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マネーエクスプレス 
魅力あるハイクロリティー 
金融商品をご提案する。 
魅力あるハイクロリティー 
金融商品をご提案する。 

ファンドクリエイション 

今週のインデックス 

日経225、株式現物・信用取引、外国為替取引、商品先物取引のことならアイディーオー証券へ

デリバティブに強い証券会社アイディーオー証券

すべての でT r a d e
業界最低水準手数料を実現

日経225先物・オプション取引 日経225先物 片道 円 ��� 日経225mini 片道 円 ��

外 国 為 替 証 拠 金 取 引  インターネット取引手数料 円 � 詳しくは　　　　してHPでご確認ください。Click!
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小倉優子さんとはじめるジェット証券FX 株、FX、日経225はクリック証券 キャンペーン中！ ジョインベスト証券 

P1:竹内浩一「ジム・ロジャーズ直撃レポート」【第2回】 P2:インタビュー「割安なこの中国株を狙え！」その2
P3:木下晃伸「新興国版・投資脳のつくり方」 P3:小倉優子「FX長者になりたい！」 P4:「シストレFXグランプリ」 

集中 
連載  

竹内浩一 

ジム・ロジャーズ 直撃 レポート ジム・ロジャーズ 直撃 レポート 

竹内浩一記者とジム・ロジャーズ。シンガポールの自宅にて。 

ジム・ロジャーズがシンガポールに移住した理由を聞くと、「中国
語が通用し、環境が良い」という答えが返ってきた。「ふたりの娘
がこれから中国語を自在に話せるようになってほしい」というのだ。
ジムが「中国語」にこだわるそのワケは？ 

第2 回 

１９４２年生まれ。ジョージ・ソロス氏と共同
で国際投資会社クォンタム・ファンドを設立
。昨年よりシンガポールに移住し、アジアの
要から世界を注視している。 

アジアンバリュー・ 
タイ支社特派員  の ［  

［ 

 「娘たちに中国語を勉強させるためには、

本当はシンガポールではなくて、北京か上

海のほうが良かった」 

　実際に、中国の二大都市に滞在してみた

が、大気や水質汚染の不安がぬぐえず、中

国語が通じて、環境水準が高いシンガポー

ルを選んだという。 

　シンガポールは人口の75％ほどを中国

に先祖を持つ華人が占め、その多くが中国

標準語（北京語）の教育を受けている。シン

ガポールは中国、台湾に次ぐ、中国語圏な

のだ。 

 「中国の時代がやってくる」と確信するジムにとって、中国語圏であって、環境

がいいシンガポールに住むのは当然な選択だった。 

 「私は今までも中国株を買ってきたし、今でも押し目では買い増している。今

後も大いに発展する潜在力が中国にはあると考えているからだ」 

　“中国の今後”を見通すヒントをジムはこう語る。 

 「中国では、20歳までの世代では男性が女性より１割も多い。これから20年

も経てば女性がずっと有利になるだろう。希少なものの価値が上がるのが需

給の法則だ」 

 「一人っ子政策」が続く中国では、伝統的な儒教思想の影響から、出産前に性

別検査を行い、女児の場合は妊娠中絶をするケースが多いといわれている。

その結果、男女の人口比が偏ることになった。 

　ジムが指摘するとおりに女性が希少になればどうなるか。 

　おそらく女性の購買力が高まり、女性向けの化粧品や衣料などが大いに売

れるだろう。一方で、中国の男性にとっては、女性と交際したり、結婚したりす

るチャンスが狭まる。となれば、結婚紹介業が現在の日本以上に隆盛を極め

るかもしれない。 

　世界最大級の経済大国となった中国の今後を先読みする。これからの投資

の大きなテーマになるだろう。 

ジム・ロジャーズ／プロフィール 
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小倉優子さんとはじめるジェット証券FX 株、FX、日経225はクリック証券 キャンペーン中！ ジョインベスト証券 

中国株の株価チャートはこちらから 

ユナイテッドワールド証券のHPはこちら 

 
北京五輪後は、 
内需拡大による経済成長へ 
割安なこの中国株を狙え！ 
北京オリンピックを成功させた中国。しかし日本では五輪後の中
国経済に関してネガティブな報道が目につく。北京五輪後、中国
経済はどう動くのだろうか。 

タン・シューカイさんに聞く ユナイテッドワールド証券中国株担当 

その2

※１　各種手数料を除く 
 
1元=16円、 
1香港ドル=14円で計算 

 「北京五輪に関連する設備投資額は2800億元で、中国の07年のGDPのわず

か1.1％にすぎません。五輪は中国経済にはほとんど影響を与えないといって

いいでしょう。中国経済は今年も10％前後のGDP成長率が予測され、2008

年上期の財政黒字は1.2兆元（19.2兆円）にものぼりました。」 

 中国株のオンライン取引を行うユナイテッドワールド証券のタン氏は、五輪

後の減速をこう否定する。 

 「たしかに今後は、近年のような過熱気味の経済成長はひと段落するかもし

れません。しかし、中国政府はいま、北京五輪よりも大きな投資計画を行って

います。鉄道整備です。2013年に完成予定の北京－上海高速鉄道（整備路線

1318ｋｍ）への投資額は、北京五輪に匹敵する2200億元（3兆5200億円）で

す。前述の高速鉄道をはじめ、06～10年の5年間で中国は鉄道に対して合計

1.25兆元（20兆円）を投じる予定です」 

　中国の鉄道整備が進むと、どのようなことが起こるのだろうか。 

 「これまで鉄道網は、中国経済のボトルネックとなっていました。たとえば、せ

っかく石炭が産出されても輸送がうまくいかず、火力発電所の操業が制限さ

れるようなことがあったのです。鉄道網が整備されれば、中国経済のアキレス

腱であった電力不足が解消されます。また物流が円滑になり、より遠い地区か

ら資源や工業製品などを輸送できるようになるでしょう。そうなれば、これ

まで発展の遅れていた内陸部の成長が見込め、中国が抱えている地域格差問

題の改善が期待できます」 

　では中国でその恩恵にあずかれる企業とは？ 

 「鉄道建設の中国中鉄（00390）、中国鉄建（01186）の２社は鉄道の整備ラ

ッシュが追い風。受注金額ベースで各世界３位、６位の請負業者です。ちなみに

日本の大成建設、鹿島建設は各11位、12位です。あとは車両製造を手がける

中国南車（01766）でしょう。この会社はもともと鉄道省の一部門で、ＪＲなど

に車両を販売する川崎重工の技術を導入してます。鉄道網が整備されれば鉄

道車両が必要になりますから、同社の売り上げ規模の拡大が見込まれます。先

週の18日に上海、22日には香港へ上場したばかりで、今後の成長性に大きな

注目が集まっています」 

　中国南車の株価は８月26日現在で、2.89香港ドル。最小単位の1000株で

購入すれば4万円程度で購入できる。※1　 

主要鉄道プロジェクト 

北京―天津高速鉄道 

（資料：人民日報、新華社、各政府機関など） ※建設費用予算の単位：億元 

115

1318

904

251

158

180

989

123

2200

923

237

276

562

930

営業キロ 建設費用予算 

2006年5月 
 2008年4月 
 2007年 
 2008年年内 
 2009年（予） 
 2005年 
 2005年6月 

着工年 

2008年 
 2013年（予） 
 （未発表） 
 （未発表） 
 （未発表） 
 2014年（予） 
 2010年（予） 

竣工年 

北京―上海高速鉄道 

大連―ハルビン高速鉄道（北京―ハルビン高速鉄道の一部） 

南京―杭州高速鉄道 

上海―杭州高速鉄道 

香港―深セン―広州高速鉄道 

広州―武漢高速鉄道（北京―広州高速鉄道の一部） 
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韓国POSCO本社前の鉄鋼巨大オ
ブジェ（筆者撮影）。 

小倉優子さんとはじめるジェット証券FX 株、FX、日経225はクリック証券 キャンペーン中！ ジョインベスト証券 

木下晃伸さんのプロフィールとHPはこちら 小倉優子さんのFXグログ マネージャパンで動画配信中 

木下晃伸 の 経済アナリスト 
きのした・てるのぶ 

第18回 鉄鋼業界に注目です 

小倉優子
長者になりたい！長者になりたい！

1983年11月1日生まれ。千葉県出身。 
2007年から株投資を開始。現在FXについて猛勉強中！ 

第18回 モバイルデビュー♪ 　注目すべきニュースが飛び出しました。 

　新日本製鉄、ＪＦＥスチールなど日本の鉄鋼大手が共同で、海外の鉄鉱石

権益の買収に乗り出すというのです。さらに、

伊藤忠商事も加わるほか、政府も国際協力

銀行を通じた低金利融資で協力する方向で

調整するもようです。 

　新日鉄などが買収をめざすのは、ブラジ

ル国内に数カ所の優良鉱山を持つナミザ社。

年間生産量は2000万トン強と見られ、日

本の鉄鉱石輸入量の約15％に相当しています。入札には中国やインド、

ロシアの鉄鋼大手も参加しているようですが、成功を期待したいところで

す。というのも、直近の資源高によって、鉄鋼メーカーは仕入れコストが急

激に上がり、業績を圧迫しているためです。 

　実際、日本は年間1億4000万トン弱の鉄鉱石を使用。全量を輸入に頼っ

ています。内訳はオーストラリア6割、ブラジル2割強。両国には、BHPビリ

トン（豪）、ヴァーレ（ブラジル）、リオ･ティント（英豪系）など世界で活躍す

る資源大手が存在し、3社で世界シェアの約8割を握っています。 

　このように世界的な再編劇の中で、韓国の大手鉄鋼メーカーPOSCO（ポ

スコ）にも注目が集まることでしょう。同社は韓国内の自動車、造船、建設

への圧倒的なシェアを誇るだけでなく、積極的な海外展開でも知られてい

ます。世界的な視野を持って鉄鋼業界を眺めてみるチャンスかもしれませ

ん。 

　最近、携帯で取引をはじめました☆　これまでは、

ずっとノートパソコンで取引していたんです。ただパ

ソコンは持ち歩いていても、昼間はほとんど開くこ

とがなかったんですね。それで、夜おうちに帰って

パソコンの電源入れ、ニュースを見ながらやってい

ると、取引する時間がなくて…。 

　というわけで、優子もついに、モバイルデビュー

することにしたんです☆　 

　実は、同じ事務所のFXライバル、りえぽんからは「

携帯はチャートが見づらいから、あんまりおすすめ

じゃないよ」といわれていたんですけど…。でもいい

の。携帯にしてからはチャートがいつでも簡単に見れるので、うれしいの

～♪ 

　いまのところ、ドル／円を低レバレッジのデイトレで取引しています。 

でも、一応ほかの通貨もチェック☆　いまニュージーランドドルとオース

トラリアドルが気になっています。このふたつの通貨は、双子のようによく

似た動きをするそうですね。いまは両国とも景気があまりよくないそうで

すが、持ち直す気配がでてきたらチャレンジしてみようかな？ 

　まだまだ大きな取引はできないけど、最近は少しずつ利益をだせるよう

になってきました。この利益をこつこつ増やして、いつかもっと大きな取引

ができるようになったらいいなぁ☆ 

携帯って便利ですね☆ 

http://www.fundcreation.co.jp/
http://www.jetsnet.co.jp/koza_fx/?L=Mj20080829
https://www.click-sec.com/?aid=mnj&banner_id=mnj
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http://www.moneyjapan-web.com/fx/index.html
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アキバの黒船チーム 
ラッキ

ー☆ク
リック

チーム
 

開催中！
 

小倉優子さんとはじめるジェット証券FX 株、FX、日経225はクリック証券 キャンペーン中！ ジョインベスト証券 

主催: マネージャパン 共催: クリック証券 アスキー 週間アスキー 

シストレFXグランプリ シストレFXグランプリ シストレFXグランプリ シストレFXグランプリ 
 6月2日のスタートからおよそ3カ月たった「シストレFXグランプリ」。有効
デモ口座数が2万口座を突破し、ますます盛り上がりをみせています。架空
マネー500万円をもっとも増やすことができるのは誰？　そして賞金獲得
に向け火花を散らす、グラビアアイドルたちの勝負の行方は？ 

　山本彩乃ちゃんと滝沢乃南ちゃんのラッキークリックチーム。クリック証券

代表のこのチームでは、クリック証券が提供しているシストレソフト「

FASTA」が大活躍！ シストレ初挑戦の滝沢乃南ちゃんは、このソフトを使って

7月25日時点で441回の取引をして、元手の500万円を30万円プラスにし

ました。「FASTA」はグランプリ参加者なら誰でも使用可能。これなら投資初

心者にもチャンスがあるかも！ 

 

 

 

　日々のニュースや世界情勢をチェックし、投資判断をする「裁量取引」をして

いるマネージャパン代表、「ハッピー・マネーチーム」。なかでも佐々木梨絵ち

ゃんは、ロスカットして100万円台になっていた運用資金を、猛勉強で一時期

1000万円以上に伸ばしてみごと復活！　裁量取引ではシストレソフトを使っ

た自動売買と違い、自分の「知識」と「感覚」がものをいいます。実力試しにチャ

レンジしてみては？ 

 

　アスキー編集部・中西さんの「アキバの黒船チーム」（アスキー代表）を含め

ると、協賛各社の代表３チームの順位は以下の通り。この成績をうけての彼女

たちの最新インタビューが、９月20日発売のマネージャパン11月号に掲載予

定です。そちらもお楽しみに。 

　グランプリはまだまだ開催中。ホームページの簡単エントリーで、だれでも

すぐにグランプリに参加することができます！ 

賞金総
額 

2000
万円 

「ラッキー・クリックチーム」では 
シストレソフト「FASTA」が大活躍！ 
 

原油、金利、アメリカ経済を猛勉強 
裁量取引で勝負の「ハッピー・マネーチーム」 

シストレFXグランプリ 総合成績 

シストレFXグランプリHPはこちら 

※成績は2008年8月27日現在 

※チームの金額は各々の時価評価 
　総額の平均 

ハッピー☆マネーチーム 

  1位　桃白白 55,387,909 

  2位　ＳＥＮＳＵＩ　47,182,300 

  3位　バラマン 40,750,735 

  4位　augustus 30,344,896 

  5位　shona 28,700,960 

  6位　Lucifer 27,553,569 

  6位　Ｑ太郎 24,871,506 

  8位　こたろー 24,637,100 

  9位　なお 24,530,537 

10位　hiro0318 23,398,664

順位 ニックネーム 時価評価総額（円） 

1位 ハッピー☆マネー 
5,599,348円 

佐々木梨絵（佐々木梨絵） 3,752,133 
折原みか（おりりん）      10,029,025 
山口愛実（マナマナ）       3,016,886

2位 ラッキー☆クリック 
5,517,641円 

滝沢乃南（のなみん）       8,249,990 
 山本彩乃（あやのん★）   

3位 アキバの黒船チーム 
4,741,030円 

中西祥智（ナカニシヨシトモ） 4,741,030

http://www.fundcreation.co.jp/
http://www.jetsnet.co.jp/koza_fx/?L=Mj20080829
https://www.click-sec.com/?aid=mnj&banner_id=mnj
https://trading.joinvest.jp/oms
http://www.fx-gp.com/

