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１７年２月１２日 週報 
 

[ 今週号の目次 ] 

（まえおき） 

（１）当面の市況 

日経平均は戻り高値圏内に張り付いているが・・・ 

（２）「敵の敵は味方である（毛沢東語録）」から言えば・・・ 

日米同盟の続き 

しかし、（安全保障の問題よりも）自動車貿易に象徴される保護貿易の問題のほ

うが心配は大きい 

（３）為替市場の国際ルールを無視するトランプ 

（４）米ロ関係がうまく行く可能性は高い 

（５）トランプ政権の混乱は長引くであろう―行政の長である大統領と司法との衝突 

（６）順張りの海外機関投資家と逆張り専門の日本の個人投資家 

（７）ＮＹ株は割安か割高か 

（８）大統領の就任演説 

（９）大統領令の差し止め 

（１０）市場の懸念を裏付けつつある保護貿易主義 

（１１）米の「４％成長」には可能性はない 

（１２）「トランプ大統領とプーチン大統領の関係は安定したものとなろう」 

（１３）再び中国経済について 

（１４）欧州の政治と金融市場 

（１５）内閣府は景気の基調判断を下方修正 

（１６）小次郎の「燕返し」――下からくる動きは見えにくい 

この項目は極めて重要なことを詳述したい。 

 

 

 

［ 来週号に回すもの ］ 

〇不確実性とリスク 

〇相場の「見え方」と相場の「見方」 

 ★「ブラック・スワン」についての筆者註 

〇物価水準の財政理論についてのまとめ  

〇人間の思考プロセスに潜む根本的欠陥 

〇「低成長容認論は正しいか」 

 

 

http://agora-web.jp/archives/2024173.html
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【 セミナーＣＤ，ＤＶＤ発売のお知らせ 】 

＊２月１０日（金）発売 

１月２１日に東京証券会館で開催さ

れたセミナーの模様をＣＤでお聞きで

きるように致しました。 

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。 

 

 

 

現在、株式会社まぐまぐでのお申し込みが出来ます。 

ご希望の方は、下記ＵＲＬ（まぐまぐの申し込みページ）をクリックして下さい。 

http://www.mag2.com/sv/famous/yamazaki/lp/ 

 

 

 

（まえおき） 

トランプの批判ばかりしていても始まらないが、今ここで今後のアメリカが何をやるか

を充分に腹に据えておかないと株式市場も為替市場も見間違う。故に止む無く毎週しつこ

くトランプ問題に焦点を絞ってきた。 

  安倍首相のトランプ会談には本来は経産相が随行するはずだがトランプ側の商務長官

が議会の承認を得てないから相手がいない。よって世耕経産相は行かないことになった。

マティス国防長官を一足先に日韓に遣したくらいだから「安倍さん対トランプ」だけで安

保問題は大丈夫だろうが貿易問題は何が出るか判らない。 

経済政策のまとめ役となる大統領経済諮問委員会の委員長のポストも本稿の原稿を書い

ている現在で依然空席のままだ。経済の見通しの基礎的素養を欠如したままの経済政策に

世界中が振り回されているのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mag2.com/sv/famous/yamazaki/lp/
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（１）当面の市況 

週末の朝はＮＹの１１８ドル高、史上最高値を受けて日経平均４７１円高、 

１９，３７８円で週末を終えた。１月４日の高値１９，５９４円には届かなかった。史

上最高値から２８年経ても半額である。ＮＹダウが約０．５％上がって日経平均は２％以

上を上げるのだから日経平均は世界一の国際敏感株である。 

 

日米首脳会談の後、米の法人税の大幅減税が発表になるという期待感★が先行したらし

い。実際に現行の３５％がトランプの言う通り１５％になれば野村証券の試算では在米法

人を持つ日本企業群の純益は１兆円伸びる。その企業群の純益の合計は２０兆円だから

５％伸びることになる。 

一方、トランプの言う通りに財政出動を１０年で１１５兆円やればＯＥＣＤ試算では世

界経済の成長率が０．２％上昇するというから、日経平均を一つの銘柄と見做せばこれは

世界一のアメリカ敏感株である。 

 

