
コロナ長期化に備えるサバイバル投資術

常務執行役員
株式・デリバティブ事業本部長
土居雅紹（どい まさつぐ）

2020年4月29日



2

ITバブル崩壊は影響限定、同時多発テロ、ワールドコムは約半年

出所：楽天証券
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世界金融危機ではリーマン破綻後にさらに混乱、立ち直りに2年強

出所：楽天証券
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良いニュース
• 日米欧の超金融緩和 ⇒金融恐慌回避
• 各国の緊急財政出動
• 世界中でワクチン、治療薬の開発中

悪いニュース
• 自粛疲れ⇒ 感染長期化
• EUの一部（PIGS）、新興諸国のデフォルト懸念
• 米中対立激化、黄禍論再燃も
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Two Cats Test Positive for COVID-19

The first confirmed cases of COVID-19 in two pet cats in the United States was 
announced on Wednesday, April 22, 2020. The cats live in two separate areas of 
New York state. Both had mild respiratory illness and are expected to make a 
full recovery. Infections have been reported in very few animals worldwide, 
mostly in those that had close contact with a person with COVID-19.

アメリカ疾病予防管理センターは4月22日、ニューヨークで猫が異なるエリアで
COVID-19に罹患していたことを確認したと発表。2匹はともに軽度の呼吸器疾患
があるものの回復が見込まれるという。
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欧米退き膨らむ邦銀 海外投融資410兆円に
リーマン危機10年 2018/9/18日本経済新聞

邦銀の外債運用、4割がトリプルB格 日銀がリスク指摘 2020/4/21
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界経済の混乱が邦銀の有価証券運用を直撃する恐れ
がある。
日銀は21日公表した金融システムリポートで、銀行の持つ外債の約4割は投資適格級の中で
最も格付けが低いトリプルB格だと指摘した。景気が悪化し、市場などで「堕天使（fallen 
angel）」と呼ばれる投機的水準に陥る格下げが増えている。日銀は実体経済から金融シス
テム不安につながるリスクに強い警戒感を示した。

邦銀のＣＬＯ投資、リーマン級ストレス生じても頑健性高い－日銀
2019年10月24日 BLOOMBERG
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2019年12月末の各国銀行の国際与信残高

出所：国際決済銀行（BIS）
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さらに悪いことが重なる可能性あり…
• 地球温暖化の影響と思われる大雨、巨大台風は今年も来
る可能性あり ⇒ 夏までにコロナ終息なければ感染拡大

• 地震、噴火はコロナにかかわらず起こりえる

富士山噴火で首都機能まひ 政府が被害想定
2020/4/23 日本経済新聞
富士山が江戸時代と同じような大噴火を起こすと、東京をはじめ首都圏の機能が長期
間まひする危険がある――。政府の中央防災会議作業部会は3月末にそんな被害想定を
まとめた。火山灰の影響で鉄道や道路などの交通、電気、水道といったインフラが停
止。大地震以上の被害につながるかもしれないという指摘だ。
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短期終息

自粛⇒緩和⇒再燃⇒再自粛で長期化

倒産、失業増加⇒世界各地で経済危機？

株式市場は大幅リバウンド？
⇔ただし、画期的な治療薬がなければワクチン開発

は時間がかかる。ワクチンがなければ抑え込みは
難しい。 楽観シナリオは運よく当たればリターンが

大きいが、外れた時のダメージが大きい

最悪のシナリオは確率は低いが、発生時のイン
パクトが極めて大きい。今回のパンデミックは
典型例
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2020年～ コロナ長期化に備えるには

• 今後の展開を決めつけない
⇒ 楽観シナリオに乗った全力投資はしない

• 最悪に備える
⇒ Cash is King を念頭に 三点支持の岩登りのイメージ

• 投資タイミングの分散
⇒ 自分の判断が間違っているリスクを減らす
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日経平均、NYダウ、金価格の値動き：暴落時には相関上昇

出所：楽天証券

世界金融危機

ITバブル崩壊

りそなショック
人民元ショック

米中対立

コモディティバブル
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投資対象を考える際の注意点

• 各国の超金融緩和が続くとお金の価値が下がる
• 加えて米vs中露対立でドル以外の外貨準備へ
• ⇒ 金地金のニーズは高止まりか？

• 暴落時には日米でも国内でも株価は同時に落ちる
• 上がるときは強いものだけ大きく上がる

⇒米国の強い個別株か強いセクターETF
⇒中級者ならペアトレードが有効
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金投資は純金積立とETFの使い分け
小口 金との連動性 税金 使い分けのポイント 投資銘柄（例）

