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１７年１月２９日 週報 
 

今週号の目次 

（まえがき） 

（１）トランプラリーの青春期相場（理想買い、期待先行第二波） 

（２）２万ドル超えたがその前で２カ月間も保合ったことが示唆するところ 

（３）トランプ就任の波乱含みの期待と不安 

（４）ブラック・スワンは来るか 

（５）不確実性の充満—－ブラック・スワンは来るか？ 

（６）異例ずくめのトランプ就任式 

（７）９０年代の円高株安を想起する 

★「ブラック・スワン」についての筆者註 

（８）イデオロギーなきリアリスト、理念なき商売人が超大国を主導する危険 

（９）保護貿易＝米国の孤立、日本には最大の不利 

（１０）日本企業の業績想定 

（１１）大統領令について 

（１２）アメリカの金融引き締め 

（１３）法人減税３５％から１５％へは不透明 

（１４）「ストップ安を買って旨く行った」という福岡在中のＥさんからの便りと筆者の

返信（１月２６日） 

（１５）黒田総裁の金融舵取りにおける第１次緩和を「良薬」、第２次を「劇薬」、 

第３次を「麻薬」と称した、古くからの読者Ｎさんとの交信（１月２７日） 

（１６）前掲Ｎさんとの追伸（１月２８日） 

（１７）「ブラジル国債について」のご質問（１月２８日） 

（１８）【 セミナー御礼とＣＤ，ＤＶＤ発売のお知らせ 】 

 ＊２月１０日（金）発売・発送予定 

 

【 拙著・新刊本のお知らせです 】 

前回の「賢者の投資、愚者の投資」はお陰様で 3版まで重版となりました。ありがとうござ

いました。 

 

「投資で勝ちつづける賢者の習慣」 

――人は習慣の集積体である 

   投資市場での成果や失敗、そして運不運は、究極には自分の「習慣」の累積なのだ 

   儲けたいのなら、儲ける「習慣」を身に付けよ 

日本実業出版社  本体価格 1600円 
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（まえがき） 

平成の世になって平成２１年までに、日経平均株価が半分またはそれ以下になってしま

ったことが５回あった。１回目は９０年で、それは不良債権先送りという、まさしく国内

問題だったが、あとの４回は全てアメリカ発であった。よって、アメリカを語らないで日

本株も為替も語ることは出来ない。 

 

 

 

（１）トランプラリーの青春期相場（理想買い、期待先行第二波） 

 理想買い・期待先行買い・青春期相場は一旦収まったかに見えたが、その第二波が来た

ようだ。規制緩和などの企業寄りの政策を相次ぎ打ち出すスタンスを見せたことは株式市

場の買いを誘った。また、議会の上下両院を共和党が制したことから景気押し上げにつな

がる政策が打ち出される期待が強まった。９９年に初めて１万ドルを達成した、そこから

見れば２万ドルというのは、１８年間で２倍になった勘定だが、今回の相場は０９年春の

リーマンショックの大底から数えなければならない。そうすると８年で３倍になった勘定

だ。ダウ平均を構成する乗数は人工的に徐々に小さくしていくから時間の経過とともに上

がる仕組みにはなってはいるが、ＮＹ株の歴史上初の２万ドルという事実に比して日本は

史上最高値から２９年強を経てもいまだ正確にその半値でしかない。 

 

【 図 1 】 米国相場の長期推移 

 
 

では日本株が出遅れているのかと言えば、先週現在のＰＥＲは、ニューヨークは１．６

倍、日本は１．７倍であり、日本の方がむしろ割高である。一方ＰＢＲから言えばアメリ

カは３．３倍、日本は１．３倍、日本の方が解散価値から言えばはるかに出遅れている。

この際、ＮＹ株と日本株とは「上下の方向性」は大いに比較し参考にするに足るが、その



 3 / 24 
 

「レベル」は問題ではない。一方は歴史上最高で、一方日本は史上最高値から２９年を経

てもその半値にも届かない。 

 

 

 

（２）２万ドル超えたがその前で２カ月間も保合ったことが示唆するところ 

 ここはもちろん歴史上の最高値である。史上最高値を付けて２９年を経てもまだその半

値にしか至っていない日本とは違う。だがＮＹは史上最高値を行くのに２万ドル未満で２

カ月間モタモタし続けた。そして１月６日に２万ドルにあと１ドルを残して２万ドルに跳

ね返された。 

既報で述べた通り史上最高値を付けに行くときには、そこには滞留している戻り待ちの

売り玉はないはずであるから無人の野原を行くように素通りしていくものだ、これが日経

平均もＴＯＰＩＸも史上最高値を付けに行くときの、この５０年間の動きである。今度の

ニューヨークの史上最高値をとりにいくときはこれとは違った。高値圏で張り付いている

強いＮＹダウという見方もあったが、筆者にすれば「クドイ２万ドルの彷徨い」であっ

た。これは一昨年６月から８月にかけて２万円台にいた日経平均を「強い」と言わずに

「クドイ２万円」と表現した一昨年の本稿の言い分と重なる。 

 

