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ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の
勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判
断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で
使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであ
り、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負
うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情
勢により変化し、実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果を
お約束するものではなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数値を
表すものでもございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
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先物・オプション取引のリスクと費用について

【先物・オプション取引にかかるリスク】

先物・オプションの価格は、対象とする株価指数や商品市場の相場の変動等により上下しますので、これに
より損失が生じるおそれがあります。また、先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引
をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されま
せん。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取
引（商品先物取引、オプション取引）を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金
は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、
証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ
又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが
対象の先物取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合
もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。オプション取引
はオプションを行使できる期間には制限があります。また、オプションの市場価格は、現実の株価指数の変
動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、
場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。
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先物・オプション取引のリスクと費用について

【先物取引にかかる費用】

1枚あたり以下の取引手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225先物取引 250円（275円）／枚
日経225ミニ取引 35円（38.5円）／枚（1円未満切捨）
マザーズ先物取引 38円（41.8円）／枚（1円未満切捨）
金先物・白金先物・銀先物・パラジウム先物・ゴム先物・とうもろこし先物・大豆先物・
小豆先物取引 250円（275円）／枚
金ミニ先物・白金ミニ先物・金スポット・白金スポット取引 70円（77円）／枚
※（）内は税込金額
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自己紹介

1977年 山形県で生まれる。

1996年 大学入学を機に埼玉県民になる。

2000年 新卒で商品先物取引会社に入る。（就職氷河期 大卒の求人倍率0.99倍）

2007年 業界のムードに嫌気がさし、退職して無職に。（妻と娘と3人で、一時、路頭に迷う）

2007年 インターネット専業の（＝営業マンがいない）商品先物取引会社に入る。

コモディティアナリストとして、マーケット情報配信を担当。

2014年 楽天証券に入社。（企業買収による）

2015年 楽天証券経済研究所のコモディティアナリストとして業務を開始。

日経CNBC、ラジオ日経、ストックボイス、みんなの先物、

各種新聞、雑誌など、さまざまなメディアで情報を配信中。

吉田 哲 （よしだ さとる） 43才

楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト
趣味：クラリネット
言われてうれしかった言葉：「逃げない音楽作り」
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金、プラチナ、銀、原油

今知るべきニュースの裏側と、

今後の相場見通し
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● 目次

●コモディティとは？
ニュースで語られがちな、古い常識を捨てろ！

●金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し
短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

●賢いコモディティの投資家になるために
みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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“どちらが先！？”は、永遠のテーマ。

● コモディティとは？ ① ニュースで語られがちな、古い常識を捨てろ！

コモディティ 株・ドル・金利
など（商品）
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コモディティは、経済指標であり、金融商品。見方次第。

● コモディティとは？ ②

② 金融商品の一つ

① 経済指標の一つ

株、通貨、債券などとともに、収益向上を目指す上での選択肢。

GDP、失業率、PMIなどのように、足元の景気動向を示す指標。

ニュースで語られがちな、古い常識を捨てろ！
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2000年代前半以降、コモディティの市場環境（常識）は激変した。

● コモディティとは？ ③

2003年ごろ

株式

通貨

金利

コモディティ

株式

通貨金利

コモディティ

あふれたマネー

→ 増加

コモディティの金融商品化

→ 加速

情報化社会

→ さらに進展

ニュースで語られがちな、古い常識を捨てろ！
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2000年代前半以降、コモディティの市場環境（常識）は激変した。

● コモディティとは？ ④ ニュースで語られがちな、古い常識を捨てろ！

有事で金価格上昇
有事発生による資金の逃避先需要は、
現在の金価格の変動要因の一つに過ぎず、
有事発生でも金価格が上昇しないことがある。

減産実施でも株価が一時的に急落すれば
原油価格は上昇しないことがある。

株価が長期的に上昇傾向にあるため、
フォルクスワーゲン問題発覚後も
プラチナ価格は底堅く推移。
欧州の排ガス浄化装置向け消費量も微減程度。

OPEC減産で原油価格上昇

欧州はディーゼル車がメインで、
プラチナを多く消費している

過去の常識 今
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短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