金地金 ◎ ◎ 50万特別控除あり

５年超・少額積立

ドルコスト平均法向き

自宅保管は盗難、災害リスク有

楽天証券の純金積立

金ETF（国内） 〇 △～〇 株と通算

貸株利用・信用取引利用に妙味

連動性は銘柄差に注意

取引手数料0円銘柄有

1326 SPDRゴールド

1328 金価格連動

1540 純金上場信託

金ETF（米国） ◎ 〇～◎ 株と通算
2－3年、or 数百万円超の投資向き

楽天証券なら買付手数料無料銘柄有

GLDM SPDR ゴール

ドミニ

金関連株（国内）× × 株 金投資としては難あり

産金株（米国） △ ×～レバ数倍 株

対象銘柄多く、業務内容の精査が必

要。

HMY ハーモニーG

GFI ゴールドF

AU アングロG

ゴールド100

（金限日）
△ レバ40倍 FXなどと通算可

短期レバ投資、税金に注意 東商取

（7月からは大証）
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※主要取扱会社（当社、田中貴金属、三菱マテリアル、SBI証券、マネックス証券）のホームページ公表（2020年1月24日時点）の積立手数料（税抜）で比較

月々の積立額
1,000円以上
3,000円未満

3,000円以上
10,000円未満

10,000円以上
30,000円未満

30,000円以上
50,000円未満

50,000円以上

楽天証券 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

SBI証券 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

マネックス証
券

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

田中貴金属 取扱いなし 2.5% 2.5% 2.0% 1.5%

三菱マテリア
ル

取扱いなし 2.86% 2.39% 2.39% 2.39%

金・プラチナ等の価格は、金利、通貨、経済指標、政治情勢の変化等のさまざまな要因によって変動し、損失が生じるおそれがありま
す。なお、金・プラチナ等の取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。お客様の購入価格（小売価格）と売却価格（買取価
格）には、価格差（売買スプレッド）があります。

楽天証券なら毎月1000円から金地金に投資できる！
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米国上場の金ETFなら

最低投資金額 手数料 売買価格差 管理コスト 税金

SPDR ゴールド・シェア（GLD) $146.3 0.495％、最大22ドル 小さい 0.40% 国内株と同じ

SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM) $15.50 楽天証券なら買付無料 小さい 0.18% 国内株と同じ

金地金 1000円～ 1.50% 78円/g なし 特別控除あり



従来の分散投資には不都合な現実

正規分布

実際の分布

様々な分析や分散投資の前
提とされる正規分布よりも、
現実は極端な値動きが多い

大暴落で相関が上がって分散投資の
効果が落ち、急騰局面では一部の資
産／銘柄しか上がらない？

資産／銘柄
の相関

大暴落 急騰投資リターン

現実の相関
分散投資の前提
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日米株の中でも差が開く

出所：楽天証券

人民元ショック

アベノミクス相場

コロナショック

FRB利上げ
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コロナ長期化でも、終息でも強い銘柄（例）

• クラウド利用 → マイクロソフト、アマゾン

• リモートワーク → PC、ネットワーク需要増
→ マイクロソフト、インテル、エヌビディア

• マスク、トイレットペーパーなど需要が減らないもの
→P&G、ジョンソン＆ジョンソン

☆ETFなら：VGT（情報関連株）、1545（NASDAQ100）
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強い米国ハイテク株につくなら

出所：楽天証券
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コロナ長期化でも手堅そうな銘柄なら

出所：楽天証券
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コロナ長期化に備えたモデルポートフォリオ（例）

出所：楽天証券

Cash is King
（もしもに備える）小口ならタイミング分でき税

金が有利な純金積立
大口なら米国ETFのGLDM

予算にあわせて1株から買える
アマゾン、マイクロソフト、インテル、
エヌビディア、P&G、J&J
迷ったらVGT、S&P500のETF
1545（NFNASDAQ100 ETFなら貸株利
用を忘れずに）
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コロナ長期化でも攻めるポートフォリオ（例）

出所：楽天証券

国内株に投資するなら信用売りを
使ったこのスキルを身に着けたい
⇒ 日経の友連れリスクを減らす

そうはいっても
非常時なので

Cash is King

勝ち馬にはのって
おきたい

輪転機政策と米中
対立への備えは金
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上がりそうな銘柄を買ったら...