【 図 2 】 騰落レシオは１２０％近辺で、２万ドル突破も指標の制約受け易い 
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【 図 3 】 東証１部の騰落レシオは中立水準に低下 

 

 

 

 

（３）トランプ就任の波乱含みの期待と不安 

 平成の世になって日経平均が半値（またはそれ以下）になってしまったことが５回あ

る。そのうちの１回（９０年）は日本国内の自らの原因が１００％近くであった。しかし

他の４回はすべてがアメリカ発であった。従ってアメリカのことを考えなければ株式相場

も為替相場も考えられない。 

 

「トランプ就任後直ちにやるであろうこと」として先週号で５項目を箇条書きで列挙し

たが、まさしくそれを全部露骨に言い出した。  

“America First”（自国の国益が第一だと訳される）と臆面もなく就任演説で叫ぶ大統

領は史上初めてだ。これに対して、その率直さと選挙演説中からの首尾一貫性とを賞賛す

る向きと、「この人はアメリカ大統領になってはいけなかった人だ」という落胆とが入り

混じった、筆者が見る限りでは初めての就任演説であった。 

格調の高さも理念の響きも、世界のリーダーとしての自覚も、何もあったものではな

い。 

 

オバマ前大統領は「世界の警察」であることをやめると公言したが、根気よく世界の秩

序のために、あるいは国際法の遵守のために粘り強く行動してきた。 

鳩山元総理が就任早々から沖縄基地問題でアメリカに喧嘩を売った形になったときも、

辛抱強くそれに耐えて収めたし、ロシアに対する経済制裁も根気よくやった。 
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トランプにはアメリカが世界のリーダーであるという自覚がまったくない。自国の国益

が第一だと公言している。そしてそのための手を打っていくと言っている。 

＂Make America Great Again＂（米国を再び偉大にする）と言っているが、これはレー

ガンの「強いアメリカ」の理念とはまったく違って、金融政策では新自由主義、産業政策

では保護貿易、という両面を選挙中から首尾一貫させて米国の国益を第一にするという意

味である。 

 

史上最高齢で就任、かつ政治や軍事の職務経験がない大統領は初めてとなる。世界恐慌

の前に大統領に就いたハーバート・フーバーも事業家出身で政治経験はなかった。そして

商務長官の頃に１９２０年代アメリカが繁栄を極め、大バブルの１９２９年が大暴落とな

り、これが世界恐慌の引き金となった。その後ルーズベルトがこれを収めた結果となっ

た。この前例を言い出す者を筆者は今まで見たことはないが、そのうちにハーバート・フ

ーバー元大統領との比較が登場するであろう。 

そうなれば世界恐慌の悪夢を言い立ててことさらに「トンデモ本」が出ることも予想さ

れる。 

だが筆者は今のうちから述べておきたい。 

アメリカは何回もの不況を経て、特にリーマンショックという「１００年に一度の失

敗」を経て、ＡＩＧ保険やベア・スターンズ証券を救済してリーマンを救済しなかったこ

とに対して財務長官もＦＲＢ議長も大いに後悔したに違いない。この後悔とケーススタデ

ィを経てアメリカは１９３０年代の世界恐慌のときよりも比較にならないほど賢明になっ

た。それはリーマン破綻の金融危機の地獄の淵をのぞいた時のアメリカの素早い、しかも

大規模な対応措置を見ればわかることだ。 

あの「１００年の一度」と元ＦＲＢ議長グリーンスパンが議会で証言したあの時のアメ

リカの手の打ち方は早かった（中国も早かったが）。 

アメリカは通貨量を４倍に増やした。結果的にダウ平均は３倍にまで上昇した。もちろ

んその副作用は大きいが、恐慌に至らずに早めに手を打ってそれを以て金融危機を素早く

終息させたということは１９３０年代の世界恐慌から学び、また戦後の不況からも学び、

その体験知の上にアメリカの経済政策・金融政策は築かれてきた。 

 

従ってトランプの不安が高まるにつれて、今のところは筆者だけが言っているハーバー

ト・フーバー元大統領の過ちが大きく取り上げられて「トンデモ本」が流行る時代が来る

と予想されるが、その時に、今筆者が述べたことを思い出して欲しい。トランプはともか

くとしてアメリカ合衆国そのものはバカではない。 

 

多くの人種、多くの出身地、多くの宗教、こういう多様性を統一した理念の共和国がア

メリカであり続けた。トランプはその理念をかなぐり捨てた。 
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世界に存在する超大国の使命というものを自ら捨てた。世界の２５％を占める経済力、

世界の８０％を占める軍事力、このカネと暴力装置の両方を持つ超大国が自国の利益だけ

を考えた時に世界はどうなるか？これに対して身構える動きが出てくるであろう。 

筆者が何度も言う通りアメリカは多人種、多宗教、多民族の移民国家として成立したも

のを理念で統一してきた。だが今トランプは「理念」よりも「実利」、そして「国際協調

主義」よりも「単独行動主義」をあからさまに説いた。 

超大国の大統領がそういうことを言い出したら何が起こるか判らないという不安を世界

中に与えている。 

また約４，０００人必要だったホワイトハウスの、あるいは各省庁のブレーンは総入れ

替えになるが、経済学者の重鎮が「前途ある経済学者は自分の将来を考えるならばトラン

プに近付かない方が良い」と呼びかけているし、共和党の内部にさえも「将来のことを考

えればトランプとあまり近づかない方がトクだ」と言う者も出てきているようだ。 

 

 

 

（４）ブラック・スワンは来るか 

「起きる可能性は少なく、何が起きるか判らないが起きたら非常に大きい」、ということを

ブラック・スワンと言っているが、これが今年は概ねは来る。いつ来るか判らないというよ

うな暗い闇を連想させる面がある。まずＴＰＰを大統領令によって破壊された。これは昨年

から判っていることだ。これが国と国との相対で交渉するといっても日本はアメリカに国防

を負っている負い目がある。日本政府は、ＴＰＰによってＧＤＰが３．２兆円押し上げられ

るとしてきた。自由貿易を旗手として自任してきた安倍首相が２国間交渉はしないとは言え

まい。だが日本はアメリカと２国間交渉した場合に安全保障を米軍に依存してきている負い

目がある。今、与野党ともに安倍首相を脅かす国内の政治勢力は見当たらない。そこに外部

から想定外の激動が来る恐れが今年は大いにある。 

 

 

 

（５）不確実性の充満—－ブラック・スワンは来るか？ 

 今年の為替相場も株式相場も「不確実性が充満している」ことだけは確実だ。 

「不確実性」は「リスク」と違ってひとことで言えば「何が起こるか判らない」「大いに

トクにもなり、大いにソンにもなる、そういう激動が起こる可能性がある」ということで

ある。トランプが言う通り、目標通りの年４％の成長を遂げれば間違いなく日本にもその

好影響が及ぶ。しかし保護貿易によって中国や日本を押さえつけながら自国だけは４％の

成長を遂げるということをトランプは言っているのであって、これが果たして通用するか

どうか、世界で孤立するだけではないか、という不安はある。従って米国株は２万ドルを

寸前に足踏みを続け、あと１ドルというところで２万ドルから跳ね返され、そして円も一

時は１１８円を付けたものが１１２円まで戻された。 



 7 / 24 
 

「米国第一主義」の陰にあるものは「強烈な保護貿易主義」だ。 

これは自国さえ良ければ他国はどうでもよいということだ。ＩＭＦがこのことに世界経

済を下振れさせるリスクがあると警鐘を鳴らしている。 

「トランプが落とすのは光か陰か。新政権の評価を見極めるときがやがてやってくる」

（「 」内は日経ヴェリタス１月２２号の引用）。２月上旬に示される大統領予算教書に

よって日本にとって気がかりなドル高への姿勢がいくらか明らかになるかもしれない。米

議会との折衝で現実路線に次第に落ち着いていくであろう。１１月１０日以降年末まで高

く、一休止した後、また第２波がきた。この浮かれたような楽観論は修正される可能性が

ある。その後、楽観視すれば、企業寄りの政策の現実を見据えて現実買いの壮年期相場を

現出する可能性もあるから、警戒感と期待感とが入り混じる波乱相場の年となろう。それ

だけに妙味満載の年にもなろう。木佐森吉太郎氏の表現を借りれば「遊泳の名人が激流を

好むに似ている」というところか。 

 

 

 

（６）異例ずくめのトランプ就任式 

先週号は筆者の都合上でトランプ就任の前の原稿だったから時系列的にトランプ就任か

ら述べる。 

 

 テレビや新聞に出ていることだから事例はいちいち列挙しない。すべてが今までの大

統領就任式とは異なっていた。就任演説の内容もまったく異なっていた。“Make America 

great again !”ということはレーガンの言ったこととは意味が違う。アメリカ・ファース

ト、アメリカ第一主義、意訳すれば他の国はどうでもいいのだ。国益を第一とする、とい

うようなことを声高に就任演説で叫ぶ大統領は史上初めてであろう。 

選挙中に言っていたことと反復していて時間が２カ月前に戻ってしまった感じである。

まあ、首尾一貫しているとも言えるし、率直であるとも言える。だがアメリカ大統領はそ

れで済むものではない。 

 

貿易赤字をつくった相手国に対して、それに勝る自国の商品を大いに相手国に売って黒

字にしようというのではない。相手国をいじめて関税を上げて、相手国を敵国とみなして

カタを付けようというのである。いちいち列挙するのはバカバカしいからやめる。歴代の

大統領は、世界はどうあるべきか、アメリカはどういう使命を果たすべきかということを

語り且つ実行した。何も実績がなかったではないかと言われてきたオバマでさえも、辛抱

強くそれを実行した。ロシアや北朝鮮に対する経済制裁、そして鳩山元首相が就任早々売

った喧嘩に対しても辛抱強くそれを乗り越えてきた。世界の警察は辞めると言っても世界

におけるアメリカの使命を自覚していたからである。 

超大国が自国第一主義を掲げ、ビジネスの延長のつもりで外交政策を展開したらどうな

るか？世界はどうなるか、アメリカは孤立する、世界中が良いことはない、そして日本が
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アメリカにあまり近づきすぎると日本も同じ仲間だと思われて孤立化する恐れもある。し

かし軍事同盟だけは固く保持しなければならない。日本は海を隔ててはいるがユーラシア

大陸の一番東側に位置し、そして海を隔てて隣接する国は全部が核兵器を持っている。そ

して全部が必ずしも民主主義国ではない。こういう時に米国との軍事同盟を固くしておか

なければならない。しかしそのためにアメリカにあまりに擦り寄るとアメリカの孤立主義

の仲間と思われて日本が孤立化する恐れさえある。 

 

 

 

（７）９０年代の円高株安を想起する 

 ９０年代前半の円高が再建される可能性がある。現在の円安はトランプ相場による現出

であって、日本が意図的に為替操作をしたわけではない。にもかかわらずトランプは円安

による日本の輸出攻勢を必ず指摘してくるであろう。理論的に言えば、「米景気順調→米

金利上昇→米ドル高→日本円安」、となるはずであるが、９０年代前半の日米貿易摩擦に

よって相場は逆に動いた。 

為替相場は覇権国の意向によって動く。決して自由市場の市場経済の原則には則っては

いない。 

トランプの保護主義的な政策運営によれば、９０年代の円高株安がいつ起きるとも限ら

ない。「総論を掲げて理念で主導するアメリカ大統領」という姿ではなく「業種別・企業

別・国別の各論を指摘してそれを具体化していくという大統領」だ。 

竹中平蔵氏はテレビ番組「報道ステーション」に登壇して「各論の大統領」と断じたが

まさしくその通りである。この理念なき、イデオロギーなき、ビジネスの延長としてのア

メリカ主導であれば、竹中平蔵氏の言葉で言えば「ブラック・スワンがあり得る」という

ことになる。「ブラック・スワン」とは正確な定義はさておき、筆者が本稿で述べてきた

「不確実性」である。つまり、「何が起こるか判らない。それは確率論的に推測出来ない

事態である。そして起きたならば非常に大きな影響を与える」。これを「ブラック・スワ

ン」と普通は呼ぶ。トランプ相場による円安は日本が演出したわけではない。トランプに

よってドル高が生じ、直接的に円安に効いたのだ。日米金利差の拡大基調が続いているの

だから、為替は理論通りならばドル高円安になるはずだ。 

今後確実に言えることは「不確実性の時代」が来るということだけだ。それは事前に予

知できないし、「リスク」と違って確率で予知できない、但し起きたら大きい、まさしく

「ブラック・スワン」★ である。 

 

★「ブラック・スワン」についての筆者註 

ナシーム・ニコラス・タレブ著、望月衛訳、ダイヤモンド社、０９年刊の「不確実性と

リスクの本質」から生じて金融市場用語化した。 

一言で言えばこういうことだ。 
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リスクとは違い、事前には誰にも予測できず、起きてしまったら非常にインパクトは大

きい事象を言う。本書の原書が出たのは０７年４月でサブプライム破綻の４カ月前、それ

がリーマン破綻を惹起した。殆どあり得ない事象、誰もが予想しなかった大きなインパク

トをもたらす事象を言う。昔、白鳥は白いものと決めていたがオーストラリア大陸が発見

されて黒い白鳥が居るという事実が分かった。「白鳥は白い」という通年が覆ってしまっ

た。この事実によって生じた言葉だ。ナシーム・ニコラス・タレブが本書を著した直後に

サブプライム破綻、リーマンショックが起きたので金融市場用語として定着した。著者は

エッセイストでもあったがヘッジファンドの主催者でもあった。 

 

【 図 4 】 トランプ政権の為替政策が注視される 

 

 

 

 

（８）イデオロギーなきリアリスト、理念なき商売人が超大国を主導する危険 

 タイトル標題の通りに思う。トランプの就任演説は異例ずくめであった。普通就任演説は

１，５００語前後であるが、トランプの場合もそうであった。しかしその内容を逐一分析す

ると１，５００語の中に、荒廃・破壊・脅威という大統領就任演説には相応しくない物騒な

言葉が１０数回出てきた。またアメリカという言葉が１６分の間に３５回出てきた。Buy 

American and Hire American. America,greater America,これは３５回出てきた。今、東証

は１０００分の９秒で取引が出来るようになっている。この言葉が出てきたらいくらの空売

りをかける。この単語が出てきた場合はいくらの買いをかけるというようなことをイエレン

議長、大統領、黒田総裁などのスピーチが全部事前に設定されている。トランプの就任演説

中の５秒単位のチャートを見ると１０秒間で日経平均は１００円上下していた。このような

動きに我々投資家は翻弄されてはならないとしみじみ思った。 
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ところで、フランクリンの独立宣言は２６５語前後、リンカーンのゲティスバーグ演説も

２６５語前後、般若心経は２６２文字、みな短いがそれぞれ格調が高かった。Ｊ．Ｆ．ケネ

ディ、ロナルド・レーガンなどもそれぞれの格調があり、そこに詩があった。トランプには

その影もない。 

 

経済優先のリアリストが大統領になることについては、アメリカという国柄からして驚き

はしないが、理念なきリアリスト、イデオロギーなき商売人、これが超大国を主導するとき

に世界中に恐怖をばらまく恐れがあるような気がする。 

理念なき商売人がビジネスの延長として超大国を主導したときに何が起こるか。世界中に

色々な恐怖をまき散らすような気がする。 

元大証券の幹部だった者を財務長官に据え（これは歴代大統領にも時々あったことで珍し

いことではない）、元ハゲタカファンドの経営者を商務長官に据え、経済閣僚や助言組織に

は企業経営者が圧倒的に多い。また大統領最上級顧問に義理の息子を据え（ホワイトハウス

内への猜疑心がこうするのであろうと思われる）、企業政策はウォール街寄り、産業政策は

保護貿易、これを臆面もなく演説する大統領は筆者の知る限り初めてである。 

 

 

 

（９）保護貿易＝米国の孤立、日本には最大の不利 

 アメリカ国内でもこれはうまく行かないであろう。法人税率が引き下げられ、エネルギー

開発への規制が緩和され、金融制度が緩和され、「居心地の良い大統領だ」ということにな

り、上下ともに変動さえあれば儲かるというヘッジファンドの活動によれば、短期的に熱狂

相場はあるかもしれないが、反グローバル政策の行く着く所は「居心地の良い短期的熱狂の

ウォール街」とはまた別の結果をもたらすであろう。アメリカは金融も産業も長期的に見て

怠惰になり、荒廃する恐れもある。「グローバル化」「革新」こそがアメリカの道だと言って

きた歴代の大統領（実はアメリカイズムだという面も多かったが）と打って変わって違った、

国内優先だ国内優先だと臆面もなくしゃべる大統領は日本企業にとってはまさしくこれか

らの実力が問われる。そして政治的にもこういうアメリカ大統領に度を越して擦り寄ると、

諸外国から日本もその程度のものかと侮られ孤立化する恐れさえある。 

 

筆者は選挙中に早くから、六分通りはトランプであろうと言っていた。大勢がクリントン

と言っている中でトランプ当選の確実を言っていたのは「木村太郎氏と山崎さんだけだ」と

いう向きも多かったが、これは何も確信があって言っていたわけではないし、トランプが好

きだから、トランプを支持するからということで言っていたのではない。相手がヒラリー・

クリントンであって大統領になってはいけない女性だからであった。（このことは５カ条に

まとめて３カ月くらい前に既報で既述した）。 
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トランプが大統領に就任したら世界中の株価がもっともっと下がるであろうと思っていた

ところ、たった一日１，０００円下がったたけでその分を埋めてなお下げ幅の２倍も上がっ

た。そしてまた上がった分の半分は下げた。目が覚めて現実に戻りつつあったのであろう。

その後に早くも第２波が来て日経平均は３日で６００円上げた。 

 

 

 

（１０）日本企業の業績想定 

 円ドル相場１０５円で想定している企業が多いから、今の状態で行くと大幅な上方修正に

なる可能性がある。しかしこれは相場に織り込んでいようから、底堅い動きになるとしても

上方修正が相場を押し上げることは少なかろう。 

 

トランプ政策は大きく分ければ３つある。①財政政策、②減税政策、③保護貿易政策であ

るが、この①と②がいずれも推進されれば日本の経済成長は２０１７年が０．２％押し上げ

られ、２０１８年は０．８％押し上げられると想定している。（ＯＥＣＤ、ＩＭＦ、大手証

券等の推計による）。 

次に③保護貿易主義が推し進められれば世界中で大変なことが起こる。交易戦争になり得

る可能性もある。クラウゼヴィッツが「戦争論」で定義したように「戦争とは、外交の形態

をとらない政治の延長線である」となり、まさか火力を使う戦争にはならないであろうが、

それに近いことは起こり得る。あるいはビジネスマンの経験しかない者が超大国を主導する

ときに１９２０年代のハーバート・フーバー商務長官（のちに大統領で世界恐慌を起こした）

を思い出す。または１９世紀半ばの大英帝国華やかな頃の、自ら宣言した英国孤立主義を思

い出す。本稿で何度も言う通り、株式市場は過去を記憶して動く。個々の現象が独立してい

るわけではない。過去の記憶を引きずって動く。 
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【 図 5 】 現状のドル円は、想定レートを上回る 

 

 

【 図 6 】 ドル円は 25 日線、75 日線の収束、横バイ推移か 
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（１１）大統領令について 

 大統領令の根拠については合衆国憲法に「執行権は米大統領に属する」としか書いていな

い。他に明確ないかなる権限も書いていないが、通商政策や規制の改廃に幅広い権限が及ぶ

ことは事実である。オバマもこれをたくさん出した。特に銘記すべきは１９世紀後半にリン

カーン大統領が南北戦争に踏み切ったのは大統領令に依ったということである。その故か米

国紙幣の肖像には１００＄紙幣は独立宣言を書いたフランクリンで５０＄紙幣はリンカー

ンではなくて北軍の将軍グラントの肖像である。これは奴隷を使った農業国南軍と奴隷を使

わない工業国北軍とが争って工業国アメリカを築いたもとになったからだということでも

あろうが、肖像がリンカーンではない。リンカーンの下請けの立場であった北軍を指揮した

グラント将軍である。創業者ワシントンにいたっては「アメリカは海外問題に介入してはな

らない」と孤立主義的ななことを唱えたからか、１＄紙幣の肖像画であることをお気づきだ

ろうか。 

 

 

 

（１２）アメリカの金融引き締め 

 ２２日（日）のＴＢＳサンデーモーニング内で寺島実郎氏が「トランプは金融政策では

ウォール街シフト、産業政策では保護貿易シフトという矛盾を持っている」と述べたこと

は誠にその通りであるが、ウォール街シフトという言葉と一緒に金融を緩和して操作する

と述べたがこれは間違いである。トランプはそう思っているのかもわからないが、ＦＲＢ

イエレン議長は１８日の講演で「今年中に年末までに２～３回の利上げを行う」と述べ

た。円ドルのトレンドが見えてくるのは２月の予算教書で大枠が見えてくることとＦＲＢ

の金利政策によるであろう。そしてまたトランプが名指しで中国を為替操作国だと断じて

それなりの措置をとると言っているが、これがあまりに円安が進めばたちどころに日本に

向かってそのトバッチリが来る。日本は１円も為替介入してない。「米国経済が好調→米

ドル高→円安」「日本金利据え置き→米利上げ→金利差が生む円安」という回路なのだか

ら、トランプさんよ自ら招いたことではないか？ 

 

トランプの就任演説の和訳されたものを全文読んでみた。そこに流れるのは一貫して自

国の国益優先である。「米国製品を買い米国人を雇う」（“Buy American, Hire 

American”）と言って経済政策の基本を示した。攻撃の矛先は貿易に向けられた。その矛

先は中国・日本・メキシコである。関税を引き上げられれば日本企業への打撃は大きい。

日本は米国車に対して１円も関税をかけてない。米国は日本車に２．５％の関税を掛けて

いるではないか。トランプはこの事実を知らないのであろうか？ 
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（１３）法人減税３５％から１５％へは不透明 

 トランプの法人税大幅減税がもしその通りに実現したとすれば、在米現地法人を持つ日

本企業にとって減税による利益は純益で１兆円となる（野村證券の試算）。これは日本の

グローバル企業の純利益の合計が２０兆円であるから、それがトランプ減税のために５％

上乗せされる。これを機械的に株価に反映させればＰＥＲ１７倍としても理屈で言えば大

相場を現出する。だが、共和党の中でも見解に相違があるはずだ。 

共和党は財政赤字を嫌う。財政規律を党是としてきた。  

トランプが特定の企業だけを狙い撃ちして関税を引き上げた場合は世界貿易機関（ＷＴ

Ｏ）のルールに明確に違反する。深刻な通商紛争を引き起こす。昔ならばこれは直ちに火

力を伴う戦争に繋がっていった。クラウゼヴィッツの「戦争論」に定義する通り、「戦争

は、政治以外の手段で執行される政治の延長である」という命題が浮かび上がる。火力を

伴う戦争になりはしないけれども、一昔前ならばそれを誘発する恐れを存分に持っている

大統領が誕生したのだ。そのことだけは事実である。 

 

 

 

（１４）「ストップ安を買って旨く行った」という福岡在中のＥさんからの便りと筆者の

返信（１月２６日） 

いつものように原文通り掲載する。便宜上、下線は筆者付す。 

山崎先生 

福岡在中のＥと申します。 

前回は、「ストップ安の比例配分」の大ねじれ現象の乗り方について、 

昨年の４月末に三菱自動車の時にメールさせていただきました。 

 

今回は、昨日１／２４にタカタでストップ安が発生しましたので、 

経験を積む目的（多少、利益が出れば良いなあという気持ちもありましたが・・・）で 

「ストップ安の比例配分」の大ねじれ現象の乗り方を実践し、 

結果上手く行きましたので、一言お礼をと思いメールさせていただきました。 

（山崎；旨く行った原因は御貴殿の体の中に在ります。お礼を言うのは私に対してではな

くご自分の記憶と行動力に対して言ってください）。 

 

というのも、今回実践したのは、前回の三菱自動車の件を通して、 

やはり経験に勝るものはないことを実感したからです。）。 

今でも当時の値動き、感覚・判断、心理状態というものを鮮明に覚えており、 

大いにその後の投資行動に役立っております。 

（山崎；これらの積み重ねが財を成します。出来れば日記風に記録するのが望ましいで

す）。 

年末にも東芝でストップ安が発生したので、実践したいところでしたが、 
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その際は仕事の都合上、取組めませんでした。 

 