★トランプ米大統領は９日（木曜日）に米航空大手首脳とホワイトハウスで会談し、２～

３ 週間以内に「税に関する驚くべき発表をする」と述べ、大幅な法人減税策を明らかに

する考えを示した。 

こういう重大な政策が米航空大手首脳から伝わって市場に激震をもたらすこと自体が、

ＮＹ市場がまるで途上国並みの世界だ。それについて過敏に拡大反応する日経平均は、上

下いずれにでも激変さえすれば利益が出るというヘッジファンド勢にとっては最も妙味あ

る市場であろう。 

 

日経平均は戻り高値圏内に張り付いているが・・・ 

 投資家の様子見ムードは強いが、企業は今期の業績予想を上方修正するケースが相次い

でいることが背景となって、ＰＥＲは先週半ば時点で１５．６倍となり、大統領選挙前の

レベルに戻った。故に先週半ばには割安感が出たと言えないこともないが、１１日に控え

る日米首脳会談への警戒感から相場の上値は木曜日までは重かったことは事実である。週

末に一変したが、今後はどのような展開か好悪両材料が共存する市場となった。（ＮＹダ

ウの予想ＰＥＲは約１７倍で、大統領選以降は上昇傾向にある）。 
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【 図 1 】 ＮＹダウの高値更新に対し、新高値銘柄数は減少傾向（逆行現象） 

 

 

 

【 図 2 】 日経平均は高値圏内で概ね横バイ推移続く 
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（２）「敵の敵は味方である（毛沢東語録）」から言えば・・・ 

 この原稿を書いている現在、日米首脳会談はまだ始まっていないが、日本時間で今週の

はじめぐらいにはおよその線が見えてこよう。 

我々が心配しているのは安全保障をめぐる日米同盟のことと自動車貿易に象徴される保

護貿易主義のことだ。しかし前者のほうは標題の通り「敵の敵は味方（毛沢東語録）」だ

から、対中国の友軍としての日本の存在はトランプにとって「中国は嫌い。中国を嫌う日

本は好き」となって日本は大切なはずだ。 

そこで日米同盟は揺ぎ無いことを内外に示す一つの機会である。トランプも対中国問題

でそう望んでいるはずだ。現に先日来日したマティス氏ははっきりと尖閣諸島は安保条約

５条の適用範囲であると明言した。 

これは中国に対する強い牽制となったはずだ。 

 

日米同盟の続き 

 トランプはシブトイ。トランプは、日本に駐在するアメリカ軍の経費を日本が１００％

負担すべきだと主張していたが、日本は既に７～８０００億円を毎年支払ってきた。これ

は米軍駐留費の７５％弱に相当するのだそうだ。このことをトランプに確認しようとする

とトランプは「何故１００％を負担しないのだ」と言ったそうだ。始末に負えない。 

 

しかし、（安全保障の問題よりも）自動車貿易に象徴される保護貿易の問題のほうが心配

は大きい。トランプは貿易赤字国を「商売で負けた」とせずに「敵国」とみなしている。

そして「止む無く関税をかける」のではなく「不公正に対する懲罰としての関税」として

いる。 

日本側では経済産業大臣も同行するつもりだったが、トランプ側で商務長官の議会での

承認が遅れているため、世耕経産大臣の同行は見送ることになった。我々が心配するのは

トランプ陣営のブレーントラストがいまだに出来上がっていないことだ。また閣僚がいま

だに議会の承認を経ていないことだ。よってトランプが暴走する恐れもないことはない。

企業決算が上方修正されるという現在に、日本株は気迷い症状を見せているのはひとえに

これである。 
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（３）為替市場の国際ルールを無視するトランプ 