新型コロナの感染拡大は、止まる気配がない。

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ①

出所：Bing-COVID19-Dataより楽天証券経済研究所 吉田作成

最近1カ月で
約20％（150万人）

増加

世界の新型コロナウイルスの患者数（7日移動平均） 単位：百万人

※ 患者数は、感染者 - 回復者 - 死亡者 で計算。
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中国の新型コロナウイルスの患者数（7日移動平均） 単位：万人 ※ 患者数は、感染者 - 回復者 - 死亡者 で計算。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

中国は、第2波が起きていない経済大国。

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ②

出所：Bing-COVID19-Dataのデータよりより楽天証券経済研究所 吉田作成
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患者数増加国
生産シェア合計
（上位20カ国）

患者数減少国
生産シェア合計
（上位20カ国）

差し引き

金 16.7% 27.6% -10.9%

銀 30.7% 34.5% -3.8%

プラチナ 2.3% 72.5% -70.2%

パラジウム 6.8% 37.7% -30.9%

銅 15.3% 21.2% -6.0%

鉄鉱石 13.6% 59.2% -45.6%

ニッケル 11.4% 17.2% -5.7%

原油 27.6% 22.5% +5.0%

トウモロコシ 52.4% 13.1% +39.3%

大豆 52.6% 35.7% +16.9%

小麦 40.1% 14.0% +26.1%

コーヒー 21.8% 46.3% -24.5%

砂糖 32.1% 27.2% +4.9%

新型コロナ患者数の増加・減少、上位20カ国の各コモディティ銘柄の生産シェア

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

不安をあおる“感染者増加”報道を、冷静に分析することが必要。

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ③

出所：USGS、GFMS、BP、FAO、Bing-COVID19-Dataのデータよりより楽天証券経済研究所 吉田作成

※金は2017年、銀は2016年、プラチナ、パラジウムは2018年、銅は2015年、鉄鉱石は2017年、ニッケルは2016年、原油は2019年、トウモロコシ、大豆、小麦、コーヒー、砂糖は2018年のデータを参照。

感染者の増減は、
2020年8月20日から9月19日までの

1カ月間を参照
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足元の金相場の環境

有事は、変動要因の一つ。今は“5本の矢”と考える。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ④

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

（1）有事のムード [短・中期]

（2）代替資産 [短・中期]

（3）代替通貨 [短・ 中・長期]

（4）中印の宝飾需要 [短・中・長期]

（5）中央銀行 [長期]

7月 8月

△
今後
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産業用の消費が多いほど、価格が景気動向に連動しやすくなる

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑤

各種貴金属の消費内訳（2018年）

出所：リフィニティブ GFMSのデータをもとに楽天証券経済研究所 吉田作成
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米国の緩和的な金融政策は、貴金属全般の強材料。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑥

金融緩和・株式相場と、貴金属相場の関係

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

新型コロナウイルス
“パンデミック化”

米国経済ダメージ大 ゼロ金利延長

株高 金高

景気回復期待 代替通貨需要増

“実態を伴わない株高”が
発生した場合、

株価が不安定化する懸念発生
代替資産需要増

個人や企業
資金調達 有利に

米ドルに対する相対的な
保有妙味増加

銀・プラチナ

産業用需要増 貴金属連想物色
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銀、プラチナにも、固有の強材料あり。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑦

各貴金属の環境

金：

銀：

プラチナ：

“5本の矢”の考えに基づき、価格上昇を期待。

新型コロナ感染拡大が社会に変革をもたらした。これまで以上
に推進する可能性が出てきたＥＳＧ（環境・社会・企業統治）
の考え方と一致する太陽光パネル向けの消費費拡大という、独
自の材料が登場。