１／２４日は寄り付きで買い、その後１時間足らずで１０％超値上がりしましたので、 

すぐに利確しました。週報を購読していたおかけで、今回は勝負ごとだと割り切ること、

想定通りにいかなければすぐに投げることなど、しっかりとした軸を持ち実践できまし

た。 

上がりだしたときに欲もでましたが、これまた山崎先生のアドバイスであるリカクの大切

を思い出し、すぐに売ることができました。 

（山崎；「ルンルン気分になった時に売る」のではなく「ルンルン気分の”ル“で売る」

を銘記しましょうね。リカク後に上がってもいいではありませんか？ご貴殿の売りを買っ

た人にもノリシロをとっておいてあげる、というくらいの見栄を張りましょう。大袈裟に

言えば「リカクの美意識」です）。 

まさに週報様様です。 

（山崎；それは御貴殿の読み取り方が良かったからです。自分をほめてあげて下さい）。

ありがとうございました。 

まだまだ厳しい寒さが続きそうですが、くれぐれもご自愛くださいませ。 
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【 図 7 】 7312 タカタ株価推移 

 
 

 

【 図 8 】 昨年の 7211 三菱自の「勝負事」 
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（１５）黒田総裁の金融舵取りにおける第１次緩和を「良薬」、第２次を「劇薬」、第３

次を「麻薬」と称した、古くからの読者Ｎさんとの交信（１月２７日） 

下線は便宜上、筆者付す。 

 

山崎先生へ 

こんばんはＮです。 

 

今回は相場の話からは外れてしまい政治の話になってしまいますが、トランプ新大統領の

掲げるアメリカファーストは、失敗した第一次安倍政権（当時お友達内閣と揶揄された）

の美しい国や政治の素人集団民主党政権誕生時に似ているようにも私には見えなくもあり

ません。何方かと言われたら後者に近いと思っております。 

（山崎；そう言われれば確かに良く似ていますね。私は世界恐慌を引き起こした大バブル

時代の商務長官で１９２９年崩壊当時の大統領のフーバー（政治経験のない実業家）を思

い出していましたが、身近なところに「美しい国」「お友達内閣」の失敗例がありした

ね。確かにそっくりです。でもトランプの方が強烈ですね）。 

 

ビジネスでは「起きては転んで」をトランプ新大統領は繰り返してきましたが政治経験は

皆無、周りはお友達政権の様相があり確かにビジネスでは財を成してきた方が多いです

が、政治家も所謂役人すらも殆ど周りに居ないのも気がかりな点です。 

（山崎；終戦後のＧＨＱ総司令ダグラス・マッカーサー元帥は帰国後に大統領に立候補す

れば間違いなく当選すると言われていてトルーマンを怖れさせた男だったが、彼は「私は

軍人だ」と言って立候補しなかったし、彼の周囲も軍事専門家ばかりだったそうです。彼

の方が何倍も利口でした。「マッカーサー伝説」工藤美代子著、恒文社、２００１年刊） 

ビジネスで今まで行なってきた力業だけでは大統領権限で出来る事は可能ですが、上下両

院や役人の力が必要な部分果たしてどうなる事やらという感じがします。 

（山崎；行政の長たる大統領が行政官を駆使できなければ、ちょうど菅直人元総理が「脱

官僚」と称して役人を使えなかったと同様、レームダック化する恐れがあるのではないで

しょうか？） 

先日行ったＴＰＰ脱退署名などは大統領権限で可能な事柄の一つですが。 

 

そして金融政策を司るＦＥＤ、その投票権を有する現ＦＥＤメンバーは米民主党党員が多

いため対立する可能性もあると思っています。  

（山崎；私も全くそう思います。市場では目先、株価が上にでも下にでも大きく動けば利

益を生むというヘッジファンドの仕掛けに乗せられて活気づいているが、何が起きる判ら

ない気がします）。 

 

トランプ新大統領の言うアメリカファーストを何が何でも推し進めた場合、 

１．アメリカ人が割高な商品の購入を迫られるようになる可能性がある。 
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（山崎； 大いにある気がします）。 

 

２．権力者（トランプ新大統領）の方針に擦り寄る既存の企業にばかり恩恵が施され、ア

メリカという国家がこれまで繁栄し続けてきた要因の一つである新たなイノベーショ

ンの可能性を秘めた新規参入者の出現を抑制してしまう。 

（山崎；「規制緩和」は本当はイノベーションを誘発させるためのものですが、トランプ

の場合は裏目に出るかもしれませんね） 

この２点があるのではないかと思っております。  

 

そしてアメリカ国内で思い通りにならない場合、アメリカファーストを実現するための矛

先をトランプ新大統領の支持者層から察するにヨーロッパには向かわずに行ったときは日

本や中国を含むアジア諸国、中東諸国、メキシコを含む中南米諸国に向かう気がします。

（山崎；プーチンのホンネはアメリカが世界の主導者で居てもらいたいらしい――１月１

５日、日経コラム「時流」で同紙論説副委員池田元博氏。ゆえに米ロは喧嘩しないで、矛

先は当面は中国・メキシコ、次に日本へ向かうのではないでしょうか？） 

 

今年は世の中で言われている通り欧米で選挙、政治の年です。 

選挙や政治の年には国民の目がそこにいってしまうあまり、国民受けの悪い事からは目を

逸らし、現在はまだ見えていない問題が起こった際の対処が後手後手になり遅れる事が非

常に多いものです。  

 

今年も波乱が起こりそうで難しい一年になりそうですが今後ともどうぞよろしくお願い致

します。 

（山崎；いわゆる、ブラック・スワンが舞い降りる可能性があるだろうと、五分五分で思っ

ています）。 

 

 

 

（１６）前掲Ｎさんとの追伸（１月２８日） 

下線は便宜上筆者付す。 

早速、お返事頂きありがとうございます。 

米露関係は表米トランプ、裏露プーチンの関係でトランプはプーチンの手玉に取られる事に

なるかもしれないとすら思っています。 

（山崎；プーチンの方が政治家としては何層倍もウワテでしょうね。英国メイ首相も来米し

て「ロシアと付き合うには用心が肝要です」と言っていました。テレビで見ました。） 

プーチンは好き嫌いは別にして世界で一番力のある政治家だ 

（山崎；私もそう思います。私がモスクワに行ってみたときガイドがモスクワ大学の秀才で

したが、父がＫＧＢの幹部で、プーチンを怖れ且つ尊敬していました。私が一昨年、ウクラ
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イナ国債という「破綻もあり得る」という注意書きを犯して買って、４カ月で１４００万円

が１８００万円で戻りましたが、プーチンの力を買ったつもりでした）。 

と私は思っていますので尚更そう思ってしまうのかもしれません。  

 

ブラック・スワンについては私も五分五分だと思っています。 

先生の週報でいつも学ばさせて頂いている心構え 

（山崎；ご貴殿からそう言われると汗顔の至りです）。 

が大切な一年になりそうですね。   

 

 

 

（１７）「ブラジル国債について」のご質問（１月２８日） 

便宜上、下線を筆者付す。 

こんにちはＴ です。  

先生のメルマガ、動画は、非常に勉強になり、また、その他の話しも、楽しく拝見させて頂

いております。  

 

さて先生もお持ちのブラジル国債ですが、調べたところ、まだ、１０パーセントほどの利回

りがあるみたいで検討しているのですが、今年は、トランプ相場で、市場が荒れそうな感じ

がしますし（山崎：いわゆる「ブラック・スワン」が来ると私は五分五分以上の確率で用心

しています。だからこそ安く買えるのでしょう、）レアルもかなり回復しているので、 

（山崎：安値から見ると急騰しています。が、ブラジルの株式市場が高いということは経済

の先見指標として考えれば、かの国は「無いものがない」という巨大な資源国ですから私は

政情不安の最中に安い時に買いました。私がリオのカーニバルに行ってみたとき、レアルは

１回目は５５円くらい、２回目に行ったときのレアルは４５円でした。それに比べれば今は

安いです）。今から、「買い」は遅いでしょうか？（山崎：買うなら政情不安の時にこそ買

うべきでしたが、今からでも長く持つ気なら利回りが合えば良いのではないでしょうか） 
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【 図 9 】 ブラジル・レアルの推移 

 

 

 

【 図 10 】 15年末から 16年初めの「ブラジル総悲観」を記憶し、「知恵」に転化する 
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【 図 11 】 「ブラジル」「ロシア」は回帰性の力を示す 

 

 

 

 

【 図 12 】 ＯＥＣＤ景気先行指数の比較 
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【 参考資料 1 】 日本のＯＥＣＤ景気先行指数と日経平均 

 

 

 

【 参考資料 2 】 日経ＰＢＲ 
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【 参考資料 3 】 ドル円相場（中期） 

 

 

 

【 セミナー御礼とＣＤ，ＤＶＤ発売のお知らせ 】 

 

２１日に東京証券会館で開催されたセミナーには厳寒中の御多用中を航空路や新幹線で

お越しになった方々も多数おられ、その熱意に敬意を表するとともに、皆様に深く感謝いた

します。 

 

また、予定数を超す多数ご参加となって、会場もやや手狭な感じとなり、不手際もござまし

たでしょうが、お詫び申し上げます。 

 

終わってみれば語り足りなかった点も極めて多くて反省することが多いです。 

 

質疑応答の時間をとれないまま閉会時刻となりましたので、今週いっぱいまでメールにてご

質問を受け付け、その分を来週の動画で御参加者全員に配信させていただきます。 

 

但し、私の手に余る難題はその旨を申し上げてご勘弁いただく場合があり得ます。ご了承く

ださい。 

 

 

【 ＣＤとＤＶＤの販売 】 ＊２月１０日（金）発売・発送予定 

当日の模様をＣＤでお聞きできるように致したく、ご希望者には、株式会社まぐまぐより発

送するようにいたします。具体的なお申し込み方法や販売価格、期日は別便でお知らせいた

したく思います。 
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また、ＤＶＤならば、その場のスクリーンのグラフや表がそのまま写りますし会場の雰囲気

も感じられると存じます。これもまぐまぐに手続きをしてもらいますのでよろしくお願い

致します。 

 

 

 

【本文】山崎 和邦     

【罫線・資料作成】石原 健一（大和証券・投資情報部出身） 
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