 通貨安誘導を狙う市場介入は為替操作に当たるとしてＧ７や主要２０か国は自国通貨安

そのものを目的とした金融政策は避けることで合意してきた。 

日本も「デフレ脱却のための金融政策」であって、「円安誘導の金融政策ではない」と

いうことをトランプ以前のＧ７はみな認めた。ロシアで開催したときはプーチンでさえ議

長国の議長としてそれをＧ７開始以前に認めていた。 

 

今回トランプ政権がドイツを為替操作国と批判し、ユーロ安誘導だと批判していること

をめぐって欧州中央銀行ＥＣＢのドラギ総裁は「我々は為替操作者ではない」と反論し

た。ユーロはドイツ一国の通貨ではない。（本来ならマルクの独歩高でドイツが苦労した

はずだが、ドイツはユーロ安のお蔭で一番トクしたことは事実だった）。 

主要７か国などの為替合意を軸とする為替相場安定のルールを軽視するトランプ政権へ

の警戒心は解いてはならない。ドラギ総裁は「２０１１年以降為替市場に介入したことは

ない」と事実を主張した。 

日本も東日本大震災の際の大規模な為替介入以来、安倍政権設立以来は為替介入を１円

もしていない。 

 

 

 

（４）米ロ関係がうまく行く可能性は高い 

 米ロの関係はオバマが溝をつくってしまったから、すぐにうまく行くのは難しいであろ

うが、４日の放送でトランプが「ロシアのプーチン大統領を尊敬している」と語った。ま

た過激派組織イスラム国（ＩＳ）の掃討戦でロシアから支援を得られれば感謝すると述

べ、協力関係の構築に期待を示した。 

トランプとプーチンとの関係は、佐藤優氏（元外務省主任分析官）によれば「関係は安

定したものとなる。電話会談が頻繁に行われるようになり、その一部は電話があったこと

自体が秘匿される、率直な話し合いが行われるであろう」と言う（２月１１日週刊東洋経

済誌）。  

元ＫＧＢの諜報幹部であったプーチンはこのような閉ざされた扉の向こう側での率直な

意見交換を好む。 

テロリズムの根絶を政策の重要課題にしているプーチンにとって、ロシアとの協力は不

可欠だという信念を抱いていることはトランプ大統領の信念とロシアの国益とが合致する

ことになる。 

従って「アメリカとうまくやれるロシア」となれば、ルーブルの値段が為替市場で最近

は最安値からかなり戻っているのもうなずける。 

 

今のところ誰もこのことを言わないが、今年はソビエト社会主義共和国連邦が成立して

から満１００年である。レーニンの１０月革命が成立したのは１９１７年のことだった。 
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旧・ソビエト社会主義共和国連邦とアメリカ合衆国とは１００年を経て親密な関係にな

る可能性がある。そこから弾き出されるのは中国である。 

 

【 図 3 】 原油価格の底入れと共に、戻りを試すロシア株式市場 

 

 

 

 

（５）トランプ政権の混乱は長引くであろう―行政の長である大統領と司法との衝突 

 三権分立が建前の米国が、トランプ政権の司法省が移民の７カ国からの入国差し止め令

の即時効力停止を訴え、控訴裁判がこの控訴を退ける決定を下したことで争いは最高裁に

まで持ち込まれる可能性が強くなった。 

オバマ大統領が２０１４年に大統領令を出した移民制度改革を巡る違憲訴訟の最高裁判

決が出たのは１年半後の去年の６月のことだった。トランプ政権が起こした司法闘争は最

高裁へもつれ込み、トランプ政権の混乱は長引くであろう。 

 

 

（６）順張りの海外機関投資家と逆張り専門の日本の個人投資家 

 本稿で以前から何度も述べてきたように海外勢はほとんど順張り専門である。これは運

用成績が短期間に評価されるからである。従って相場の流れに乗るほうが、効果が出やす

いからである。 

筆者が野村證券の現職の営業マン時代、余程の腰を据えた長期投資家でない限り、当方

の誘導に乗る顧客は全員、専ら順張りを勧めた。その方が、結果が早く出るからである。

しかし８合目９合目あるいは大天井をつかませる可能性もまた極めて多かった。 

一方、腰を据えた個人投資家は筆者の説得を聞かずにもっぱら大底を狙った。そういう

人が結果的には株式で財を成した。そういう人々はすぐに結果が出るか否かよりも、確実
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に割安な値段で価値ある株を買えるか否かをもっぱら重視した。今になれば誠に忸怩たる