2015年に発覚した独自動車大手フォルクスワーゲンのスキャン
ダル以降、ディーゼル車の排ガス浄化装置向け消費が伸び悩ん
でおり、長期的に上値が重かった。長期的にまだ安い水準にあ
るため、今後の本格的な反発に期待。
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強弱拮抗だが、大統領選挙まで、強材料が勝るか。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑧

足元の原油相場の環境

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

①新型コロナ ②米中関係 ③OPECプラス ④世界の石油事情

下落要因

・新興国（中国以外）
の第1波

・先進国の第2波
・WHOテドロス氏の

”新型コロナ長期化”発言

・香港・チベット、
Tik Tok問題に
端を発し、状況悪化

・8月以降の減産規模縮小
・OPEC側は7月・8月、

減産非順守の可能性

・年内の石油消費、
コロナ前の想定まで
回復しない見通し

・米国のパリ協定復帰
ESG、SDG's推進の
可能性

上昇要因
・中国で第2波起きず
・ワクチン開発期待

・米大統領選挙までに
関係改善が図られる
期待も

・減産は2022年4月まで
続く

・5・6月の国別の未達
分を7月～9月に削減

・米シェール新規生産
急減（推定）

・米全体の原油生産量は
低水準続く

・市場の参加者の
下落回避への思惑
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“石油の時代は終わった”と決めるのは、時期尚早。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑨

石油消費の在り方をめぐる議論

先進国・・・バイオ燃料、e-Fuel などの再生可能燃料を、

化石燃料に配合する 動きが目立つ。

自動車業界にとって、既存の技術を継続して活用できる

メリットあり。 →「共存」

新興国・・・石炭をメインのエネルギー源にしている国あり。

先進国を倣えば、次は石油。

→「次世代エネルギー利用までのつなぎ」
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乱高下はあれど、“5本の矢”が金相場を支えるだろう。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑩

NY金先物（期近） 単位：ドル/トロイオンス

出所：ミンカブ・ジ・インフォノイドの資料より楽天証券経済研究所 吉田作成

筆者想定上限
年内 2,100ドル
9月22日時点で
約 1898ドル
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金相場にならい、銀も上値を伸ばすか。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑪

NY銀先物（期近） 単位：ドル/トロイオンス

出所：ミンカブ・ジ・インフォノイドの資料より楽天証券経済研究所 吉田作成

筆者想定上限
年内 35ドル
9月22日時点で
約 24.5ドル
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記録的な安値水準のプラチナは、長期投資になじむだろう。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑫

NYプラチナ先物（期近） 単位：ドル/トロイオンス

出所：ミンカブ・ジ・インフォノイドの資料より楽天証券経済研究所 吉田作成

筆者想定上限
年内 1100ドル
9月22日時点で
856ドル

2020年9月2018年3月2015年9月2013年3月2010年9月
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材料は強弱拮抗だが、大統領選挙までは、強い状況が続くか。

短期・長期、程度の差はあれ、いずれも価格上昇が見込める！？

● 金、プラチナ、銀、原油の現状と見通し ⑬

NY原油先物（期近） 単位：ドル/バレル

出所：ミンカブ・ジ・インフォノイドの資料より楽天証券経済研究所 吉田作成

60

40

20

0

-40
9月22日8月10日6月26日5月14日2020年 4月1日

-20

筆者想定上限
年内 45ドル
9月18日時点で
40.5ドル
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国内と海外、現物と派生商品を区別することが重要。

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！

● 賢いコモディティの投資家になるために ①

さまざまな金融商品の概念図

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

銀
行
預
金

派生商品現物

いわゆる金融商品 ≒ 資産形成を行う上で、対象として期待できそうなもの

国
内

海
外

株式（ETF含）

債券
投資信託
貴金属（積立）

暗号資産など

外
貨預

金

株式（ETF含）

債券 など

株価指数先物取引

商品先物取引 など

先物取引・CFDなど

株価指数先物取引

商品先物取引

FX（通貨CFD）

暗号資産証拠金取引

株式
（信用）

など

リスク、取引頻度、取引コスト
比較的

低い
比較的

高い
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短期売買、長期投資。取引のスタイルに応じ、選択する。

