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序章 

 

１．はじめに 

 

本書『貴金属取引の基礎知識』は、金、銀、白金、パラジウムという、いわゆる貴金属各商品の「特

性」、ファンダメンタルズと呼ばれる「需要と供給」、マーケットの仕組み、更には、応用編である高度な理

論までを網羅し、初めてこれらの用語を目にする方から、ある程度の知識がある方まで、どなたが読んでも

勉強できる内容になっています。また、序章の最後には、相場を予測する上でのポイントを簡潔にまとめま

したので、こちらを一読した後、本文を読んでいただいても構いません。 

これら貴金属 4 商品は、「商品（コモディティ）」の代表として「金融商品（ファイナンシャル・インスツル

メント）」と対局をなすものですが、このうちの金は、金融商品としての性格をあわせ持ち、他のコモディティ

とはやや異なる性質があるため、その金融商品的な特徴については、本書の後段で詳しく解説します。 

東京商品取引所（TOCOM）は、これらの貴金属 4 商品を上場するわが国唯一の公設取引所で、

先物取引及び金の現物市場を開設しています。 

金の市場は世界各地に存在し、ロコ・ロンドン市場とよばれるOTCマーケット（相対のスポット・マーケッ

ト）、世界一の先物市場である米国の CME（Chicago Mercantile Exchange）や日本の

TOCOM に代表される先物マーケットを中心として、ほぼ 24 時間、地球上のすべての時間帯をカバーす

る取引が行われていますが、TOCOM は、国際標準の諸制度を整備し、対外的に開かれたアジア最大

の先物市場として、これら三極の一翼を担っています。 

本書では TOCOM での取引についても概要を説明しています。 

 

 

●東京 

東京商品取引所（TOCOM） 

(先物市場) 

UTC+9 
●シ

ドニー 

●ニューヨーク 

CME(COMEX) 

先物市場 

UTC-4【夏時間】 

(日本との時差

13時間) 

●

香

港 

●シンガ

ポール 

●チュ

ーリッヒ 

アジア

市場 

北米

市場 

欧州

市場 
● 

上海 

上海黄金
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(現物市

場) 
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ロコ・ロンド
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● 



2 

 

 

（出所：各取引所等のデータを基に東京商品取引所（TOCOM）作成） 

 

序章では、まず、貴金属の代表である「金」について簡単に解説します。 

 

一般に貴金属とよばれるものには「金」、「銀」、「白金族」の 3 つがあります。 

金と銀は後述のとおり、古代からその存在が知られ、主に宝飾品として珍重されてきました。また、白金

族は文字通り白金の仲間で、プラチナ（白金）、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、オスミウム、イリジウム

の 6 つのメタルの総称ですが、この中で市場が成立し、最低限の流動性（ある資産を適正な価格で換

金する場合の取引のしやすさをいい、市場規模が大きく、日々の売買量が大きいほど「流動性」は高くな

ります。）があるのはプラチナとパラジウムだけです。 

そのため、一般に貴金属と称されるのは、金と銀に加えて、プラチナとパラジウムの 4 つであり、世界の市

場において盛んに取引されているのも、これら 4 種の貴金属にほぼ限定されます。その中でも圧倒的に世

界の人々に知られ、もっとも親しみやすいのが金です。 

 

序章での「金」の解説にあたっては、まず、金の価値の源泉とは何かについて考えた上で、それを端的に

示す「価格」がどのように決まるのか、そのポイントについて説明します。具体的には、最も基本的な「需要

と供給」、最近の「世界情勢」や「金融的要因」、存在感を高めている「中国・インドの動向」や「中央銀

行」の動きなどです。また、金による「分散投資の意義」、「投資に役立つ情報ツール」、「東京商品取引

所（TOCOM）での現物調達方法」などについても併せて説明します。 

 

 

２．金の価値とは何か？ 

 

「金はどうして価値があるのか？」という質問は、とても素朴ですが、実は極めて根源的で、もっとも難し

い質問のひとつです。 

金の価値は、2019 年 10 月下旬の相場で 1 グラム 5,200 円前後です。単純計算すると 10 グラム

で 52,000 円、100 グラムで 52 万円、1 キログラムでは 520 万円ということになります。相場は常に動

世界の金市場　取引時間（日本時間）

UTC

東京商品取引所 +9

上海市場 +8 9時00分~11時30分 13時30分~15時30分

チューリッヒ市場(※) +2

ロコ・ロンドン市場(※)

Fixing
+1 10時30分~ 15時00分~

ニューヨーク市場(※)

CME Globex
-4

※夏時間で標記

　　ロンドン：3月最終日曜日~10月最終日曜日

　　ニューヨーク：3月第２日曜日~11月第1日曜日

　　チューリッヒ：3月最終日曜日～10月最終日曜日

15

16時30分~翌5時30分 8時45分~15時15分

18時00分~翌17時15分 18時00分~翌17時15分

10 11 12 13 145 6 7

21時30分~02時30分

8時00分~17時00分

8 916 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D4%BE%EC%B5%AC%CC%CF
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いているので、この「価値」（価格）は絶えず変わります。 

たった1 グラムの「物」が 5,200 円もするというのは、他にほとんど例がないでしょう。どんなに高級な牛肉

でも、せいぜい 100 グラム 3,000 円、つまり 1 グラム 30 円くらいです。これだけの「価値」がある「物」は、

金かプラチナくらいのものです。それではなぜ、こんなにも高い価値が金やプラチナに認められているのでしょ

うか？ 

まず考えられるのが希少価値、そして実用的価値です。希少価値は確かに物の価値を高める要因に

なります。人類の有史以来掘られてきた金の量は、およそ 18 万トン強といわれ、よく使われる例では、東

京体育館の 50m のオリンピックプール 3 杯半分に相当するとされています。これが多いか少ないかは、な

かなか判断の難しいところですが、他の金属、例えば、銅や鉄と較べるとこれは圧倒的に少ない採掘量で

あり、希少価値は確かに高いといえます。 

では、実用的価値はどうでしょうか？金の需要の約 75%は投資や宝飾品の需要であり、工業用の需

要は 10%にすぎません。金は価格が高すぎることもあり、どうしても金でなければいけないという用途は少

なく、実用的価値はそれほど高くないといえます。 

それでは、希少価値だけで、金にこれだけの価格がついているのでしょうか？ 

率直に言って正解はわかりません。例えば、長年、金の取引に従事してきたある有名なトレーダーは、

次のように述べています。 

「金はその希少価値を除けば、銅や鉄ほどの実用的価値はありません。以前は、金はただの金属にす

ぎず、その価値は我々人間の共同幻想で成り立っているのではないか、いつかひょっとすると人々がその幻

想から目覚め、ある朝突然金の価値が暴落するのではないかなどと結構真剣に心配したものですが、30

年間の経験を経た最近では、金の持つその「不変性」が価値の源泉ではないかと感じるようになりまし

た。」 

 

金は、有史から人類にその価値を認められています。それはまず、光輝いて美しいこと、圧倒的に希少

であること（つまり、金を実際に金として手にするまでにはたいへんな労働力が必要であることを意味しま

す。）、ずっしりと重いこと（人間は軽いものよりも重いものに価値を感じる動物です。）、そしておそらく

何よりも、時代の流れにかかわらず、永遠に変わらない、錆びない、腐らない、そのままの姿で何千年でも

何万年でも残るその「不変性」が金の価値の根源にあるのではないでしょうか。 
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３．金における過去の価格推移とトピックス 

 

（出所：refinitiv） 

（１）1970年～1980年 

1971 年まで金本位制の下で金価格は 1 トロイオンス（≒31.1035ｇ）=35 ドル とされてき

たが、アメリカの金本位制の終結（ニクソン・ショック）により変動相場制へ移行し、金価格は

1973 年には 1 トロイオンス=100 ドル、1978 年には 1 トロイオンス=200 ドルを超えて上昇した。

その後、1979 年にはイラン革命に起因した第 2 次オイルショック、ソ連のアフガニスタン侵攻の影響

から 500 ドルを超え、1980 年には一時 835 ドルを記録した。 

 

（２）1981年～1990年 

金価格は、1985 年 2 月の 290 ドルからブラックマンデー当日の 1987 年 10 月 19 日 479 ド

ルまで２年７カ月で約 1.6 倍になった。ブラックマンデー以降の金価格は低迷を続け 1990 年 6 月

には 350 ドルまで約 27％下落した。また、1982 年 3 月 23 日に東京商品取引所（TOCOM）

の前身である東京金取引所が金取引を開始し、初値は 1g＝2,641 円であった。 

 

（３）1991年～2000年 

ブラックマンデー以降のダウ平均は上昇基調が継続し金投資の妙味が薄れたことから、金価格は
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300 ～ 450ドルで低迷した。また、1997年のアジア通貨危機、1998年ロシア通貨危機を通じ、

中央銀行が保有する金を売却したこと等から 1999 年 8 月には 250 ドルまで金価格は下落した。 

 

（４）2001年～2010年 

1999 年 9 月のワシントン協定により中央銀行の金売却量を制限したこと、機関投資家を中心

に資産の一部を金に振り向ける動きが強まったこと、また 2003 年 3 月に世界初の金 ETF 取引が

開始されたことで金への投資が容易になったこと等から金価格は上昇し、リーマン・ショック前の2008

年 3 月には一時 1,000 ドルを突破した。 

2008 年 10 月のリーマン・ショック後は一時的に 720 ドルまで下落する局面も見られたが、その

後のアメリカの量的緩和（QE1、QE２）といった世界的な金融緩和及びそれに伴う通貨価値の

目減りとインフレ対策等から、2010 年 12 月には 1,400 ドルに達した。 

 

（５）2011年～ 

2010 年の欧州債務危機などから金価格は上昇を続け、2011 年 9 月には 1,920 ドルの史上

最高値を更新した。その後、米 FRB が金融政策正常化方針を打ち出した 2013 年 5 月、6 月の

いわゆるバーナンキ・ショックから翌年 10 月の量的緩和終了、2015 年 12 月の利上げによるゼロ

金利政策解除へと向かう過程で、金利のつかない金は徐々に値を下げ、2015 年 12 月には

1,050 ドルを割り込む水準まで下落した。 

2016 年 6 月の英国の EU 離脱決定、11 月の米トランプ大統領当選、2017 年の北朝鮮に

よる相次ぐミサイル発射、2018 年 7 月以降本格化する米中貿易摩擦などの地政学的リスク増大

による一時的な価格上昇はあったものの、米 FRB が 8 回にわたって利上げを続けた 2019 年 5 月

までの期間は、概ね 1,200 ドル前後のボックス圏内で推移した。同年６月に米 FRB が予防的利

上げの方針を打ち出して以降は、12 月までの計３回の利下げを背景に上昇に転じ、1,400 ドル

～1,500 ドル前後で推移している。 

 

4．金の価格はどうやって決まるのか？ 

 

金の価格はどうやって決まるのでしょうか？ 

まず大事なことは、金の価格は24時間絶えず動いているということです（ただし、後ほど詳述しますが、

世界中の市場が休みになる、金曜日のニューヨーク市場の終わり（日本時間の朝 6 時頃）から、月曜

日の日本を含むアジア市場の始まり（同朝 8 時 45 分）までの週末の間は、基本的にはこの例外となり

ます。）。 

 

世界中で常に刻一刻と動いている金価格を決めるのは、いろいろな要素があり、簡単にまとめることすら

難しいのが正直なところです。きわめて大雑把であることを承知の上でまとめるとすると、以下のようなことが
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価格

数量

需要曲線 供給曲線

均衡点

あげられます。 

 

（１）需要と供給 

「物」である以上、その生産（供給）と需要は、価格を決める非常に重要な要素となります。こ

の需給のことを「ファンダメンタルズ」といいます。流通のマーケットが存在しないような商品なら、生産

のコストがあり、それに生産者の利益がのった価格を消費者が受け入れれば、基本的にそれで価格

が決まるものでしょう。しかし、金はこの需給だけで価格が決まるものではありません。需給以外にも

たくさんな要因が金価格の形成に関係してきます。もちろん、当然のことながら、生産するためのコス

トがカバーできなければ、長期的には生産されなくなります。 

また、需要が多ければ多いほど、生産量が限られたものであれば、価格は上がることになるでしょう。

これらの基本的な仕組みは金もほかの商品もなんら変わりません。ですから、毎年の鉱山生産量や

スクラップからの供給、そして金の最大の需要である宝飾品の売れ行きや投資需要の増減は金価

格の形成の大きな要素であることは確かです。 

 

〔参考〕需給曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世界情勢 

価格上昇要因 価格下降要因

需要拡大・供給縮小

ドル安・金利低下

インフレ懸念

地政学リスク拡大・金融不安

中央銀行の買い

需要縮小・供給拡大

ドル高・金利上昇

インフレ鎮静

世界情勢安定・金融安定

中央銀行の売り
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いきなり話が大きくなりますが、金は「最後の逃避先（safe haven）」とよばれ、世の中の情勢

に不安が満ち溢れてくると金に資金が集まってきます。つまり価格が上がることになりがちです。その根

底にあるのは、信用不安です。株式や債券、通貨などの一般的な金融商品は、必ずその発行体の

リスクが伴います。たとえば株式や債券はそれを発行している会社がつぶれると価値がなくなります。

国債や通貨はその国の信用のもとに取引されていますが、信用がなくなるとこれもまた紙切れになる

可能性があります。金は「物」の代表で、金そのものの価値が認められており、ほかの何者にもその価

値を頼っていません。 

そのため、世の中の政治や経済情勢が不安となり、社会のシステム自体に不信感が生まれたとき

には、紙切れになってしまうというリスクがない金が資金逃避先になることがあります。そのために safe 

haven とか last resort とよばれることがあります。同じように危機的状況において資金が逃避する

先としては、金とともに米ドルと米国債もあげられます。世の中でもっとも信頼できるのは何かということ

です。 

 

（３）金融的要因 

平時においては、金もあまたある投資選択肢の一つにすぎません。そのため、その時の金融情勢

により、金に投資資金が流れ込んだり、また出て行ったりします。例えば、金は（基本的には）金利

がつきません。ということは世の中の金利が上昇したときには、他の金融商品にくらべると魅力が少な

く映る可能性があります。逆に、世の中のお金の価値が下がるとき、つまりインフレになるときは、相対

的に物の価格が上がるときであり、その場合は金の価格が上昇します。（この状態では金利が上が

るので、インフレの場合は金価格と金利が同時に上昇することになります。） 

近年の例でみてみると、世界的な金融緩和から米国が最初に抜け出し、ようやくゼロ金利状態

から、伝統的金融政策、つまり金利の上げ下げによる金融市場のコントロールに戻ろうとしています。

米国が金融緩和をやめるということがはっきりしてから、金価格は下げに転じてきました。市場が金利

上げ・金価格下げを予想して動いた結果です。 

このように世界の金融情勢、とりわけ米国の金融政策は世界の経済にとって大きな影響があると

同時に、金価格にも多大な影響を与える要素となっています。 

                                                                                                                                                                                                                                               

（４）中央銀行 

中央銀行などの公的機関は大量の金を保有しています。ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）

の調べによれば、その総量は 2019 年 10 月時点において世界全体で 3 万 4,300 トン余りと見積

もられており、世の中に存在する金の量が約 18 万トンだとすると約 2 割を保有していることになりま

す。 

各国の中央銀行はその外貨準備の一部として金を保有しています。1980年代から90年代にか

けて主に欧州の中央銀行は、金利を生まない金を市場に売却して、米ドルをはじめとしたほかの金

融資産に乗り換えることを進めていました。 

そのため、中央銀行は久しく金の売り手でしたが、2009年、ちょうどリーマン・ショックを境にして、金
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への見方を改め、先進国は金の売却を手控え、新興国は金を買うようになり、2010 年からは中央

銀行全体としては、売り手から買い手へと変貌しています。 

中でも、中国、ロシアなどの新興国や、中東諸国をはじめとする自国通貨の信頼性に不安を抱え

る国々の大量購入が目立ちます。特に中国は、2009 年以降非公表だった金の保有量の公開を

2015 年 7 月から再開し、人民元の国際化に向けた布石として外貨準備における金の保有比率を

高める動きを強めています。また、ロシアも、ウクライナ問題での欧米諸国との対立を背景にドルやユ

ーロへの依存度を下げるべく、金の購入を活発化させており、2017 年に同国史上最大となる 224

トンの金を購入しました。また、インドも金の購入を強めており、これら 3 か国（中国、ロシア、インド）

の 2008 年以降の購入量は 3,383 トンもの膨大な量となっています。 

 

 

 

（５）中国・インドの動向 

金の世界でもっとも需要に対して影響力が大きいのは中国とインドです。この二国で世界のゴール

ドの総需要の半分を占めるといっても過言ではありません。そのため金価格の動きもこの二国の動向

に大きな影響を受けます。 

たとえば 2013 年、中国は 1,000 トンを超える大量の金を買って輸入しました。ちなみに中国は

現在世界でももっとも多くの金を産出する国でもあります。それでも国内の生産だけではその国内の

需要を賄いきれず、大量の金を輸入することになったのです。2014 年以降は習近平政権の反腐

敗キャンペーンによる金宝飾品の買い控えや同国経済の減速により大きく減少しましたが、依然とし

て世界一、二を争う金消費国の地位を保ち続けています。 

インドでは昔から金がその文化に根付いており、特に全人口の約 6 割を占めるといわれる農村地

域では、富の保管方法として、銀行の口座も持たない人々が、文字通り金を身につけて保有してい

ます。その量はインド全体で 2 万トンを超えるといわれ、インド国民全体では、世界中のどの中央銀
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行よりも多くの金を持っていることになります。インドは中国と違いほとんど金の生産はありません。その

ため、この文化的な需要を満たすためには今後も大量の金を輸入する必要があり、金価格に大き

な影響を及ぼす要因であり続けると思われます。 

2016 年は物品・サービス税（GST）導入や高額通貨廃止に伴う混乱と同国通貨ルピーの対

ドルレート下落などにより、インドの消費量は大きく落ち込みましたが、その後はほぼ例年の水準を回

復しています。 

宝飾品需要（2,129 トン/2018 年）は、世界の金の年間需要（3,980 トン/2018 年）の

５割強（53.5％）を占める最大の需要項目であり、そのうちのこれら二国が占めるシェアは６割

強（中国 32.3％、インド 29.7％）にも上ることからも、その影響力の大きさが理解できます。 

 

    

（出所：GFMS） 

 

（６）資源大手企業の経営動向 

価格を決定するには、様々な要因があることをご説明しましたが、ここでは、商品を取り扱っている

企業に焦点を当ててみたいと思います。よく新聞やニュースでも○○メジャーという言葉を聞いたこと

があるのではないでしょうか？貴金属や石油など資源を扱っている企業の中には、世界各国に事業

展開し、従業員数十万人を擁する大企業があり、商品によっては、圧倒的なシェアを有する企業も

少なくありません。これらを総称して資源メジャーなどと呼ぶことがあります。これらメジャー企業の動向

が商品価格へ与える影響にも注目して欲しいと思います。 

金の資源大手としては、今もかつてビッグ４と呼ばれた４か国（米国、カナダ、オーストラリア、南

アフリカ共和国）の企業が中心となっており、各社とも、自国鉱山の品位低下等の状況を踏まえ、
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世界各地での探鉱や権益獲得に努める他、買収や合併による規模拡大に向けた動きを強めてい

ます。2018 年の生産量順に列挙すると、ニューモント・マイニング（米国）、バリック・ゴールド（カ

ナダ）、アングロゴールド・アシャンティ（南ア）、キンロス・ゴールド（カナダ）、ニュークレスト・マイニ

ング（オーストラリア）、ナヴォイ・メタル・アンド・マイニング・コーポレーション（ウズベキスタン国営）、

ゴールド・フィールズ（南ア）、ポリュス・ゴールド（ロシア）、ランドゴールド（英国）となります。 

主にアフリカのマリ共和国で操業していたランドゴールドは、2018 年12 月にバリック・ゴールドに買

収されています。 

 

5．他の投資商品との違いと分散投資の意義とは？ 

 

それでは、刻一刻と価格が変化する金を投資対象にすることには、一体、どのような意味があるのでしょ

うか？ 

まず、あげられるのはリスクの分散効果です。金は、株式や債券などの金融資産とは異なる値動きをす

る傾向があるため、金をポートフォリオに組み入れることで金融資産のリスク分散が期待できるのです。 

また、代表的な実物資産である金は、株式や債券などの金融資産に特有の発行体の信用リスクがな

く、発行体の破綻で価値がゼロとなり、紙屑になる心配がありません。更に、インフレの場合には価格が上

昇するため、インフレ・ヘッジに有効であり、数十年単位の将来を見据えた長期的な財産保全の手段とし

て優れています。 

こうした利点を活かし、金を対象とした投資を行うためには、様々な手段がありますが、それらについては、

第５章で詳しく述べます。 

なお、金は伝統的に有事の際の安全資産とされてきましたが、世界の二大消費国である中国とインド

では、宝飾品用途が需要の中心であり、世界経済における両国の存在感の高まりを背景として金価格

がこれら新興国の景気動向に連動しやすくなっていることや、他の金融資産の価格急落局面では、ファン

ドなどの投機資金が損失補てんの目的で金の換金売りを進めることなどから、最近では、他の金融資産

に近い値動きとなる状況も散見されるようになっています。 
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6．投資に役立つ情報ツール 

 

続いて、金投資を行う際に覚えておくと便利な情報ツールをいくつか紹介します。 

 

換算方法、換算表 

１トロイオンス当たりのドル建て価格を１グラム当たりの円建て価格に換算する方法は以下のとお

りです。 

 

[換算式] 

ドル建て価格（ドル/toz）÷31.1035（g）×ドル円為替（円）＝円建て価格（円/g） 

[換算例] 

1,400 ドル/toz ÷ 31.1035ｇ × 108 円 ＝ 4,861 円/g 

 

この換算式を用いれば、ドル価格及びドル円為替をもとに、保有するポジションの円建て価格の算

出ができますが、別添の換算表を使えば、より簡単にドル価格及びドル円為替の値動きに伴う自己

ポジションの損益の計算ができます。 

 

例えば、海外市場のドル建て価格が 1,400 ドル→1,420 ドル、ドル円為替が 109 円→108 円

となった場合を見てみましょう。 

 

① ドル建て価格 1,420 ドルにおけるドル円為替 1 円当たりの変動は 45.7 円 

② ドル円為替 108 円におけるドル建て価格 1 ドル当たりの変動は 3.5 円 

③ ∴（108 円-109 円）×45.7 円＋（1,420 ドル-1,400 ドル）×3.5＝+24.3 円 

 

仮に、当社市場で買いポジションを 1 枚（=1,000 グラム）保有している場合、上記の 24.3 円

は1グラム当たりの変動額なので、24.3円×1,000 グラム=24,300 円となり、左記の金額の値上

がりが期待できるということになります。 

 

 このように、その時々のドル円為替 1 円当たりの変動額とドル建て価格 1 ドル当たりの変動額を把

握しておけば、円建て価格への影響を概算できるようになります。他の商品でも同様の計算ができま

すので、これらに注目しておくと大変便利です。 
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[参考] 換算表の見方 

NY金
107円 108円 109円 1円あたり

1,320㌦ 4,541.0 4,583.0 4,626.0 42.4
1,340㌦ 4,610.0 4,653.0 4,696.0 43.1
1,360㌦ 4,679.0 4,722.0 4,766.0 43.7
1,380㌦ 4,747.0 4,792.0 4,836.0 44.4
1,400㌦ 4,816.0 4,861.0 4,906.0 45.0
1,420㌦ 4,885.0 4,931.0 4,976.0 45.7
1,440㌦ 4,954.0 5,000.0 5,046.0 46.3
1,460㌦ 5,023.0 5,070.0 5,116.0 46.9
1,480㌦ 5,091.0 5,139.0 5,187.0 47.6
1,500㌦ 5,160.0 5,208.0 5,257.0 48.2

1ドルあたり 3.4 3.5 3.5  

 

7．東京商品取引所（ＴＯＣＯＭ）での現物の購入と売却 

  

 東京商品取引所（TOCOM）は、先物市場の取引所であると冒頭でもご説明しましたが、先物市場

で売買を行うことにより、貴金属の現物の購入や売却を行うことも出来ます。本書を手に取られた方でも

案外知らない方が多いのではないでしょうか？ここでは、東京商品取引所（TOCOM）を介した現物の

受渡しについて、簡単にご紹介します。 

取引所の受渡制度を利用するメリットとしては、まず、取引所を介することで、買い方は確実に現物を

受け取れること、売り方は確実に代金を受け取れることなどがあげられます。更に、買い方が入手できる現

物は、厳格な品質基準を満たした取引所指定ブランドの地金であり、その品質が保証されていることも利

点のひとつです。 

また、当然のことですが、国内に多数存在する「地金商」の店頭でも現物の小売りや買い取りが可能で、

こちらは先物市場に対し、現物市場と総称されます。これらの先物市場と現物市場の間では、活発な裁

定取引（アービトラージ又はサヤ取り（鞘取り）ともいい、異なる市場間での価格差を利用して売買し、

利鞘（りざや）を稼ぐ取引のことをいいます。）が行われ、相互に影響を及ぼし合うことで貴金属の価格

が形成されています。 

なお、現物市場で提示される価格には、地金商の手数料が上乗せされていますが、先物市場では、

買建てした時点又は売建てした時点の価格（税抜）で購入又は売却をすることができます。 

例えば、2019 年 10 月 28 日の価格で比較してみると、先物市場と現物市場の現物の調達費用は、

次のとおりとなります。 

①東京商品取引所（TOCOM） 金 10 月限終値（税抜） 5,245 円 

＜受渡代金＞      （5,245 円×1,000g）＋（消費税）＝5,769,500 円 

大手地金商    ②小売価格（税込） 5,810 円×1,000＝5,810,000 円 

③買取価格（税込） 5,723 円×1,000＝5,723,000 円 

なお、東京商品取引所（TOCOM）で現物を購入する場合、現物は取引所指定倉庫に保管され

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%A1%E6%A0%BC
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ているため、保管を継続する場合は保管料、現物を引き出す場合は出庫料 300 円（1kg 当たり：税

抜）が別途必要になります。 

 

 

8．金融規制が金市場に与える影響 

 

近年、欧米における金融機関への規制がどんどん厳しくなってきています。米国のドットフランク法や欧

州の EMIR（欧州市場インフラ規制）など、金融機関が金市場へ参加している欧米においてその影響

は大変大きなものがあります。 

例えば、厳格なリスク管理を求められたこれらの大手金融機関は、取引先リスクを避けるために、これま

で行ってきた相対取引を敬遠し、クリアリングハウスで集中決済されることにより取引先リスクを回避でき、

同時にしっかりした確証の残る取引所における取引に取引を集中させるという流れが起こりつつあります。 

このように、世界情勢の不確実性の高まりを背景に商品価格のボラティリティ（変動率）の増大が加

速し、より「リスク」のコントロールが重要になってくる時代においては、そのリスクをヘッジする場としての商品

先物市場の重要性は増してくるものと思われます。 
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ポイント 

１  世界の政治・経済の状況 

２  主要経済指標 

３  基軸通貨の動き 

４  他商品との相関 

５  各国の中央銀行の動き 

６  需要と供給 

７  地政学リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相場予測を行う上でのポイント（まとめ） 

現在は、従来の紙媒体に加え、膨大な情報がインターネット上に溢れています。これら情報

を的確に活かすこと、誤った情報に惑わされないよう、序章の最後になりますが、相場を予想す

る上でのポイントをまとめました。今までの説明のとおり、価格が変動する要因は様々であり、ま

た、過去の事例が将来にも当てはまるとは限りませんが、ここでは、貴金属市場、特に金にスポ

ットを当てて、一般論的な重要度の高い価格変動要因を端的に記したいと思います。貴金属

を通じて、読者の皆様に経済、政治、国際問題などの幅広い分野で興味を抱いていただけれ

ば幸いです。 
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金は世界経済を映す鏡であると言われますが、世界情勢全般に目を向けることが必要で

す。例えば、金融破たん懸念国の動き（破たんした場合、国債が紙くずになるなどにより、

買い手の先進国にも金融不安の連鎖が発生することが考えられる。）や最近では英国の

EU 離脱に伴う世界経済への影響、主要国の大統領選など、世界の大きな動きは押さえて

おきましょう。 

また、経済状況がインフレとなるときは金価格にとってターニングポイントです。今後のイン

フレの可能性を予測することも重要です。 

 

ポイント 1 世界の政治・経済の状況 

 

金はマーケットリスクに対するラストリゾートと言われています。 

つまり、金は世界経済が悪化又は将来的な景気減速懸念が予想されると

きは買われ、世界経済が好転又は将来的な景気減速懸念が後退されると

きは売られるというシナリオを描くケースが多くなります。 

最近の事例では、英国の EU 離脱が決定後、世界経済への悪影響を懸念

し、金価格が上昇したことが挙げられます。 

また、経済状況が好況になると物価上昇、いわゆるインフレが発生しますが、

このときに金価格も上昇することになりますので、貨幣価値の低下リスクを回

避又は低減させることができます。このような金の機能を「インフレ・ヘッジ」と

呼びます。 

 

 

重要度の高い米国の経済指標の発表日に注目する。 

【例】 

米雇用統計（毎月第１金曜日）、米GDP（4月・7月・10月・1月の下旬頃）、

米 ISM製造業景況感指数（毎月第 1営業日）などがあります。 

 

ポイント 2 主要経済指標 

 

統計指標の結果が予測より悪いと景気悪化懸念から金が買われるというシ

ナリオを描くケースが多くなります。 

逆に予測より良いと景気好転から金利が上がるのではないという観測が広が

り、金が売られるというシナリオを描くケースが多くなります。 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利政策に注目する。日本では日本銀行の金融政策決定会合、米国ではFOMC（米国

連邦公開市場委員会：Federal Open Market Committee）、欧州では ECB（欧

州中央銀行：European Central Bank）での金利政策の動きなどを探ることが重要で

す。 

ポイント 3 基軸通貨の動き 

 

金の弱点は金利を生まないことです。つまり、金価格と金利は逆相関の関

係になります。金利が上がる又は将来的に金利が上がると予測される場

合、金価格は下落するシナリオを描くケースが多くなります。 

また、日本ではマイナス金利となっているので、金価格にとって追い風です。

今後の動向にも注意しましょう。 

なお、金価格が下落する場合でも、先物取引では「売り」から取引を開始す

ることができるので、価格の下落時にも利益を上げることが可能です。 

経済全体を反映する各国の株価指数（ダウ平均や日経平均など）や債券価格、原油価

格の動向などは特に注目するところです。また、その時の金価格との相関性にも着眼すると今

後の動きが予想し易くなります。 

 

