って、市場の値動き

やニュースを逐一チェックする人も増えて

きました。そこで「iPhone」「Android」ど

ちらにも対応した「TOCOMアプリ」をリリ

ースしています。

　このアプリは、「マーケット情報」「市況ニ

ュース」「ヘッドライン」「取引状況」「取引

要綱」「取引所カレンダー」「商品先物取

引業者」の7つのコンテンツがあります。

特に投資家にとって便利なのが「マーケッ

大橋　時天空関は2000年に来日された
そうですが、はじめは相撲に興味がなか

ったそうですね？

時天空　モンゴルでは柔道をしていて、
オリンピックを目指していました。モンゴル

の大学に通っていた時に、交換留学生と

して姉妹校だった東京農業大学に行くこ

とになり、日本に来ました。大学で相撲部

に入ったところ優勝してしまったので、相

撲の世界に入ろうと決めました。

大橋　モンゴルの通貨単位は何ですか？
時天空　トゥグルグという単位で、100トゥ
グルグ＝約6円です。一番大きな紙幣が1

万トゥグルグ（約600円）です。

大橋　モンゴルの一般的な会社員の初
任給はどのぐらいですか？

時天空　月3～4万円ぐらいです。日本に

比べると安いです。

大橋　日本はアベノミクスで昨年末から株
価が上昇していますが、景気の良さを実

感することはありますか？

時天空　ありますね！ 最近になって、支
援者の方などがよく飲みに連れていってく

れるようになりました。

岡崎　株式投資に興味はありますか？
時天空　株といえば親方株には興味が
あります（笑）。今年になって人から株式

投資を勧められて興味を持つようになりま

した。でも難しいですね！上がったと思っ

たら急に下がったり、下がったと思ったら

急に上がったり。まだまだ勉強不足です。

大倉　モンゴルというと羊のイメージが強
いですが、それ以外に最近、注目されて

いるものはありますか？

時天空　モンゴルでは金、銅、石炭、
レアメタル、原油など、様 な々資源がある

といわれていて、徐々にですが開発が進

んでいるようです。

大橋　モンゴルは資源開発により、今後
5年でGDPが4倍になるという見通しもあ

るようですね！

亀井　時天空関は金は持っているんです
か？

時天空　金は持っていないですね。金
星は欲しいですが（笑）。

亀井　実はモンゴルの中央銀行は金を買
い始めているんですよね。

岡崎　モンゴルの人たちにも携帯電話な
どは普及していますか？

時天空　中高生がスマートフォンを持って
いたりします。一番驚いたのは、遊牧民

が携帯電話を持っていたことです。

大橋　そうなんですか？
時天空　はい。また最近は遊牧民をや
めて都市に移住する人も増えているようで

す。

大橋　今後ますます発展が期待できるモ
ンゴルですね！ 相撲もがんばってください。

時天空　はい、みなさま、応援よろしくお
願いいたします。

金×株×為替
スペシャリスト対談+S
～視野を広げてマクロな視点で考えるスピンオフセミナー～

セミナーに大相撲力士の時天空関が登場！

市況がスマホで確認できる！ TOCOMの無料スマホアプリ
注目の商品・サービス
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ト情報」と「市況ニュース」。「マーケット情