● 賢いコモディティの投資家になるために ②

貴金属関連の具体的な投資商品例

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

種類 コード/ティッカー 銘柄

純金積立 金 （プラチナ、銀もあり）

国内ETF/ETN

1326 SPDRゴールド・シェア

1328 金価格連動型上場投資信託

1540 純金上場信託（現物国内保管型）

2036 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブルETN

2037 NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN

海外ETF

GLDM SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト

IAU ⅰシェアーズ・ゴールド・トラスト

SLV ⅰシェアーズ・シルバー・トラスト

GDX ヴァンエック・ベクトル・金鉱株ETF

投資信託

ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）

ピクテ・ゴールド

三菱ＵＦＪ 純金ファンド

外国株

ABX Barrick Gold：バリック・ゴールド

AU AngloGold：アングロゴールド・アシャンティ

AEM Agnico Eagle Mines：アグニコ・イーグル・マインズ

FNV Franco-Nevada：フランコ・ネバダ

GFI Gold Fields：ゴールド・フィールズ

国内商品先物 金、金ミニ、金スポット（限日）（プラチナ、銀、パラジウムもあり）

海外商品先物 金、ミニ金、マイクロ金 （銀、ミニ銀もあり）

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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短期売買、長期投資。取引のスタイルに応じ、選択する。

種類 コード/ティッカー 銘柄

国内ETF/ETN

1671 WTI原油価格連動型上場投信（東証）

1690 WTI原油上場投資信託 （東証）

1699 NF原油インデックス連動型上場（東証）

2038 NEXT NOTES 日経TOCOM原油ブル

2039 NEXT NOTES 日経TOCOM原油ベア

投資信託 ＵＢＳ原油先物ファンド

外国株

XOM エクソンモービル

CVX シェブロン

TOT トタル

COP コノコフィリップス

BP BP

海外商品先物 WTI原油、ミニWTI原油 （ガソリン、ヒーティングオイルもあり）

● 賢いコモディティの投資家になるために ③

原油関連の具体的な投資商品例

出所：楽天証券経済研究所 吉田作成

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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少額でも、“時間”を味方に、資産を増やす。

円/グラム

百万円

● 賢いコモディティの投資家になるために ④

純金積立のシミュレーション

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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配分を変えることで、攻め型・守り型をアレンジできる。

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑤

貴金属ETFを使った自家製ファンドの例

純金
上場信託

純銀
上場信託

純プラチナ
上場信託

純パラジウム
上場信託

証券コード 1540 1542 1541 1543

7月28日（火）価格 6,450 円 8,080 円 3,000 円 72,100 円

売買単位 1 口 1 口 1 口 1 口

購入口数 45 口 15 口 45 口 1 口

売買代金 290,250 円 121,200 円 135,000 円 72,100 円

配分 47% 20% 22% 12%

当初売買代金合計 618,550 円

9月23日（水）価格 6,150 円 7,510 円 2,941 円 68,500 円

損益 -13,500 円 -8,550 円 -2,655 円 -3,600 円

損益合計 -28,305 円 -4.58%

損益合計（8/25） -3,270 円 -0.53%

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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金相場との相関は、海外の金鉱山株の方が高い。

海外 相関係数
（対NY金）

株価
（9月14日）

年初来
騰落率

直近配当利回り
（税込）

概要

Barrick Gold：

バリック・ゴールド
（GOLD：NYSE）

+0.95 29.93 ドル +75.0% 1.10%
カナダの金鉱山会社。主に金と銅の生産・販売、及び探査と鉱
山開発などの関連活動を行う。地理的に分散した資産ポート
フォリオを保有して、約15の金鉱を生産する。

AngloGold：

アングロゴールド・アシャンティ
（AU：NYSE）

+0.88 29.96 ドル +56.0% 0.34%
南アフリカの金鉱山会社。南アフリカに6つの深層鉱場及び1つ
の地上採掘工程、南北アメリカ、オーストラリア及びアフリカ
大陸にある地上・地下採掘工程を保有する。