ポイント 4 他商品との相関 

 

金は、債券や株式など信用を裏付けとした金融商品とは異なり実物資産で

す。つまり、株式や債券が不安定になると、資金は、金に流れる傾向があり

ます。つまり、主要な金融商品と逆相関の関係となります。 

なお、原油などの他の商品との関連は注意する必要があり、商品市場から

資金流出が行われている場合は類似の値動きをする傾向がありますが、あ

る商品が独自要因（例えば、原油ではテロなどによる供給懸念や産油国の

生産調整など）で価格変動している場合は、同じような値動きとはならない

傾向があります。 

そのため、他の主要商品の値動きの要因も把握することが必要です。原油

などはニュースや新聞などにも取り上げられているので、動向をつかみ易いと

思います。 
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金に関しては、貨幣面的な価格変動要因が注目され易いですが、金も実物の商品であ

り、需給による価格変動が基礎となっていることには変わりがありません。供給国、需要国の

変化や需給量の変化などは押さえておく必要があります。 

なお、需給の見通しや需給データなどの詳細な情報は、トムソン・ロイター社が毎年公表し

ている「GFMS GOLD SURVEY」などにより誰でも知ることができます。 

 

ポイント 6 需要と供給 

 

供給面では、最大生産国の中国、需要面では需要大国でありインド、中

国の状況を見ておく必要があります。 

2004 年に上場された世界最大の金 ETF（※1）である「SPDR ゴールド

シェア」(※2)の金現物保有高の増加は近年の金需要の上昇の一因とも言

われており、その増減の把握は投資需要の動向を予測する上で重要な要

素となっています。 

意外と思われますが、各国の中央銀行（日本銀行、(米)FRB、ドイツ中央銀行など）や

IMF（国際通貨機関）は自国通貨の安定と通貨危機に備えるなどの資産として大量の金

を保有しており、その保有量は地上在庫の約 18％、年間需給量の 8.3 倍程度となっていま

す。このようなことから、中央銀行の動向にも注意することが重要です。 

ポイント 5 各国の中央銀行の動き 

 

1990 年以降、金価格が低迷した要因の一つとして、欧州の中央銀行が

大量の金を市場で売却したことが背景にあります。1999 年に、欧州各国が

売却量を制限（ワシントン合意）し金価格は上昇へ転じます。 

また、2010 年以降は、購入が売却を上回り、昨今では中国、ロシアが大

量の金を購入しています。 
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※１ ETF とは「Exchange Traded Fund」の略で証券取引所に上場している投資信託を言います。 

金ETFは、金の価格に連動するように設計された投資信託で、株式と同じ様に証券会社で売買

することができます。 

 

※2 「SPDRゴールドシェア」は世界最大の金ETFであり、米国のニューヨーク証券取引所で主に取引さ

れています。日本の東京証券取引所でも上場されていますが、米国では請求に応じて金現物と

の交換も行われるのに対し、日本国内においては金現物との交換は行われません。 

また、「SPDR ゴールドシェア」は価値の裏づけとして、発行額に応じた金現物を保有しており、その

金現物保有高は管理会社である「ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー」や、その

親会社である「ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）」のホームページで公開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（序章おわり） 

 

  

 

テロや地域紛争などの発生に注目する。「有事の金」としての機能が発揮される状況となり

得ます。近年では、北朝鮮のミサイル発射による地政学的リスクの高まりや米中貿易戦争に

よる世界経済への先行き懸念から金が上昇しました。 

 

ポイント 7 地政学リスク 

 

「有事の金」とは、1970 年代の米ソ冷戦時代に核戦争への不安から、最

後に残るのは実物資産の金であろうという考えから金が買われ、価値が高騰

しことに由来しています。 

戦争などの有事の際には、通貨や証券よりも、実物資産である金を買う動

きが増える傾向にあり、紛争勃発時のほかにも金融危機をはじめとする経済

的に有事である場合に金が買われることも「有事の金買い」と呼ばれます。 

つまり、有事の発生前後に金買い、事態収拾に向けては金売りというシナリ

オを描くケースが多くなります。 

http://www.weblio.jp/content/%E6%88%A6%E4%BA%89
http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E8%B2%A8
http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BC%E5%88%B8
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E7%89%A9%E8%B3%87%E7%94%A3
http://www.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E3%81%8D
http://www.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E3%81%8D
http://www.weblio.jp/content/%E5%A2%97%E3%81%88%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%A2%97%E3%81%88%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%9B%E4%BA%89
http://www.weblio.jp/content/%E7%B4%9B%E4%BA%89
http://www.weblio.jp/content/%E6%99%82%E3%81%AE
http://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%8D%B1%E6%A9%9F
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%A0%B4%E5%90%88
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第 1 章 金の商品知識 

 

第 1 節 金の商品特性 

 

第 1 項 性質 

 

１．希少性、金特有の単位 

（1）希少性 

金の商品としての最大の特徴は、その「希少性」である。有史以来、人類が採掘・精製した金の総量

を「金の地上在庫」と呼ぶが、トムソン・ロイターGFMS 社（旧 Gold Fields Mineral Services 社。ロ

ンドンに拠点を置く貴金属調査会社で、その貴金属需給に関する各種統計は高い信頼性を得ている。

以下 GFMS）の調べによれば、金の地上在庫は約 19 万 400 トン（内訳：宝飾品 9 万 200 トン、

公的保有及び個人保有 7 万 3,200 トン、宝飾品以外の加工品など 2 万 7,000 トン）と推定され

ている。 

 

2018 年の経済的に生産可能な部分（これを「埋蔵量（Reserve）*」という）は約 54,000 トン

（USGS "Mineral Commodity Summaries 2019"）。2018 年の年間鉱山生産量は 3,332

トンなので可採年数はおよそ 16.2 年となる。 

 

* JIS 基準による「埋蔵鉱量」は、地殻中に現存する鉱床の質量とされており、「確定鉱量」、「推定鉱

量」、「予想鉱量」を含むため、USGS の「資源量」に近い定義である。これに対し、USGS の「埋蔵量」

は、JIS 基準においては「可採鉱量（現存する鉱床の採鉱により出鉱すべき粗鉱の質量）」に相当する

定義であるため、注意が必要である。 

 

（2）金特有の単位 

金の純度は「カラット（K）」で表され、24K が純度 100％の純金で、18K とは純度 18/24 つまり

75％の純度を表す。 

また、金の重量単位は日本ではグラムまたはキログラム、欧米ではトロイオンス（troy ounce）が一

般的である。両者の単位の関係は下記の通り。 

   1 トロイオンス＝31.1035 グラム 

   32.15074 トロイオンス＝1 キログラム 
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２．物理的・化学的特性 

金の物理的・化学的性質に係る基礎的なデータは下記の通り。 

・元素記号 Au、原子番号 79、周期表 1B 族・銅族の金属元素。 

・原子量 196.96655、比重 19.32（20℃） 

・融点 1,064.43℃、沸点 2,857℃（1 気圧） 

 

（1）物理的性質 

① 展延性   

引張り強さは 11～22kg/mm²（炭素鋼（軟鋼）は 38 ～44kg /mm²）、ビッカース硬度は

20～60（炭素鋼（軟鋼）は 140 程度）と、極めて柔軟である。金属の中でも最も展延性に優れ、

1 グラムの金から厚さ 0.1 マイクロメートルの金箔 5,000cm²が作れると言われている。反面、柔らかすぎ

るため、銀や銅などと合金化してから使用されることが多い。 

 

② 色 

黄色より長い波長の光だけを反射し、他の波長の光は吸収してしまう性質を持つことから、黄金色に

見える。ただし、極薄の金箔をガラス板にはさんで光に透かすと緑色に見える。 

 

③ 熱伝導率 

熱伝導率は 319 W/m・K（0℃）と非常に高く、熱を伝えやすい。 

 

④ 電気抵抗率 

電気抵抗率は 2.05×10－6Ωcm（0℃）と低く、銀、銅に次いで電気を通しやすい。 

 

（2）化学的性質 

① 酸化・腐食性 

化学的にはすべての金属中、最も安定した金属で、空気中または水中においては酸化・腐食しない。

高熱で加熱・溶解してもその安定的な性質は変わらない。 

 

② 酸・アルカリに対する反応 

王水（濃塩酸 3：濃硝酸 1 の比率の混合液）、シアン化カリウム、水銀以外には、酸にもアルカリに

も反応しない。 
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第 2 項 製錬法（金銀鉱石） 

 

金の製錬とは、金をわずかに含む鉱石から、以下に掲げる様々な方法で処理し、純粋な金属として金

を取り出すことを言う。金鉱石には、金と銀が含まれているもの、金、銀、銅、鉛が含まれているものなど

様々である。 

 

１．銅・鉛製錬の副産物としての金・銀回収 

日本の生産の多くは、銅・鉛精錬の副産物としての金・銀回収である。金・銀を含んだ銅・鉛・鉱石か

ら、鉛アノードと銅アノードを電気分解して銅また鉛を回収すると、金と銀が溶けた銅、または、鉛電解ス

ライムがとれる。銅スライムの場合には、金・銀の他に白金、パラジウム、ニッケル、銅、亜鉛など各種の金

属が含まれている。このスライムから金、銀以外の金属を取り除き、銀アノードを取り出す。銀アノードの

金・銀品位は、金と銀を合わせても 98％～99％で、ここから銀を分離回収、残る金アノードを電気分

解して金を回収し、99.99％の金地金が作られる。 

 

２．青化法 

青化法とは、金や銀が青化液（NaCN の薄い液）に溶けるということを利用した製錬法である。手順

的には、まず薄い青化液をかけながら、鉱石を細かく砕き長時間タンクの中でゆっくり攪拌する。 

それをろ過し、金・銀が溶けている溶液を分離し、これに亜鉛の粉を入れる。すると、亜鉛が溶液に溶

け込むのと同時に、金・銀が析出される。析出したものを再びろ過し、金・銀の沈殿物を回収、これを加

熱してガスになりやすいものを除去する。その後、ほう砂、けい砂、ソーダ灰、硝酸ソーダ等を加えて加熱

溶解し、粗金銀の地金（純度 92～97％）を作る。これを電気分解して純度の高い金・銀地金にす

る。 

 

３．混こう法 

混こう法は、原始的な方法で、ブラジルやアフリカなどで非公式に一人で金を掘っている人達（ガリンペ

イロと呼ばれる）がこの方法を用いている。しかし、蒸気となった水銀を吸引すると、水俣病と同じ症状に

なるため、近年問題視されている。金銀鉱石を水中で粉砕してどろどろのもの（鉱泥）を作り、これに水

銀を加えると、金銀と水銀の化合物になる。この合金に熱を加えると、水銀だけが水銀蒸気となって蒸発

し、金と銀が残る。 

 

４．ヒープリーチ法 

80 年代に入ってから開発された歴史の浅い製錬方法で、同時に大量に処理することができるため、コ

ストが低廉である。このため、オーストラリアやアメリカなどの低品位鉱の開発を可能にした。しかし、天候に

左右されやすいことやシアン化合物という猛毒を使用することから、環境問題を引き起こしやすく、この方

法を使用する場所は限られている。 
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 ヒープリーチ法は、野外に水を通さない合成樹脂のシートを敷いた浸出パッドを置き、その上に金鉱石を

積み上げ、鉱石の上からシアン化合物を噴霧する。しばらくすると、金がシアン化合物に溶けてパッドに溜

まる。この溶液をろ過し、これに亜鉛の粉末を混ぜると、金が析出して沈殿する。 

  

 

第 3 項 金の採掘から製錬まで 

 

菱刈鉱山に見る金地金ができるまでのプロセス 

菱刈鉱山（鹿児島県）は鉱石 1 トン中に含まれる平均金量が約 40 グラムと、世界でも有数の高

品位鉱（世界平均 3～5 グラム/トン）として有名。年産は約 6 トンで、日本の金生産の大半を占め

る。 
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(出所：住友金属鉱山) 
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第４項 通貨制度との関係 

 

１．金本位制の確立とポンドの時代 

金はその耐久性、均質性、可分性、希少性と見た目の美しさなどから、銀とともに紀元前から貨幣の

一種として用いられてきた。19 世紀に入って大銀山の発見により銀の産出量が増え、銀の価値が下落

するようになると、金が唯一の通貨の基準として使われるようになっていった。 

金を一国の通貨制度の基礎に置き、貨幣の単位価値を一定量の金と関連させる制度を「金本位制」

というが、正式な金本位制に基づく貨幣制度が始まったのは、1816 年に英国の貨幣法が制定されたの

がその端緒といわれている。 

産業革命をいち早く達成し、圧倒的な経済力を有していた英国は、広大な植民地から金を大量に生

産し、その金を裏付けに通貨の発行を始め、1816年には1ポンドの金貨鋳造を開始した。そして1844

年には英国の中央銀行であるイングランド銀行が金と交換できるポンド表示の兌換紙幣を発行した。中

央銀行は発行する紙幣と同額の金を常時保管し、紙幣と金との兌換を保証する制度を導入した（具

体的には、金 1 オンス＝3 ポンド 17 シリング 10.5 ペンスと定めた）。これが世界の金本位制の始まりで

ある。 

その後、英国に続いて各国が金本位制に移行した結果、国際的な金本位制が確立され、日本も日

清戦争の賠償金をもとに 1897 年に金本位制を正式に採用した。国際的な金本位制の下では、国際

間の決済は金を基準に各国の通貨の価値が決定される。その中で、当時、強大な経済力と軍事力を

有し、大量の金を保有していた英国の通貨ポンドが、次第に基軸通貨としての役割を果たすようになって

いった。日本では既に江戸時代に実質的な金本位制が確立されていたが、江戸が金本位制であったの

に対して、大阪では銀本位制が一般的であった。当時、海外の金と銀の価値の比率は 15 対 1 であった

のに対し、日本のそれは 5 対 1 と金が割安に評価されていたため、幕末には大量の金が海外に流出する

という事態が起こった。 

 

２．金本位制の崩壊と管理通貨制度 

ポンドを中心とする金本位制は、第一次世界大戦が勃発する 1914 年までの約 100 年間続いたが、

戦争による混乱から金の保有を裏付けとする通貨発行が困難になり、1917 年には主要な国々が金兌

換を停止せざるを得なくなった。その後に、第一次世界大戦終結後の 1919 年に米国が、1925 年には

英国が、それぞれ金本位制に復帰した。 

しかし、金は圧倒的な経済力を有する米国に集中し、加えて米国が通貨準備としての金の一部を退

蔵する不胎化政策をとった結果、金本位制の持つ国際収支調整のメカニズムは失われ、金の偏在がさ

らに進行した。これに加えて 1929 年のニューヨーク・ウォール街の株式大暴落に端を発する世界大恐慌

をきっかけに、英国は 1931 年、再び金本位制からの離脱を余儀なくされた。米国を除く各国もこれに追

随し、以後、通貨発行を中央銀行の保有する金にリンクさせずに、政策目標に応じて通貨当局が国内

の通貨量を調整する「管理通貨制度」へと移行していった。 
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３．ブレトンウッズ体制 

第二次世界大戦の大勢が決した1944年7月、米国ニューハンプシャー州のブレトンウッズで、戦後の

国際通貨体制の在り方を議論するため、連合国 44 ヶ国の代表が集まる国際会議が開催された。その

結果、国際通貨制度の再構築や安定した為替レートに基づく自由貿易を発展させるための取り決めが

行われ、これを実現するため、国際通貨基金：IMF（International Monetary Fund）と国際復

興開発銀行：IBRD（International Bank for Reconstruction and Development いわゆる

世界銀行（World Bank））の設立が決定された。前者は短期的な資金を、後者は長期的な資金

を提供する役割を担っていた。これら二つの機関が中心的な役割を果たす戦後の世界経済秩序は、「ブ

レトンウッズ体制」または「IMF 体制」とよばれた。 

IMF は、金だけを国際通貨とする金本位制ではなく、当時圧倒的な経済力を誇っていた米国の通貨

ドルを基軸通貨とする制度を提唱し、米ドルを金と並ぶ国際通貨とした。これは米国の豊富な金を背景

に発行されたドルに金と同様の価値を保証するもので、「金または金と結びついた米ドル」と各国の通貨の

価値を一定の交換率（「為替平価」）で結びつけ、管理された「金為替本位制」を目指すものであっ

た。 

この制度の下では、金とドルの交換率を金 1 トロイオンス＝35 米ドルと定め、金との交換が保証された。

IMF の加盟各国は、自国通貨を金またはドル平価で表示することになり、為替相場の変動を為替平価

の上下1％以内に維持することになった。戦後、IMF加盟国となった日本も、ドル平価を1米ドル＝360

円とし、変動幅も当初は為替平価の上下 0.5％に設定した（1963 年以降は上下 0.75％に拡大）。  

このようにブレトンウッズ体制では、通貨の交換比率（為替レート）は実質的にほぼ固定されていた

（固定相場制）。 

また、金または米ドルと各国の通貨価値を連動させたことから、ブレトンウッズ体制は「金ドル本位制」と

もよばれている。 

 

４．ブレトンウッズ体制の崩壊 

しかし、強大な経済力を誇った米国も、1960 年代のベトナム戦争や軍事力の増強などによる軍事費

の増大によって大幅な財政赤字を抱えることとなり、国際収支が悪化し、1971 年には貿易収支も赤字

に転落したことで、米ドルへの信頼は大きく失墜することになった。1949 年のピーク時には 21,707 トンも

あった米国の金の準備高も、他国の中央銀行が米ドルから金への兌換を進めたため、1970 年には

10,000 トンを割り込む水準まで減少した。 

米国は金の準備量をはるかに超えた多額のドル紙幣の発行を余儀なくされ、金との交換を保証できな

い事態に立ち至り、1971 年 8 月 15 日、ニクソン米大統領は、ついに金とドルの交換停止を発表した。

これによりブレトンウッズ体制は崩壊し、金は国際通貨制度から実質的にその位置づけを失った。信用を

失った米ドルは大量に売却され、大暴落が始まり、国際通貨制度は一時的に固定相場制から変動相

場制へと移行する様相を見せた（ニクソン・ショック）。 
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５．スミソニアン体制とその崩壊 

1971 年 12 月、米国のワシントンにあるスミソニアン博物館で、先進 10 ヶ国財相会議が開催され、

米ドルの切り下げと為替変動幅の拡大が決定された。米ドルは 7.89％切り下げられ、金とドルの交換率

は 1 オンス＝35 米ドルから 38 米ドルへ引き上げられ、円は 1 ドル＝360 円から 308 円へと 14.44％

切り上げられた。為替変動幅も、従来の上下 1％から上下 2.25％へと拡大された。 

「スミソニアン体制」と呼ばれたこの緩やかな固定相場制のもとでも、米国や英国の国際収支の悪化を

食い止めることはできず、やがて英国をはじめとする各国がスミソニアン体制を放棄し、1973 年には主要

先進国は変動相場制に移行した。こうしてスミソニアン体制はわずか 2 年で崩壊した。 

 

６．変動相場制への移行とキングストン合意 

主要先進国が全て変動相場制に移行した 1976 年 1 月、ジャマイカのキングストンで IMF の暫定委

員会が開かれ、変動相場制の正式承認を含む IMF 協定の第二次改正が行われた。ここで第二次世

界大戦後の国際通貨制度の共通単位であり特別引出権：SDR（Special Drawing Rights）の

価値基準であった金の使用が正式に廃止された。併せて金の公式価格も廃止され、IMF と加盟国間の

取引に金を使用する義務も撤廃された。さらに IMF が金の取引において、その価格の管理や固定価格

の設定をしない旨の義務付けを行った。以上の合意は「キングストン合意」と呼ばれ、1978 年 4 月 1 日

に発効した。 

変動相場制は、外国為替市場で取引される為替レートを、一定比率に固定せず、その需要と供給に

より自由に変動させる制度である。変動相場制には、国際収支の不均衡を自動的に調整させる機能が

あると考えられていたが、資本取引が活発になり金利差が相場に大きく影響を与える局面などでは、為

替レートは必ずしも経常収支を均衡させる水準に決まらず、大きくかけ離れた水準で推移する事態も

多々見受けられる。 

現在は、変動相場制を基本に据えつつも、市場メカニズムの調整機能を補完するため、中央銀行に

よる市場介入や各国のマクロ経済の政策協調など、望ましい国際通貨制度の在り方が模索されている。 

 

７．現在の通貨制度における金の役割 

以上のように、1978年の IMF協定の第二次改正によって、金は国際通貨制度において少なくとも制

度的・形式的には、その役割を終えたと言える。 

しかしながら、実際には、多くの国々は、対外債務の返済、輸入代金の決済、自国通貨の為替レート

の急変防止等を目的とする外貨準備として、主に米国債などのドル建て資産やユーロ建て資産と同様に、

その一定割合を金の形で保有している。 

金市場開発団体であるワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）によると、2019 年11月時点の世界

各国の中央銀行や公的機関が保有する金準備高は、全世界の総計で34,490トンであり、これは、全

世界の鉱山生産量の約 10 年分に相当する。保有量の順位では、首位が米国（8,134 トン（外貨

準備に占める比率 77％））、2 位がドイツ（3,367 トン（同 73％））で、IMF は第 3 位（2,814

トン）であり、これに 4 位イタリア（2,452 トン（同 68％））、5 位フランス（2,436 トン（同
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63％））、6 位ロシア（2,242 トン（同 20％））、7 位中国（1,948 トン（同 3％））、８位ス

イス（1,040 トン（同 6％））が続き、日本は 9 位（765 トン（同 3％））となっている。日本の金

準備は 1950 年当時の 6 トンから高度経済成長による貿易黒字の拡大に伴い 1978 年には 746 ト

ンに達したが、キングストン合意発効後は、これに加盟する主要先進国と同様に大幅な積み増しは行っ

ておらず、2001 年 5 月以降は 765 トンで一定している。日本の外貨準備高に占める金の比率が低い

のは、その保有形態が米国債中心であることによる。 

近年、キングストン合意に加盟していない中国、ロシア、インド等の新興国が金準備を大幅に積み増

す動きが活発化している。公的部門による金の買い越しは2010 年以降7年連続となったが、2016年

の買い越しは、前年と比べ中国の購入が減少したため、対前年比 43％減の 253 トンとなった。公的部

門によるこれらの動きは、金価格の動向に大きな影響を与える要因となるため、第２節（金の供給）

第3項（公的部門からの売却）及び第3節（金の需要）第３項（公的部門の正味需要）で詳述

する。 

また、IMF 自身も他の多くの国や機関と同様に多くの金を保有している。現在の IMF の金に関する基

本的な政策は、IMF 自身が不測の事態に備えるために比較的大量の金を資産として保有し続けるも

のとし、同時に金の保有により財源活用と信用強化の両面における運営上の機動力を確保し、加盟国

が IMF による金保有の恩恵を享受することができるよう努めるというものである。さらに IMF は、自らが保

有する金の流動化が財務体質の弱体化につながらないよう努めることはもちろんのこと、金市場の混乱を

回避することもその責務としている。  
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第 2 節 金の供給 

 

金の主な供給元としては、鉱山における生産による一次供給、スクラップから回収される二次供給、公

的機関による売却、鉱山会社による売りヘッジ、そして退蔵放出などが挙げられ、金の 2018 年の総供

給量は4,502トンであった。以下、金の需給統計に関する数値は、ことわりのない限り、GFMSの"Gold 

Survey 2019"による。 

 

第 1 項 鉱山生産 －一次供給による新産金－ 

 

鉱山から毎年新たに生産される金は「新産金」と呼ばれ金の年間総供給量のおよそ 70％強を占めて

いる。GFMS によれば、2018 年の世界の新産金の総量は、前年比 2.2％増の 3,332 トンであった。ま

た、生産に係るトータル・キャッシュ・コストは対前年比 5％増の 696 ドル/オンス、オール・イン・コスト（鉱

山生産のすべてのコストを含んだもの。生産が続く限り必要な資本コスト、間接費用、鉱山会社の人件

費なども含む）は対前年比 4%増の 897 ドル/オンスとなった。 

 

１．中国 

中国の金生産は、「改革・開放政策」が始まった 1978 年当時の年間生産量は 10 トンにも満たない

状態であったが、1979 年に人民解放軍金採掘部隊（現：武装警察黄金部隊）が編成され国内の

鉱脈調査と鉱山開発が開始されて以降、第 6 次（1981 年～）及び第 7 次（1986 年～）の 5 ヶ

年計画における増産などを経て生産量は拡大し、1990年代前半には年間生産量が100トンを超えた。

2000 年代に入ると民間投資の拡大や外資導入（例えば、2003 年には南アのゴールド・フィールズが

香港株式市場に上場された福建紫金鉱業に出資している。）などを背景に増産ペースは更に加速し、

2007 年には南アフリカを抜いて世界第１位の生産国となった。2018 年の生産量は 400 トン、2 位の

オーストラリア（312 トン）を大きく引き離し、世界シェアの 12.0％を占めている。 

中国における金鉱山産業の特徴としては、中国黄金（CNGG、チャイナゴールド）などの上位 10 社

が総生産量の 5 割近くを占める一方、その他は平均年間生産量 0.3 トン程度の小規模鉱山が 600

以上あることがあげられる。主要産地は山東省、河南省、江西省、雲南省、内モンゴル自治区とされ、

これらは中国工業・情報化部により５大生産地と呼ばれている。 

中国の生産量は近年、金鉱石の品位低下や人件費、燃料費、設備投資費などの高騰による生産

コストの上昇や環境問題への懸念などから減少傾向にあり、2018年の生産量は対前年比で減少（－

6.2％）の 400 トンとなった。中国の新産金の約 85％は金鉱山からの生産、残り約 15％は銅などの

精錬過程で回収される副産品であり、USGS（米国地質調査所）による 2018 年の中国の埋蔵量か

ら算出した可採年数も5.0年と世界平均（16.6年）を大幅に下回っていることに加え、主要産地であ

る山東省招遠県の金鉱石の平均含有量も、かつての４グラム/トンから 2 グラム/トン程度にまで減少し
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ていることなどから、中国が長期的に現在の生産水準を維持することは難しいとみられている。 

なお、中国は世界最大の金の生産国であると同時に最大の消費国であり、国内の鉱山生産及び中

古スクラップからの二次供給では賄いきれない需給ギャップを大量の輸入で埋める状況が続いている。 

 

２．オーストラリア、米国、カナダ 

1980 年代から急速な発展を遂げたオーストラリア、米国、カナダの金鉱山は、南アフリカの金鉱山より

も採掘深度が浅く、鉱石品位の良さも相俟って、生産コストが南アフリカより低い。また資金力も豊富な

ため、産出量も安定的に推移してきた。 

2018 年時点で、オーストラリアは 312 トンで、首位の中国に次いで世界第 2 位、米国は 253 トン

で第 4 位、カナダは 193 トンで第 5 位の金の生産国となっている。 

金鉱山は、オーストラリアではウエスタン・オーストラリア州西部、米国ではネバダ州、カナダではオンタリオ

州からケベック州にかけての地域にそれぞれ集中している。 

これらの国々の主な鉱山会社としては、カナダのバリック・ゴールド（Barrick Gold）、ゴールドコープ

（Goldcorp）、キンロス・ゴールド（Kinross Gold）、米国のニューモント・マイニング（Newmont 

Mining）、フリーポート・マクモラン（Freeport-McMoRan）、オーストラリアのニュークレスト・マイニン

グ（Newcrest Mining）などが挙げられる。 

これらの鉱山会社は、1990 年代の金相場の低迷によって、一時、国際金価格が生産コストぎりぎり

まで下落したことから、各社とも国際的な競争力の強化と生き残りをかけて、コスト削減のため大幅な業

界再編を余儀なくされた。例えば、2001 年 12 月にカナダのバリック・ゴールドが米国のホームステイク・マ

イニングを買収し世界の金鉱山会社のトップの座についたが、翌 2002 年 2 月には米国のニューモント・

マイニングがオーストラリアのノルマンディ・マイニングとカナダのフランコ・ネバダ・マイニング（Franco 

Nevada Mining）を買収し、バリック・ゴールドを抑えて世界最大の金鉱山会社となった。その後 2006

年 3 月にはバリック・ゴールドがプレーサー・ドームを買収し、再び世界最大の金鉱山会社となった。こうし

た合併・再編によって、世界の金鉱山会社は寡占化が進展し、大手の金鉱山会社による金の生産量

のコントロールが強化され、今後、金鉱山会社の生産過剰によって金価格が大幅に下落する可能性は

小さくなったといわれている。 

 

3．ロシア 

旧ソビエト連邦時代、金の生産量は 1953 年の 117 トンから 1989 年には 285 トンまで増加し、

1980 年代は南アフリカに次ぐ金の生産国として、その動向は注目を集めたが、当時は金の生産高につ

いて公式の統計が公表されず、正確な状況は把握できなかった。ソ連崩壊後、徐々に信頼できる数値

が把握できるようになる一方で、アジア通貨危機の余波を受けた社会経済の混乱などにから生産量は一

時大幅に減少（1998 年:127 トン）したが、経済情勢の安定化後、商業銀行の融資枠拡大などに

より生産量は急激に回復（2003 年:182 トン）した。 

その後は既存鉱山からの生産量が減少する一方、新規鉱山の開発で生産が拡大したことや、リーマ

ン・ショック後のルーブル安などから増産傾向が続き、直近でも 8 年連続で生産量が増加している。2018
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年の年間生産量は 282 トンとなり、オーストラリアに次ぐ世界第３位の生産国として世界シェアの 8.4％

を占めている。ロシアの主要鉱山会社としては、同国最大の鉱山会社ノリリスク・ニッケルの子会社である

ポラス・ゴールド（Polyus Gold）がある。 

 ロシアの金生産には、川床などから採取される砂金、金鉱山から採掘されるもの、非鉄金属鉱石の副

産物などが含まれるが、近年は、砂金からの生産量は漸減し、金鉱山から生産される金の比率が高まっ

ている。また、その採掘方法も従来の露天掘りから地下採掘へとシフトしつつある。ロシアの金鉱山は、南

アフリカと異なり比較的深度が浅く、まだかなりの埋蔵量があるものと推測されている。USGS（米国地質

調査所）の 2018 年のデータでは、埋蔵量 5,300 トンに対し鉱山生産量は 282 トンで、可採年数は

約 18.8 年となっている。 

 

４．南アフリカ 

アングロ・ゴールド・アシャンティ（Anglo Gold Ashanti）やゴールド・フィールズ（Gold Fields）など

世界有数の鉱山会社が本拠をおく世界有数の生産国。19 世紀末に金鉱脈が発見されて以降、人種

隔離政策下で安価に提供される黒人労働力の活用などにより金採掘業が急拡大し、1970 年代には

年間生産量 1,000 トン、世界シェア 7 割を誇る世界最大の産金国となったが、長年の採掘による採掘

深度の増大、金鉱床の含有率低下などから年々生産量が減少し、2007 年には世界首位の座を中国

に明け渡し、2018 年の生産量は 124 トン、世界順位は第 8 位にまで後退している。 

同国の生産量減少の主な原因としては、産金コストの増大（オール・イン・コストは 1,335 ドル/オンス）

があげられる。南アフリカの金鉱山はオレンジ州とトランスバール州にまたがるゴールデン・アーク地帯に集中

しているが、その深度は 3 千メートルを超えるところが多いため、換気システムの構築や落盤事故防止対

策などの設備投資の増大が産金コストを押し上げている。これに加えて、熟練労働者の不足や大規模ス

トなどの労働問題の深刻化も産金コストの増大に拍車を掛けている。さらに同国は資源価格の高騰など

を背景に 2000 年代半ばには 3 年連続で GDP 成長率が 5％を超える高度成長を達成したが、経済

成長に伴う急速な電力需要の拡大に発電・送電能力が追いつかず、停電や電力不足による鉱山の操

業停止とそれに伴う生産量の大幅な落ち込みが繰り返されている。2014 年以降、大規模停電は発生

していないが、こうした状況が今後も同国の鉱山生産に影響を与えるとみられる。 

 

5．その他の産金国 

（1）南米諸国 

南米では北米の金鉱山会社の資本参加によって、ペルー、チリ、アルゼンチンなどで金鉱山が開発

されている。特にペルーは、1993 年の 27 トンから 2005 年の 218 トンへと急速に生産量を増やした

が、近年では、環境汚染への懸念等による反鉱山運動などから減少傾向となり、2018 年の生産量

は 155 トンで世界第 7 位の産金国となっている。 

また、メキシコは近年、カナダを中心とした外資系企業による開発プロジェクトなどにより、生産量が

急激に増加しており、2018 年の生産量は、122 トンで世界第 9 位となっている。 

これに対し、かつて南米第 1 位の生産量を誇っていたブラジルは、1988 年の 102 トンをピークに金
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の生産量は減少しつつあり、2018 年の数字では 82 トン（世界 12 位）となっている。 

 

（2）アジア諸国 

東南アジアではインドネシアの生産量の伸びが顕著であり、1990 年頃から急速に生産量を増やし、

2018 年の生産量は、グラスベルグ鉱山の品位が向上したことなどから、前年度比 23.1％（35.7 トン）

増の 190 トン（世界第 6 位：前年は世界第 7 位）となった。このほかの東南アジア諸国では、フィ

リピンの 47 トン（世界第 20 位）がこれに続いている。 

西アジアでは、旧ソ連のウズベキスタンの 83 トン（世界第 11 位）、カザフスタンの 70 トン（世界

第 14 位）が目立つ。 

 

６．日本 

日本の新産金は年間約 6 トンで、世界の生産量のわずか 0.2％程度に過ぎない。その大半は住友

金属鉱山の菱刈鉱山（鹿児島県）からの生産によるものである。しかしながら、菱刈鉱山の鉱石は世

界有数の高品位（平均含有量40グラム／トン）を誇り、その埋蔵量は約180 トンと推定されている。 

2016 年 6 月、伊豆諸島青ケ島沖の海底熱水鉱床で、高濃度の金（最高 275 グラム／トン）を

含む鉱石が発見されたと報じられた。商業ベースでの生産には尚多くの技術革新が必要とされるが、将

来の開発に向けた期待が高まっている。 

 

第２項 中古金スクラップ －スクラップからの回収・二次供給－ 

 

金の二次供給とは、一旦、精錬・加工・販売された金製品をスクラップとして回収し、これを再び熔解・

製錬し直し、高品位の金として市場に供給されるものをいい、携帯電話など電子機器の廃棄処分された

スクラップから取り出した金などが含まれる。このようにリサイクルされた金は、「回収金」または「中古金スク

ラップ」などとよばれている。 

金の二次供給の量は、金価格の動きに敏感で、金価格が上昇すれば増加し、下落すれば減少する

傾向が顕著である。例えば、金価格が低迷を続けていた 1999 年の二次供給は 620 トンであったが、

金価格が上昇トレンドに入ったことが確認された2001年から増加に転じ、ピークの2009 年には1,765

トンとなり、世界の供給量に占める比率も 42％まで上昇した。その後、先進国では、金価格の下落と景

気見通しの好転により金の換金が抑えられたため、2014 年は 1,159 トンとなり、世界の供給量に占め

る比率も 26％まで低下した。 

その後、上昇に転じ 2016 年は 1,306 トンまで増加したが、以降減少となり、2018 年についても、ド

ル建て金価格があまり変動しなかったため、リサイクル率は上昇せず、前年比 3％減の 1,178 トン、供給

量に占める比率は 26％となった。 

日本では、金の密輸取り締まりが強化されたことから、リサイクル回収が前年比 32％（22 トン）減の

48 トンとなった。 
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第 3 項 公的部門からの売却 

 

１．公的機関の売却 

世界各国の政府・中央銀行及び国際通貨基金（IMF）などの公的機関は、その準備資産の一部

として金を保有しており、緊急時の資金調達や資産の組み替えの必要性などから保有している金を売却

することがある。また、金の準備高を高める場合には、新たに金を購入することもある。こうした公的機関

による金の売買取引は、時として数百トンの規模に上ることもあり、金相場に大きな影響を及ぼす。例え

ば、下記 2．のとおり、ドル建て金価格が 20 年ぶりの安値（COMEX 先物価格では史上最安値の

251.95 ドル/オンス）を付けた直接のきっかけは、英国の金売却計画発表であったが、このほかにも、

1997 年の通貨統合を控えた欧州の中央銀行やオーストラリアの金売却、スイスの金売却計画なども背

景にあり、あらゆる価格変動要因うち最大のインパクトを持つ要素ということもできる。 

なお、公的機関による「金の売却」とは、１年間の売り買いの差し引きが「売り越し」となった場合をい

い、量的には、ネットでの売り越し分を指す。これとは逆に「金の購入」とは、売り買い差し引きが「買い越

し」となった場合をいい、統計上は需要項目に分類される。 

 

２．ワシントン合意 

冷戦終結後の 1990 年代初頭、情報通信技術に支えられた米国経済は、インフレ不安を伴わない

好景気を実現していた。このためベルギー、オランダを中心とする欧州の中央銀行は、高利回りの米国債

による運用を増やすために、金の売却または貸出し（リース）によって金を大量に国際市場に供給し始

め、金相場は長期的に低迷することになった。 

特に 1999 年 5 月に、英国が金の準備高を 715 トンから 300 トンの水準まで削減することを発表す

ると、金の国際価格は 1 トロイオンス当たり 280 ドルと約 20 年前の水準にまで下落し、鉱山会社からこ

うした中央銀行の動きに対する批判が相次いだ。さらに同年夏には金価格は1トロイオンス当たり260ド

ルを割り込み、金価格の下落が公的機関の資産を大きく目減りさせていることへの危機感が募った。 

こうした事態に対処するため、1999 年 9 月 26 日、欧州中央銀行（ECB：European Central 

Bank）と欧州14ヵ国の中央銀行は、IMF総会において「金の売却と貸出しに関する合意」を発表した。

これが通称「ワシントン合意」または GBCA（Central Bank Gold Agreement）と呼ばれる共同声

明で、その骨子は以下の通りである。 

 

・ 金は引き続き重要な外貨準備と認識する。 

・ 決定済みの売却を除いて市場において金の売り手として参加しない。 

・ 決定済みの売却については、今後 5 年間、協調的に実施するものとし、年間の売却量は 400 トン

以下、5 年間の売却量の合計は 2,000 トンを超えない。 

・ 金の貸出し、先物取引、オプション取引なども拡大しない。 
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以上の合意には、署名した 15 行の外にも、米国、日本、IMF、国際決済銀行（BIS：Bank for 

International Settlement）が同意したため、この合意の制約に従う公的機関の金準備高は世界

全体の約 85％に及ぶこととなった。その結果、公的機関による金の大量売却に対する懸念は払拭され、

ワシントン合意成立直後の 10 月には、1 トロイオンス当たり 320 ドルまで急騰した。初回のワシントン合

意のもとで売却された金準備高は 2,008 トンとなった。 

 

３．ワシントン合意の延長と IMF の金売却 

 2004 年 3 月、ワシントン合意がさらに 5 年間延長された。年間の金売却の上限は 100 トン上乗せ

され 500 トンに引き上げられ、5 年間の売却量の合計は 2,500 トンであったが、第 2 次合意のもとで売

却されたのは 1,898 トンにとどまった。 

 なお、この第 2 次合意に参加したのは、欧州中央銀行（ＥＣＢ）を含め欧州各国中央銀行 15 行

でしたが、第 1 次合意に参加して保有金の売却に動いた英国は参加を見送り、英国に代わってギリシャ

が新たに参加しました。 

2009 年 8 月には第 3 次ワシントン合意の延長が決定され、年間の金売却の上限は 400 トンに引

き下げられた。また、IMF が売却する場合、枠内で行うことも盛り込まれた。さらに、IMF は 2009 年 9

月、金 403 トンの売却を決定し、2010 年 12 月までに予定量の売却を完了した。2014 年 5 月の第

4 次ワシントン合意では、年間の金売却の上限枠の設定が撤廃された。 

 

４．近年の動向 

近年の注目すべき動向としては、長年続いてきた公的機関の「売り越し」が「買い越し」に転じたことが

あげられる。前述のとおり、公的機関の金準備の買い越しは、統計上、需要項目となるため、2010 年

以降以降の動向については、次節第 3 項（公的部門の正味需要）に詳述する。 

 

第４項 生産者ヘッジ  ― 鉱山会社の売りヘッジ ― 

 

１．先渡し売り（フォワード・セール） 

金価格の長期的な値下がりが予想される場合、鉱山会社は、将来生産する予定の金を先物取引や

先渡し取引を利用して、現在の価格で売っておくオペレーションを行う。統計上は１年間に現物で決済さ

れたヘッジの総量が「供給項目」となる。これとは逆に、金価格の長期的な上昇が予想される場合、鉱山

会社は、新規のヘッジは行わず、既存の売りヘッジの買戻しを進めるため、ヘッジは「需要項目」となる。 

例えば、金価格が低迷していた 1999 年までは、ヘッジは「供給項目」とされていたが、金価格が上昇

過程に入った 2000 年から 2010 年までは、売りヘッジの解消により、需要項目に数字がシフトした。 

2011 年は年後半に価格が大きく下落する局面があったため、鉱山会社の新規ヘッジにより、供給項

目に数字がシフトしたが、その翌年の 2012 年には売りヘッジの解消により再び需要項目に数字がシフト



34 

 

した。また、2014 年はドル相場の急騰などへの対応のため大手数社がヘッジを開始し、ヘッジ残高 108

トンは供給項目となった。2016 年も 2015 年に引き続き供給項目となったが、ヘッジ解消の動きが活発

化した 2017 年以降は需要項目となった。（次節第 6 項（生産者ヘッジの解消）参照）。 

 

２．オプション・ヘッジ 

鉱山会社のヘッジ戦略には、先渡し売り以外にもオプションのような高度なデリバティブ取引が用いられ

る。金のオプションとは、金を一定の条件で購入または売却する権利のことである。金のオプションを取得し

て、実際に金を購入または売却することを「権利行使」という。 

GFMS の Gold Survey における供給項目の「ヘッジ」に含まれるオプション・ヘッジとは、1 年間に権利

行使されたプット・オプション（売る権利）の数量からコール・オプション（買う権利）の数量を差し引い

たネットの数量であり、この数量がマイナスになると、「ヘッジ」の需要項目に計上される。 

参考までに、2016 年 3 月 1 日に住友金属鉱山がリリースしたオプション取引を利用したヘッジの事例

を紹介する。（以下抜粋） 

 

ポゴ金鉱山の金ヘッジ追加実施について 

 

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区 社長：中里 佳明）は、2009 年からポゴ金鉱山

（米国アラスカ州）の当社生産金の販売価格をヘッジ取引により確保することを目的として、長期的な

ヘッジを実施してまいりましたが、さらに引き続きつぎのとおりヘッジを実施いたしましたのでお知らせします。 

 

（ヘッジの内容） 

・2017 年１月から 2017 年 12 月までのポゴ鉱山生産予定金量のうち、当社権益分 85％の２分

の１について、ミニマックス（注１）によるヘッジを実行しました。下限価格は$1,100/トロイオンス、上

限価格は$1,410/トロイオンスとなっています。 

（注１） ミニ・マックスによるヘッジ 

当社が一定金量を、$1,100/トロイオンスでトレーダーに売れる権利（プット・オプション）を買い、当

社からトレーダーが一定金量を$1,410/トロイオンスで買える権利（コール・オプション）を売ることにより、

コストなしで$1,100/トロイオンス～$1,410/トロイオンスの幅で対象金量の実効販売価格を固定する

取引。 

 

本ヘッジ取引により、ポゴ鉱山の 2017 年 1 月から 2017 年 12 月生産予定金量のうち当社権益

持分の 85％の２分の１の販売価格は、金のスポット価格が$1,100/トロイオンス以下の場合は

$1,100/トロイオンスが確保され、スポット価格が$1,100/トロイオンスから$1,410/トロイオンスの場合

はスポット価格のとおりとなります。またスポット価格が$1,410/トロイオンス以上の場合は$1,410/トロイ

オンスとなり、ポゴ鉱山生産金の収益は一定の幅の中で確保されることとなります。 

 



35 

 

本取引の実施により、当社はポゴ鉱山で 2017 年 1 月から 2017 年 12 月の間に生産する金につい

て将来の金価格が$1,410/トロイオンスを超えて高騰した場合は、生産数量中の当社権益持分の２

分の１につき$1,410/トロイオンスを超える価格上昇メリットを享受できないリスクがありますが、逆にその

間金価格が$1,100/トロイオンスを下回った場合は、生産予定数量中の権益持分の２分の１につき

$1,100/トロイオンスの販売価格を確保できることになり、当社の業績安定に資するものと考えておりま

す。 

 

以上抜粋終わり 

 

３．ゴールド・ローン 

金の鉱山会社は、資金調達の一手段として、銀行から金を借り入れ、これを市場で売却するというオ

ペレーションを行うことがある。金の最終的貸し手は主として中央銀行であり、借り手は鉱山会社や需要

家である。こうした資金調達の方法を「ゴールド・ローン」といい、金を貸し借りする際の金利を「リースレー

ト」とよぶ。 

ゴールド・ローンは、貸し手である中央銀行にとっては、本来、金利のつかない金を運用できるというメリ

ットがあり、借り手である鉱山会社や需要家にとっては、比較的低レートで調達した金を売却することで、

低コストで資金調達ができ、かつ、ヘッジもできるというメリットがあったが、金価格の上昇傾向が顕著とな

った 2000 年代以降は、ワシントン合意により中央銀行の金の貸し出しが制限されたことなどから、ほとん

ど行われなくなっている。借り手である鉱山会社は、通常は自らが生産する金をもって返済に充てるが、生

産量が返済量に達しない場合や、自ら生産するよりも市場で金を購入した方が安い場合には、市場で

金を買い上げて、これを返済に充てる。 

 

 

第５項 現物の過不足 

 

暦年中に市場に供給された新規および中古の金供給量と測定可能な現物の金需要の差異で、不

透明な店頭（OTC）金投資および商業銀行による取引を除く数量である。 

※GFMS における 2013 年以前の統計では、正味退蔵投資（広義では公的機関や民間企業や個

人が金を金融資産として保有することをいうが、 統計上は公的機関を除いた民間部門の退蔵を指す。）

または放出（民間部門において投資目的などで退蔵されていた金が売却・放出された量を示す。）とい

う項目が使用されていた。 
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第 3 節 金の需要 

 

金の需要は、宝飾品用や工業用などの加工用需要と、有事における備えや投資目的による金の保

有といった退蔵用需要とに大別される。 

2018 年の総需要量は、対前年比 0.5%減の 3,980 トンとなり、そのうち宝飾品用需要は 53％

（2,129 トン）、工業用需要は 10％（391 トン）、公的部門の正味需要は 13％（536 トン）、

金地金、コイン等の小口投資需要は 23％（923 トン）のシェアをそれぞれ占めている。 

 

第 1 項 宝飾品需要 

 

総需要量に占める宝飾品需要の比率は 2008 年までは 60%前後で推移していたが、2009 年以

降は比率を下げ、40%から 50％台で推移している。2016 年の宝飾品需要は、2 大市場である中国

とインドでの需要の減少により、対前年比 21％減の 1,962 トンとなり、3 年連続して減少し 2009 年

以来の最低水準となったが、2017 年はインドの宝飾需要が年央の物品・サービス税（GST）施行に

先駆けた在庫仕入れなどから前年比 58％増の 718 トンと急増し、中国を抜き５年ぶりに世界 1 位に

なったが、2018 年は、632 トンと減少したことから、再び中国が世界 1 位（688 トン）になった。全体

では前年比 4％減の 2,129 トンとなった。 

2018年における国別の宝飾品需要量は、中国（688トン）、インド（632トン）、イタリア（75ト

ン）、米国（74 トン）、トルコ（70 トン）、インドネシア（48 トン）、韓国（40 トン）の順となってい

る。なお、日本は、世界 21 位の 12 トンとなっている。 

 

1．中国 

中国では伝統的に国民の金への嗜好性が強く、急速な経済成長に伴う可処分所得の増加も相まっ

て、近年、宝飾品需要が急増し、2013 年には当時最大の金消費国であったインドを抜き、宝飾品需

要は1,188 トンの過去最高を記録したが、その後、経済成長の鈍化などから需要は減少傾向となった。

2018年の需要量は、市場が純金志向への回帰を好感して、5年ぶりに上昇に転じ、昨年比2％（14

トン）増の 688 トンとなり、インドを抜き世界 1 位となった。 

 

2．インド 

インドは、2012 年まで世界最大の金消費国であり、2013 年に中国に追い抜かれて世界第 2 位の金

消費国となったが、2017 年は再び中国を追い抜き、5 年ぶりに世界第 1 位の金消費国となった。インド

の需要については、大半を婚礼や祭礼時に贈答用とされる宝飾品需要が占めている。2015 年の宝飾

品需要量は 736 トンを記録したが、2016 年、政府が宝飾品に 1％の物品税を課すとの政策に対し宝

飾業者がストライキを実施したことや年末にかけては高額紙幣廃止政策で混乱が広がったことなどから、
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需要が減少し対前年比 38％減の 454 トンとなった。 

その後は増加に転じ、2017 年では世界第 1 位（718 トン）となったが、2018 年は 632 トンとなり

再び中国に抜かれ世界第 2 位となった。 

5 月の「アクシャヤ・トリティヤ」や、この時期に金買うと縁起が良いとされる 10 月から 11 月にかけてのヒ

ンズー教の新年「ディワリ」及びこれらに続く婚礼シーズンには、金の宝飾品需要が特に活発になる。インド

には娘が結婚する際、親が花嫁に高価な金や銀のアクセサリーを持参させる「ダウリー」と呼ばれる風習が

あり、これが同国の伝統的な金への選好や旺盛な需要を支えている。インドの消費構造は、都市部の人

口増加が需要拡大をもたらした中国とは対照的に現在も農村部の需要が宝飾品需要全体の半分以

上を占めていることが特徴となっている。このため、雨季の降雨不足による農村部の所得減少が宝飾品

需要の減退に直結するケースが度々発生している。 

インドでは、自国で金を生産せず、需要のほぼすべてを輸入で賄っていることから、貿易赤字の４分の

１は金によるものとなっている。このため、インド政府は貿易赤字削減を目的にこれまでも様々な輸入規

制を導入してきた。2013 年には、金の輸入総量の 20％について、付加価値を付けて再輸出しなけれ

ば次の輸入を認めないという規制（80:20 規制）を導入したほか、過剰な金需要を抑制するため、金

に対する売上税の増税や一定額を超える宝飾品購入には納税者識別番号カードの提示を義務づける

等の規制強化を進めた。また、2017 年 7 月 1 日から、複数の間接税を統一した、いわゆる物品サービ

ス税（GST）が導入され、金には 3％が課税されることになった。 

 

4．その他の諸国 

（1）米国 

   米国では、ドル高とダウ平均株価が最高を記録するなどの上向きの景気動向を受けて、2018年は、

前年比 9％（6 トン）増の 74 トンとなり、世界第 4 位であった。 

（2）トルコ 

トルコでは、政府の規制緩和に加え 1995 年のイスタンブール金取引所の開設などを契機として金

の流通量が大幅に増加し、1997 年の宝飾品需要量は 190 トンに達した。その後はやや減少するも

のの、2003 年以降はエルドアン政権下の好調な経済情勢を背景として金需要が急増し、2005 年

には 300 トンを上回った。しかしながら、その後は金価格の上昇を受けて徐々に減退傾向をたどり、

2015 年以降は隣国シリアの混乱が国内に波及したことやトルコリラの急落などから、宝飾品需要も大

幅に減少し、2018 年は、前年比 16％（13 トン）減の 70 トン（世界第 5 位）であった。 

（3）サウジアラビア、UAE 

中東地域は地理学上、アジア大陸に含まれるが、金の需給統計では個別に扱われている。サウジ

アラビア、UAE などのペルシャ湾岸諸国は、東アジア・インド地域と同様に金嗜好が強く、金投資の分

野では、「中東筋」の名で売買動向が注目されている。これらの国々の経済基盤は基本的にオイル・マ

ネーであるため、石油収益の増減、すなわち、原油価格の動向が金需要に影響を及ぼす傾向がみら

れる。 

特に UAE では、物品・サービス税（GST）の導入によって一部の市場が深刻な打撃を受け、金の
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宝飾需要が前年比 24％（13 トン）減の 40 トンとなった。 
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第 2 項 工業用需要 

 

１．エレクトロニクス 

金は、展延性、熱伝導性、電導性、非腐食性、抗酸・アルカリ性などの優れた物質的特性を持って

いるため、電気接点材料や、半導体チップ、集積回路の材料として、エレクトロニクス産業全般にわたって

広く用いられている。 

この分野の需要量は、東アジアを中心とする需要増加を受けて、1990 年代から 2000 年代半ばに

かけて急速に拡大し、2007年には345トンとなったが、リーマン・ショック後の景気後退などにより、2009

年には 295 トンまで減少した。その後、世界的な景気回復により、2010 年の需要量は対前年比

17％増の346トンとなり、2007年を上回ったが、2011年以降は欧州債務問題に伴う世界経済の低

迷などから低迷が続き、2018 年の当該分野の需要量は 288 トンまで落ち込んでいる。 

 

２．歯科・医療用需要 

金は、優れた非腐食性、抗酸・アルカリ性、展延性という性質を持ち、人体に悪影響を及ぼさず、加

工も容易であることから、歯科・医療用の材料として最適な金属とされている。 

最終用途消費量で見た場合、2018 年における金の歯科分野での消費量の比率は、世界的には

29 トンで約 1％とシェアが小さく、 近年の金価格上昇等により、その他素材での代用が進み加工量が

減少している。 

 

第３項 公的部門の正味需要 

 

前節第 3 項（公的部門からの売却）に記載のとおり、公的部門の正味需要とは、世界各国の政

府・中央銀行及び IMF などの公的機関が金を金融資産として購入することをいい、売り買いの差し引き

数量が買い越しの場合は、需要項目に分類される。 

近年、地政学的緊張の高まりと準備資産分散化の必要性などから、新興国や自国通貨の信頼性に

不安を抱える国々を中心に外貨準備をドル建て資産から金に組み替えたり、金準備の構成比率を増や

したりする動きが活発化している。2018 年の正味購入量は、ロシアが 274 トンの金を購入して、7 年連

続の最大購入国となった。第 2 位は、トルコとカザフスタンがそれぞれ 51 トンの金を購入し、全体では、

2018 年は正味需要で 46％（170 トン）増の 536 トンとなった。 

ロシアはすでに2013年に金の最大購入国であると報告されていたが、ウクライナ危機に起因する地政

学的緊張を背景に、欧米諸国の経済制裁に対する自国通貨の防衛などを目的に 2014 年 4 月以降

は購入ペースを加速させている。 

WGC によれば、2019 年 11 月現在の上記購入国の金保有高は、ロシア 2,242 トン、トルコ 386

トン、378 トンとなっている。なお、最大の保有国は米国で 8,134 トンとなっている。 
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第４項 小口投資（金地金及びコイン）需要 

 

金は、劣化しない実物資産であるため、金地金そのものによる保有や、メダルや各国の中央銀行が発

行する法定貨幣による保有などの価値の保存用にも用いられる。こうしたいわゆる退蔵用需要は、近年

少しずつ増加し 2013 年には 1,871 トンとなったが、その後減少傾向となり、2018 年は 9 年ぶりに

1,000 トンを割り込み 923 トンまで落ち込んでいる。 

ちなみに、法定金貨は、一般の通貨として額面どおり利用することができるが、通常は金としての商品

価値の方が通貨としての額面価値を大きく上回るため、貨幣として代金の支払い等に用いられることは

考えられない。例えば、2005 年日本国際博覧会記念貨幣の 1 万円金貨は、法定金貨としての額面

が 1 万円であったのに対し、15.6 グラムの純金が用いられていたため、金としての当時の商品価値だけで

も 42,120 円の価値（2,700 円／グラム分の価値）があり、造幣局によるこの金貨の販売価格も

40,000 円であった（いわゆるプレミアム型の記念貨幣であった）。 

 

第５項 金 ETF による投資需要 

 

１．金 ETF の登場と残高の拡大 

2003 年以降、新たな金融商品として金 ETF（Exchange Traded Fund：上場投資信託）が

登場した。金 ETF は、金を信託財産とする信託契約において発行される有価証券（受益証券）を取

引所に上場するもので、株と同様、証券取引所で売買されている。 

金 ETF は通常、金の現物を裏付けとしているため、ETF の残高に応じて金の現物を購入して保有す

ることになり、ETF の残高が増加すると、金需要の引き締めの要因、すなわち、需給統計上の「需要項

目」となる。一方、残高が減少し、金 ETF からの放出量が流入量を上回る場合には、金需要の緩和要

因、すなわち、需給統計上の「供給項目」となる。 

2003 年 3 月にオーストラリア、11 月に英国、2004 年 11 月に南ア、米国の証券取引所に上場さ

れ、200 トン以上の投資需要を創出した。その後、シンガポールやフランス、ドイツ、オランダ、イタリア、ベ

ルギーでも金 ETF が上場され、価格への影響力を増す中で、2008 年 6 月には東京証券取引所、7

月には香港証券取引所が相次いで金ETFを上場し、アジア市場における存在感も高まっている。なかで

も、ニューヨーク証券取引所、シンガポール取引所、東京証券取引所と香港証券取引所に上場されて

いる SPDR ® Gold Shares（旧 street TRACKs Gold Shares）は、世界最大の保有量を誇り、

ピーク時の 2012 年末には保有量が 1,350 トンを上回った。 

金 ETF は、保管の手間などから現物への投資に消極的だった年金基金や個人投資家等を中心に、

オルタナティブ投資先の一つとして注目を集め、特に、欧州債務危機等を背景に安全資産としての金へ

の関心が高まった 2012 年は年末時点で、ワールド・ゴールド・カウンシル（WGC）によると、世界の金

ETF と類似商品の金保有残高は 2,836 トンの最高残高に達し、同年の金鉱山生産量（2,883 トン）
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と同等の規模にまで拡大したが、2013 年は米国の金融政策の方向転換とドル高による金価格の下落

を受け、保有残高は 2009 年 10 月の水準まで落ち込み、2003 年の登場以来、初めて資金流出が

流入を上回った。その後は、世界経済の先行き不安、地政学的緊張の高まり、原油価格急落、米国の

金融政策の先行き不透明感などを受け、ETFからの資金流出のペースは鈍化したが、2015 年までの3

年間は通年での資金流出の超過が続いた。2016 年以降は、米国の早期利上げ観測後退によるドル

安などを受け、金価格が上昇したことから、金 ETF 残高は増加に転じ、さらに英国の EU 離脱決定や北

朝鮮を巡る脅威などを受けて流入ペースは加速、加えて、世界の中央銀行が金融緩和に動く中で、金

利のつかない金に資金が集まり、2019 年 9 月末時点の残高は 2,808 トンと半年で 13%増えた。 

 

２．我が国の金 ETF 及び類似商品 

我が国においては、2007 年 8 月に大阪証券取引所が、金価格に連動する投資成果を目的として

発行された有価証券（金価格連動目的発行有価証券）を投資対象とするファンド（投資信託）の

受益証券を上場したものが第 1 号である、具体的なスキームとしてはロコ・ロンドン金価格に連動する債

券に投資する投資信託となっている。 

一方、2007年9月の信託法改正により、商品を信託財産とする受益証券を発行する信託が認めら

れたことを受け、2008 年 6 月、東京証券取引所は金の現物型 ETF（金融商品取引法第 2 条第 1

項 14 号、第 17 号に基づく信託受益証券を上場する外国商品現物型 ETF）を上場したが、同時期

に改正投資信託法施行令が施行され、ETF の連動対象となる指標の範囲が拡大されたことを受け、現

在は金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号、第 11 号に基づき、外国 ETF として上場されている。 

また、2013 年 3 月には、日経・東商取金レバレッジ指数、インバース指数に連動した ETN が東京証

券取引所に上場された。同レバレッジ指数は日経・東商取金指数の 2 倍の変動率で動く指数で、イン

バース指数は日経・東商取金指数と逆の変動率で動くように設計された指数である。これらに連動する

ETN は、証券取引所を通じた新たな金投資手法として注目を集めている。ブル型においては、相場の上

昇局面においては 2 倍の利益、また、ベア型 ETN においては、相場の下落局面において利益を追求す

るといった、従来のコモディティ ETF 等では実現できなかった投資手法等が可能となり、こうした投資スタイ

ルを追求する投資家が新たにコモディティ投資に参入することで、商品市場の活性化につながるものと期

待される。 

 

 

第６項 生産者ヘッジ解消  ― 鉱山会社の売りヘッジの買戻し・ヘッジ外し ― 

 

１．生産者ヘッジ解消 

前節第 4 項（生産者ヘッジ）に記載のとおり、金価格の値下がりが予想される場合に、鉱山会社は

一般に、価格下落リスクを避けるため、売りヘッジを行う。しかし、金価格の長期的な上昇が予想される

ような局面では、鉱山会社は、売りヘッジは行わずに、むしろ短期的な価格下落局面で売りヘッジしてい
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た金のポジションの解消（買戻し）を進める。 

こうしたヘッジ外しのオペレーションは、需要項目の「ヘッジ」として表れ、その数値は、年間ベースで見た

買戻しの数量を表しており、金価格の下支え要因となっている。 

 

２．過去の大型ヘッジとその解消 

鉱山会社は、将来の金価格下落に備えてヘッジ売りをするため、価格が下落を続けた場合はヘッジが

成功して収益確保に結びつく一方、価格が上昇に転じた場合は、ヘッジの評価損が経営危機をもたらす

ケースもみられる。ガーナの鉱山会社アシャンティ・ゴールドは 1999 年 9 月の金価格の急騰により、多額

の売りヘッジの評価損を抱えたことなどから経営危機に陥り、その後の鉱山業界再編の中で南アフリカの

アングロゴールドに買収されることとなり、この過程において、同社が抱える大量の売りポジションの解消は

金の価格上昇要因となった。2006 年には、バリック・ゴールドが買収したプレーサー・ドームが保有する大

量のヘッジ・ポジションを買い戻したことから、需要項目としての生産者ヘッジの解消が増加した。 

2000 年代後半以降のニュークレスト・マイニング、バリック・ゴールド、アングロ・ゴールド・アシャンティ、キ

ンロス、ニューモント、リヒール、ゴールド・フィールズ、ブエナヴェンチュラなどによる大量のヘッジ解消が金価

格高騰に拍車をかけ、2010 年代以降はヘッジの契約残量が減少したことなどから、生産者ヘッジの解

消の動きは鈍化している。ただし、ここ 10 年の金価格上昇を背景に売りヘッジの解消を進めてきた鉱山

会社も、歴史的な高値圏の中、再び生産予定の金に対して売りヘッジをかけ始めており、2014 年から

３年連続して供給項目となったが、2018 年は、前年比-33 トンの-8 トン（買い越し）であった。 
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第 4 節 金の価格変動要因 

 

貴金属の価格に影響を及ぼす変動要因としては、景気・インフレ動向、通貨の動向、株式・債券の 

動向、国際情勢（政治・経済）、ファンド・マネーの動向など、貴金属市場以外の要因と、鉱山会社の

供給事情やヘッジ戦略、アジアや中東地域での消費・投資動向、環境規制などによる工業用需要の変

化など、貴金属の各商品独自の要因とに分けられる。 

 

 

第 1 項 世界経済動向 

 

１．景気・インフレ動向 

 

（1）工業用需要 

景気の拡大は、貴金属の工業用需要を増大させ、貴金属価格の強材料となる。つまり、景気の拡

大によって、エレクトロニクス産業や自動車産業、その他の工業用需要先の生産活動が活発化し、さ

らには設備投資が進むことで、工業用需要部門での消費が増大する。逆に、景気が縮小・後退すると、

こうした部門の生産活動が落ち込み、需要が減退し、貴金属価格の弱材料となる。 

 

（2）個人の可処分所得 

景気の拡大によって個人の可処分所得が増加すれば、宝飾品や投資用需要を押し上げ、貴金属

価格の強材料となる。特に中国やインドでは金の嗜好性が高く、これらの国における可処分所得の増

加は金消費の拡大につながる。また、景気拡大を背景にした株価などの資産価値の増大も、購買力

の増加によって宝飾品や投資用需要を押し上げる。逆に景気の後退によって可処分所得や資産価

値が減少すれば、宝飾品購入や投資用需要が減退し、貴金属価格の弱材料となる。 

 

（3）ヘッジ 

景気の拡大や過熱によってインフレが進行し、インフレ懸念が高まると、インフレ・ヘッジとしての投資

意欲が促され、貴金属価格の強材料となる。逆に、景気の縮小や後退によってデフレ（物価の持続

的な下落）が発生し、ディスインフレ（物価上昇率が高い状態から低い状態に移行していく過程）に

よってインフレ懸念が薄れると、インフレ・ヘッジとしての投資意欲が後退し、貴金属価格の弱材料とな

る。 

 

２．為替動向 

貿易取引では、以下のようにドル建てで取引される貴金属価格にとって、ドル相場の上昇、あるいはド
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ル高見通しはドル建価格での弱材料となるが、逆に他国通貨建価格表示での強材料となる。 

（1）米国及び消費国への影響 

ドル高によってドル建て資産（米国の国債、株式、不動産など）の価値が増大するため、これらを

購入しようという動きが助長され、投資資金が貴金属市場から流出する。欧州など貴金属の消費国

ではドル高によってユーロ建て貴金属価格が上昇するため、貴金属を売却してドル資産を買う要因と

なる。 

 

（2）生産国への影響 

米国以外の貴金属を生産する諸国において、ドル高、生産国通貨安により生産国通貨建ての貴

金属価格が上昇することで、売却価格がより高くなるため、長期的には生産量および輸出量が増大

する。   

また、短期的にも売却による利ザヤが拡大するため、生産国からのフォワード・セールなどが増え、貴

金属価格を圧迫する。例えば、金 1 トロイオンスの金価格が 275 米ドル、為替レートが 1 豪ドル＝

0.5 米ドルの場合、豪ドル建て金価格は 550 豪ドルとなる。しかし、為替レートが米ドル高/豪ドル安

となり1 豪ドル＝0.4米ドルになると、豪ドル建て金価格は687.5豪ドルとなる。米ドル建て金価格は

同じだが、ドル高による豪ドル建て金価格の上昇で、オーストラリアの鉱山会社はより高い価格で金を

売却できる。また、豪ドルが今後、上昇する可能性が高い場合、0.4 米ドルのときにフォワード・セール

を出しておけば、0.5 米ドルに上昇した場合、137.5 豪ドルの利鞘がとれる。 

 

（3）米国インフレとの関係 

ドルが上昇すると、米国の輸入コストが低下する結果、米国内の輸入物価が低下し、物価の上昇

圧力（インフレ圧力）を抑える効果がある。これによって米国内のインフレが沈静化・抑制されるととも

に、インフレ懸念を後退させるため、インフレ・ヘッジとしての貴金属投資の魅力が減退する。 

 

３．金利動向 

金利動向は、基本的にその国の経済情勢と密接に関係している。金利動向を考える場合には期待

インフレ（物価上昇）があることから、実質金利と名目金利（市場金利）を区別して考える必要があ

る。実質金利とは名目金利から期待インフレ率を引いたものである。 

 

 実質金利＝ 名目金利－期待インフレ率 

 

例えば、景気後退によって金融緩和が実施されて名目金利が低下すると、預貯金などよりも貴金属

の魅力が高まる。また景気過熱や労働市場の逼迫、原油価格の上昇などによって物価上昇率の上昇

が予想される（インフレ懸念が強まる）と、貴金属の値上がりが見込まれて投資資金が貴金属に向かう

ことになる。 

名目金利は、債券相場の利回りを目安にするため、インフレ率が一定の場合、債券相場の上昇（利
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回り低下）は貴金属相場の強材料、債券相場の下落（利回り上昇）は貴金属相場の弱材料と言

える。 

ただし、投資家にとって貴金属よりも債券が魅力的な投資先と見られる場合、貴金属が売られて債券

が買われるという可能性もあり、債券相場と貴金属相場の関係を見る場合は、資金の流れを考える必

要がある。 

 

４．株式市場 

株式市場は、景気動向の重要な先行指標と見なされている。従って、株価の上昇は先行きの景気

拡大を暗示すると受け止められ、個人の可処分所得の増大や工業用需要の拡大、さらにはインフレ上

昇懸念をも高めるため、貴金属相場の上昇要因と考えることができる。 

しかし、近年では株式市場のみならず、金融・通貨市場や、現物や先物の商品市場において投機的

資金の動きが影響力を増しつつあり、必ずしもこうした仮説通りにはならないこともある。つまり、投資資金

がより有利な投資対象を求めてめまぐるしく動き、株価が上昇すると思えば、株式市場に資金が流入し、

貴金属が有利と思えば、これらの資金が貴金属市場に流れ込んでいくといった事態がしばしば起こるよう

になった。そのため、株価の上昇は投資資金の株式市場への流入を意味するため、貴金属にとって圧迫

要因、逆に株価の下落は投資資金の株式市場からの流出を意味するため、貴金属の支援要因になる

ケースが増えている。また、株式市場への警戒心理が強まった場合、リスク・ヘッジとして貴金属が買われ、

あるいは貴金属のポートフォリオ比率が高められるといったような事態が起こることもある。 

 

５．ファンドの動向 

ファンドとは、正確な定義はないが、一般的には運用目的で集めた資金を指す場合と、より広く、運用

資金を運用する投資スキームまで含めてファンドという場合がある。ファンドは規制当局に登録され、一般

投資家から資金を集めることができるファンドと、登録せずに、富裕層や機関投資家といった特定の大口

資金を集めるヘッジファンドなどに分けられる。1990 年代は著名投資家ジョージ・ソロスのファンドがポンド

売りで英国中央銀行を打ち負かし、ノーベル経済学賞受賞者を雇い入れた LTCM（ロングターム・キャ

ピタル・マネジメント）が破綻するなど、ヘッジファンドが大きく取り上げられた。ヘッジファンドの運用資産残

高は 2000 年に 4,000 億ドルであったのが、2005 年 1 月には 1 兆ドルを超え、その後も拡大を続け、

ヘッジファンドの運用方針の変化がそれぞれの金融商品の価格変動要因にもなってきた。しかしながら、

2008年9月の証券大手リーマン・ブラザーズの破錠以降、投資家によるヘッジファンドからの資金引き揚

げが進んだ。日興リサーチセンター社によると、2019 年 10 月末の運用残高は、2 兆 2,728 億ドルとな

っている。 

 

６．投資規制強化の動き 

政府による投資規制の強化も、商品相場に影響を与える。商品先物取引の規制強化に向けた規

制当局の取り組みは、2008 年に WTI 原油価格が 100 ドル/バレルを超えてから活発化し、特に米国

の商品先物取引委員会（CFTC: Commodity Futures Trading Commission）は、取引の実
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態が不透明とされる店頭デリバティブ取引、ヘッジファンドの規制強化を唱え、海外の規制当局との横断

的な連携を強めていった。 

その後、2007 年 8 月に表面化したサブプライムローン問題、2008 年 9 月以降のリーマン・ショックを

経て、2010 年 7 月、米国において包括的な金融制度改革を目的とした「金融規制改革法案（ウォー

ルストリート改革・消費者保護法）」、いわゆる「ドッド・フランク法」が成立した。 

ドッド・フランク法は、金融市場、商品先物市場、OTC デリバティブ取引の規制や消費者保護などを

対象とした横断的なもので、財務長官を長として各関連規制当局の長で構成される金融安定監督評

議会（FSOC: Financial Stability Oversight Council）が設置され、システミック・リスク防止に向

けた体制が整備された。この法律に基づき、現在、店頭デリバティブ取引などに関する詳細且つ具体的な

規則の策定が CFTC と SEC によって行われてきたが、作業が難航しており、2012 年 7 月までに多くが

実施に移される予定だった規定の多くが未実施のままとなっており、2013年7月時点で実施された規定

は全体の約 4 割にとどまっているといわれている。 

CFTC においては、主に以下のような分野において規則の策定が進められてきた。①CFTC と SEC

（Securities and Exchange Commission：証券取引委員会）のデリバティブ規制における権限

の範囲の明確化（CFTC はスワップ取引、SEC は証券派生スワップをそれぞれ所管）と連携強化、②

市場参加者、金融機関、スワップディーラー、運用会社等への規制、③店頭デリバティブ取引の標準化

（一部例外あり）、④スワップ取引の規制（市場操作防止策、規制された中央清算機関の利用の義

務化（ただし、スワップ取引を頻繁に行わず、かつ、リスク・ヘッジ目的である場合には免除される）等）、

⑤取引所取引の直接規制の対象範囲を拡大（従来、農産物市場へは建玉制限等の直接規制があ

ったが、エネルギー、貴金属市場にもこれを導入。ただし、上記④やヘッジの定義によっては現状と実質的

に変わらない可能性もある。）、⑥市場操作や詐欺行為に対する権限強化（市場操作行為判定基

準の簡素化と厳格化）である。 

実施される規則の内容によっては、投資家や市場参加者のコモディティの取引に一定の制約が課され

る可能性があり、これによって貴金属市場の相場も影響を受けるものと見込まれる。 

また、1 秒間に何千回もの売買を繰り返す高速取引、いわゆる HFT（High Frequency 

Trading：高頻度取引）については、従前より、相場の急変動の一因となるなど、市場に悪影響を及

ぼしているのではないかという指摘がされており、既に、欧米の規制当局は対応に乗り出していたが、我が

国においても、2017 年 5 月に改正金融商品取引法が施行され、株の高速取引における規制として、

高速取引を行なう投資家の登録制度の導入、取引記録の作成と保存義務、証券会社に対して無登

録の投資家からの高速注文の取り次ぎを禁止することなどが盛り込まれた。 
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第 2 項 金独自の価格変動要因 

 

１．公的部門の動き 

各国中央銀行や国際機関による金売却・放出の動きは、金価格の変動要因として市場に与えるイン

パクトは大きい。（第２節第 3 項（公的部門からの売却）及び第３節第 3 項（公的部門の正味需

要）参照。） 

 

２．鉱山会社のヘッジ 

鉱山会社は、将来の金価格下落に備えてヘッジ売りをする。一方、価格が上昇に転じるとヘッジの解

消に動く。価格変動要因としては、公的部門の動きと同様に需給が一対となって作用するため、市場に

大きなインパクトを与える。（第２節第 4 項（生産者ヘッジ）及び第３節第 6 項（生産者ヘッジの解

消）参照。） 

なお、金価格が上昇するとき、リースレートは上昇する傾向がある。リースレートが上昇すれば金価格の

支援要因、低下すれば圧迫要因となるため、リースレートは需給のバロメーターのひとつとされている。 

 

３．日本のペイオフ解禁 

日本では、2002 年 4 月に定期性預金、2005 年 4 月に普通預金のペイオフ（破綻金融機関の預

金払い戻し額を元本１千万円とその利息に限る措置、決済用預金は除く。）が解禁された。日本では

それまで銀行に預けておけば全額が保護され、利息も付いていたが、ペイオフ解禁によって預金もリスクの

ある資産になり、大口預金者を中心に資金を金地金に移す動きが出た。 

 

４．新興国の通貨切り下げとその影響 

2015 年 8 月、中国の中央銀行である中国人民銀行が、人民元売買の基準となる対ドル為替レー

トの基準値を 3 日連続で引き下げた。人民銀は 11 日の声明で「市場の需給に基づく為替相場形成」

を目指すと説明したが、実際には輸出力強化のため元安誘導に踏み切ったとの見方が強い。 

大口消費国の自国通貨安への誘導は、輸入価格上昇を通じて需要減退を招く一方、経済情勢の

先行き不透明感は安全資産である金への投資意欲を高めることから、新興国の通貨政策の動向につい

ては、引き続き注視して行く必要がある。 

 

５．アジア、中東地域の需要動向 

世界各国の中でもアジア及び中東地域での需要動向は、世界の金価格に及ぼす影響が大きい。こ

れは主に1990年代以降の経済成長とそれに伴う可処分所得の増加を背景としたアジア地域での金需

要の急伸や、オイル・マネーによる中東産油国での金投資が、世界の金投資需要を支えてきたことが背

景となっている。近年、東アジア、インド地域における経済発展の勢いは弱まってきているものの、依然とし

て世界の金需要の大きなシェアを占めており、その動向に注視する必要がある。 
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（第１章おわり） 
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第 2 章 銀の商品知識 

 

第 1 節 銀の商品特性 － その性質と用途 ― 

 

１．貴金属らしからぬ貴金属 

銀は主として硫化物鉱床中に存在しており、自然銀や砂銀として産出されることは極めてまれであった。

そのため、かつては砂金の形態で産出される金よりも産出量が少ない時期もあり、その希少性ゆえに 20

世紀に入るまでは金と並んで通貨としても使用されていた。また、その白銀色の美しい色合いゆえに、銀

は太古の昔から宝飾品の材料としても珍重されてきた。 

しかし、銀の精錬技術の発達や日本の石見銀山（1526 年）や南米ボリビアのポトシ銀山（1545

年）など 16 世紀以降に大規模銀山の発見や開発が相次いだことなどにより、銀の生産量は飛躍的に

拡大し、その希少性も次第に低下していった。有史以来、人類が採掘・精製した銀の総量は 100 万ト

ン以上に達するといわれ、金の約 17 万トンを大幅に上回っている。加えて、銀については、中古スクラップ

の回収システムが整備されていることから、その膨大な鉱山生産量と相俟って希少性は既に失われたとい

う見方もできる。これらに加え、硫化により黒く変色しやすい化学的性質も、貴金属としてのイメージを大

きく損ねる原因となっている。 

 

２．物理的・化学的特性 

銀の物理的・化学的性質に係る基礎的なデータは下記の通り。金（比重 19.32）の半分くらいの

重さで、金（融点 1,064℃）よりも溶けやすい。なお、銀の融点は高温度計の温度補正の定点として

温度の基準とされている。 

 ・ 元素記号 Ag、原子番号 47、周期表 1B 族・銅族の金属元素。 

 ・ 原子量 107.8682、比重 10.50（20℃） 

 ・ 融点 961.93℃、沸点 2,162℃（１気圧） 

 

（1）物理的性質 

① 展延性 

金属の中では金に次いで展延性に優れ、圧延すると 0.2 ミクロンの銀箔に加工することができるなど加

工性に優れる。 

 

② 色 

色は白銀色。可視光線に対する反射率は 90％と、金属の中で最も高い。光の反射率が極めて高い

ことから、ラテン語では「輝くもの」（argentum、元素記号 Ag の由来）と呼ばれ、日本語では「しろが

ね」（白い金属）と呼ばれた。 
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③ 熱線の反射率 

赤外線に対する反射率は 98％と、金に次いで高い。このため、銀製の鍋を用いると、銀が熱線をほと

んど反射してしまうため、鍋はあまり高熱にならず、料理の焦げ付きを回避することができる。 

 

④ 熱伝導率 

熱伝導率は 428 W/m・K（0℃）と、金属の中で最も熱を伝えやすい。 

 

⑤ 電気抵抗率 

電気抵抗率は 1.47×10－6Ω cm（20℃）と、金属の中で最も電気を通しやすい。 

 

⑥ 電子ボルト（電子親和力） 

銀の電子ボルトは非常に小さいため、銀の表面から電子を放出させるのに必要なエネルギーは極めて

小さい。銀のこうした性質を利用して、電子工業において様々な応用がなされている。 

 

⑦ 常温時効と合金 

常温時効とは、加工硬化によって強度を高めた銀を常温で放置すると、再結晶し、強度が低下（軟

化）する性質をいう。しかし、銀は多くの金属と優秀な合金を作ることができ、合金にすることで常温時効

という欠点を補うことができる。 

 

（2）化学的性質 

① 硫化作用 

銀は、大気の水分中のオゾンや空気中の亜硫酸ガスや硫化水素と反応して、表面に硫化銀を作り

（硫化）、黒く変色し、光沢を失っていく。 

 

② 溶解性 

銀は、硝酸、熱濃硫酸、シアン化合物に溶解する。 
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第 2 節 銀の供給 

 

銀の供給源は、鉱山生産と二次供給が中心的な存在である。公的機関による銀の売却もあるが、供

給量全体に占める割合は金と比較すると非常に小さい。鉱山会社による売りヘッジも比率としてはわずか

である。 

 

第 1 項 鉱山生産 －一次供給による新産銀－ 

 

The Silver Institute の調べによれば、2018 年の世界の銀の鉱山生産量は 2015 年まで 13 年

連続で増加してて以降、３年連続の減少となる 26,616 トンとなった。これはこの年の銀の総供給量で

ある 31,237 トンの約 85％に相当する（以降、銀の需給統計に関する数値は特にことわりのない限り

The Silver Institute の"World Silver Survey 2019"による）。 

 

１．地域別・国別生産量 

銀の鉱山生産では、中南米、中国及びロシアが世界の主要生産地域である。2018 年の国別の生

産量（世界シェア）は、メキシコが 6,1161 トン（23％）、ペルーが 4,508 トン（17％）、中国が

3,574 トン（13％）、ロシアが 1,350 トン（5％）、チリが 1,311 トン（５％）、ボリビアが 1,240

トン（５％）の順となっており、ポーランドの1,233トン（5％）、オーストラリアの1,102トン（5％）、

米国の 870 トン（3％）、アルゼンチンの 824 トン（３％）がこれに続き、これら上位 10 か国で世界

シェアの83％を占めている。世界の鉱山生産量は1990年代半ば以降増加傾向にあったが、2016年

以降前年を下回っている。 

 

２．鉱山生産の形態 

鉱山生産の形態は、銀鉱石からの生産、即ちプライマリーと、金や非鉄金属の鉱石を精製する際に採

取される副産物、即ちバイ・プロダクションに大別され、その割合は後者の方が圧倒的に多く、プライマリー

は鉱山生産全体の３割程度を占めるに過ぎない。 

銀は、銅、亜鉛、鉛からの副産物としての生産量が多いため、これらの非鉄金属の産出量が銀の生産

量に大きく影響することになる。以下は、銀の生産形態の分類である。 

 

単純銀鉱生産：プライマリー（primary） 

- 鉱石 1 トン当たりの銀含有量が 300 グラム以上である場合をいう。 

- 世界の鉱山生産全体の 30％前後を占めるとされ、北米の鉱山にはこの形態が多い。 

副産物としての生産：バイ・プロダクション（by-production） 

- バイ・プロダクションについては、鉱石１トン当たりに含まれる銀の含有量により、更に２種類に
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細分化される。 

（１）共同生産 

- 鉱石 1 トン当たりの銀含有量が 100 グラム以上 300 グラム未満である場合をいう。 

- 銀と非鉄金属との生産割合や価格総額が比較的拮抗しているケース。 

- 非鉄金属と銀双方の価格動向によって、生産計画は大きな影響を受ける。 

- 世界の鉱山生産全体の 35％程度と推定される。 

（２）随伴生産 

- 鉱石 1 トン当たりの銀含有量が 100 グラム未満である場合をいう。 

- 非鉄金属の生産割合や価格総額のほうが銀のそれを大きく上回っているケース。 

- 主たる生産物が非鉄金属であるため、その生産量は銀価格に影響されない。 

- 世界の鉱山生産全体の 35％程度と推定される。 

 

第 2 項 中古銀スクラップ －スクラップからの回収・二次供給－ 

 

銀の二次供給とは一度使用された銀が、回収・再生処理されて、再び市場にもどってきたものをいう。

中古スクラップからの回収による二次供給は、鉱山生産に次ぐ銀の主要供給源であり、供給量全体に

占めるシェアは 15％を占める。銀は貴金属の中では最も供給規模が大きく、その回収システムも発達し

ているため、回収コストも安い。 

業種別でみると、以前は回収・再生システムの確立した写真フィルム産業からの回収が多かったが、こ

れについては写真フィルムの需要縮小とともに減少し、代わって電子・電気製品やエチレン触媒などの他

の工業用品からの回収量が増加している。主要消費国の環境問題への取組み強化や銀価格上昇など

を背景に回収量は徐々に増加してきたが、銀価格下落の影響から2012年以降の回収量は減少傾向

に転じ、2015 年には 1990 年代初めの水準にまで落ち込み、以降は平行線をたどっている。2018 年

の回収量は 4,707 トン。 

 

第 3 項 公的部門からの売却 

 

金の公的機関による売却とは、各国の中央銀行や IMF などの公的機関が保有する金の売却を意味

するが、銀の場合、その公的売却とは主要生産国（メキシコ、ペルー、米、露、中）政府による政府保

有在庫の放出を意味する。銀の公的売却は金と比較すると供給全体に占めるシェアはそれほど大きくは

なく、銀価格に及ぼす影響も小さい。 

銀の公的売却量は、1990 年代初めまでは年間 500 トン前後であったが、冷戦終結に伴う軍需用

備蓄の必要性低下により、銀の政府保有在庫の取り崩しを進める傾向（例えば、米国防省の国防備

蓄の一部放出）が強まり、2000 年代初めにかけては年間 2,000 トンを上回る公的売却が行われるこ
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ともあった。2007 年以降、それまで目立っていた中国による売却が急速な経済成長に伴う内需対応で

ほぼ皆無となったことにより、主な供給元は事実上ロシアのみとなったが、その売却量も次第に減少し、

2010 年の大量売却以後に目立った動きはなくなった。2014 年以後は他の国も含めて公的売却は行

われておらず、最後の年となった 2013 年の売却量も総供給の 1％に満たない水準（245 トン）であっ

た。 

 

第 4 項 生産者ヘッジ －鉱山会社の売りヘッジ－ 

 

銀についても鉱山会社は、価格の値下がりが予想される場合に将来生産する予定の銀を先物取引

や先渡し取引を利用して売りヘッジ（フォワード・セール）をかけたり、資金調達目的でシルバー・ローンを

利用したりすることがある。 

金と同様に、統計上これらの数字は、フォワード・セールとシルバー・ローンによる売却量が、フォワード・

セールの現物決済量とシルバー・ローンの返済量の合計を上回れば、その差が供給項目の「ヘッジ」の欄

に計上され、下回れば需要項目に計上される。 

ただし、銀の鉱山生産の約７割がバイ・プロダクションによるものであるため、金と比較すると、銀のヘッジ

はそれほど活発ではなく、供給全体に占めるシェアも数％にとどまり、ヘッジを行う業者の数は限定されて

いる。 

 2018 年のヘッジ残高は 581 トンとなり、前年の水準から 86 トン減少している。 
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第 3 節 銀の需要 

 

銀は、かつては金と同様に主に宝飾品や通貨として用いられていたが、時代が進むにつれ、銀は、その

物理的特性や加工性の高さから工業用としての重要な役割を果たすようになり、今日ではその５割以

上が工業用に用いられている。 

現在の銀の需要を大別すると、電子部品、太陽電池、はんだなどの工業用途、宝飾品、銀器、コイン

及び金地金向け用途の他、銀 ETF などの投資用需要がある。 

 

第 1 項 工業用需要 

 

銀は融点が低く、加工しやすく、熱伝導性や導電性が高いなどの優れた素材特性を持つことから、エレ

クトロニクス産業、電池・化学触媒、メッキ、はんだ付けに用いる銀蝋、展伸材といった工業用分野で幅

広く利用されている。これらは技術革新の進展とともにその用途が広がっており、それぞれの用途における

使用量も次第に変化している。 

2018 年の工業用需要は 17,997 トンとなり、総需要に占める比率は 56％であるが、対前年比では

2.7％減となっている。国別では、中国が 4,898 トン（27.2％）、米国が 4,189 トン（23.3％）、

日本が 3,154 トン（17.5％）、インドが 1,002 トン（5.6％）でこの４か国で世界の工業用需要量

全体の 73.6％を占めている。 

 

１．エレクトロニクス産業用途 

極小サイズの銀粒子を有機溶剤や分散剤などでペースト状にしたものを電子基板上に塗布し、これを

焼成することで余分な成分を除去し、導電性の高い電子回路を製造する技術の開発により、エレクトロ

ニクス産業用途は銀の工業用需要の中心的な存在となっている。2018 年の年間需要量は 7,730 ト

ンで工業用需要の 43％を占める。 

 

２．太陽光発電用途 

太陽光発電パネルの電極材として使用される。地球温暖化対策などの国家政策の影響を受ける他、

製品への長期保証により長期間リサイクルに還流しないため、需給バランスへの影響が比較的大きいとさ

れる。技術革新により単位発電量あたりの銀の使用量は年々減少しているが、銀の価格動向にその消

費量が影響される傾向は依然として強く、直近の銀価格の低下を受けて中国での消費量は増加した。

2018 年の年間需要量は、2,503 トンで工業用需要の 14％を占める。 

 

３．銀蝋、はんだ用途 

銀蝋（ぎんろう）は銀の他に銅と亜鉛を主成分とし、目的ごとにカドミウム、ニッケル、インジウム、錫な
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どと合金化して使用される。アルミニウム合金及びマグネシウム合金を除くほとんどの金属やセラミックス材

料のろう付けを可能にする特性があり、主に電気管部品やメタライズ処理したセラミックスのろう付けに用

いられる。2018 年の年間需要量は 1,805 トンで工業用需要の 10％を占める。 

 

４．写真用フィルム用途 

銀は硫化によって黒く変色する。また、単独では濃淡しか表現できないが、複数の色素とフィルター等の

組み合わせにより波長に応じた感光の度合いを変化させることでカラーでの記録も可能になる。これらの

性質を利用し、銀は写真用フィルムの感光剤（臭化銀、ヨウ化銀など）として長く利用されてきた。最盛

期の1999年には工業用需要の40％（需要量全体では26％）を占める工業用途の中心的存在で

あったが、デジタル化の進展に伴いその使用量は急減し、2018 年の年間需要量は 1,222 トンと工業

用需要の 7％の水準にまで減少している。ただし、印画製版や医療用分野などの特定の業務用途では

根強い需要があるとされ、その減少ペースは次第に緩やかになっている。 

 

５．エチレンオキサイド（酸化エチレン触媒） 

銀は洗浄剤、農業用化学物質、薬品などに用いられる酸化エチレンの生産に必要な酸化触媒として

利用されている。2018 年の年間需要量は 169 トンで工業用需要の 1％を占めている。 

 

第 2 項 宝飾品・銀器需要 

 

日本では、宝飾品としては金や白金が好まれるが、欧米、中東、インドなどでは宝飾用としての銀の人

気は高く、指輪やネックレスといったジュエリーのほか、食器材としても古くから根強い需要がある。2018

年の宝飾品・銀器需要は 6,611 トンで銀の需要量全体の 21％を占める。 

主な消費国としては、インド、中国、タイ、イタリアが挙げられ、これら４か国で世界シェアの 7 割弱を占

める。特にインドでは「その家を見るには銀食器の手入れ具合を見ればよい」と言われるほど、銀食器の人

気が高い。かつては加工用需要の多いイタリアが銀の宝飾品需要では世界一の消費量を誇っていたが、

1990 年代からタイとインドが消費量を増大させ、イタリアのシェアは低下した。 

2000 年代に入ってからは中国の需要が急速に拡大し、同国は 2006 年以降８年連続で世界最大

の消費国となったが、2014 年以降は国内経済の減速と共産党の反腐敗キャンペーンによる贈答文化

の変容、2013年以降の価格低下を受けた価格見通しへの失望観などから需要量が急減し、2014年

には消費量世界一の地位を再びインドに空け渡した。一方のインドでは、2013 年のルピー建て価格の

急落と政府による金宝飾品に対する規制強化の影響で銀宝飾品への代替が進み、需要が急回復した

ことや、低価格帯での加工業者による在庫積み増しの動きなどから、需要量の伸長率は 2015年までの

3 年連続で２桁（88％、36％、16％）を記録した。 

2016 年にはインドでの新税制導入に伴う金宝飾品需要の減少が銀宝飾品に波及したことや、中国

の国内消費低迷と過剰在庫などにより、中印両国とも消費が振るわず、年間需要量は減少したが、
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2018 年には特にインドの最終四半期の需要急増から最高水準を更新し、増加となっている 

 

第３項 コインおよび銀地金需要 

 

記念銀貨、流通用銀貨、投資用地金などの鋳造用需要を指す。2018年の需要量は5,637トンで

銀の需要量全体の18％を占める。2015年は銀価格低迷により、北米やインドで価格の反発を期待し

た投資需要が活発化したことにより、9,092 トンと過去最高を記録したが、2016 年及び 2017 年はそ

の反動で北米の投資家層の在庫が飽和状態に近づいたことに加え、価格の長期低迷で投資家の投資

意欲の減退がみられたことなどから、減少となっていたところであるが、特にインドでの需要急増が原動力と

なり前年比 20％増となっている。 

 

第４項 現物の過不足 

 

暦年中に市場に供給された新規および中古の銀供給量と測定可能な現物の銀需要の差異で、不

透明な店頭（OTC）銀投資および商業銀行による取引を除く数量である。 

2018 年は 909 トンとわずかに供給不足となっているが、年間需要の約３％に過ぎず、需要はほぼ均

衡していると考えられる。 

※GFMS における 2013 年以前の統計では、正味退蔵投資（広義では公的機関や民間企業や個

人が金を金融資産として保有することをいうが、 統計上は公的機関を除いた民間部門の退蔵を指す。）

または放出（民間部門において投資目的などで退蔵されていた金が売却・放出された量を示す。）とい

う項目が使用されていた。 

 

第 5 項 銀 ETF による投資需要 

 

初の銀ETFは iShares Silver Trustとして2006年4月28日にアメリカン証券取引所（現NYSE 

Arca）に上場された。コモディティ ETF は現物を裏付けとして保有するため、新たな ETF の登場が需給

逼迫への懸念をもたらす場合があり、この時も一時的な価格高騰がみられたが、これ以降に相次いだ新

たな銀 ETF の新規上場の際には、価格への影響は限定的範囲に限られた。 

そのほかの主な銀 ETF としては、NYSE やトロント証券取引所（TSX）に上場されているカナダ中央

基金（Central Fund of Canada）の銀 ETF、ロンドン証券取引所（LSE）等に上場されている

ETF セキュリティーズの銀 ETF、スイス証券取引所（SWX）に上場されているチューリッヒ州立銀行の

ZKB Silver ETF などがあり、日本でも三菱 UFJ 信託銀行が運営する国内現物保有型受益証券発

行信託「銀の果実」として金、白金、パラジウムの現物保有型 ETF とともに、2010 年 7 月 2 日に東京
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証券取引所に上場されている。 

これらの銀 ETF への資金流入は 2008 年のリーマン・ショック後も続き、長期的な銀価格上昇の背景

のひとつとなり、2011 年 4 月をピークに銀価格が下落傾向に転じた後も銀 ETF の在庫構築による資金

流入は 2011 年と 2015 年を除き概ねプラスで推移していたが、2018 年は 631 トンの売り越しとなっ

ている。 
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第 4 節 銀の在庫 

 

銀の主な地上在庫としては、政府保有在庫、取引所在庫・ディーラー在庫、民間退蔵・メーカー在庫

などが挙げられる。 

 

第 1 項 政府保有在庫 

 

政府保有在庫の売却量は 2000 年代半ば以降減少傾向し、2014 年以後行われていない。 

 

第 2 項 取引所在庫・ディーラー在庫 

 

取引所在庫とは、取引所の指定倉庫に保管されており、取引所で受渡し可能な銀の在庫を指す。

特に銀の最大の先物市場である COMEX（New York Mercantile Exchange, COMEX Division）

の指定倉庫の在庫は、重要な指標として利用されている。東京商品取引所（TOCOM）も定期的に

在庫を発表しているが、数量的には極わずかである。また、ディーラーが保有している銀の在庫（ディーラ

ー在庫）は、通常、公表されていない。 

銀の一時的な需給は、取引所在庫やディーラー在庫によって調整されることが多いので、在庫の変動

は重要な相場材料となる。 

COMEX の銀の指定倉庫における在庫（CME Group ウェブサイト中の NYMEX Daily Report に

掲載されている）は 2019 年 12 月 24 日時点で 9,884 トンとなっている。 

 

第 3 項 民間退蔵・メーカー在庫 

 

個人や金融機関が保有する銀は民間退蔵、メーカーが原材料として保有する銀はメーカー在庫と呼

ばれる。これらの在庫数量も原則として公表されることはない。 
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第 5 節 銀の価格変動要因 

 

銀は、金と同様に経済・インフレ・金利動向、国際情勢の緊張と緩和などが価格変動要因となる。ま

た、金・白金や非鉄相場の動きからも影響を受ける。さらに、株式・債券の動きやオプション取引の影響

を受けることもしばしばある。 

しかし、他の貴金属に比べ、銀が物価やインフレ動向に敏感で、かつ、金よりも値動きが激しい一因に

は、過去にインフレに強い貴金属として金以上のパフォーマンスを見せたことが挙げられる。 

米国商品先物市場では、商品先物市場全体のすう勢を示すトムソン・ロイター・コアコモディティ CRB 

指数（旧：ロイター/ジェフリーズ CRB 指数、以下「CRB 指数」という。）が身近なインフレ指標として

注目されるが、インフレ懸念が高まったり、CRB 指数が上昇傾向を強めたりするような局面では、農産物

や原油などの CRB 指数の他の主要構成品目の値動きに銀価格が敏感に反応することが見受けられ

る。 

供給面では、メキシコ、ペルー、中国の上位 3 か国で世界の鉱山生産の 5 割以上を占めていることか

ら、これらの国々の生産・輸出動向や、政治・経済情勢が重要な変動要因となる。 

需要面では、工業用需要の構成比の高さから、エレクトロニクス産業や太陽光パネル等の主要生産

国における景気動向や規制環境の変化が価格変動要因となる。また、銀宝飾品や銀器の 2 大消費国

であるインドと中国の国内情勢に加え、ETFを始めとする投資用需要に対しては、先進国の経済情勢な

ども価格変動要因となる。 

 

第 1 項 メキシコ 

 

世界最大の銀生産国メキシコの 2018 年の鉱山生産量は 6,116 トンで、世界シェアの 23％を占め

る。銀のほかに石油や金、銅、鉛、ウランといった天然鉱物資源が豊富で、以前の国家経済はこれらの

輸出に大きく依存していたが、現在では、銀の輸出構成比は１％以下に低下し、代わって主に米国向

けの自動車と自動車部品、電気・電子機器などが輸出品目の主力となっている。 

メキシコは1993 年にAPECに参加、翌年には北米自由貿易協定（NAFTA）を締結し、俗に先進

国クラブと称される OECD 加盟を果たした。1994 年 12 月の通貨危機の後、深刻な不況に見舞われ

るが、ペソ安による貿易収支の改善により 1996、1997 年には GDP 成長率５％超の高成長を記録し、

以後も好調な米国経済を背景とする輸出拡大と石油価格高騰に助けられて経済成長を続けた。

2008 年には米国経済の悪化による自動車輸出の不振等から実質経済成長率が 1.4％まで低下し、

翌年も世界的な経済危機の影響で実質経済成長率がマイナス 4.7％となったが、2010 年にはプラス

成長を回復し、以後７年連続でプラス成長（5.1％、4.0％、4.0％、1.4％、2.1％、2.5％、2.3％）

を維持している。地理的、歴史的に米国との関係が深く、輸出総額の約８割が対米輸出であることから、

米国の政治経済情勢の影響を強く受ける。2017年の米トランプ政権の発足とこれに伴うNAFTA再交
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渉の行方は今後の銀相場を占う上でも重要な要素になる。 

 

第２項 ペルー 

 

ペルーの 2018 年の銀の鉱山生産量は、世界第２位の 4,508 トンで、世界シェアの 17％を占める。

銀のほかに銅、亜鉛、金などの鉱物資源が豊富で、同国の主要輸出品目となっている。 

これらの鉱物資源の 2007 年までの国際価格の上昇による貿易黒字の拡大とこれに牽引された国内

需要の拡大でペルーの経済成長率は中南米でも有数の水準に達したが、2013 年以降の資源価格の

下落とそれにともなう輸出減少により、2013、2014 年の成長率は鈍化した。2015 年以降の成長率

は、鉱業生産の拡大と政府の経済構造改革などにより回復傾向にある。 

ペルーの銀の鉱山生産量は 1999 年から 2009 年まで 11 年連続で増加し、2002 年から 2009

年までの８年間は、メキシコを抜いて世界最大の銀生産国の地位にあった。2010 年と 2011 年には、

地元住民による反鉱山運動に加え、多発するストライキやエネルギーと労働コストの上昇などにより、その

生産量も落ち込みを見せたが、その後は次第に回復し、2016 年の生産量も前年に引き続き過去最高

水準を更新し、以降も同様な水準を維持している。このようなペルーの国内情勢も銀相場を予想する上

での重要な要素となる。 

 

第 3 項 中国 

 

中国の 2018 年の銀の鉱山生産量は、世界第 3 位の 3,574 トンで、世界シェアの 13％を占める。 

1990 年から 1997 年までは鉱山生産量が国内消費量を大幅に上回っていたため、政府が過剰分を

買い上げていたが、これらに銀本位制採用当時（～1935 年）の銀準備を加えた政府保有在庫が適

正水準を大幅に上回ったことから、1998 年以降は売却に転じ、公的部門による売却の主な供給源と

なった。これらは市場参加者の関心を集め、弱材料視されることもあったが、急速な経済成長に伴う国

内需要の増加により政府在庫が減少したため、2006 年を最後に政府売却は行われなくなった。（第

２節「銀の供給」第 3 項「公的部門からの売却」参照。） 

一方の鉱山生産については、鉱山開発の進展などにより概ね拡大傾向にあり、2018 年の生産量は

2002年（1,646トン）の2倍以上の水準に達している。ただし、銀価格下落に起因する生産量縮小

と鉱山業者に対する規制強化の動きなどから、生産量の拡大ペースは鈍化していたところ、2018年はや

や跳ね返っている。 

中国は銀の主要生産国であると同時に銀の大量消費国であることから、同国の経済及び国内情勢

は、銀の価格動向に大きな影響を与える。 
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第 4 項 工業用需要の動向 

 

総需要量の５割を超える工業用需要の構成比の高さから、主要消費国における電子・電気機器や

太陽光パネル等の生産動向は重要な価格変動要因となる。 

特に中国、米国、日本、インドの上位４か国で工業用需要量全体の 70％以上を占めることから、こ

れらの国々の政治経済情勢だけでなく、各国の規制環境の変化や技術革新の進展状況にも注視する

必要がある。 

 

第 5 項 ファンド等投資家の動向 

 

他の貴金属同様、銀もまたファンド等投資家の投資対象として定着しており、こうした投資家の動向が

価格に影響を与える。近年の先物市場における投資手法は、デリバティブ取引の発達により大きく変わっ

てきた。 

現在、先物市場や店頭オプション市場を利用する投資家は、ヘッジファンドや商品ファンドなどの機関

投資家も含め、1970 年代並びに1980 年代初頭に銀現物を大量に購入した旧来の投資家とは取引

の目的や期間が大きく異なっている。現在の投資家は即効型のパフォーマンスを追求するのが特徴で、こ

れが得られなければ投資資金は別の市場へと素早く流出する。その分、先物を含むデリバティブを通じた

投資資金の動きが日々の銀価格の動向に及ぼす影響も大きくなっている。毎週金曜日には CFTC より

建玉明細が発表され、大口投資家（ファンド）の動向を知る上で注目を集めている。 

 

第 6 項 在庫変動 

 

需給要因の中でも、在庫変動は特に注視する必要がある。中でも NYMEX が毎日発表している

COMEX 指定倉庫在庫が身近な指標となる。単純に先進工業国で加工用需要が増加傾向にあれば、

同在庫も間接的な影響で減少することがある。また、鉱山生産が増えたり、加工用需要が低下したりし

ている場合は、在庫の増加につながる。 

 

 

参考 －ハント兄弟の銀投機事件－ 

 

銀相場は 1979 年から 1980 年 1 月にかけて、史上最高値の 50 ドル台に暴騰した。当時、怒涛の

銀買いを仕掛けたのが、石油で巨額の資産を築き上げた米テキサスのハント兄弟である。彼らの買い占

めたポジションは、ピーク時には当時の世界鉱山生産の 6 割強に上った。 
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1979 年に起きたイラン革命をきっかけに第二次石油危機を迎え、世界中が極度のインフレ圧力にさら

されていた。さらにその年の暮れには、ソ連のアフガニスタン侵攻も重なり、国際情勢も緊張の連続となっ

た。ハント兄弟はこうした状況のなか、ドル資産の下落による資金の逃避先を銀に求め、大規模な投機

を仕掛けた。彼らの行動には、このほかにも数名の大物投機家や富豪が加わった。事態を重く見た

COMEX 理事会などは、最終的に買い注文は既存の玉の手仕舞いだけを許すというルールを設けた。こ

れでようやく、スクイーズ（玉締め）の構造が崩れ、価格はわずか 2 カ月ほどで 10 ドル台に暴落するとい

う結末を迎えた。 

ハント兄弟の銀買い占め事件は、銀の歴史のなかで最も衝撃的な出来事だったが、最近に至ってもス

クイーズに近い価格操作を思わせるような相場展開や取引所在庫の急減が起きる可能性は否定できな

い。「値動きは荒く、投機色が濃い」これが相場における銀の特性とも言える。 

 

（第 2 章おわり） 
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第 3 章 白金の商品知識 

 

第 1 節 白金の商品特性 － その性質と用途 ― 

 

１．希少性 

 白金の有史以来の生産量は、約 5,100 トンと非常に少なく、金の約 17 万トンに比べてもその 30 分

の 1 以下しか生産されていないことから、金以上に希少性の高い貴金属と言える。 

 また、優れた触媒作用や高い融点、化学的に安定しているという特性から、その利用は化学、電子産

業、ガラス、石油精製、高温測定などの工業用、さらには医療、環境関連分野にまで及んでおり、21 世

紀の産業に欠かせない貴金属である。 

 

２．物理的・化学的特性 

 白金の物理的・化学的性質に係る基礎的なデータは下記の通り。金（比重 19.32）よりもやや重く、

金（融点 1,064℃）よりも溶けにくい。 

 ・ 元素記号 Pt、原子番号 78、周期表 8A 族・白金族の金属元素。 

 ・ 原子量 195.078、比重 21.45（20℃） 

 ・ 融点 1,769℃、沸点 3,827°（一気圧） 

 

（1） 物理的性質 

 ・ 融点が高く、溶解しにくい。 

 

（2）化学的性質 

 ・ 空気中、水中において酸化しない。 

 ・ 酸・アルカリに反応しない。 

 ・ 王水に溶ける。 

 ・ 触媒作用がある。 

 ・ 塩素と水素に触れると電気を発生させる。 
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第 2 節 白金の供給 

 

（以下、白金の需給統計に関する数値は、ことわりのない限り、トムソン・ロイターGFMS 社発行の

「Platinum & Palladium Survey 2019」による。） 

 

白金供給の特徴は、まず供給量が金・銀に比べ少ないことが挙げられる。2018 年の世界の白金の鉱

山からの供給量は 185.3 トンと、金の鉱山生産量 4,502 トン、銀の 26,616 トンと比較すると小規模

である。国別では、南アフリカ共和国（134.3 トン）とロシア（21.6 トン）の 2 国で世界全体の約 8

割を占めるなど地域的な偏在が著しい。 

また、二次供給については、1990年代末まで供給量全体に占める比率はごくわずかであったが、自動

車触媒中古宝飾品の再利用も進んだことから、2018 年には自動車触媒 41 トン、中古宝飾品 23 ト

ンまで増加し、その比率も高まっている。 

 

第 1 項 南アフリカ 

 

南アフリカ共和国は世界最大の白金生産国であり、世界全体の鉱山生産量の７割以上という圧倒

的なシェアを誇り、同国北東部トランスバール地方に広がるブッシュフェルト岩体の埋蔵量は世界最大とさ

れる。同国での白金鉱山開発は 1924 年、ドイツ系地質学者ハンス・メレンスキーがメレンスキー・リーフ

を発見したことに始まるが、このときの調査は第一次世界大戦勃発によるロシアの輸出停止を契機とした

ものであり、1929 年の同鉱床の開発開始以後、同国は世界最大の白金供給国となり、現在に至って

いる。1960 年代後半まで国内の鉱山会社は一社のみであったが、自動車触媒用途の開発により、白

金鉱山への投資機運が高まり、1970 年代初めまでに複数の会社が設立されたことに伴って生産も拡

大した。1980 年代後半の価格上昇を受け、将来の更なる需要拡大が見込まれるようになると、多くの

会社が新規開発や既存鉱山の能力増大を計画したが、1991 年のソ連邦崩壊後のロシアによる輸出

拡大と自動車触媒用途でのパラジウムへの代替の進行による需要縮小懸念などから、その後多くの新規

プロジェクトが打ち切りとなった。 

本格的な生産拡大は 1990 年代半ばに始まる。アパルトヘイト廃止後の経済制裁解除と鉱山関連

法制の整備などを背景に同国の生産量は拡大を続け、2006年のピーク時には169.4 トンに達したが、

急激な経済成長に伴う電力不足とそれに伴う製錬所の稼働率低下、相次ぐ落盤事故、熟練労働者

不足、構造的な労使間対立を背景とするストライキの頻発などにより、2007 年以降は減少傾向に転じ

た。2010 年及び 2013 年の前年比はわずかに増加したものの、警官隊との衝突で多数の死傷者を出

したロンミン・マリカナ鉱山でのストライキ（2012 年 8 月）、鉱山労働者・建設組合連合（AMCU）

主導で 22 週間続いた全国的なストライキ（2014 年 1～6 月）、大雨による石炭貯蔵施設の浸水に

端を発する大規模停電（2014 年 11~12 月）の影響などから 2012 年と2014 年の生産量は大幅
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に落ち込み、特に 2014 年の生産量（100.2 トン）は 15 年ぶりの低水準となった。その翌年の 2015

年には前年比 40.4％増の 140.7 トンまで回復したものの、2016 年に前年比 4.8％減の 133.9 トン

となって以降はほぼ横ばいで 2018 年は 134.3 トンとなっている。 

同国の鉱山会社としては、鉱山生産の合計シェアが同国の 8～9 割にも達する主要 3 社（アングロ・

アメリカン（通称アングロ・プラチナ、アムプラッツまたはアンプラット）、インパラ、ロンミン）に加え、ノーザム、

ロイヤル・バフォケンの他、2003 年に設立された黒人株式保有比率 43％のアフリカン・レインボー・ミネラ

ルズ（ARM）がある。また、2013 年 5 月にエクストラ―タと合併したカナダの鉱業大手グレンコアも同国

に権益を保有し、生産を行っている。なお、同国 6 大生産者のひとつとされたオーストラリア資本のアクエリ

アスは 2016 年 3 月に中国系企業集団を筆頭株主とするシバニェ・ゴールドに買収された。シバニェ・ゴー

ルドは 2016 年 11 月、アンプラットの Rustenburg 鉱山を買収して世界第６位の白金生産者となり、

更に同年12月、米スティルウォーターの買収を公表。翌年4月の米外国投資委員会（CFIUS）の承

認により正式に合併が行われ、2017 年 8 月末日付けで社名をシバニェ・スティルウォーターに変更してい

る。 

 

第 2 項 ロシア 

 

ロシアは世界第 2 位の白金生産国である。2018 年の生産量は 21.6 トンであり、世界シェアの

11.7％を占めている。同国の白金鉱山開発は 1825 年のウラル地方での鉱脈発見に始まるが、その生

産量は旧ソ連時代からロシア連邦成立以降を含め、2004 年まで国家機密として非公開とされてきた。

ジョンソン・マッセイ社などの推定では 1980 年代にピークを迎え、ソ連邦崩壊後の混乱で一時急減した

後、1998 年以降徐々に回復したとみられている。2005 年以降は統計が公開され、その生産量は概

ね 20 トン前半で推移している。 

南アフリカやジンバブエの生産形態が白金をメインとする単純生産（プライマリー）又は PGM 生産

（PGM：Platinum Group Metals（白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスニウム

などの白金系金属）の精製を主とする生産形態）であるのに対し、同国の生産形態は、ニッケルや銅な

どの非鉄金属の精製時に採取される副産物（バイプロダクト）である点が大きな特徴であり、生産量の

増減に対する価格の影響は比較的小さいとされる。 

ロシアの白金生産の９割以上が同国最大の鉱山会社ノリリスク・ニッケルによるものであり、同社の主

要生産地としては、シベリア中央部クラスノヤルスク州北部のノリリスク・タルナフ鉱床がある。この他、アー

テル・アムールが出資するロシアン・プラチナムという会社がシベリア極東ハバロフスク州の Kondyor 鉱山で

白金の生産を行っており、年間 3 トン前後を生産している。 

 

第 3 項 その他の産出国 
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１．ジンバブエ 

国土の北東から南西にかけて数百キロにわたって広がるグレートダイク鉱床にはニッケル、クロムなどの鉱

物資源が豊富で、白金の埋蔵量は世界第２位である。産出形態はパラジウムやロジウムとともに生産さ

れる PGM 生産で、これらの採掘は 1995 年に開始された。同国の生産量は近年増加傾向にあり、

2009 年以降はカナダを抑えて世界第３位の生産国となっている。2018 年の生産量は 14.9 トンで、

世界シェアの8％を占める。精錬設備が未整備であるため、採掘された鉱石は隣国の南アフリカで精錬さ

れている。 

 

２．カナダ、米国 

カナダと米国を合わせて世界シェアの 5.8％を占める。北米での白金生産は高品位鉱区の枯渇などか

ら 2000 年代後半に減少したが、白金価格上昇により操業を再開する鉱山が現れたことなどから 2010

年代以降は回復の兆しをみせている。2014 年は南アフリカでのストライキに備えた供給源分散化の動き

から前年比 17.8％増の 12.4 トン 2016 年も前年比 8.5％増の 12.3 トンととなったが、その他の年は

従前の水準に戻り、2018 年は 10.8 トンとなっている。 

カナダの主要生産地としては、オンタリオ州サドバリー鉱床があり、ノース・アメリカン・パラジウム社のラク・

デ・イル鉱山のほか、グレンコアとヴァーレがニッケル採掘の副産物として PGM を生産している。 

米国では、モンタナ州スティルウォーターが唯一の白金鉱山である。同社は 2003 年にノリリスク・ニッケ

ルの傘下に入り、2017 年８月には南アフリカのシバニェ・ゴールドに買収され、社名をシバニェ・スティルウ

ォーターに変更している。白金は軍需産業でも重要な戦略物資でもあることから、米トランプ政権は当初

この買収案件を規制する動きをみせたが、2017 年 4 月に買収が承認された。 
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第 3 節 白金の需要 

 

白金の需要は工業用需要、宝飾品需要及び投資用需要の３つに大別される。2016 年の工業用

需要は 169.2 トンで需要量全体のおよそ 69％のシェアを占め、宝飾品需要は 66.1 トンで約 27％、

投資用需要は 9.7 トンで約 4％のシェアを占める。 

工業用需要の内訳では、自動車触媒（98.2 トン、工業用需要内シェア 60.8％）が最も多く、次

いで、化学（19.4 トン、同 12.0％）、ガラス（14.9 トン、同 9.2％）、エレクトロニクス（7.2 トン、

同 4.5％）、石油（5.4 トン、同 3.3％）と続いている。 

 

第 1 項 工業用需要 

 

１．自動車触媒 

自動車触媒需要は 1970 年代半ばの日米両国及び 1980 年代後半の欧州における排ガス規制導

入を契機に増加した。1990 年代には比較的安価なパラジウムへの代替が進み、白金需要は一時頭

打ちとなったが、1990 年代後半のパラジウム価格の高騰とロシアからの供給不安により白金への回帰が

進んだことや、ディーゼル車が小型車販売台数の過半を占める欧州において排ガス規制が強化されたこ

となどから、2007 年には過去最高の 125.5 トンまで増加した。その後は、2008 年のリーマン・ショックに

よる世界的景気低迷と自動車生産台数の減少などから 2009 年には 79.0 トンまで落ち込んだが、急

速な経済発展に伴う大気汚染の深刻化を受けて、中国やアジアなどの新興国においても排ガス規制強

化の動きが活発化しことから、2010 年以降の触媒用需要は回復基調で推移している。地域別では、

排ガス規制の厳しい日本、北米、欧州の需要が目立ち、これらの地域で世界全体の約７割のシェア占

める。これに続くのが中国で 2018 年の消費量は 9.2 トンで、世界シェアの 9.4％を占める。2018 年は

前年比 1％減の 98.2 トンとなっており、欧州の自動車メーカーが排ガス規制に対応するために採用した

触媒システムの変更により前年比約 8％減が影響している。 

 

２．化学 

白金は農薬、化学肥料、爆薬などの原料となる硝酸アンモニウムを製造するための硝酸触媒として使

用されるほか、ポリエステル繊維や PET 樹脂などの原料となるパラキシレン化合物を作る際の触媒として

も使用される。2018 年は主に中国でパラキシレン製造設備の新設のために大量の白金が購入されたこ

となどから、前年比 16.2％増の 19.4 トンとなっている。 

 

３．ガラス 

白金は熱に強く、強度があることから、ガラス綿製造用ノズルや光学ガラス溶解用るつぼなどのガラスの

製造工程で使用される装置に用いられている。この他には、コンピュータ・モニターやテレビなどの高品質ガ
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ラス向けの需要が堅調に推移している。特に、液晶ディスプレー（LCD）用ガラス需要については、CRT

テレビからフラットスクリーンへの移行、画面サイズの大型化及びノートブック型PC販売の拡大などにより急

成長し、日本、韓国、台湾ではLCD用製造施設の増強が進んだが、2008年には世界的な景気減速

により液晶ディスプレイ向け需要が急減した。ガラス需要は年ごとの増減が激しく、2013 年には 0.7 トン

まで減少し、翌年も在庫放出でマイナスとなったが、2015 年以降は回復し、2018 年には中国でのグラ

スファイバー用需要の急増等により前年比 36.7％増の 14.9 トンとなっている。 

 

４．エレクトロニクス 

白金及びその合金は、表面が酸化しにくく接触抵抗が小さいことから、信頼性の高い電気接点として

航空機や通信機器を始めとする様々な電気部品に使用される。特に大容量化が進んだパソコンのハー

ドディスクの分野では容量増加に大きな役割を果たす素材として利用比率が高まったが、近年ではスマー

トフォンやタブレット端末など PGM を必要としないデータ保存技術を採用する情報端末の普及により、こ

の分野の需要も減少傾向にあったが、2018 年には前年比 18％増の 7.2 トンとなっている。 

 

５．石油 

白金はガソリンやナフサなどの石油製品の接触改質触媒としても使用されている。この分野の2018年

の消費量は前年と変わらず 5.4 トンとなった。 

 

第 2 項 宝飾品需要 

 

白金を装身具に用いるようになった歴史は比較的浅く、米国での 1905 年以降のこととされている。白

金は純度が高いと柔らかすぎるため、宝飾品としては純度を下げて使用するのが一般的とされる。その控

えめな輝きなどから特に日本での人気が高かったが、急速な経済成長を経験した中国でも白金宝飾品

の人気は高まっており、2000 年以降は中国の消費量が日本を追い抜いて世界一位となった。国別地

域別のシェアは中国が 60％、日本が 15％、北米が 10％、欧州が 10％であり、これら４地域で世界

全体の 95％を占める。2018 年は前年比 5％減の 66.1 トンと 2014 年以降減少している。 

 

第 3 項 投資用需要 

 

白金の投資用需要とは、民間におけるコインやバーの退蔵用（小口投資）需要を指していたが、白

金 ETF が登場した 2007 年以降は、白金 ETF への投資需要も含まれるようになった。 

 

１．小口投資 

コインやバーへの投資形態として、欧米ではコインや 10 トロイオンス以下のスモールバーが中心であるの
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に対し、日本では富裕層向けのラージバーの販売が主流という地域特性がある。2015 年の小口投資

需要量は折からの白金価格の下落と米国の利上げ観測に加え、南アフリカの通貨安が重なり、金価格

との逆転現象継続による値頃感などから、白金地金への投資需要が高まり、前年の 3 倍を超える 18.1

トンを記録し、2016 年は 17.1 トンとなったが、2017 年には乏しい値動きから大きく減少し、2018 年

には 9.7 トンとなっている。 

 

２．白金 ETF 

白金 ETF は 2007 年に登場し、ロンドン証券取引所（2007 年 4 月）、スイス証券取引所（同年

5 月）、ニューヨーク証券取引所（2010 年 1 月）の他、イタリア、ドイツ、南アフリカ、日本の証券取引

所に上場されている。主な白金 ETF としては、英国の ETF Securities による白金 ETF、南アフリカの

Absa NewPlat ETF、スイスの ZKB などがあり、これら主要 3 本で 2018 年末時点の全世界の白金

ETF 保有残高（推定 80 トン）のおよそ 80％を占めるとされる。日本でも三菱 UFJ 信託銀行が運営

する国内現物保有型受益証券発行信託「白金の果実」が 2010 年 7 月 2 日に東京証券取引所に

上場されている。2018 年の世界の白金 ETP 保有在庫は４トンが流入し 84 トンとなった。 
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第 4 節 白金の価格変動要因 

 

白金は供給源の偏在が著しいのと同様に需要先の用途も特定分野の割合が大きいことから、その価

格が主要生産国・消費国の政治・経済情勢や特定部門の需要動向によって大きく変動する傾向があ

る。 

 

第 1 項 南アフリカの政治・経済情勢 

 