報」では、各コモディティの価格情報や、

値動きを示したチャートを表示させること

ができます。現在値がどうなっているか、

気になる時に、スマホアプリから簡単に確

認することができます。同時に4つチャー

トを表示させることもでき、値動きの傾向

や他商品との関係を見るのにも最適です。

「市況ニュース」は通信社の時事通信か

ら提供を受けたニュースが随時閲覧でき

ます。コモディティ関連をはじめ、為替や

株価関連のニュースも充実しています。

　いつでもどこでも市況が確認できる無料

の「TOCOMアプリ」をぜひダウンロードし

ていただければと思います。

　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お役に立てる

よう、FXについては「くりっく365」を、株

については「くりっく株365」をご用意して

います。今回は株の商品についてご紹介

します。

　「くりっく株365」は、日経225（日経平均

株価）をはじめ、イギリス、ドイツ、中国

の主要各国の株価指数を投資対象として

います。この商品は5つのワンダフルな特

徴があります。

　1つは指数取引にもかかわらず、現物

株と同様に配当があること。例えば、

2012年4月から1年間、「くりっく株365」を

1枚（清算価格×100）保有していた場合、

2万603円の配当がもらえます。2つ目は、

海外株価指数の取引も円建てでできるこ

と。為替の変動リスクなく、指数の値動き

のみで収益が決まるので、投資しやすい

といえるでしょう。

　3つ目は、少額で投資ができるレバレッ

ジを効かせた取引であること。例えば、

2013年9月30日時点で、日経225を1枚

「くりっく株365」が“ワンダフル”な5つの理由
注目の商品・サービス

「くりっく株365」の証拠金基準額

【TOCOMアプリのダウンロード方法】
Google Play、App Storeで
「TOCOM」と検索

東京金融取引所（TFX）
証拠金営業部　株価指数グループ

増田  顕氏 （145万7300円）を取引する場合、証拠

金基準額は7万5000円で済みます。4つ

目はほぼ24時間取引ができ、祝日も取引

が可能なこと。海外の時間帯で大きな値

動きがあっても対処ができます。

　5つ目は、決済期限がなく、長期保有

米国の政府機関の一部がシャットダウン（閉鎖）された影響により、米国の雇用統計が発表されないという異常事態の最中の2013年10月5日。
今後の世界経済や、金（ゴールド）、株、為替市場の動向について、専門家が議論するスペシャルトークセッションが、

東京・品川のコクヨホールで行われました。その後のプログラムでは、特別ゲストとしてモンゴル出身の大相撲力士の時天空関が加わり、
モンゴルと日本のマネーな関係について、様々な話が出ました。その時の模様を誌面でご紹介します。

しこな名：時天空
所属部屋：時津風部屋
番付：前頭5枚目
出身地：モンゴル
本名：アルタンガダス・
      フチットバータル
生年月日：1979年9月10日
身長：186cm
体重：143㎏

もできること。先物取引の場合、取引期

限があり、それまでに決済しなければなり

ませんが、「くりっく株365」ならずっと持ち

続けることもできます。

　5つのワンダフルな商品である「くりっく

株365」をぜひご活用ください。

※ 証拠金基準額は2013/9/30～10/4に適用  証拠金基準額は市場変動幅に応じて毎週見直し

清算価格×100（1枚）
（H25/9/30）

最大レバレッジ
倍率（倍）

証拠金基準額
（円）

商品名

日経225

DAX®

FTSE100

FTSE中国25

75,000

24,000

15,000

63,000

1,457,300

859,900

644,000

1,633,200

19

36

36

26



■NY金価格の推移（ＮＹコメックス中心限月：日足）　 ■預金取扱機関：資産内容の変化（2013年3月末→6月末：兆円）■ドル円 月足チャート（1980/1/1～2013/9/26）
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大橋　17年ぶりに米国政府機関の一部
が閉鎖されるという異常事態となっていま

す。米国の債務が10月17日に上限に達

し、議会での合意がなければ、米国債

のデフォルト（債務不履行）懸念も出てきま

した。この先、どうなってしまうのでしょうか？！

大倉　テーブルの上に置かれているリス
クは何も恐れる必要はないと思います。こ

うして問題が明らかに見えている場合は、

過度に心配しなくてもよいでしょう。本当

のリスクはテーブルの下に隠れているもの

です。現状、隠れているものはないと考

えています。

岡崎　もしテーブルの下に隠れているリス

クがあるとするなら、米国債のデフォルト

に備えたCDS（クレジット・デフォルト・ス

ワップ）を売っている人たちが支払わなけ

ればならないことですが、果たしてそれが

大きな危機をもたらすほどの額があるのか

は微妙です。市場は米国債危機を心配

していません。恐れているなら1ドル90円

になってもおかしくはありませんが、1ドル

97円前後のままです。

亀井　米国債のデフォルトといったような、
確率は低いが発生すると大きな損失をも

たらすテールリスクが起きる時は、市場が

楽観した時に生まれるのではないかと懸

米国債のデフォルト危機を
市場は楽観している

発行元：ゴールドニュース事務局 発行日：2013年10月12日

念しています。そもそも債務上限問題を

抜本的に解決してこなかったツケがまた

回ってきたに過ぎません。市場にお金をジ

ャブジャブ注ぐ量的緩和を第三弾までやら

ざるを得ない反動は、何らかのリスクとな

って市場に悪影響を及ぼすのではないで

しょうか。

大橋　米国が不安となれば、資金の逃
避先としてもっと金に買いが入ってもよさそ

うですが、むしろ下がっていますね。

亀井　米国の景気回復と量的緩和の縮
小見通しから、ファンドを中心に金が売ら

れ続けているからでしょう。一方、中国と

インドは安くなった金を買いまくっています。

6月28日に金価格は1179.40ドルまで急落

しましたが、これが大底だったと見ていい

のではないでしょうか。長期的に見れば、

金は安値水準にあり、買いだと思います。

ただしテールリスクが起きた際には、換金

売りのために金価格は一時下がることもあ

るかもしれません。リーマンショック後がま

さにそのような動きでした。しかし、その後、

急上昇しました。

大橋　米国の景気はどうでしょうか？
岡崎　好調だった米国経済ですが、今
年夏以降、異変が生じています。米国

の大規模小売店売上が前年同月比でそ

んなに伸びていないのです。世界最大の

スーパーマーケットチェーンであるウォルマ

ートの株価を見ても夏に下がっています。

しかもサプライヤーに出す注文を削減する

とも発表しています。

　ところがインターネットやカタログ通販な

どの無店舗販売の売上は堅調な推移を

見せています。ここからわかることは、ネ

ット販売の普及により、無駄なものを買わ

ず、必要なものだけしか買わない選択的

消費をする構造変化が起きている可能性

があります。こうなると長期的にも小売の

売上は伸びないということもあり得ます。

大倉　ただ、景気の状況にかかわらず、
これ以上、米国が量的緩和を続けること

は不可能ではないかと思います。従来に

はない異例の緩和策を続けており、セント

ラルバンカーたちは早く正常な状態に戻り

たいと思っているはず。QE（量的緩和）

による資産購入額をゼロにするテーパリン

グを12月には発表し、1月から実行する

のではないか。どんなに遅くとも3月までに

は必ず実行すると予想しています。むし

ろ10月の米国政府のごたごたは、異常

な金融緩和策を正常に戻す絶好のチャン

スではないかと思います。

大橋　日本経済はいかがでしょうか？

大倉　アベノミクスと黒田総裁の異次元
の金融緩和は、双方が一体となり、これ

までブレずにデフレ脱却に向けて動いて

います。このまま行く限り、円安ドル高、

日本株上昇のトレンドは変わらず、私は引

き続きドル円と日本株の買いがよいと考え

ています。

岡崎　幸いにして2020年のオリンピックが
東京に決まったこともあり、日本経済は中

長期的には強いでしょう。場合によっては

日経平均株価が2万円を超えるようなバブ

ルが起きてもおかしくはありません。ただ

唯一の懸念は、異次元の金融緩和により、

日本銀行が銀行から国債を買い上げた

資金が、銀行の現預金にたまる一方で、

企業への融資に回っていないことです。

ここの資金が民間に回るようになれば、日

本経済は強いと思います。

亀井　異次元の金融緩和で日本経済が
インフレにならないのは、金融緩和という

バラマキをしても、民間に資金がそれほ

ど回っていないから。インフレにならなけ

れば、それほど景気もよくならず、金利も

低いままという可能性もありそうです。米

国発のテールリスク懸念などから何か危

機があった際には、現状の値下がりした

金は絶好の買いではないでしょうか。

大橋　当面は米国債の問題がどうなるか
が注目ですが、中長期的に見て、日本株

や金に目を付けるのはいいかもしれません

ね。みなさま、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。 

円安は1ドル=160円まで止まらな
い。これから5年、日本経済と市
場に何が起こるのかを人気ストラ
テジストが大胆予想。

（おかざき・りょうすけ）
岡崎 良介さん

「超円安時代に稼ぐ投資術」（日本経済
新聞出版社、鈴木一之氏との共著）

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

金の時代は終わったのか？！
この先魅力ある投資先とは

スペシャルフリートークセッション

金×株×為替
東京
開催

■ＦＲＢバランスシートの推移

米国景気は異変の兆し
選択的消費で買い控えが構造化？！

日本経済は堅調
2万円の大台も
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※影の部分は米国の景気後退期 資料：セントルイス地区連邦準備銀行（単位10億ドル）

13/6/28
1179.40$

2013年6月28日
1199.5　　1234.8　1179.4　1223.7　＋12.1

2008年10月24日
724.7　　750.4　　681　　730.3　＋15.6

ＦＲＢの資産規模（バランス・シート）
リーマン前の４倍

世界のドルの流通量（ワールド・ダラー）は
5年で約3倍の約6兆ドルに拡大している。
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Shaded areas indicate US recessions. 2013 research.stlouisfed.org
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邦銀は無為無策に
過ごしている