業績が良い会社Aで株価上昇を狙うものの…

業績が良い会社Aの株価も下がる

相場全体が下落したら…

下げ相場
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そこで...ペアトレードで相対的な値動きに投資！
読み通りならリスクを抑えることができる

業績が良い会社A

業績が悪い同業の会社B

業績が良い会社A

業績が悪い同業の会社B

上がりやすい

上がりにくい

下がりにくい

下がりやすい

上げ相場 下げ相場

ココ！ ココ！
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ペアの候補（例）

買）業績が良い企業 売）普通の同業他社
買）業績が良い米国株 売）業績が悪い同業他社

売）TOPIX ETF

買）TOPIX ETF 売）業績が悪い企業（大型株）
買）NASDAQ100 ETF 売）競争激化業界の銘柄

買）TOPIX ETF 売）醜聞が出た企業（大型株）
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事例１：得意分野の違い

国土強靭化補正
予算閣議決定

191715
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事例１：得意分野の違いーコロナショック前後
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事例２：スキャンダル、業績悪化
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事例２：スキャンダル、業績悪化ーコロナショック前後
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MSII 投資情報-個別銘柄-市況で売り建て向きかチェック

出所：楽天証券

一般信用
（無期限）
「売」に○
があること
が重要！
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ペアトレードのツボ（目安）

• 信用買い＋信用売り で資金を有効活用
• 売りと買いの金額を概ねマッチさせる

• 売建ては一般信用（無期限）が使えるもの優先
• 制度信用売りの場合は逆日歩履歴に注意！

• 同業他社の良いペアがない場合はETF

• 数週間から数か月の投資期間となることが多い
• 状況が変わったら手仕舞う
• 業績低迷企業／業界は、合併・資本提携も
• 配当権利落ち日前の手仕舞いも一案
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石原順（メインパーソナリティー）
辻留奈（ラジオNIKKEIアナウンサー）
今中能夫（楽天証券経済研究所 チーフアナリスト）
土信田 雅之（楽天証券経済研究所 シニアマーケットアナリスト）
土居（雅）、窪田、岩本、土居（裕）、紙田、片山 他

ラジオNIKKEI第1、ポッドキャスト、YouTube配信
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ご注意事項

・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資い
ただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価
格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについ
ては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

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

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

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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投資にかかる手数料等およびリスク

■国内株式国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連動対象となっている
指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、
損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、
大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。

取引金額 取引手数料
5万円まで 50円（55円）
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 105円（115円）
50万円まで 250円（275円）
100万円まで 487円（535円）
150万円まで 582円（640円）
3,000万円まで 921円（1,013円）
3,000万円超 973円（1,070円）

〔超割コース（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

取引金額 取引手数料
10万円まで 90円（99円）
20万円まで 135円（148円）
50万円まで 180円（198円）
50万円超 350円（385円）

※（）内は税込金額

※（）内は税込金額

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照
ください。
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投資にかかる手数料等およびリスク

〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。

取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 100円（110円）
50万円まで 238円（261円）
100万円まで 426円（468円）
150万円まで 509円（559円）
3,000万円まで 806円（886円）
3,000万円超 851円（936円）

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。

〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

※（）内は税込金額

1日の取引金額合計 取引手数料
50万円まで 0円
100万円まで 858円（943円）
200万円まで 2,000円（2,200円）
300万円まで

以降、100万円増えるごとに1,100円追加。
3,000円（3,300円）

※（）内は税込金額

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含ま
れません。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最大で4,950円
（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委託保証金の保
証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
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【貸株サービスにかかるリスクおよび費用】
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません（無担保取引）。
●当社の信用リスク
当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客
様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様が取得できないことになります。
●投資者保護基金の対象とはなりません
なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
●配当金等、株主の権利・義務について
貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られ
る株主提案権等について、貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様
のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われ
ます。
●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の
変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）より提供されるデータを基にしており、原則として毎営
業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条の25第２項）を提出す
る場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の
種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承くださ
い。
●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、
配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

2019年12月23日現在

投資にかかる手数料等およびリスク