世界最大の白金供給国である南アフリカ共和国の政治・経済情勢は、白金の価格変動要因となる。

2000 年代以降の経済成長を経て、同国の社会的安定性は以前より高まったとはいえ、繰り返される

労使間対立は市場の不安心理を掻き立てる大きな要因であり、近年では、国内の電力供給不足に伴

う鉱山生産の停滞が供給量の大幅な減少をもたらし、白金価格に影響を与えるようになっている。 

また、2014 年 5 月に再選されたズマ大統領による経済・政権運営の混乱も白金価格変動の大きな

要因となっており、2017 年 3 月の主要閣僚の罷免に伴う S&P による南ア国債の格下げや、同年 8 月

の大統領不信任決議否決の際の国内の混乱に伴うもの、2019 年第 1 四半期の鉱山での労働争議

を受けた供給減少観測などから、白金価格が上昇する場面がみられた。 

 

第 2 項 ロシアの政治・経済情勢 

 

ロシアにおける白金の生産及び輸出はソ連崩壊後も長く国家統制下にあり、輸出はロシア中央銀行、

ロシア政府の国家備蓄管理機関（ゴフラン）又は国営企業の在庫売却という形で行われていた。独占

的な輸出窓口としてロシア貴金属輸出公団（アルマズ）が設けられ、輸出相手国との長期契約に基づ

く輸出が行われていたが、輸出の最終段階で大統領承認が必要であったことなどから、エリツィン政権時

代には頻繁に輸出遅延が発生し、市場を混乱させる要因となっていた。 

同国最大の白金生産者であるノリリスク・ニッケルは1995年に新興財閥インターロス（アルミ大手ルサ

ールの大株主）の傘下に入り民間企業となっていたが、PGM 輸出に関してはアルマズの管理下に置か

れた。ノリリスク・ニッケルの白金生産量はニッケルの国際価格下落に伴う生産縮小と施設の老朽化など

から 1990 年代末にかけて大きく落ち込んだが、その後の経営効率化と資源価格上昇などを背景に

2000 年代初めまでには以前の水準を回復したとみられている。この間、ロシア政府は PGM 輸出を重要

な外貨獲得手段として位置づけ、民間部門の生産縮小時には国家備蓄を放出することで市場のコント

ロールを図っていたとされるが、2000 年に就任したプーチン大統領は WTO 加盟を目指し、順次 PGM

輸出の自由化を進めていった。2005年にはPGM生産量データの国家機密扱いが解除され、2009年

１月にはアルマズの PGM 輸出独占権が撤廃された。ロシアはその後、2016 年８月までの PGM 輸出
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関税撤廃を条件に 2012 年 8 月に WTO 加盟を果たし、2014 年にはゴフランからの PGM 売却を中

止している。 

ただし、ノリリスク・ニッケルの経営陣とプーチン政権との親密な関係などから、同国からの輸出が国家政

策に左右される側面は依然として強く、2014 年 7 月には、ウクライナ問題に対する西側諸国によるロシ

アに対する経済制裁への対抗措置として、同国が PGM輸出を禁止するのではないかとの懸念が白金価

格上昇の要因となるなど、同国からの供給懸念は常にくすぶり続けている。 

 

第 3 項 主要消費国の景気動向 

 

白金の消費は、日米欧の先進国と中国に偏っているため、これらの国々の経済指標や景気の先行指

標となる株価の動向は、主要な価格変動要因となる。中でも、自動車生産台数は白金の最大の需要

項目である触媒需要に直接影響を与えるため、特に重要視される。日本自動車工業会によれば、

2018 年における中国の自動車生産台数は 2,781 万台と、米国の 1,131 万台、日本の 973 万台、

ドイツの 512 万台を大きく上回り、世界一となっている。 

自動車触媒としてパラジウムは主にガソリン車に使用されるのに対し、白金は主にディーゼル車に使用

されるため、これまで小型車の新車販売数に占めるディーゼル車の比率が高かった欧州の景気動向は、

白金の価格変動要因となってきた。たとえば、2010年から2011年の欧州債務問題の際には、自動車

触媒需要の減退観測が白金価格の圧迫要因となった。また、2015 年 9 月に明らかになった独フォルク

スワーゲンによる排ガス規制不正問題がディーゼル車自体の評価を低下させたことにより、欧州でのディー

ゼル車からガソリン車へのシフトが進み、自動車触媒用途での白金需要の長期的な減少を加速させたと

もいわれる。 

 

第 4 項 為替要因 

 

他の国際商品と同様に、円安ドル高は円建て価格の上昇要因となり、円高ドル安はドル建て価格の

上昇要因となる。例えば、円高ドル安のとき、他の条件に大きな変化がなければ、円建て価格は下落し、

ドル建て価格は上昇する。ただし、東京商品取引所（TOCOM）は世界最大の白金先物市場であり、

世界の白金価格の指標として認知されているため、為替要因による東京での円建て価格の下落がドル

建て価格上昇への期待を上回り、海外のドル建て価格も下落することもある。 

また、主要生産国である南アフリカの通貨ランドの米ドルに対する下落は、鉱山生産の採算性改善と

輸出に有利に作用するため、供給拡大観測からドル建て価格の下落要因になることがある。 
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第 5 項 排ガス規制 

 

日米では 1970 年代に排ガス規制が実施され、自動車触媒用需要が増加し始めた。欧州ではディー

ゼル車が人気を集めているが、1980 年代後半に一部諸国で排ガス規制が実施され、窒素酸化物

（NOx）の排出を抑えるためにディーゼル車にも白金触媒が使われている。世界的な環境保全運動の

高まりから排ガス規制は一段と進み、ディーゼル車への白金需要は一段と増えることが予想される。自動

車触媒は白金、パラジウム、ロジウムを組み合わせる 3 元素触媒が使われるが、排ガス基準が強化され

ると、基本的にすべての PGM の使用量を増加させる必要がある。（これらのいずれかの価格が相対的に

高まると、他の金属での代替が進む。） 

 また、今後注目されるのは排ガス規制の地域的な拡大である。2015 年のパリ協定以降、各国で自

動車の排ガス基準が厳しくなった。 

例えば、欧州では「Euro 6d」と言われる新基準の環境規制が 2020 年 1月から導入されている。 

中国政府は欧州基準を参考にした自動車排ガス規制を 2001 年から施行し、現在は第 5 段階目と

なる「国 5」基準を設けており、2020 年 7 月から「国 6」を導入する。一方、珠江デルタ地域や四川・重

慶など大気汚染対策の重点地域は「国 6」基準を全国導入時期より前倒して 2019 年 7月から適用し

ている。 

インドも 2020 年 4月に「BS-VI」規制を導入するが、これと同様の動きが世界的に広がりを見せてい

る。 

 

第 6 項 燃料電池 

 

１．燃料電池と燃料電池車（FCV） 

新エネルギーとしての普及が期待される燃料電池の電極の触媒として白金が使用されている。燃料電

池にはキロワット当たり 1～2 グラム程度の白金が使用され、燃料電池車（Fuel Cell Vehicle：FCV）

についていえば、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の 2008 年の報告によれば、FCV

１台当たり、小型車（80kw）では 32g、中型車（150kw）では 60g、大型車（250kw）では

150gが使用されるとしている。この量を基に全ての新車がFCVに切り替わったと仮定し、1台あたり平均

100g の白金を使用するとすれば、世界の自動車生産量 9,563 万台（2018 年）に対し 9,563 ト

ンもの白金が必要になるが、世界の白金生産量は 185.3 トン（同）であるため、必要量の 2％にも対

応できない。このような白金の供給懸念がその高コストとともに FCV 普及の阻害要因となっており、2017

年 9 月には日清紡が白金をまったく使わない燃料電池を開発したことが報じられるなど、白金に代わる触

媒用素材の実用化に向けた研究や白金の使用量を抑えた燃料電池の開発も進められている。 

 

２．次世代型エコカー普及の行方 
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パリ協定での地球温暖化対策の目標達成に向けた二酸化炭素排出削減計画において、ガソリンエン

ジンやディーゼルエンジンなどの内燃機関を動力源とする従来型自動車の代替として、燃料電池車

（FCV）と電気自動車（EV）のどちらが普及するかにより、将来の白金需要は大きく変動すると考えら

れる。すなわち、白金を基幹部品として使用するFCVの普及が進めば、白金需要の飛躍的な拡大が見

込まれる一方、白金をほとんど使用しない EV の普及が進めば、これとは逆に現在の自動車触媒需要の

かなりの部分が失われることになる。2017 年 7 月、フランスと英国は相次いで 2040 年までのディーゼル

車とガソリン車の販売禁止を発表した。これを受け、米テスラモーターズやスウェーデンのボルボ、ドイツのフ

ォルクスワーゲンなど新旧の自動車メーカー各社は EV の新規開発と増産を表明している。日本政府は

2020 年の東京オリンピックまでに次世代型エコカーの主力として FCV の普及を進める方針を掲げている

が、水素供給網の整備など解決すべき課題が多いとされ、主要メーカーでも、日産は EV、トヨタはプラグ

インハイブリット車（PHV）に注力するなど会社ごとに対応が分かれる中、FCV については普及への端緒

にも至っていない状況がみられる。 

 

第 7 項 リースレート 

 

リースレートは現物を貸し出す際の金利であり、相対取引で決められる。リースレートの上昇は現物需

要の旺盛さや供給の少なさを示すため、上昇すれば強材料となり、低下すれば弱材料となる。かつて白

金の需給がひっ迫した際には、3 ヶ月物のリースレートが 100～200％に達したこともあり、需給のバロメ

ーター的な数値としても注目されている。 

 

（第 3 章おわり） 
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第 4 章 パラジウムの商品知識 

第 1 節 パラジウムの商品特性 

第 1 項 性質と用途 

 

１．希少性 

 パラジウムは、貴金属の中でも希少性が高く、レアメタル（希少金属）の一種でもある。自動車触媒、

電子機器などの工業用需要、あるいは歯科用材料等として用途が幅広いが、技術の発達により実用化

が可能となったのは比較的最近のことである。それまでは長期にわたり「シック・メタル（病める金属）」と

呼ばれ、価格も低迷していた。需要が多様化する中、1990年代後半の価格急騰を経て、貴金属の中

で一定の位置づけを得ている。 

 

２．物理的・化学的特性 

 パラジウムの物理的・化学的性質に係る基礎的なデータは下記の通り。 

  

・ 元素記号 Pd、原子番号 46、周期表 8A 族・プラチナ族の金属元素。 

・ 原子量 106.42、比重 12.02（20℃） 

・ 融点 1,552℃、沸点 2,964℃ 

 

（1） 物理的性質 

 

・ 融点が低く、加工性に優れており、加工が容易。 

・ 他の金属との合金が容易。 

・ 耐熱性に優れる。 

・ 耐アーク性に優れる。（※アーク：放電による火花） 

 

（2）化学的性質 

 

・ 空気中や水中で酸化しない。 

・ 耐蝕性を有する。 

・ 触媒作用を有する。 

・ 王水に溶け水素を吸着する性質を持つ。 
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第 2 節 パラジウムの供給 

 

（以下、需給統計に関する数値は、ことわりのない限り、リフィニティブ GFMS 社発行「GFMS 

PLATINUM GROUP METALS SURVEY 2019」による。） 

 

 パラジウム供給の特徴は、供給ソースが限られていることであり、2018 年の鉱山生産量では、ロシア

（83.1 トン）、南アフリカ共和国（79.5 トン）の 2 カ国で世界全体の鉱山生産量の約 77％を占め

ている。 

 パラジウムの供給量は、1980年代は約80 トンから100 トンの間で推移したが、1990年代に急速に

伸び、1998 年には 261 トンを記録するに至った。しかしその後は、世界的な景気低迷に伴い供給量の

減少が続いたことや南アフリカの鉱山ストライキによる大幅な減産を受け、2014 年には 190.9 トンまで

減少し、過去 10 年で最大となる供給不足（41 トン）となった。 

 また、近年では、中古自動車触媒からの供給が増加しており、2018 年は 69.7 トンと総供給量の

24％を占めている。背景には、中古自動車触媒のパラジウム装填量が増加しているため、リサイクルの

歩留まりが高まったことが大きい。 

 

第 1 項 ロシア 

 

ロシアは世界最大のパラジウム生産国であり、2018 年の供給量は83.1 トンで、世界全体の鉱山生

産量の約 39.4%を占めている。 

 パラジウムは、世界最大のパラジウム生産会社であるノリリスク・ニッケルにより、主にニッケル・ 銅の副産

物として産出されている。そのため、ニッケルおよび銅の生産動向によって供給量は変化する。 

 シベリアに位置するノリリスク社の鉱山では、採掘できるのが冬季に限られており、年間生産量は 90 ト

ンが限度と推定されている。したがって、これを超える供給は在庫を取り崩していることを意味する。 

 

第 2 項 南アフリカ共和国 

 

南アフリカのパラジウム生産量は、2018年は、前年とほぼ同水準の79.5トンで、世界全体の鉱山生

産量の約 37%を占めている。 

南アフリカでは、多くの鉱山において安全面の問題、労働者不足、電力供給不安、技術的問題等を

抱えている中で、PGM の生産量が減少しており、パラジウムも例外ではなく、今後、生産量の減少が見

込まれる。 
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第 3 項 その他の産出国 

 

北米の生産量は、2018年は前年とほぼ同水準の29トンで、世界全体の鉱山生産量の約14.0％

であった。カナダではパラジウム含有量の多いノース・アメリカン・パラジウムのラク・デ・イル鉱山をはじめ、ニ

ッケルの副産物として採掘しているヴァーレ（CVRD：Companhia Vale do Rio Doce）社やエクスト

ラータ社が生産している。米国ではスティルウォーター鉱山でパラジウムを産出しているが、2001 年以降

のパラジウム価格急落などによって経営難に陥り、2003 年、ロシアのノリリスク・ニッケルに株式の半分を

買収されることとなった。 
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第 3 節 パラジウムの需要 

 

パラジウムは工業用需要が最大である。2018 年の総需要量 334.7 トンに対して、工業用需要

（歯科、宝飾、投資以外の需要）は309.4トンで、需要全体の約9割を占めており、また日本、米国、

欧州、中国で工業用需要の約 8 割を占めている。近年、パラジウムの消費量が増加している中国は

2018 年、75.7 トンを消費し、需要全体の約 22％を占めた。最大の需要項目は、1996 年以降は自

動車触媒用需要となっている。 

 

第 1 項 自動車触媒 

 

自動車触媒用需要は、総需要の約 80%を占める最大部門で、2018 年は 268.1 トンと前年比

3％増加し、ここ 10 年来で最大の需要量となった。伸び率で首位となった中国は、旺盛な自動車需要

と世界的な排ガス規制の高まりなどから、前年比 3％増の 65.7 トンと 10 年前と比較しても約 2 倍増と

なり触媒需要全体の 24.5％を占めた。また、欧州での排ガス規制がより厳しくなったことを受けて、欧州

は 1.3%増となった。パラジウムは、2000 年初頭の価格上昇に加え、ロシアの不安定な供給によって白

金への代替が進み、自動車触媒用需要は 2002 年に大きく減少した。しかしその後パラジウムと白金の

価格差が拡大したことから、自動車メーカーがパラジウムに回帰し、需要量は回復した。2007 年から

2009 年にかけては世界的な景気低迷の中で、各国で需要が減少したが、2010 年には再び回復に転

じた。 

近年の自動車触媒部門では、白金の代わりにパラジウムを使用する動きは続いているが、白金からパ

ラジウムへとシフトするペースは減速している。 

 

第 2 項 エレクトロニクス需要 

 

パラジウム等の PGMは、耐触性、耐熱性、耐アーク性などの優れた物質的特性を備えているため、電

子・電気分野における用途は幅広い。この分野の需要は、近年のパソコン市場の拡大、移動体通信の

伸び、そして自動車のエレクトロニクス化によって急速に伸び、1995 年には 81.5 トンと、需要全体の

43％を占めるに至った。特に電子回路の重要な部分を構成する積層セラミックコンデンサ（MLCC）需

要が拡大した。しかし、その後は在庫調整や構成物品の小型化、ニッケルなどへの材料の代替化が進ん

だことから需要が伸び悩み、2000 年以降の景気後退も重なって急減し、2001 年に 24.9 トンまで減

少した。2003年以降、状況は改善され、需要は回復傾向にあったが、2009年には、前年9月に発生

したリーマン・ショックの影響等による先進国経済の低迷を受けて横ばいの状態が続いていたが、景気動

向が圧力となり、2018 年は 25.6 トンと前年比 7.5％減となった。 
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第 3 項 宝飾品需要 

 

宝飾品需要としては、パラジウムはホワイト・ゴールドを製造するための合金として利用される。総需要

では、以前は中国が世界全体の 6 割超を占めていた時期もあったが、2008 年以降、世界の需要が減

少を続ける中、中国の重要も減少の一途とたどっており、2018年の中国の需要は1トンを切り、前年比

減少が続いている。 

 

第 4 項 歯科需要 

 

歯科需要としては日本が最大の市場であり、2018 年は 6.8 トンで、前年に引き続き全世界の歯科

需要（12.1 トン）の約 5 割を占めた。 需要量は保険制度の影響を受け、日本では、保険対象外の

金含有量の多い合金の歯科需要が減少する一方、保険対象となるパラジウム含有量 20％の合金の

消費が伸びてきたが、金からパラジウムへの代替による費用低減が治療費全体に占める割合は高くなく、

見た目の問題等の要因から、セラミックやレジン等の他素材の使用が増加する中で、パラジウムの歯科需

要も減少傾向にある。また、人口の高齢化による歯科治療機会の増加も全体の消費を押し上げること

となるが、日本では歯科医院来院者数が減少傾向にあり、今後の歯科需要の見通しは不透明である。 
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第 4 節 パラジウムの価格変動要因 

 

パラジウムの需給は、主要生産国であるロシアからの供給（売却）が年によって大きく変わるため、そ

の動向が最大の変動要因となる。需要面では総需要の多くが先進国での自動車触媒と電子・電気部

門に集中しているため、日米欧の景気動向が重要視される。また、もっとも大きな需要を占める自動車

触媒についても、中国が販売台数を伸ばしているのを初めとして、欧州の排ガス規制やガソリンエンジンへ

のシフトが進んでいることを受け、自動車産業の動向も注目される。 

 パラジウムは白金の代替商品としての性格を持っており、白金価格があまりに割高になると、例えば、自

動車触媒に用いる白金の使用量を減らし、パラジウムの割合を増やすといったことが行われる。その場合

は、パラジウム価格の上昇要因となるが、逆にパラジウムが高くなりすぎると、白金に回帰するという傾向

が見られていたが、昨今はその価格差は縮小傾向にある。要因としては、パラジウムを触媒として使用し

ているガソリン車の使用が増えていること挙げられる。 

 

第 1 項 ロシアの売却 

 

ロシアの売却は、取引相手国との長期契約とスポット市場での売却に大別できる。市場への影響力と

して無視できないのがスポット市場での売却である。1985 年のペレストロイカ以降、市場経済化に伴う

資金需要増加を補うための外貨獲得手段として売却が進んだため、1993 年から急増し、1994 年以

降は年間の売却量は 100 トン台で推移した。2001 年以降は価格急落によってスポット売却を停止し

たため急減した。しかし 2003 年に入ると、価格下げ止まりや景気回復見通しなどにより、スポット売却を

再開しつつある。ロシアは不安定な供給によって顧客の信頼を失ったが、最近では売却量を調節すること

によって、価格を安定させ信頼を取り戻す動きが認められる。 ただし、2012年にはロシア政府のパラジウ

ムの国家備蓄がほぼ枯渇したとみられる一方で、自動車触媒需要は増加をしており、今後のパラジウム

価格への影響を注視する必要がある。 

 

第 2 項 世界各国の景気 

 

近年は、パラジウム総需要の約 7～9 割が工業用需要（歯科、宝飾、投資以外の需要）のため、

各国の景気動向はパラジウム価格を大きく揺さぶる。 

 電子・電気産業の景気動向の判断材料として、従来は毎月上旬に発表される米国の受注・出荷レシ

オ（出荷額に対する受注額の割合のことで Book to Bill Ratio、BB レシオともいう。）が注目された。

これは米半導体市場の出荷と受注の状況を示すものだが、1996 年いっぱいで廃止され、1997 年以

降は世界を 4 地域に分けた地域別出荷額統計や製品別出荷額統計をまとめた「世界出荷額リポート
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（Global Billing Report：GBR）」に置き換えられている。 

 また白金と同様に、特に欧米での自動車産業の動向も重要な変動要因となる。 

 

第 3 項 新型触媒開発 

 

自動車触媒については、新型触媒の開発やその発表が、これまでたびたび市場を揺さぶった。1996

年 8 月に、米ゼネラル・モーターズ（GM）社が新型触媒の開発を発表したが、低温でも浄化機能が高

い新触媒開発で、パラジウム触媒需要が減少するのではとの思惑から、相場は 2 年半ぶりの安値に下

落した。また最近では 2003 年 5 月に GM がパラジウム回帰を発表し、価格が一時的に急伸する場面

が見られ、自動車触媒における PGM の使用比率も市場参加者の関心を集めている。 

 なお、GMは2009年6月1日、米連邦破産法第11条の適用を申請し、経営破綻したが、その後、

実質国有化され、経営再建が進められた結果、2010 年 11 月には再上場を果たし、同年 12 月期の

決算で黒字転換、2011年の生産台数は903万台となり、世界一となった（2012年にはトヨタが再び

世界一となった）。再生後の GM は大型車に特化しており、同社の生産動向は引き続き、パラジウム需

要に影響を与えるものとみられる。また、同社は 2013 年 7 月に、今後 7 年間、ホンダと提携して燃料

電池車の技術開発を行うと発表しているほか、最近、自動車メーカーにおいて電量電池車の開発に向

けた取組みが活発化している。燃料電池にはパラジウムが使用されることから、燃料電池車の普及はパラ

ジウム需要の増加につながるため、燃料電池車の技術開発動向にも注視する必要がある。 

 

第 4 項 戦略物資としての在庫 

 

パラジウムも他の貴金属と同様、戦略物資として保有されているため、在庫の放出は市場への弱材料

として作用する場合がある。例えば 1995 年 9 月、米国は 1996 会計年度（10～9 月）にパラジウ

ム約 33 トンの放出を予定していることが報道された。段階的に放出されるため、需給バランスにはほとん

ど影響はないのだが、軟調地合いのなか市場が過剰反応したため、東京市場でも 1 週間で約 40 円前

後の下落となった。 

 

第 5 項 投資需要 

 

 パラジウム ETF は、2018 年に 24.9 トンとなり、2 年連続のマイナスとなった前年に続いて、投資家の

ETF 売却量が購入量を上回ったことが要因であった。 

 なお、国内においては、東京証券取引所に ETF Securities と三菱 UFJ 信託銀行によるパラジウム

ETF が上場されている。 
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先物市場については、NYMEX と東京商品取引所（TOCOM） を併せた買い越し量は、2018

年は 44.7 トンとなった。東京商品取引所（TOCOM）は、2018 年の年央までは買い越していたが、

貴金属相場の動向を受け、年末には売り越しとなった。 

 

（第 4 章おわり） 
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第５章 貴金属市場 

第１節 現物市場 

 

現在、金の主要な現物市場では、相対取引によりロンドンやニューヨーク等に事務所を置く参加者間

で活発な取引が行われている。一方、主要な先物市場はニューヨークと東京に開設されている。これらの

市場間で活発に裁定取引が行われることにより、各市場価格の価格連動性が保たれている。また、それ

ぞれの地域のビジネス時間で当該地域にある市場で取引が活発化し、時間経過とともに次の市場へと

取引の中心が移行するという、24 時間切れ間がないグローバルな取引が展開されている。 

時差の関係から、1 日の取引は東京市場（東京商品取引所、TOCOM）が起点となる。まず、日

本時間の８時 45 分に東京市場での取引が開始され、続いて、香港市場が日本時間の 9 時 30 分に

開き、東京商品取引所（TOCOM）の取引は翌朝５時 30 分まで続けられるが、東京時間の夕方頃

に、チューリッヒやロンドン市場が始まり、最後にニューヨーク市場へと取引の中心は移っていく。こうした海

外での動きを反映して、翌日には、また、東京から取引がスタートし、取引が連続して日々繰り返されて

いく。なお、ニューヨークの金先物市場では、電子取引により1日 60分間の中断をはさみ、ほぼ24 時間、

取引が行われている。 

 

第 1 項 現物市場 

 

１．金/ロコ・ロンドン市場 

現物市場の中で世界的に重要な位置を占めているのはロコ・ロンドン市場である。「ロコ」とは、「置き

場」あるいは「・・・渡し」という意味であり、したがって、金のロコ・ロンドンとはロンドンにおいて金を受渡しす

る取引という意味である。ここでの取引は、電話やロイター端末を通じたロイターディーリング、インターネッ

トなどによる相対取引が中心である。この市場ではマーケットメーカーが売りと買いの気配値を顧客に提示

しており、取引の中心的な役割を果たしている。このマーケットメーカーのオフィスが集中している地域は、

シドニー、東京、香港、チューリッヒ、ロンドン、ニューヨークである。紛らわしいが、ロコ・ロンドン（ロンドン渡

し）の取引は、ロンドンだけで行われているわけではなく、当然、東京あるいはニューヨークでも行われてお

り、ロンドンのビジネス時間にかかわらず、その他の時間帯でも行われている。 

ロコ・ロンドンの取引ルールは取引慣行に従い、イングランド銀行の監督の下、LBMA（London 

Bullion Market Association）と呼ばれる貴金属の取引ディーラーの自主規制団体により決定され

ている。 

マーケットメーカーが提示した価格に対し、最低引き受けなければならない単位が決まっている。この最

低単位が、かつては金では 10,000 トロイオンス（1 トロイオンス＝31.1035g）であったが、現在は
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5,000 トロイオンスが主流となっている。それを超える数量であれば、マーケットメーカーは取引を拒否する

ことができる。 

取引の決済はロンドンの銀行や金取引業者に口座を開設し、口座間で残高を移動させる方式で行

われる。口座には現物の受渡を伴う「特定口座」と、記帳のみで一切の現物の移動を伴わない「不特定

口座」の 2 種類があり、後者が一般的である。決済日は取引の 2 営業日後（T＋2）となっている。通

貨はドル建てで取引されている。 

ロコ・ロンドンでは、1919 年からフィキシング・メンバーと呼ばれる業者の代表が毎日午前と午後に、各

社のディーリングルームをロイターディーリングや電話回線で結び、板合せ仕法により、ロコ・ロンドンの金の

スポット価格を決定するロンドン・フィキシングを行い、当該価格が世界的な金の価格指標として利用され

てきた。 

しかしながら、2012 年に明らかになった LIBOR不正操作疑惑を契機に、従来からの金のフィキシング

の見直しが併せて検討され、価格形成過程の透明性を高める観点から、2015 年 3 月に当該値決め

方式は終了し、新たに IBA（ICE ベンチマーク・アドミニストレーション）の運営の下、毎営業日ロンドン

時間の午前 10 時 30 分と午後 3 時に大手金融機関等認定された参加者が顧客から集まった売値と

買値を提示し、電子システム上で価格を調整し決定する値決め方式（フィキシングという呼び名は使わ

れず、LBMA Gold Price として公表）への変更が行われた。 

 

現在の参加者は、以下のとおりであるが、最近では、従来の参加者の他に、新たな参加者として中国

の大手商業銀行が加わっていることが注目される。 

（2019 年 11 月時点） 

Bank of China，Bank of Communications，Coins ‘N Things Inc.，Goldman Sachs，

HSBC Bank USA NA，Industrial and Commercial Bank of China（ICBC），INTL 

FCStone，Jane Street Global Trading, LLC，JPMorgan Chase Bank, N.A. London 

Branch，Koch Supply and Trading LP，Koch Commodities Europe Ltd.，Marex，

Morgan Stanley ， Standard Chartered Bank ， The Bank of Nova Scotia ，

Toronto-Dominion Bank 

 

ロコ・ロンドン市場における取引の多くは電子化され、EBS（Electric Broking System）端末を通

じて行われるものが多くなっている。24 時間化された取引環境下においては、取引拠点に地理的な制

約はないため、国際的な金融センターであるロンドンに拠点を置くプレイヤーが多い。 

 

２．金/ロコ・東京市場 

 前述のとおり、ロコ・東京市場における金の取引とは、金を東京で受渡しする条件の下での取引であ

る。 

 ロコ・東京の金価格は、ロコ・ロンドンの金価格をドル/トロイオンスから円/グラムに換算した値に、ロンド

ンから東京までの移送費用（運賃、保険料等）とオンスバーからキロバーに鋳直すための鋳造費用を加
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えたロコ・東京プレミアムが加算される。言い換えれば、ロコ・東京価格はロコ・ロンドン価格と為替、ロコ・

東京プレミアムの 3 要素から成り立っている。ロコ・東京プレミアムは、現物の需給状況、各社の在庫状

況等により影響を受ける。最近では高値からの地金売りを受け、ロコ・東京プレミアムがマイナスになる状

況が発生することがある。ロコ・ロンドンにも参加している商社は、ロコ・東京プレミアムを見ながら、受渡場

所の違いによる裁定取引を行っている。 

 

３．銀/ロコ・ロンドン市場 

銀も金と同じく、ロンドンで口座の付け替えが行われるロコ・ロンドン市場が中心である。マーケットメーカ

ーも金とほぼ同じで、金価格だけでなく、銀の価格を提示しているところが多い。 

銀の値決めも、金と同様、フィキシング・メンバーによる値決めが行われていたが、業者の減少などから

2014 年 8 月で当該値決め方式は終了した。その後、その代替として CME グループとトムソン・ロイター

の共同運営にて値決めがなされていたが、2017 年 9 月からは金と同様に IBA による運営となり、毎営

業日午後 12 時に電子システム上で値決め（LBMA Silver Price として公表）が行われている。 

なお、現在の参加者は、以下のとおりである。 

（2019 年 11 月時点） 

Coins ‘N Things Inc.，Goldman Sachs，HSBC Bank USA NA，INTL FCStone，Jane 

Street Global Trading, LLC，JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch，Koch 

Supply and Trading LP，Koch Commodities Europe Ltd.，Marex，Morgan Stanley，

Standard Chartered Bank，The Bank of Nova Scotia，Toronto-Dominion Bank 

 

４．白金/ロコ・チューリッヒ市場 

 白金はチューリッヒが昔から集散地であったことから、取引においてもロコ・チューリッヒが中心となっている。

市場参加者はチューリッヒのディーラーにプラチナの口座を設けて、口座間の付け替えにより、取引の決済

を行っている。ロコ・チューリッヒのマーケットメーカーとしては、スイス系ディーラーが中心に、ロンドン系ディー

ラー、米系ディーラー、日系商社の一部などが挙げられる。 

 

５．パラジウム/ロコ・チューリッヒ市場 

 白金と同様、ロコ・チューリッヒにおける現物取引が指標となっている。 

 