Agnico Eagle Mines：

アグニコ・イーグル・マインズ
（AEM：NYSE）

+0.72 86.47 ドル +54.8% 0.95%
カナダの金鉱山会社。カナダ、フィンランド、メキシコで鉱山
を運営し、これらの国と米国、スウェーデンで、国際的な探鉱
開発活動を行う。

Franco-Nevada：

フランコ・ネバダ
（FNV：NYSE）

+0.94 147.29 ドル +62.1% 0.71%
カナダの資源採掘権取得および投資会社。地理的に安全な国に
おける金属、石油・天然ガスなどの権利と採掘権に投資をする。

Gold Fields：

ゴールド・フィールズ
（GFI：NYSE）

+0.94 14.54 ドル +214.7% 1.40%
南アフリカの金鉱山会社。探査、抽出、加工及び製錬など、産
金および関連事業活動を手掛ける。南アフリカ、ガーナ、オー
ストラリア、ペルーに金鉱山を所有する。

NY金先物 +1.00 1,967.05 ドル +27.5%

国内 相関係数
（対大阪金）

株価
（9月14日）

年初来
騰落率

直近配当利回り
（税込）

概要

住友金属鉱山
（5713：東証）

-0.13 3,383 円 +3.8% 2.23%
主に資源開発、並びに非鉄金属製品、半導体材料及び機能性材
料の製造・販売を行う。

三井金属
（5706：東証）

-0.33 2,579 円 +5.7% 2.60%
機能材料、金属、自動車部品、関連の4部門に関係する事業を主
として行う。

大阪金先物 +1.00 6,705 円 +28.1%

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑥

国内外の金鉱山株

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成相関係数は2020年9月14日までの1年間

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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“ドル資金”を介した“外貨決済”も考慮。

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑦

外国株の買い付け・売り付けのイメージ

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

お

客

様

外
国
株
式
市
場

楽 天 証 券

買
い
付
け

売
り
付
け

円

ドル

円

ドル資金
外貨MMFで運用可

楽天証券が自動的に円をドルに両替
（円貨決済）

お客様自身で
円をドルに両替
（外貨取引）

お客様自身で
ドルを円に両替
（外貨取引）

楽天証券が自動的にドルを円に両替
（円貨決済）

ドル

（外貨決済）

（外貨決済）

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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大阪取引所で、貴金属・農産物の商品先物取引が可能になった。

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑧

ついに果たされた「総合取引所」構想

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

日本取引所グループ（JPX）

子会社

東京証券
取引所

大阪
取引所

東京商品
取引所

株価指数先物などの金融先物と
商品先物を、金商法の下で

一元的に取り扱う総合取引所へ

石油や電力などを取り扱う
エネルギー市場取引所へ

「総合取引所」として一体運営

2020年7月27日 移管

貴金属・天然ゴム・農産物

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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同一画面で、商品と株価指数、両方の先物銘柄の取引ができる。

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑨

総合取引所化の、投資家にとっての恩恵

出所：マーケットスピードⅡより楽天証券経済研究所 吉田作成

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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過去にとらわれない、柔軟な発想が大事。

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑩

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

・過去の常識（近視眼的見方）

・過去の成功体験

・集団心理

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
投資家が密になってはいけない “ 3つの要素 ”
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多くの投資家が、“密”の状態で取引しているからこそ、チャンスがある

● 賢いコモディティの投資家になるために ⑪

相場格言「人の行く裏に道あり花の山」

出所：各種資料をもとに楽天証券経済研究所 吉田作成

多くの人が通る道を避けて、裏の道を進むことで、

花の山に行く着くことができる、

→ 群集心理に惑わされず、人とは違う方法を

選択することが、利益を上げるために重要。

→ だから “ 3密回避 “ が必要

みんなが歩かない道を行き、“花の山”にたどり着け！
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ご清聴いただきありがとうございました。

吉田 哲 （よしだ さとる）

楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト


