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大橋　ウクライナ上空でのマレーシア航空

機の撃墜、イスラエルのガザ侵攻など、

このところ立て続けに地政学的リスクが起

きたことにより、金が急騰する場面があり

ましたね。

亀井　米国の量的緩和(QE)が終わること

で、今後、米国の金利が上昇すると、金

利がつかない金の魅力は失われ、中には

1オンス1000ドル割れといった悲観的な見

方もありました。しかし2014年に入り、ロシ

アのクリミア併合、南シナ海での中国の国

際法を無視した活動、さらにイラクでの宗

派間対立、イスラエルとハマスの対峙など

誰もが予想しなかった地政学的リスクが急

浮上することになりました。これらの事態に

金は反応し上昇を見せました。起きている

ことは、単なる「有事」ではなく東西冷戦

後に訪れた「国際秩序の再編」ということ

で、金市場には一過性ではなく折に触れ

刺激材料となり続けると思います。

大橋　とはいえ米国の量的緩和は2014

年10月に終了することになりました。この

まま順当にいけば、金利が上昇するは

ずですが、なぜ金利が上がらないので

しょうか?

亀井　右の図表の米国の長期金利の推

移をご覧ください。2013年に金価格が記

録的な下げになった時期に、金利が急騰

しています。米長期金利とドル建て金価

格は逆の動きをする傾向が強いです。

2014年は年始から米長期金利は下げ基

調にありますが、この間の金価格の堅調

地合いはこの点からも説明がつきます。

　なぜ金利が上がらないのか。様 な々要

因が考えられますが、1つにはここに来て

米国の財政赤字が減ったことで米国債の

発行量も減っている需給要因があります。

次に地政学的要因から安全資産としての

米国債に資金が流れたこともあります。そ

して最近明らかになったのは、中国の大

量買いで為替操作で買ったドルをそのま

ま米国債に回しているようです。

大橋　地政学的リスクの発生や金利上

昇が思ったより起きていない状況であれ

ば、もっと金が上がってもよいと思うので

すがいかがでしょうか?

亀井　2013年は金ETFに880トンもの大

量売りが出たことに象徴されるように、ファ

ンドなど欧米の投資家が記録的な売りを

出しました。米国の超緩和策の解消を先

取りした動きでした。一方、買い向かっ

たのがインドや中国などのアジア勢でした。

買いの量は予想を遥かに超えるものでし

たが、ファンドの売り攻勢に押し切られて

金は下げました。

　欧米の投資家のスタンスは2014年に入
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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。

金を取り巻く歴史も踏まえながら、金の世界の今と未来をわか
りやすく解説。日本の財政が行き詰まり、金融危機が起これ
ば、急激な円安、株価下落をもたらす。円安は生活コストを上
昇させ、見合った給料はもらえず、生活水準はどんどん下がる。
円建て金価格は上昇するが、それは「悪い上昇」だ――ユーロ
圏、アメリカ、中国の最新動向から金価格の行方を予測、円
安・株高に浮かれる日本の投資家に警鐘を鳴らす一冊。
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って変化が見られますが、全体のムード

は、やはり利上げがあれば金は下がると

いう見方です。それが上昇の鈍さに表れ

ています。回復してはいるものの実は米

■金価格の推移

■米長期金利の推移（10年国債）

下値を探る
動きに この間、金価格は上昇

資産買い取り額の縮小NY金価格
記録的な下げ

■GDP世界ランキング■ブラジル概観

異次元の金融緩和によるアベノミクスにより、円高から円安時代の到来で、将来のインフレ懸念が高まっています。
減価する円資産、インフレに備える資産防衛策として注目されているのが“ブラジル”と“金”。
先日、サッカーワールドカップが開催されたブラジルは、2016年にオリンピックも開催され、
新興国の中でも経済成長が期待される“南米の巨人”として注目を集めています。

また相次ぐ地政学的リスクの表出で脚光を浴びているのが無国籍通貨として知られる金です。
ブラジルと金。双方の投資に対する“明”と“暗”について、2014年7月19日に行われたセミナーの模様を誌面でご紹介します。

 

国景気に足取りに力強さは出ておらず、

利上げはそう簡単にはできないと思いま

す。中長期的に見て下がった金は買い

だと考えています。

亀井幸一郎著、廣済堂出版
国土面積
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失業率
日本の進出企業数
在留邦人

851万平方キロ（日本の22.5倍、世界第５位）
ブラジリア（最大都市はサンパウロ）
欧州系（48％）、アフリカ系（8％）、東洋系（0.6％）混血（43％）、先住民（0.4％）
カトリック約65％、プロテスタント約22％、無宗教8％
ポルトガル語
約1億9840万人（2012年）
100％（2008年に達成）
連邦共和制（国会は２院制）、大統領が最高権力者（任期４年再選可）
２兆2477億ドル（2013年）
1万1311ドル （2013年）
7.5％（2010年）、2.7％（2011年）、1.0％（2012年）、2.3％（2013年）
サービス業65％、工業30％、農牧５％
380万台（2012年、世界４位）
5.9% （2013年）
5.4%（2013年）
約550社（2014年）
5万8000人

出所：外務省など 出所：ＩＭＦ、日本経済団体連合会・21世紀政策研究所
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第3部 金がわかれば世界がみえる ～金融市場から商品市場、国際情勢まで～

NY金価格の推移
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　2014年6月から7月にかけて行われた

ブラジルでのサッカーワールドカップ。こと

さらに日本のメディアは治安の悪さや工事

の遅れなどを報道していました。確かに日

本に比べれば治安が悪いものの、あまり

にもその面だけにフォーカスが当てられ、

違和感を覚えました。

　サッカーW杯時にデモやストが相次いだ

のは福祉や教育の充実という訴えのため

です。これは「治安が悪い」というより、

ブラジルでも民主主義が浸透してきた側

面の表れではないでしょうか。

　ブラジルを近代国家に作り直した立役

者として3人の大統領を上げることができ

ます。1人はカルドゾ。1995年～2002年

まで政権を担い、ハイパーインフレを終息

3人の大統領の功績により
投資しやすくなったブラジル

発行元：ゴールドニュース事務局
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させ、経済の安定を実現しました。2人目