６．ロンドン・プラチナ・パラジウム市場（LPPM） 

 1979 年までは、ロンドンとチューリッヒの地金市場に特定の規制はなかったが、1979 年 6 月に市場整

備を目的に、エヤトンメタルズ、ジョンソン・マッセイ、サミュエル・モンタギュー、シャープス・ピクスレイ、スイス3

大銀行（当時）など 9 社によって、白金取引の標準化が行われた。 

 1991年4月には、LBMAの白金、パラジウム版と言えるロンドン・プラチナ・パラジウム市場（LPPM）

が正式に設立され、値決めのモニタリングが行われるようになった。LPPM がモニタリングの対象とする物品

の品位は 99.95％以上で、その形態は 1 キログラムから 6 キログラムの板又は塊とされる。 
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白金及びパラジウムの値決め方式も 2014 年 12 月をもってフィキシング・メンバーによる値決め方式の

変更が行われ、新たに LME による運営の下、毎営業日ロンドン時間の午前 9 時 45 分と午後 2 時に

電子システム上において値決め（LBMA Platinum Price、LBMA Palladium Price として公表）が

行われている。 

なお、現在の参加者は、以下のとおりである。 

（2019 年 11 月時点） 

BASF Metals Ltd，Goldman Sachs International，HSBC Bank USA NA，Johnson 

Matthey plc，ICBC Standard Bank plc 

 

７．上海黄金交易所 

上海黄金取引所（SGE：Shanghai Gold Exchange）は、中華人民共和国の中央銀行、中

国人民銀行による金市場の規制緩和の一環として設立され、2002 年10 月より取引を開始した。それ

まで中国では人民銀行が１か月に１度（後に２週間に１度に変更）の頻度で金の公定価格を公表

していたが、SGE の設立により金の価格形成に市場原理が導入されることとなった。 

開設当初は国内の限られたメンバー内で取引が行われる閉ざされた市場となっていたが、2004 年の

個人投資家による金の保有と投資の解禁を経て、2007 年 7 月以降は個人投資家の参入も可能とな

っている。また、2014 年 9 月には一定の条件を満たす国際メンバーに対し、取引専用口座を通じて上

海自由貿易試験区での取引を認める 「黄金国際板」（インターナシ ョナル・ボー ド、 SGE 

International）が開設された。 

上場商品は金に銀と白金を加えた３商品であり、取引の種類は現物取引（physical）、証拠金

取引（deferred）（毎営業日の一定期間中のみ受渡希望の申請を受け付け、条件の合致する申

請同士で受渡しをさせ、残りの建玉はロール・オーバーされる。）、OTC 取引（spot、swap、option

等）及びリース取引（leasing、location swap 等）の 4 種類となっている。 

中国国内への金地金の輸入は人民銀行が指定する銀行のみに認められているが、これらの輸入銀

行には、すべての輸入地金の販売を SGE で行うことが義務づけられている。また、中国国内の製錬業者

には、生産品の SGE での販売を義務づけるルールはないが、税制の優遇措置（付加価値税（VAT）

の免除）の存在や、中国全土に指定倉庫があり、決済の利便性が高いことなどから、結果的にはほぼす

べての精錬業者が SGE を介して新地金を販売する状況があるとされる。 

このように SGE は、完全に開かれた市場ではなく、政府の国策として取引を集中させている面はあるも

のの、中国が世界最大の金の生産国であると同時に世界最大の金の消費国に成長した現状を背景と

して、SGE 指定倉庫への入出庫量や在庫の増減は、中国の需給実態を推測する際の重要な資料とし

て注目されている。 

 

第 2 項 貴金属の商流 
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１．貴金属の現物取引にかかわるプレイヤー 

貴金属の現物取引にかかわるプレイヤーを商流の最上流から下流にかけて挙げていくと、最上流に位

置づけられるのは鉱山を有している鉱山会社である（金ではバリック・ゴールド（カナダ）、ニューモント・マ

イニング（米国）、ゴールドコープ（カナダ）、アングロ･ゴールド・アシャンティ（南アフリカ）、銀ではペニョ

ーレス（メキシコ）、白金・パラジウムではノリリスク・ニッケル（ロシア）、アングロ・プラチナム（南アフリ

カ）、インパラ・プラチナム（南アフリカ）等）。また、貴金属は銅などの非鉄金属の製錬に伴う副産物と

して回収される部分も少なからずあるため、国内の非鉄製錬業者も上流に位置づけられる。 

次に、流通段階のプレイヤーとして商社が挙げられる。商社は上流、下流のプレイヤーとの取引に加え、

双方に対して取引の価格ヘッジに係るサービスを提供するほか、最上流の鉱山開発に対し、出資を行う

こともある。下流においては、ユーザーとしての自動車メーカーや電気機器メーカー、宝飾関係業界があり、

使用済み貴金属の再生を行うリサイクル業者もここに含まれる。白金、パラジウムの回収・再利用につい

ては、歯科用、自動車触媒用、それぞれに特化した製錬業者が存在し、鉱石から製錬を行う業者との

住み分けがなされている。 

 

２．鉱山会社のリスク管理 

 海外の大手鉱山会社は、開発事業の成否にかかわるリスクのほうが極めて高いことに加え、扱っている

資源の種類が多く、個別商品の価格変動は互いに相殺しあって低減されるため、近年は、個別商品に

ついての短期的なリスクはヘッジ対象としない傾向がある。こうした鉱山会社は、鉱山開発コスト等をヘッ

ジするため、10 年先のフォワード・セール等により、短期的採掘資源価格の下落リスクをヘッジしてきたが、

資源価格高騰を受け、近年、こうした売りヘッジのポジションの多くが解消されたといわれている。 

 なお、鉱山会社が行うゴールド･ローンは、金融機関からのプロジェクト・ファイナンス等と並ぶ鉱山開発

に係る資金調達手段の一つであり、価格変動リスクのヘッジを主目的としているわけではない。 

 

３．国内製錬業者の貴金属調達 

国内製錬業者が海外の大手鉱山会社から金、銀を調達する場合、これらの鉱石を直接購入するの

ではなく、長期契約で購入する銅鉱石に含まれる金、銀を副産物として回収するのが一般的である。こ

のとき、銅鉱石に含まれる金、銀含有分については、含有純度に応じて銅とは別に金、銀としての価値も

加味される。 

 

４．商社の役割 

国内商社は、鉱山開発への出資や、鉱山会社や国内製錬会社、ユーザーとの取引の中で価格変

動リスクを引き受けることになる。こうして引き受けたリスクに加えて、自身で保有する貴金属の現物ポジシ

ョンも勘案し、先物市場等のデリバティブ取引を適宜利用し、リスク管理を行なうとともに、裁定取引等の

ディーリングによる取引ビジネスを展開している。 

 

５．ユーザーの対応 
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ユーザーの貴金属調達方法としては、海外の鉱山会社から直接購入する場合、国内製錬業者から

購入する場合、または商社を通じて購入する場合がある。金については、ユーザーが直接調達するケース

は白金、パラジウムよりは少なくなり、銀については、国内需要そのものの減少もあり、ユーザーによる直接

調達はほとんどみられなくなっている。 

自動車触媒における白金、パラジウムの使用比率は、実際には各自動車メーカーの技術的制約があ

るため、パラジウムの価格変動に応じて頻繁に使用比率の変更が行われているわけではないと考えられ

る。 

 

第 3 項 金取引に係る消費税問題 

近年、不正に消費税を得る目的で金を密輸出入する業者が増えている。日本が金の密輸先として

選ばれる主因は、海外のほとんどの国では投資用の金について消費税が非課税となっているのに対して

日本では消費税を課していることにある。密輸業者は以下の手法を用いて消費税相当分の利益を不正

に詐取している。 

①国際的に金は非課税が一般的であり、こうした外国で消費税を支払うことなく金を調達する。 

②それらの金を日本に密輸入することで、金輸入に係る消費税支払いを免れる。 

③密輸した金を日本国内で売却し、その取引に係る消費税を不正に詐取する。 

この問題への対応として、財務省は「ストップ金密輸」緊急対策を策定（2017 年 11 月）、改正関

税法施行（2018 年 4 月）による罰金引き上げなど、密輸対策を強化し、国内の業者が金を買い取

る際に、身元確認を徹底することとしている。さらに、脱税の温床となる危険性の高い輸入証明書のない

輸入バーの取り扱いを控えるよう金買い取り業者に必要に応じて指導もしている模様。 

これを受けて、地金業者のほぼ全社が、輸入バーを買い取らない姿勢を取っている。こうした環境変化

に伴って、密輸品でない金であっても、一旦倉庫から現物を引き出してしまうと、密輸品と区別がつかない

ため、買取を拒否されるという事態も起こっている。その結果、国内の金市場では、LBMA の Good 

Delivery ブランドであってもほとんど流通できず、海外の市場関係者からは特異なマーケットとみられてい

る。一方、密輸業者はさらなる抜け道を模索し、香港で調達した国内ブランドを日本に密輸するようにな

っており、最近は、国産・海外ブランド問わず、不正に持ち込まれた金の取引に巻き込まれることを危惧す

るがゆえに金取引を敬遠する取引者が増え、国内の金流通が阻害されている。 

以上のように国内流通が低迷している状況を受けて、地金業者は、買い取った地金を国内で販売せ

ずに、即輸出する傾向にあり、我が国の金輸出増加に拍車をかけている。特に 2014 年の消費税 8%

増税後この傾向が顕著であり、輸出量（消費税還付額）は国内生産量（消費税の新規納付分）

の増加ペースを大きく上回っている。 

2019 年 10 月の消費税増税（8％→10%）以降、対策の効果からか、以前に比べると密輸につ

いての報道は減少したように思われる。しかしながら、罰則強化の影響で金の流通が阻害されることにな

れば、オルタタナティブの投資対象であり、特にラストリゾートとしての位置づけにある金取引が適正に行わ

れない懸念があるため、今後もこの影響については注視していく必要がある。 
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＜金取引における消費税の流れ＞ 

 

 ＜我が国の金地金輸出入の推移＞ 

（出所：経済産業省、貴金属流通統計） 
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＜各国における金地金に対する消費税・付加価値税の課税状況＞ 

国・地域（税種） 課税状況 

欧州（VAT） 小口の取引を除いて、投資用の金地金（Investment 

Gold）の売買は原則非課税。 

米国（Sales Tax） 小口の取引を除いて、投資用の金地金の売買は原則非

課税。 

オーストラリア（GST） 投資用の金地金は非課税 

サウジアラビア、UAE（VAT） 2018 年より VAT 導入も投資用金地金（Investment 

Grade：純度 99%以上）は非課税。 

ロシア（VAT（18%）） VAT（18%）課税。ただし、生産者、金融機関による取

引は非課税。また、一般消費者も金融機関の「Metal 

Account」から出庫しない限り非課税。2018 年 9 月現

在、ロシア政府財務省は金に係る VAT の非課税化を検

討中 

シンガポール（GST） 投資用の金地金（Investment Precious Metal）は

原則非課税。 

香港（VAT（17%）） 中国本土で課税される VAT（17%）は非課税。このた

め、香港で購入され、日本に密輸される金も多いと言われ

ている。 

インド（GST） GST2017 年 7 月導入。金地金は 3%課税。 

韓国（付加価値税） 付加価値税 17%が課税。韓国政府（金融委員会）の

2013 年の発表によれば、年間 110 トンの国内金取引量

のうち、63%に相当する約 70 トンが違法取引によるものと

推計されており、付加価値税が違法取引を助長している

可能性あり。 

（出所：各種資料を基に東京商品取引所（TOCOM）作成） 

 

第２節 先物市場 

 

１．世界の主な貴金属先物市場 

世界の主要な貴金属先物市場としては、ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX：New York 

Mercantile Exchange）を傘下に持つシカゴの CME グループ、東京商品取引所（TOCOM）、そし

て、近年急速に取引量が拡大している中国の上海期貨交易所（SHFE）、インドの MCX（Multi 

Commodity Exchange）がある。この他にも、ロシアのモスクワ取引所（MOEX：Moscow 

Exchange ） 、 UAE の ド バ イ 金 商 品 取 引 所 （ DGCX ： Dubai Gold & Commodities 
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Exchange）、トルコのボルサ・イスタンブール（BIST：Borsa Istanbul）などで貴金属の先物取引

が行われている。 

 

２．NYMEX 市場 

旧 COMEX（Commodity Exchange Inc.）と旧 NYMEX が合併して、現在の NYMEX ができ

た経緯から、NYMEX には COMEX 部門と NYMEX 部門が存在する。前者では金、銀が、後者ではプ

ラチナ、パラジウムが上場されている。金、銀の流動性は極めて高く、指標性も高い。企業の四半期決算

の関係から 3・6・9・12 月のうちで、その時点で一番近い限月が活発に取引される傾向にある。 

 納会までの期間が長い限月は流動性が低いことが多い。このような場合、あえて長期の限月の取引を

行うのではなく、活発に取引が行われているアクティブマンスで取引を行い、納会が近づくとその先のアクテ

ィブマンスにポジションを移し変える、ロール・オーバーという手法によって、長期の先物取引を行うケースが

多い。 

 また、NYMEX のアクティブマンスの先物ポジションをロコ・ロンドンの現物取引のポジションに移行する際、

EFP（Exchange of Futures for Physicals）が利用されている。このときの交換レートを OTC にお

いてディーラーがEFPのインディケーションとして提示している。このように、EFP制度は、現物市場のポジシ

ョンと先物市場のポジションとを市場価格にインパクトを与えることなく移転することが可能となるため、利

便性が高まり、かつ、現物価格と先物価格の連動も高まることから、両市場の流動性の増大に寄与して

いる。 

 なお、近年、商品・証券市場で取引所間競争が世界的に繰り広げられており、CME グループは 2008

年 8 月に NYMEX の買収を完了する一方、それまで旧 CBOT で取引していた貴金属市場を NYSE ユ

ーロネクストに売却した。NYSE ユーロネクストは新たに NYSE Liffe US を設立し、2008 年 9 月以降

旧 CBOT の取引を引き継いだが、2013 年 11 月に米 ICE グループが NYSE ユーロネクストを買収した

結果、2014 年 9 月以降はさらに ICE フューチャーズ US に移管されることとなった。 

 

3．上海期貨交易所 

元々は 1992 年 5 月に上海金属取引所として設立されたものであるが、1998 年 8 月、中国国務

院によって商品先物市場監督強化策の一環として、全国 15 か所に集約されていた先物取引所を更に

３か所に集約させることとなり、1999 年 12 月に大連商品交易所、鄭州商品交易所とともに設立され

た。大連、鄭州の両取引所が主に農産物を取り扱っているのに対し、上海期貨交易所は銅、アルミ、天

然ゴム等の工業品を上場しており、2008 年１月からは金の先物取引を開始している。 

中国国内の限られた取引参加者による閉ざされた市場という性格はあるものの、2013 年には東京商

品取引所（TOCOM）の取引高を上回り、世界第 2 位の金先物取引所となった。 

2013 年7 月の夜間取引の導入、2014年以降の対ドルベースでの人民元下落による金投資の活

発化などにより、取引高の拡大が続いている。 

 

４．新たな貴金属市場 
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2017 年 7 月 10 日、ロンドンと香港において、それぞれ新たに貴金属市場が取引を開始した。 

ロンドンでは LME（London Metal Exchange）が、ワールド・ゴールド・カウンシルと協力して金と銀

の先物取引を開始した。LIBOR不正操作疑惑以来、規制当局が進める市場の透明性向上に対応す

るため、LME が金・銀の取引を新たに上場することとしたものであり、Goldman Sachs、ICBC 

Standard Bank、Morgan Stanley、OSTC、Societe Generale といった市場参加者が、取引開

始時点から価格の透明性に寄与するとしており、取引単位は金 100 トロイオンス、銀 5,000 トロイオン

スと、COMEX の金・銀と同一で、LME の金が NY 金と共に国際的な価格指標となっていくか注目されて

いる。 

香港では香港証券取引所（HKEx）が、グループ子会社である香港先物取引所（HKFE）を通じ

て、金の先物取引を新たに開始した。取引単位は１Kg、ドル建てと人民元建ての二種類がある。決済

は現物受渡しとなるため、香港の現物市場である中国金銀取引所協会（CGSE）と提携、支援を受

けている。 

 

 

 

第３節 東京商品取引所の貴金属市場 

 

第１項 東京商品取引所の貴金属市場の国際的な位置づけ 

 

2018 年の取引高でみると、東京商品取引所（TOCOM）の貴金属市場は、白金については米国

の NYMEX に次いで世界第 2 位となっている。また、金については、NYMEX、SHFE などに次ぐ世界第

5 位であるが、国際的に開かれたマーケットとしては世界有数の市場規模を誇っている。東京商品取引

所（TOCOM）の貴金属先物市場は期先の流動性が極めて高く、他の市場との間で裁定取引が活

発に行われており、アジアの時間帯における価格指標となっている。 

 

 

第２項 総合コモディティ市場の整備 

 

東京商品取引所（TOCOM）では、現在、上場商品の価格発信機能の一層の強化による産業イ

ンフラとしての機能の充実と商品業界全体の収益基盤の強化等を目指し、業務領域を従前の先物、オ
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プション取引から現物取引にまで拡大し、総合コモディティ市場を創設することを中期経営計画に掲げて

いる。貴金属市場における新たな施策としては、2015 年に金限日取引を開始し、2016 年には金現

物取引を開始するとともに、新たな商品設計による金オプション取引を開始し、2017 年３月には白金

限日取引を開始している。 

 

１．金先物取引（標準取引） 

東京商品取引所（TOCOM）の前身である東京金取引所で 1982 年 3 月より取引が開始された。

現在では、海外からの注文も多く、ロコ・ロンドンとの裁定取引も活発に行われている。その結果、売り買

いの気配値が狭いレンジで形成されており、板の厚みも十分にあり流動性が極めて高い。 

 

２．銀先物取引 

白金と同時に 1984 年 1 月に東京商品取引所（TOCOM）の前身である東京金取引所に上場さ

れた。上場当初はその価格変動の大きさから人気を集め、金を凌ぐ流動性があったこともあった。 

現在は、出来高の点では、金、白金に及ばないが、当業者の価格指標として活用されており、我が国

の産業に根付いている。 

 

３．白金先物取引 

東京商品取引所（TOCOM）の前身である東京金取引所では、1984 年 1 月に銀と同時に白金

の取引が開始された。その後、日本の現物需要シェアの大きさ、日本人の白金嗜好性、さらにはその価

格変動の激しい投資妙味を背景に取引は急速に拡大し、世界最大の白金先物市場の地位を確立し

た。 

特に、旧ソ連でクーデターが発生した 1991 年 8 月には、市場規模の指標となる取組高が 40 万枚

台、ロシアの供給に対する懸念が高まった 1999 年 3 月には 47 万枚台を記録した。東京商品取引所

（TOCOM）の先物市場がロシアの動向に敏感なのは、1990 年代に日本の白金輸入の大部分をロ

シアが占めていたことが一因であった。しかし、1990 年代後半のロシアの輸出が不安定となったため、近

年では南アフリカからの輸入が中心となっている。 

 

４．パラジウム先物取引 

1992 年 8 月に取引が開始された（当初は試験上場）。1992 年の年間出来高は 40 万 4,091

枚で、上場初年から NYMEX（6 万 8,209 枚）を上回り、総取組高についても 1993 年 3 月に一時

9 万枚台を記録した。その後は金額ベースでみた現物市場の規模が白金よりもさらに小さかったため、先

物市場の拡大にも限界があり、長期にわたって数万枚台に低迷を続けたが、1997年には、日本にとって

最大の供給ソースであるロシアからの供給懸念を背景に、取引が再び人気化し、総取組高も初めて 10

万枚の大台を記録した。その後は取引に対して規制が実施されたことや相場の行き過ぎに対する反動も

あって、市場は一旦、沈静化した後、2008 年には年間出来高が前年比 3.3 倍の 68 万 4 千枚強に

達するなど活況をみせたが、2009 年以降は取引が低迷している。 
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５．金先物オプション取引 

2004 年 5 月から金先物オプション取引が開始された。東京商品取引所（TOCOM）の貴金属市

場は、オプション取引の上場により、先物だけでは達成できないキャッシュ・フローを実現できることから、より

高度で多様な取引戦略が可能となり、機関投資家や当業者等のニーズにも耐えうる商品構成となって

いる。金の先物オプション取引は我が国の商品市場が担うべき、社会インフラとしての経済的機能をより

一層発揮し、市場の国際化に対応していく上で、必要不可欠なものと期待されている。 

また、2016 年 9 月 20 日からは、オプションの買い方については、初期投資金額以上の損失が発生

しない商品設計とすることを目的に、①アメリカン・タイプからヨーロピアン・タイプへの変更、②権利行使に

より原商品市場に建玉が成立するオプションから差金決済が行われるオプションへの変更、③取引単位

の１キログラムから 100 グラムへの変更、④２又は３限月制から 6 限月制への変更などを行い、取引の

活性化を図っている。 

 

６．金先物ミニ取引 

2007 年 7 月から金先物ミニ取引が開始された。金ミニ取引は金先物標準取引の 1/10 即ち 100

グラムであることから、「利益も小さいが損失も小さい。」という特徴がある。また、現金決済先物取引とな

っているため、受渡しを前提としない個人投資家や初心者に適した商品とも言える。 
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７．白金先物ミニ取引 

2008 年 11 月から白金先物ミニ取引が開始された。取引単位は白金先物標準取引の 1/5 である

100 グラムとなっている。金先物ミニ取引同様、受渡しを前提としない個人投資家・初心者に適した商

品となっている。 

 

８．金限日取引（ゴールドスポット） 

2015年5月から金限日取引が開始された。本取引の大きな特徴は、純度99.99％以上の金地金

の理論スポット価格を取引の対象としていることであり、また、従来の先物取引とは違って、FXと同様、納

会日がなく決済期限のないことである。加えて、EFP 取引の利用により地金の購入・売却も可能な商品

設計となっており、今までの商品先物取引にはなかった新しいタイプの商品である。このようなことから、上

場当初から個人投資家や初心者を中心に好評を得ており、順調に取引量を増やしている。 

 

９．金現物取引 

2016 年 7 月 25 日から金現物取引が開始された。本取引は、利用者登録制の掲示板を用いて取

引の相手方を募る「相対売買」を特徴としており、取引成立日の翌々営業日（T＋２）に指定倉庫に

おいて受渡しを行うか、又は倉荷証券による受渡しを行う仕組みとなっている。売買代金の授受や受渡

決済は、取引所取引の清算機能を利用して行われる。取引単位は 100 グラムと１キログラムの２種類

であり、金投資の新たな選択肢として注目を集めている。 

 

10．白金限日取引（プラチナスポット） 

白金については、金と同様にインターネット経由で FX 取引等の金融商品市場の取引を行う個人投資

家にも馴染みやすい商品特性を有し、ここ数年続く比較的低位での価格推移と将来の供給減少観測

などから、長期投資への関心が高まっている。これを踏まえ、取引開始から１年余りで東京商品取引所

（TOCOM）の主力商品に成長した「ゴールドスポット」と同様の商品設計（建玉の長期保有が可能

な実質的に取引期限のない取引＝「限日現金決済先物取引」。）による取引の機会を市場参加者に

提供するため、白金の限日現金決済先物取引を 2017 年 3 月から開始した。「理論現物価格」は白

金標準取引の帳入値段を基準に算出し、取引単位は 100 グラムとしている。 

 

 

（第５章おわり） 
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第 6 章 取引戦略 

第 1 節 ブリオン・バンキング 

 

かつて金本位制の下、金は通貨と兌換可能であったため、通貨としての性質が強かった。現在では、

ほとんどの通貨で金との兌換ができなくなっているため、一般の財としての側面が強くなってきている。しかし、

「有事の金買い」という言葉が示すとおり、普遍の価値尺度として引き続き、通貨的側面を有している。 

 ブリオン・バンキングとは、このような貴金属の持つ通貨的側面を利用した金融オペレーションのことである。

言い換えれば、先物やフォワード取引、リース取引などを利用して、貴金属の調達運用を行うことであり、

欧米系貴金属ディーラーの主要な収入源となっている。なお、リース取引には信用リスクが伴うため、最近

はあまり行われなくなっており、スワップ取引の方が活発に行われる傾向にある。以下では、具体的な取

引手法を解説することで、ブリオン・バンキングによる取引が価格形成にどのように関連しているかを明確に

していくこととする。 

 

第 1 項 スワップ取引 

 

一般的に、スワップとは交換のことである。貴金属市場においてスワップ取引という場合、一般的には現

時点の価格と将来の価格の交換を指す。したがって、スワップ取引のキャッシュ・フローにもたらす効果は、

結果的にはフォワード取引と同じである。 

<ロコ・ロンドンの金スワップ取引の例> 

スポット価格：1,300 ドル/オンス 

3 ヶ月スワップレート：年率 2.4～2.5％ 

このとき、スワップ価格は 1,300×2.4～2.5％×3/12＋1,300＝1,307.80～1,308.12 ドル/オ

ンスである。 

つまり、3 ヶ月のフォワード価格は 1,307.80 ドルで買い気配、1,308.12 ドルで売り気配となってい

る。 

 

第 2 項 リース取引 

 

個人投資家のレベルでは、金を預けても金利を生まないばかりか、逆に保管料を取られることもある。

しかし、貴金属ディーラー間の取引では、通貨と同じく、金の貸借市場が発達しており、金利を支払って

金を借り、逆に金を貸し出すことで金利を稼ぐことも可能である。 
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<リース取引の例> 

3 ヶ月のリースレート：年率 0.2～0.3％ 

ベースプライス（＝スポット価格）1,300 ドル/オンス 

このとき、リース料 1,300×0.2～0.3％×3/12＝0.65～0.97 ドル/オンスである。 

つまり、0.65 ドル/オンスで 3 ヶ月間貸すことができ、0.97 ドル/オンスで借りることができる。 

 

第 3 項 リースレートとスワップレートの関係 

 

リース取引により、3 ヶ月間金を借りてくることもできるが、スワップ取引を利用し、まずドルを借りてスポッ

トで金を買い、3 ヵ月後に金を渡すことにより、リース取引と同様の経済効果を得ることもできる。仮に、前

者と後者の実施に伴うコストに差があるとすれば、どちらか安いほうを行えば、コストを節約することができる。

実施に伴うコストの安い取引が活発に行われることで、当該取引のコストが上昇し、最終的にはほぼ、前

者と後者の取引コストは同水準となる。つまり、結果として、リースレートはドル金利からスワップレートを差

し引いた水準に収束することになる。 

リースレート＝ドル金利－スワップレート 

あるいは、スワップレート＝ドル金利－リースレート・・・（6－1 式） 

 

このような関係が崩れた際には、前述のとおり、戻ろうとする力が働く。このような性質に着目して、裁定

取引が行われることもある。以下に示す各貴金属のリースレートの推移は、（6－1 式）により求めたレ

ートをプロットしたものであり、レートが負の値となっている場合は、それだけ、その金属のリース需給が緩ん

でいることを示唆している。 
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第 2 節 裁定取引 

 

裁定取引（アービトラージ）とは、ある 2 つ以上の価格の間に一定の関係が存在するとの仮定のもと

に、一定の関係から大きく逸脱した価格が形成されていると判断し、かつ将来的にその関係と整合的な

価格水準に収束することが予想される場合に、相対的に高いほうを売って、安いほうを買うことで利益を

あげようとする取引のことである。 

 貴金属市場において、活発に行われる裁定取引としては、異時点間（現物と先物の）裁定取引

（タイム・アービトラージ）と異地点間（場所の違いによる）裁定取引（ロケーション・アービトラージ）

が挙げられる。以下では、これらについて詳しく解説する。 

 

第 1 項 タイム・アービトラージ 

 

基本的には先物価格が現物価格から計算した理論値から乖離したときに、相対的に高いほうを売っ

て、安いほうを買うことで、将来、理論値に収束すれば利益をあげることができる。現物と先物の値差をベ

ーシス、あるいはサヤと呼ぶ。この現物と先物とのベーシスに着目した裁定取引をタイム・アービトラージとい

う。現物に対して先物が高い場合を順ザヤまたはコンタンゴといい、逆に先物が安い場合を逆ザヤ、バック

ワーデーションあるいはディスカウントという。また、先物の納会日までの期間と先物価格の関係をグラフに

描いたときの曲線をフォワード・カーブといい、期間によるフォワード・カーブの形状のことを期間構造という。 

 

 ここでは、現物と先物との裁定取引が行われることを前提として、現物価格から導かれる先物価格の理

論値を考えてみる。 

 現時点 T0 において、金の現物価格 S、金利 r でリースレート ℓ とする。また、現時点での先物の納会

時点 T1 とする先物価格を F とし、簡略化のために、各種手数料、税金、コンビニエンスイールド（現物

を保有していることに伴って生じるメリット）や、リース取引に伴う信用リスクは考慮しないとする。 

 まず、金の現物を保有しているとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先物
価格

期間

先物
価格

期間

順ザヤ時の
フォワード・カーブ

逆ザヤ時の
フォワード・カーブ
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■選択肢 1：金を売却し、売却代金を預金で運用するとともに、先物の買いポジションを建て、納会日

において先物契約に従い価格 F で金を受ける。 

 

■選択肢 2：金をリースし、リース料を納会日に受取る。 

 

このふたつの選択肢によりもたらされるキャッシュ・フローを比較する。T1 の時点で、一方のキャッシュ・フ

ローが他方より多ければ、そちらの選択肢が採用され、活発に行われ、その結果として、先物価格やリー

スレート、あるいは金利が調整され、最終的には納会日のキャッシュ・フローが一致する状態になる。 

 

 つまり、S×(1＋r)(T1-T0)-F＝S×ℓ(T1-T0)となる。 

 

 変形すると、F＝S×(1＋r-ℓ)(T1-T0)、あるいは F/S＝(1＋r-ℓ)(T1-T0)となる。 

 

 次に、金の現物を保有していない場合を考える。 

 

■選択肢 3：購入代金を借り入れるとともに、金を購入し、金はリースで運用する。同時に先物の売り

ポジションを建てる。納会日において先物契約に従い価格 F で金を渡す。 

 

■選択肢 4：何もしない。 
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このふたつの選択肢によりもたらされたキャッシュ・フローを比較する。 

T1 の時点で、一方のキャッシュ・フローが他方より多ければ、そちらの選択肢が採用され、活発に行わ

れることにより、先物価格やリースレート、あるいは金利が調整され、最終的には納会日のキャッシュ・フロ

ーが一致する状態となる。 

 

つまり、-S×(1＋r)(T1-T0)＋S×ℓ(T1-T0)＋F＝0 となる。 

 

