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実需筋が押し目買いを
諦めたとき、
1,300ドルが視野

Gold May Have $1,300 in Sight When
Actual Users Give Up Buying on Dip

投資対象としてのゴールドは、ひところのような高騰

While gold as an investment has lost the allure of surging prices in

はなくなったものの、安全資産としては依然として根強

the recent past, it still remains a perennial favorite as a safe asset.

い人気を維持している。今回は、その「ゴールド」相場に

This week, I would like to give an introduction to the gold market

ついての見通しをご紹介しよう。

outlook. On Thursday, April 14, a prominent dealer supervising gold

外資系銀行でゴールド・ディーリングを統括する著名

dealings at a foreign-affiliated bank said, “Indeed, the yen’s appre-

なディーラーは4月14日（木）、
「 やはり円高・ドル安は

ciation against the dollar has gone a little bit too far.”

ちょっと行き過ぎだった」
として、
こう語った。

The dealer said: “As the dollar was bought vis-à-vis the yen the day

「一昨日
（12日）
に続き昨日
（13日）
も円高に対する是

before yesterday (April 12) and again yesterday (April 13) to check

正、
ドル買いが入り、
ドル円は108円半ばから109円半

the yen’s ascent, the dollar rose from the middle of the ¥108 level

ばまで上昇した。
このドル買い・円売りに対してゴール

to the middle of the ¥109 level. Following this bout of dollar buying

ドは売られ、1,256ドルから一時1,240ドル割れまで下

and yen selling, gold declined from $1,256 to below $1,240 per

落した」
。

ounce at one point.”

ご存じのように、
ゴールド相場は、
ドル相場とは反対の

As you well know, gold prices tend to move in the opposite direc-

動きをする傾向にある。
ドル高になれば下落し、
ドル安に

tion of the dollar. When the dollar rises, gold tends to drop, and

なれば上昇しやすい。ただ、同

when the dollar declines, gold

ディー ラー は 半 面 でドル 安 に

tends to go up. However, the

なっても、
「1,300ドルをブレイク

dealer notes that even when

するまでのエネルギーはなく、

the dollar drops, “gold does

やはり、まだまだレンジ内の取

not have energy enough to

引」とみている。
ドルの行方次第

break above $1,300 and is still

で上がったり下がったりといった

most likely to trade range-

相場展開を見込んでいる。

bound,” anticipating ups and

ゴールド相場を見る上で、
もう

downs of gold prices depend-

ひとつ重要な要因は実需であ

ing on developments with the

る。
ジュエリーや工業用などの実

dollar.

需筋は、
「このレベルではほとん

Another important factor in

ど動きはない」という。1,200ド

following the gold market is

ルを割ると値ごろ感から、相当

real demand. Market partici-

の逆張りがあると思われ、
「おそ

pants with real demand for

らく1,200ドルは割らない」
とみ

gold for jewelry and industrial

ている。実需筋はどこかでじれ

use are seen “unwilling to

て買ってくるはずであり、
「 そう

make any big moves at the

なったときに初めて1,300ドル

current price levels.” When

が見えてくるかもしれない」
という。
（『サイバノミクス・レポート』
２０１６年４月１１日−１５日号より）

gold dips below $1,200, however, they may find value and enter the
market to trade substantially against the trend. Thus, the dealer
deems it unlikely for gold “to possibly break below $1,200.” The
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dealer added that market participants backed by real demand
should get impatient and start buying somewhere and “gold prices
only then may have $1,300 in sight.”
(Excerpt from April 11-15 2016 edition of the “Cyber Economics Report”)
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