はルラ。貧困層の減少を政策として掲げ、

ボルサファミリア（家族手当）で支援。2008

年の統計によると、最貧層が30％から18

％に減少。中所得層が42％から51％、

高所得層は11％から15％に増加していま

す。3人目が現大統領でもあるルセフ。

PAC2（経済成長加速化計画）により積

極投資を実施。2010年から2013年まで

32兆円ものインフラ投資を行いました。

　3人の大統領により、経済の安定化と

ともに民主主義も定着。日本人がイメージ

する一昔前のブラジルとは見違えるように

なりました。これに伴い、ブラジルに進出

する日本の企業も一時の１９０社から５５０

社以上に増えています。

　ブラジルの魅力は豊富な資源と食糧が

あることです。国土は日本の約22.5倍。

人口は世界第5位の約1億9840万人。鉄

鉱石をはじめ、アルミニウム、銅、石油

など約72種類もの鉱物資源を算出し、エ

ネルギー自給率100％を達成している数少

ない資源大国です。

　鉄鉱山では鉄の含有率が65％を誇り、

埋蔵量が世界の約500年分あるというカ

ラジャス鉄鉱山が有名。深海海底油田の

掘削技術にも優れており、2006年には海

底油田を発掘し、石油の自給を実現しま

した。まだまだ未開拓の地は多く、今後も

新たな鉱物資源の発見があるかもしれま

せん。

　食糧においても、輸出量世界第1位の

品目がずらりと並んでいます。資源、食

糧ともにこれほど恵まれた国はあまりありま

せん。

　ブラジルのビジネス面で大きなリスクと

して考えられることが2点あります。1つ

は労務問題。ブラジルでは法律で労働

者優遇が徹底している国のため、ブラジ

ルに進出している企業は労務面でつまず

くケースがあります。もう1つは税金問題。

複雑な税制で何度も変更されるため、 　個人投資家が資産運用をする上での

基本となるアセットクラスは債券であると私

は考えています。しかし2000年代になり、

円債ほか米国債も含め、先進国の金利

は軒並み低下し、投資家には厳しい環

境になりました。そこで注目されたのがブ

ラジルをはじめとした高金利の新興国で

す。

　新興国の中でもブラジルは、本セミナー

の第1部で紹介があったように、資源、

食糧ともに豊富で、今後の成長が期待で

きる有望な国です。2030年頃には日本の

GDPを上回り、世界第4位の大国になっ

ているのではないかと私は考えています。

　では日本の個人投資家がブラジルの債

券に投資するにはどうしたらよいのでしょう

低金利の先進国
高金利で魅力の新興国

か。方法は3つあります。1つはレアル建

て投資信託。メリットは少額からでも投資

ができること。デメリットは販売手数料、

信託報酬など様々なコストがかかってしま

うことです。特に投資信託の場合、「儲か

りそう」「たくさん売れそう」「売りやすい」と

いう販売側の論理で商品設計がなされて

いる場合があるので注意が必要です。

　2つ目は、レアル建て組成債券。いわ

ゆる仕組み商品です。ブラジル政府や企

業が発行した債券ではなく組成にコストが

かかっていることが難点です。

　3つ目がブラジル国債です。ブラジルの

債券に投資するには最もシンプルな方法

です。しかしこれまで手続きの面倒さなど

から、個人投資家がブラジル国債に直接

投資することは困難でした。しかし日本の

個人投資家に投資効率のよい商品提供

をしたいと考え、当社でもブラジル国債を

扱うことができるようになりました。

　リスクは図表にある通り5つがあります。

ただ様々なリスクを考慮しても9～10％も

の利回りを得られる商品は他にほとんどな

いこと。また今後のブラジルを考えた場合、

今よりさらに成長を遂げているであろうと

期待が持てることから、当社ではブラジル

国債をおすすめしています。

　またブラジル国債に投資する際には、

「みなし外国税額控除」が適用されますの

で、実質、税金がかからないことも魅力

の1つです。

　超低金利の状況下で、未来の経済大

国ブラジルに投資するブラジル国債を、

ポートフォリオの一部に組み込んでみては

いかがでしょうか。

なぜ今、ブラジルなのか？
魅力とリスクを専門家が語る！

■ブラジル国債の魅力とリスク

■ブラジルの政策金利

■レアル建て債券への投資方法

■ブラジルの知られざるハイテク分野

■ブラジルの成長率

■ブラジルの実質GDP（予測）

■ブラジルと日本の2020年の年代別人口

 

第1部 ブラジル経済の今 ～無限の可能性とリスクの両側面を知る～ 第2部 ブラジル国債投資の魅力とリスク

 

出所：IMF出所：国連
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①レアル建て投資信託

②レアル建て組成債券

③ブラジル国債

日本経済新聞社客員／「ブラジルの流儀」著者

和田 昌親氏
三京証券　取締役

堀口 渉氏

未開拓の超大国
豊富な資源、食糧が魅力

企業が税制対応に追いつかず、経理・

財務部門の人材を社内で約1割雇わな

いと対応できないとも言われています。ま

たアングラ経済の規模が大きいため、所

得税や相続税などが取りにくく、法人税

でできるだけ徴収しようという傾向があり

ます。

　短期的には景気の不安定さはあるもの

の、潜在能力として持っている資源はあ

まりあるものがあります。2050年には日本

を抜いてGDPが世界第4位になるとの予

測もあります。約150万人もの日系人がい

る親日国ということもあり、今のうちからブ

ラジルの将来性に投資し関係性を深めて

おくとよいと思います。

ブラジルの航空機メーカー・エンブラエル社は2010年の中小型機確定受注機数が
1840機で世界一。2008年末には日航にERJ－170が15機納入されている。同社
には日系人技術者が1000人いる。
自動車販売台数は急成長。2010年には350万台。2011年は363万台。中国、ア
メリカ、日本に次ぐ世界第4の市場。ちなみに、ブラジルでは新車の8～9割がエタノ
ール自動車か、ガソリンでもバイオ燃料でも走れるフレックス車。

●

●

ブラジルという国を知るためのバイブル
「ブラジルの流儀―なぜ「21世紀の主役」なのか」

ブラジルと本格的に付き合い始めて30年。「大器晩成」を信じてきた甲斐
があった。単に成長国というだけでなく、風格さえ漂う大国になりつつある。
早くも「21世紀の主役」との呼び声もかかる。（本書の）狙いは一つ。「ブラ
ジルとはどういう国なのか」という根源的な問いかけに答えを見出そうとする
ことである。わかったようでわからないブラジルとブラジル人の解剖である。

和田昌親編著、中公新書

2020年のブラジルの年代別人口年齢
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ブラジル国債の税金

魅力
好利回り 有利な税制

税金 100％
（税引前）

税金 100％
（税引後）

相殺されて0％

カントリーリスク
信用リスク
価格変動リスク

●

●

●

●

●

為替変動リスク
流動性リスク

リスク
外貨投資に伴う為替変動

ブラジル国債投資のポイント

税金 20％ みなし外国税額控除 20％ 税金 20％
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-0.6％
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