変形すると、F＝S×(1＋r-ℓ)(T1-T0) 、あるいは F/S＝(1＋r-ℓ)(T1-T0)・・・（6-2 式）となる。 

 

これは、金を当初から保有していた場合と同じ式になる。前述の（6－1 式）のスワップレートとは、ま

さに F/S のことであり、（6－2 式）は（6－1 式）の別の表現をしているものと解釈できる。 

 また、前述の EFP におけるディーラーのインディケーションは、先物と現物のポジションを交換する際のスワ

ップレートと捉えることもできる。さらに、このインディケーションは（6－2 式）によれば、金利、リースレート、

アクティブマンスと納会までの期間との関係で決まっていると表現することもできる。 

 このような関係が崩れており、将来的には理論値に収束すると予想される場合は、裁定取引を行うこと

で利益を獲得することが期待できる。ただ、上記の関係は、取引に伴い通常発生する手数料や税金等

を無視しているため、実際にはこのような手数料や税金等を考慮しても利益が上がるときに、はじめて裁

定取引が行われるため、あるレンジで価格は変動することになる。 

 また、理論値に収束するまでの期間がどのくらいかは判断がつかないことが多く、長期にわたり理論値か

らの乖離が継続し、相場の好転が見られない状況で手仕舞いしなければならないこともあるため、裁定

取引といえどもある程度のリスクは存在することは認識しておかなければならない。 

 以上では、現物と先物との裁定取引について考えたが、納会日までの期間が異なる先物価格同士に

も前述の関係があてはまる。 

 納会日が T2 となる先物価格を F’とすると、理論的には、 

 

F'/F＝(1＋r-ℓ)(T2-T1)の関係が成り立つ。このような関係に着目して、割安な限月を買って、割高

な限月を売る裁定取引は、限月間のスプレッド取引を行うことと同じである。 

 このときも、先行きの需給状況次第では、必ずしも理論値に収束しないリスクがあることを認識しておく

必要がある。 
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第 2 項 ロケーション・アービトラージ 

 

東京商品取引所（TOCOM）価格は、ロコ・ロンドンの価格をドル/トロイオンスから円/グラムに換算

した値にロンドンから東京までの移送費用（運賃、保険料等）とオンスバーからキロバーに鋳直すための

鋳造費用を加えたロコ・東京プレミアムが加算された額である。言い換えれば、この関係が成立していない

相場であれば、ロンドンから東京まで、あるいは逆に東京からロンドンに金を移送することで、リスクなしに

利益をあげることができる。 

 このように、ロコ・ロンドン価格と東京商品取引所（TOCOM）価格の関係に着目して、理論値に比べ、

相対的に高いほうを売り、相対的に安いほうを買い、理論水準に価格が収斂したときに反対売買をする

ことで利益を上げるオペレーションをロケーション・アービトラージと呼ぶ。 

 

ここで、ロコ・ロンドン価格を GL（ドル/オンス）、東京商品取引所（TOCOM）価格を GT（円

/g）、ロンドンから東京までに運賃と保険料を IF と表記する。理論値としては、純度差（※）を勘案す

ると次式が成り立つ。 

（GL＋IF＋ 鋳造費）×99.99/100×為替レート（円/ドル）÷31.1035≧GT 

（GT＋IF＋鋳造費）×100/99.99×為替レート（ドル/円）×31.1035≧GL 

また、NYMEX のアクティブマンスの先物価格で EFP を行う際のディーラーの気配値を「EFP 気配値」と

表記すると、 

（NYMEX 先物価格＋EFP 気配値＋IF＋鋳造費）×99.99/100×為替レート（円/ドル）÷

31.1035≧GT 

（GT＋IF＋鋳造費）×100/99.99×為替レート（ドル/円）×31.1035≧NYMEX 先物価格＋

EFP 気配値 

と表すこともできる。 

 

このような関係が崩れており、将来的には理論値に収束すると予想される場合は、裁定取引を行うこ

とで利益を獲得することが期待できる。ただ、上記の関係は、取引に伴い通常発生する手数料や税金

等を無視しているため、実際にはこのような手数料や税金等を考慮しても利益が上がる場合に、はじめて

裁定取引が行われるため、あるレンジで価格は変動することになる。 

 また、需給構造に地理的な歪みが発生する等、裁定取引といえどもある程度のリスクは存在することは

認識しておかなければならない。  

（※注）金属取引において、欧米市場（ロコ・ロンドン、NYMEX 等）で表示されている金属価格は、

100%純度を前提としている。一方、東京商品取引所（TOCOM）では、実際に受渡対象となっ

ている現物の金属地金の純度を念頭に置いて価格が表示されている。つまり、東京商品取引所

（TOCOM）金先物ならば純度 99.99％の取引であるため、理論上は 100%純度のロコ・ロンドン

や NYMEX 価格よりも 0.01％だけ安くなる。 
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またロコ・ロンドンや NYMEX での受渡しにあっては、例えば純度が 99.5％の金地金を受渡品とし

て供用する場合、表示されている取引価格は純度 100%であるため、1 オンスの取引であれば、

100/99.5 オンス分を渡し方は受け方に渡さなければならない。 
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第 3 節 ヘッジ取引 

 

通常、先物を利用したヘッジ取引といえば、現在保有している現物又は将来保有する予定のある現

物の価格変動リスクを回避又は軽減するために、先物取引において現物契約と反対のポジションをとる

取引のことである。 

 貴金属市場において、鉱山会社が行うヘッジ取引の一連のオペレーションは、需給やリース市場に影響

を与えるため、以下で詳しく解説することとする。 

 鉱山会社は、金ディーラーを通じてリース市場から金を借りて来ると同時に、それを現物市場で売却し、

資金化し、採掘費用などの運転資金を賄う。この運転資金をもとに鉱山会社は操業を行い、リースの満

期が到来すれば精錬した金をもって返却することになる。このような一連のオペレーションを行うことで、鉱

山会社は、ときには市中の借入金利よりも安いリースレートにより、運転資金を調達することができ、かつ、

将来精錬される金の価格を現時点で固定化することにより、価格変動リスクを回避することもできる。一

方、リース市場に金を貸し出す主体の多くは中央銀行である。保管しているだけでは、保管料がかかる金

現物を貸し出すことにより、貸し手はリース料を得ることが可能となる。このスキームは貸し手と借り手の双

方にメリットがあるため、積極的に利用されてきた。 

 ただ、このような取引は金価格に先高感がある場合は、鉱山会社にとってのメリットが少なくなることや

（6－1 式）が示すとおり、理論的にはスワップレート（先物価格/現物価格）とリースレートを足したも

のが金利と同水準に収束するため、長い目で見れば結果的な負担がほとんど変わらないことなどから、現

状ではかつてほどは活発に行われていない。 

 

 

(出所：東京商品取引所（TOCOM)） 
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第 4 節 キャリー・トレード 

 

90 年代後半、米系ファンドは金のリースレートが 1～2％と低位にあることに着目し、金をリースで借り、

借りた現物をスポット市場で売却し、売却代金を株、債券や他の商品などで運用し、リース満期には現

物を買いこれを返却するという一連のオペレーションを行った。このオペレーションはキャリー・トレードと呼ば

れ、中央銀行の金在庫の売却や鉱山会社のヘッジ売りなどと相俟って、90 年代の金価格下落に拍車

をかけた格好になった。 
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第 5 節 リスク管理と周辺制度の最近の動向 

 

企業は取引先の信用リスクや訴訟などのリーガル・リスクあるいは為替や金利変動といった市場リスク、

天変地異による災害リスクなど、様々なリスクに直面している。リスク管理という言葉が聞かれるようになっ

て久しいが、どういったリスクを対象とするかで、リスク管理の手法も異なる。商品先物市場に関係するリス

クとは前述の市場リスクの中の商品価格の変動リスクや市場自体の流動性リスク、あるいは取引の相手

方の信用リスクなどであろう。これらのリスクを管理する手段を我々商品先物業界では当業者等に対し、

提供している。この中で特に当業者として関心のあるのは価格変動リスクとそのヘッジの場としての商品先

物市場である。 

 昨今、リスク管理の視点から、先物市場を取り巻く周辺制度が急激に変化している。これらの環境変

化から一層、商品先物に対する当業者のリスク管理ニーズが高まる可能性が大きいため、この点について

以下で整理して説明する。  

 

 

第 1 項 会社法と金融商品取引法の施行 

 

会社法は、商法の一部と有限会社法等を改正し、これらを引き継ぐ形で 2006 年 5 月 1 日に施行

された法律である。会社法では、企業規模や業種を問わず「株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして法務省令で定める体制（いわゆる「内部統制」）の整備」に関わる事項が取締役会

の専決事項として新たに盛り込まれ、さらに会社法上の「大会社（資本金 5 億円以上もしくは負債総

額 200 億円以上の株式会社）」では、「内部統制システム」の構築が義務付けられている。さらに、この

内部統制システムの具体的内容の一つとして「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」が会社

法施行規則で規定されている。つまり、これからは大会社に分類されればリスク管理体制を構築しなけれ

ばならないことになる。 

 また、金融商品取引法では、上場会社に対し、経営者による内部統制報告書の作成と公認会計士

による監査を義務付けており、内部統制の状況を開示し、第 3 者のチェックを受けなければならないことに

なっている。会社法と金融商品取引法のこれらの規程が適用されるのは 2008 年 4 月 1 日より開始さ

れる事業年度からとなっており、リスク管理に対する体制の整備とその開示並びにその適正性の確保が求

められる時代になってきたのである。 

 例として、企業が取扱っている金の価格の変動についてのリスク管理に係わる内部統制について考えて

みよう。これからは金価格の変動リスクに係わる内部統制の不備が原因で、金価格の変動によって多額

の損失が発生した場合は、会社法上の内部統制構築義務違反となる可能性があり、株主代表訴訟の

対象となる。  
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第 2 項 棚卸資産の評価基準の変更 

 

さらに時期を同じくして、在庫の評価に関する会計上の取り扱いが変更された。つまり、これまでは原材

料の調達にあたり、著しく時価が下がり、かつ回復の見込みがない場合を除き、原則として取得時の原

価で在庫である原材料を評価すればよかったが、2008年 4月 1日より開始される事業年度から、通常

の販売目的で保有する棚卸資産は、期末における正味売却価額（時価から売却にかかわる諸経費を

控除した額）が取得原価より下落している場合、当該正味売却価額で評価しなければならなくなる。こ

の会計上の取り扱いの変更は、前に説明した会社法や金融商品取引法の施行と一見無関係に見える

が、実は経営上は極めて関係がある。なぜなら、これまでは在庫に含み損が発生していても、取得時の

価格で評価すればよかったため、損失として表面に出てくることはなかったが、今後は価格が下がっている

場合は時価（正確には「正味売却価額」）で評価するため、損失が表面化することになる。即ち、これ

までであれば、意図するかしないかは別として、決算上の数値をある程度調整することができたが、今後は

在庫の評価損失が表面化し易い環境になる。こうした環境変化により、価格変動に対するリスク管理に

関する内部統制の整備について、先に述べた経営者の責任にこれまで以上に目が向けられることにつな

がるわけである。つまりリスク管理に対する内部統制を整備しているか否かが結果としてより明確に経営

成績に表れるようになり、それに対して投資家も注目しやすくなるということである。 

 こうした環境変化により、自社で扱っている商品の価格変動リスクに対するリスク・ヘッジの場である先物

市場に対する当業者のニーズが高まることが期待される。 

 具体的な数値例でこの点を確認する。ある商品を仕入れて販売している流通業者を例にとる。期初 

棚卸として評価額 100 円の商品 1 個の在庫が存在したとする。今期、新しく商品 1 個を仕入れたが、

200 円/個に値上りしていた。一方、売上げについては、仕入値の上昇を反映して販売価格を 300 円/

個として 1 個販売した。期末在庫は 1 個であるが、期末時点では商品は 100 円/個に値下がりしてい

たとする。 

 この例について、会計上の利益を求めたのが、図「会計方針による在庫評価の違い」である。仕入高や

在庫の評価方法によって会計上の利益が違ってくるが、在庫に評価損がある場合、新ルールが適用され

ることで、より利益が保守的に計上されていることになり、より実態に近い姿になっていることがわかる。  
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・（旧）原価法（＊1） 取得した原価で在庫を評価する会計処理方法 

（含み損益が発生する）  

・（新）原価法 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益の低下による簿価切り下げを行

う会計処理方法 

（含み損は発生しない）  

 

◆仕入と売上の対応による会計方針の種類 

・先入先出法  先に仕入れたものから順に販売していくという前提に基づく会計処理方法  

・後入先出法（＊2） 後に仕入れたものから先に販売していくという前提に基づく会計処理方法  

・個別法 仕入れた商品ごとに着目し、販売されたか否かを判定する会計処理方法  

・総平均法 一定期間の総仕入に対し、平均単価を求め、総販売を対応させる会計処理方法  

・売価還元法 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を

乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする会計処理方法  

 

＊1：2008 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。 

＊2：2010 年 4 月 1 日以降に開始される事業年度から廃止。 
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第 3 項 ヘッジ会計とリスク・ヘッジ 

 

1. ヘッジ会計とは 

ヘッジは実施したら、それで終わりというものではない。ヘッジの結果を会計処理し、財務報告し、それ

に基づき納税が行われて、はじめてヘッジに係わる一連の手続きが完了したことになる。つまり、ヘッジを実

行した後の会計処理も、ヘッジの極めて重要な一部分を構成しているのである。  

 折角ヘッジしたのに、会計上の取り扱いとしてはヘッジをしていないように扱われてしまうのではヘッジの効

用も薄れてしまう。そこで重要となるのがヘッジ会計である。 

 ヘッジ会計とは「ヘッジの手段として用いられた取引とヘッジ対象との間の会計上の損益認識時期のず

れを調整する会計処理」をいう。ヘッジ会計は現在のところ「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第 10 号）に規定されており、2000 年 4 月 1 日以降開始された会計年度より適用が認められた

比較的新しい制度である。現在の税制は企業会計基準を前提としているため、ヘッジに係わる会計処

理が適切に行われなければ、たとえヘッジを行ったとしても、ヘッジ対象の損益とヘッジ取引による損益とは

別のものとして切り離され、両者の損益は相殺されることなく税金を徴収されてしまう。さらに会計上の数

字が悪化すると、クレジット・リスクが高まり資金調達で不利になるなど、会計上の取り扱いは企業実態に

も影響が及ぶことになる。  

 

2. ヘッジ会計の具体例 

 それではヘッジ会計の具体例を見てみよう。3 月末を決算期とする宝飾品メーカーの A 社は 3 月 1 日

時点で、冬場の需要期にあわせて金先物取引で金地金価格変動リスクのヘッジを行うことにした。3月1

日において金の現物価格は4,500円/gであり、A社は同日、先物市場で12月限の金先物を4,500

円/g で 5kg 分のポジションを買い建てた。その後、3 月末の決算期末時点では、金の先物価格と現物

価格はともに 5,000 円/g に値上がりしていたとする。  

  このときの先物取引の評価益は 500 円/g×5kg＝250 万円となる。しかし、これはあくまで来期 12

月の金地金購入に対するヘッジ取引に伴う評価益である。一方、現物価格も500円/g値上がりしてい

るが、実際には仕入は発生していないため、現物取引では損益は 3 月時点で発生していない。このため、

A 社としては、先物取引の評価益を当期の利益とはせずに、現物取引が行われる来期の 12 月まで繰り

延べることとしたい。このとき先物取引により発生している利益 250 万円を来期の利益として繰り延べる

会計上の手続きがヘッジ会計である。  

  ヘッジ取引とはそもそも、ヘッジ対象の損益をヘッジ手段の損益と相殺することで、損益を固定化するこ

とに意義がある。したがって、ヘッジがうまく機能している場合は、ヘッジ終了時点でヘッジ対象の損益はヘ

ッジ手段の損益で相殺される。しかし、仮にヘッジ会計が認められなければ、ヘッジの途中で決算期をむ

かえると課税が行われることにより、税金分だけ損益にずれが生じることになる。  

  この例で、ヘッジ会計が適用されれば、先物取引から発生する利益は、現物取引の損失によって相

殺されるため、課税は原則として発生しない。しかし仮にヘッジ会計が認められず、3 月末時点でヘッジ手
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段である先物取引の評価益250万円について、税率50％で課税された場合を考える。3月以降相場

の変動がないとすると、12 月時点で、実際の現物仕入価格は 5,000 円/g となり、ヘッジ対象である現

物取引は 500 円/g のマイナスが発生していることになる。一方、ヘッジ手段である先物取引では、3 月

時点で 250 万円の利益に対し、既に 125 万円が税金として徴収されているので、先物取引についての

税引き後利益は 125 万円となる。ヘッジ対象とヘッジ手段の損益を通算すると、税金の 125 万円分が

マイナスとなってしまう。  

 

3. ヘッジ会計の対象となる取引  

 「金融商品に関する会計基準」によれば、ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、①「相場変動等に

よる損失の可能性がある資産又は負債で相場変動等が評価に反映されていないもの」、②「相場変動

等が評価に反映されているが評価差額が損益として処理されないもの」、③「資産又は負債に係るキャッ

シュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの」と規定されている。 

 たとえば上記①の例としては、取得原価で評価されているガソリンや灯油などの商品在庫が挙げられる。

持ち合い株式などの有価証券は①の例であり、防衛省への入札による固定価格での軽油の売買契約

は②の例にあたる。 

 また、ここで想定されているのは、現存する資産・負債だけでなく、「予定取引」により発生が見込まれる

資産又は負債も含まれる。この「予定取引」とは、「未履行の確定契約および契約は成立していないが、
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取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価額等の主要な取引条件が合理的に予測

可能であり、それが実行される可能性が極めて高い取引」をいう。したがって、受注生産・受注販売だけ

でなく、見込み生産・見込み販売も対象となり得る。 

 

 

4. ヘッジ会計の適用要件  

 ヘッジ会計を適用することで、結果として利益の繰延べが可能となる。したがって、ヘッジ会計がその趣

旨に反して適用されると、利益操作による納税の回避が可能になるばかりか、財務諸表の利用者である

投資家の判断を誤らせることになる。このため、ヘッジ会計の適用は厳格に審査され、事前と事後の要件

を満たさなければならないことになっている。 

 事前要件とはヘッジ取引を行う前に満たしておくべき要件である。具体的には、ヘッジ取引が企業のリス

ク管理方針に従ったものであることが、取引時に、次の①、②のいずれかによって客観的に認められること

とされている。即ち、①「当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが文書により確認でき

ること」、または②「企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定および内部統制組織が存在し、当

該取引がこれに従って処理されることが期待されること」のいずれかが事前に確認されている必要がある。 

 事後要件は、「ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が、高い程度で相殺される

状態、又はヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が、引き続き認められ

ることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確認されていること」とされている。 

 

5. ヘッジ会計の適用要件の明確化 

ヘッジ会計の適用について厳格に審査される半面、解りづらいことから、2015 年に規定上明確化され

た。 

まず一点目が商品の到着遅延などの事情で、ヘッジ取引の期限延長を行った場合、当初のヘッジ取

引の期限到来時に発生したヘッジ損益の繰り延べが認められること。 
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もう一点目は、ある商品と、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ある商品の相場

変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、価格変動パターンが 80～125%の範囲内に収まる場合もヘッジ会計の適用が認められること。こ

こでいうある商品とヘッジ手段の価格変動の差とは、ベーシス・リスクのことである。 

 

6. ヘッジ会計制度とリスク管理 

 ヘッジ会計は利益操作に悪用される危険性があるので、その適用は厳格に判定しなければならない。

しかし、あまりに厳格に過ぎると、ヘッジ会計が適用されずに、企業活動の最終成果である会計上の利

益がヘッジ行為とは無関係に評価されてしまい、企業のリスク管理に対する意欲を減退させる危険性が

ある。このようにヘッジ会計は諸刃の剣で、誤って利用された場合の弊害が大きいものの、適正に利用さ

れた場合のメリットも大きく、企業におけるヘッジに対する姿勢やリスク管理の定着に重要な意味を持って

いる。特にリスク管理を前提とした経営が求められる世界的規模での自由競争時代において、ヘッジ会

計制度の充実は喫緊の課題である。 
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第 6 節 モダン・ポートフォリオ理論 

 

「ポートフォリオ」（portfolio）は、一般には「書類カバン」や「携帯書類入れ」をさす言葉だが、経済・

金融分野では、株券などの有価証券を入れる書類カバンから転じて「資産構成」「資産の組み合わせ」

などの意味で使われている。 

 伝統的な投資理論におけるポートフォリオの概念でも「一つの籠にすべての卵を盛らない」など経験的理

解は古くからあったが、分散投資の効果が数学的に証明され、リスクとリターンを定量化してコンピュータプ

ログラムで計算可能なものになったのは、1952 年、シカゴ大学の大学院生だったハリー・マコービッツ

（Harry Markowitz）が著した博士論文「ポートフォリオセレクション：分散投資理論」が最初だった。 

 マコービッツがこの論文で提唱した「平均・分散アプローチ」と「ポートフォリオの最適化」は、その後、シャー

プが考案した資本資産価格理論（CAPM 理論）などを経て、1990 年代にほぼ完成し、それまでのポ

ートフォリオ理論に対して「モダン・ポートフォリオ理論（MPT）」と呼ばれるようになった。マコービッツはこの

業績が認められ、1990 年に、同じシカゴ大学のマートン・ミラー、スタンフォード大学のウィリアム・シャープ

と共にノーベル経済学賞を受賞した。 

 

ポートフォリオ・セレクション（資産の組み合わせ）の考え方 

 

（1） 相関関係とリスクの計測 

 ポートフォリオを組む理由の第一は、一つの投資の成績が振るわなくても、別の投資がそれをカバーでき

るほど高いリターンを上げることができれば運用成績の振れが小さくでき、全体の収益も確保されることにあ

る。そのためには、互いに相関性の低い投資商品のポートフォリオを組成することがリスクを軽減する手段

の一つになるというのが、MPT のまず画期的な点だった。 

 仮に、「ハイリスク、ハイリターン」の資産 A と「ローリスク、ローリターン」の資産 B を組み合わせたとする。

両者がまったく同じ値動きをすれば、ポートフォリオの期待リターンは資産 A と資産 B の中間になる。 

 しかし、MPT では、もし資産 A と資産 B の値動きとリターンの連動性（相関）が低ければ、理論上、

ポートフォリオ全体のリスクは低くなるとしている。 

 相関関係を読み取るポイントは、資産のリターンが同じ方向に動く傾向にあるか、逆の方向に動く傾向

が強いかにある。お互いのプラスとマイナスを打ち消すように逆の方向に動く傾向にある投資対象を「相関

が低い」という。 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 例えば投資対象 A と B の過去 5 年間のリターン（収益）を比べて見る。 

 

＜投資対象 A と B の過去 5 年間の収益推移＞ 

  1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 平均 標準偏

差 

資産 A 60 80 40 -20 20 36 38.47 

資産 B  -10 -5 60 60 60 33 37.01 

A＋B 合成 50 75 100 40 80 69 24.08 

 

それぞれをみると、両者ともリターンの平均値からの散らばり具合を表わす標準偏差が大きい反面、リタ

ーンは１年目で B が－１０であるのに対して A は６０、４年目は逆に B が６０、A が－２０となるな

ど、両者の連動性（相関）は低い。しかし両者を合成してみると、リターンの振れは小さくなり、標準偏

差も小さくなっている。 

 このことから、ポートフォリオによるリスクコントロールに重要な役割を果たすのが、投資対象間の相関関

係であることが分かる。この連動性の度合いを示す相関係数は＋１から－１までの範囲にあり、相関係

数が＋１であればまったく同一のパターンで変動する（一方が 1％値上がりすれば、もう一方も1％値上

がりする）。－１であれば、まったく逆に動き、０であれば 2 つのデータの変動の間には何の関係もない。 

 

安全資産（国債や預貯金の利子）での運用と、上記の資産Ａと資産Ｂのリスク資産を組み合わせた

場合の期待収益率とリスクの関係は下図の曲線上の点で表わされる。 

 

注目されるのは、この曲線上に資産 B よりも収益率が高く、リスクが小さな点 D が存在することである。
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このことから、ＡとＢの組み合わせによっては、Ｂ以下のリスクにすることができるということになる。 

 このポートフォリオにおいて、投資家がなるべくリスクを低くし、利益を大きくしたいと思うなら、安全資産の

点Ｆから曲線に引いた接線との交点（点Ｅ）における保有比率が最適なＡとＢの保有比率となる。 

 

MPT に基づいて、リスク・リターンの異なる投資対象を組み入れたポートフォリオの効果を最大にする組

み合わせ比率を求めることができる。そして、リスクが最小でリターンが大きい組み合わせの範囲（上図で

は曲線上の点 D より右上の部分）を有効フロンティアと呼んでいる。 

有効フロンティアを作成するためには、投資対象ごとに収益のヒストリカルデータから期待リターン、リスク

（分散・標準偏差）を求め、相関係数と期待リターンに基づいて、ポートフォリオにおける各投資対象の

組み入れ比率を変えていく。 

 これを元に、期待リターンに対してリスクが最小となるポートフォリオを組んだ時のリスク・リターンを示す有

効フロンティアの曲線を作成することで、リスクを小さくして、リターンを最大にするポートフォリオを構成するこ

とができる。ちなみに、MPT は現在では、株や商品ばかりでなく、不動産投資や生命保険などのビジネス

にも応用されている。  

 

 次に、商品と伝統的資産（株、債券）の相関係数を具体的に見てみよう。サンプルは 2002 年 1 月

4 日から 2012 年 12 月 28 日までの国内市場のデータである。これを見ると、とうもろこし、ゴム、金とも

に日経 225、為替、JGB（日本国債）との相関が低いことがわかる。 

 

＜商品と伝統的資産の相関係数＞ 

 日経 225 JGB ドル円 とうもろこし ゴム 金 

日経 225 1.00      

JGB 0.32 1.00     

ドル円 0.35 0.22 1.00    

とうもろこし 0.32 0.11 0.27 1.00   

ゴム 0.40 0.14 0.24 0.41 1.00  

金 0.27 0.08 0.24 0.38 0.37 1.00 
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第 7 節 効率的市場仮説 

 

ポートフォリオ理論は、市場が効率的であることを前提としている。効率的な市場とは、「価格が利用

可能なすべての情報を常に反映している市場」のことである。効率的な市場では、次に発生する新たな

情報は予測不可能であり、結果として価格はランダムウォークに従うことになる。1970 年にユージン・ファ

ーマはこうした市場に対する捉え方として「効率的市場仮説」を提唱した。ファーマによれば市場の効率性

のレベルは以下の３つに分けられる。 

 

・ウィーク・フォームの効率性…過去の価格情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ウィ

ーク・フォームの効率性が確保されている市場では、過去の価格データを分析することで、超過収益を得

ることはできない。したがってこの場合、テクニカル分析は有効ではないと考えられる。 

 

・セミストロング・フォームの効率性…公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、セミ

ストロング・フォームの効率性が確保されている市場では、公開情報をもとに、超過収益を得ることはでき

ない。したがってこのときは、ファンダメンタル分析は有効ではないと考えられる。 

 

・ストロング・フォームの効率性…未公開情報を用いても超過収益を得ることはできない。すなわち、ストロ

ング・フォームの効率性が確保されている市場では、未公開情報をもとに超過収益を得ることはできない。

したがって、この効率性が確保されている場合、インサイダー情報を得ようとしても無駄という帰結になる。 

 

こうした市場に対する見方・捉え方は、実際の市場に必ずしもあてはまっているわけではない。例えば効

率的市場仮説を信じ、すべての市場参加者が情報収集や分析をやめてしまった場合、情報が価格に反

映されず、その瞬間に市場は効率的でなくなる。この時、あるひとりの投資家のみが情報収集し分析を行

い、結果その投資家だけが買い時だという情報を得たとすると、この情報は他の誰も持っていないため分

析を行った投資家のみ、誰よりも先に行動することができ利益を得ることができる。しかし、その投資家が

分析により利益を上げたという情報が他の市場参加者にも伝われば、多くの投資家が分析を始め、市場

は効率的になり、その意味で他の投資家を出し抜けず、分析は意味のないものになる。 

分析しても意味がないと誰もが思って分析しなくなると、また分析した投資家だけが利益を得る状態に

なるという状態の繰り返しで、誰もが市場は効率的と思えば、分析が行われていないことで結果的に効率

的ではなくなり、効率的でないと思えば効率的になるというような存在といえる。 

また、こうした市場の効率性に対する見方の違いによって、投資のスタイルも異なる。アクティブ運用は、

市場が完全には効率的ではなく、非効率なところもあると考えて情報収集と分析に力を入れることで収

益を上げるという投資スタイルである。 

一方、パッシブ運用は分散投資により、市場パフォーマンスに追従した投資リターンを追及する投資戦

略である。パッシブ運用は、市場は効率的だと考え、情報収集と分析に力を入れても市場を上回るパフ
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ォーマンスは得られないので、むしろ市場で取引されている多くの銘柄に分散して投資することにより、市

場パフォーマンスと同じ収益を上げていこうとする投資スタイルである。  

 

（第 6 章おわり） 
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第 7 章 東京商品取引所の取引ルール 

 

第 1 節 取引要綱 

 

金（標準取引） 

金（ミニ取引） 

金（限日取引）【ゴールドスポット】 

金（現物） 

銀 

白金（標準取引） 

白金（ミニ取引） 

白金（限日取引）【プラチナスポット】 

パラジウム 

 

第 2 節 建玉制限 

 

「貴金属市場管理細則」第 2 条（東京商品取引所（TOCOM）HP 参照） 

 

第 3 節 ヘッジ玉の取扱い 

 

「貴金属市場ヘッジ玉取扱要領」 （東京商品取引所（TOCOM）HP 参照） 

 

第 4 節 受渡制度（東京商品取引所（TOCOM）HP 参照） 

 

第 5 節 EFP 取引について 

第1項 EFP 取引及び EFS 取引実施細則（東京商品取引所（TOCOM）HP 参照） 

※EFP・EFS 取引については、東京商品取引所 「業務規程」第 32～35 条も（東京商品取引所

（TOCOM）HP 参照）のこと。 

 

http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/gold.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/gold.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/gold100.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/gold_physical.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/silver.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/platinum.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/platinum.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/platinumspot.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/youkou/palladium.html
http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html
http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html
http://www.tocom.or.jp/jp/guide/seido/preciousmetals.html
http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html
http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html
http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html
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第 6 節 立会外取引について 

「立会外取引実施細則」（東京商品取引所（TOCOM）HP 参照） 

（第 7 章おわり） 

 

http://www.tocom.or.jp/jp/rule/index.html