気持ちで言わざるを得ないが筆者は顧客に学んだのだ。２０１５年度の個人投資家の株式

平均保有期間は３．９か月である（ニッセイ基礎研究所）。 

逆張り一辺倒の日本個人投資家に比べて、短期間の成績を問われる海外機関投資家はも

っぱら順張りである。米国通に聞くと、個人投資家でも米国は日本の個人投資家のように

逆張り専門とは限らないそうだ。尤も、日本も順張りを専門としている者も少なくない。

こういう人はネット証券をもっぱら使い、短期決戦を旨とする人々に多い。だがそれは多

数勢力ではない。 

 

【 図 4 】 「順張り」の外国人投資家 

 

 

【 図 5 】 「逆張り」の個人投資家 
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【 図 6 】 外国人の売買動向に左右される日経平均 

 
 

 

 

（７）ＮＹ株は割安か割高か 

 米景気や企業業績の好調という好材料と、トランプの保護主義政策という懸念材料との

間でＮＹダウも日経平均も強含みながら不安定である。 

 

２０００年のＩＴバブルの前に警鐘シグナルを送った人がいる。 

米エール大学のロバート・シラー教授だった。彼は「ＣＡＥＰレシオ」という指標をつ

くって自分のウェブサイトで公開している。主要５００社の利益に対する株価の倍率を計

算し、長期の視点で株価の割高割安を表したものである。 

このＣＡＥＰレシオは１月に２８倍だった。これは２０００年のＩＴバブルのピーク

（ピーク時４０倍）よりは低いが、リーマンショック直前よりも高い。 

１９２９年に遡ってあの大恐慌の寸前のレベルだそうだ。 

クリントンの就任の時は２０倍だった。二期目には３６倍だった。 

オバマはリーマンショックの最安値の時に就任したから在任中に株価を大幅に上げたこ

とになったが、オバマの手柄ではない。だがオバマは世界における超大国の使命というも

のをよく心得て、生真面目にそれを発信してはいた。 

ではトランプ時代のＮＹ株価はどうか、ということになれば現在は割高の水準と敢えて

言えば言えることであり、これが持続的な株価上昇を確信するものではないと言える。こ

のことは日経新聞の編集委員小平龍四郎氏が景気指標欄で要約していたことがあった。 
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（８）大統領の就任演説 

 筆者が学生時代からトランプまでは１０人目の大統領である。 

その就任演説は１０人ともに筆者は（もちろん和訳されたものを）一字一句、念入りに読

むという習慣があった。この１０人の中で最もアメリカ合衆国らしい格調の高いものは

Ｊ．Ｆ．ケネディのものであったし、最もあきれたのはトランプのものであった。まった

く好対照であった。Ｊ．Ｆ．ケネディの就任演説の一部を掲載する。トランプといかに違

うことか！ 

「我々に好意を持つ者であれ、敵意を持つ者であれ、すべての国をして次のことを知らし

めよ。我々は世界における自由の確保とその勝利のためには、いかなる代償をも支払い、

いかなる負担をいとわず、いかなる困難にも進んで直面し、いかなる友人も助け、いかな

る敵とも闘う、ということを。」 

そして「合衆国国民は、国家が自分に何をしてくれるかを期待するよりも自分が国に対し

て何が出来るかを考えよう」と呼びかけた。 斯くて、ポピュリズムを封じて国民の義務

を求めた。 

 

この言葉は“Change, Change, Yes, we can !”という国内政治経済社会の変革を理念と

して言うが、国際舞台からは引きこもるという「引きこもりオバマ」の演説とは違い、自

由のためには、正義のためには、どこにでも介入するアメリカ、つまり自由や民主主義の

松明（たいまつ）を高く掲げて、世界を善導する究極の理想主義者アメリカ、という姿を

見ることが出来る。 

そして「松明（たいまつ）は若き世代に引き継がれた。さあ始めようではないか」と結

ばれる。 

 

小泉元首相も劇場政治の代表格ではあったが、改革には痛みが伴うことを呼びかけて

「国民は痛みに耐えて下さい」と再三呼びかけた。 

 

８０年ごろ、フランス指導者の役に就いたミッテランは「われわれは科学に仕えて哲学

を謙虚に具現して行く」と格調の高さを見せた。 

 

これに反して１０人目のトランプの就任演説にはあきれ果てた。選挙中の暴言は、そう

言っては何だけれども低レベル教育者、失業者、低レベル労働者などの票を多く掬い取る

ためのセールストークであるかもしれない、就任すればアメリカ合衆国の大統領らしくな

るかもしれないと筆者は思っていた。おそらく世界中そう思っていた人は少なくなかった

であろう。ところが就任演説は選挙演説の続きであったし、それにまた輪をかけて次々と

奇行を演じた。 

 

トランプのことをここで色々と非難しても何も始まらない。何も生まれない。ただ筆者

は極めて用心深く、トランプラリーというものを見てきた。 
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俗にハネムーン期間と言われる１月２０日から３か月間、４月２０日には偶然か東京オ

リンピックの３年３か月前になる。１９６４年の東京オリンピックはその３年３か月前に

日経平均（当時は東証ダウ平均）は高度成長時代の大天井を付けた。そしてそれを抜くの

に７年間を要した。現在、史上最高値から２８年を経てもその半値にも満たないが。 

 

 

 

（９）大統領令の差し止め 

 入国制限の大統領令は連邦地裁の差し止め命令を受けた。これは日本で言う仮処分に近

く、判決が出るまでの間、大統領令の執行を一時停止させるものである。地裁は「回復不

能の損害が生じる可能性がある」として大統領令を差し止めた。当然最後は最高裁にまで

行くであろう。三権分立が確立しているはずのアメリカ合衆国のことである。この司法闘

争は長期化する恐れがあろう。就任早々このような司法闘争が起こった例は珍しい。 

 

７日、トヨタ自動車の決算が発表になった。増益ではあるが株は下がった。これは期待

ほど増益幅が大きくなかったからだという後講釈も成り立つが、問題は急激な円安に対す

るトランプによる急激な円高である。トランプは日本を標的とした。そしてトヨタを標的

とした。トヨタの早川専務を経団連は新任の副会長に当てる人事を発表した。昨年の副会

長は金融業界や商社からの起用が中心で、重厚長大のメーカーはゼロだった。今回は三菱

電機の会長を起用し、新日鉄住金の社長を起用し、経団連はメーカーの副会長の役割を増

やした。 

これは当然、トランプが日本のメーカーを標的にしてくることに対する構えであろう。

トヨタが経団連の副会長に選んだのは社長の最も近い側近の一人だという。 

 

【 図 7 】 年初から軟調な動きとなったトヨタ（5週ぶりに週間プラス） 
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先々週トヨタの社長が専務を連れて安倍首相に会いに行った。一企業の社長が首相官邸

を訪ねるというのはあまりある例ではない。どういう話しをしてきたのかという記者から

の質問に対して「日頃お世話になっているお礼と今後もよろしくという挨拶だ」と豊田社

長はこたえたが、実際には、１０日の安倍トランプ会談で、トランプがトヨタを敵とみな

して標的として加害行為をしてくるだろうことを予測し、それを用心しての行動であった

と思われる。 

 

 

 

（１０）市場の懸念を裏付けつつある保護貿易主義 

 標記の懸念はトランプの言動によって次々と裏付けられてきた。対外政策では、他国間

の通商交渉より二国間の相対（あいたい）での貿易不均衡解消を重視している。 

対米黒字の大きい中国、ドイツ、日本、メキシコ、カナダ、韓国がその標的となる。お

そらく日本は中国に次ぐ標的となろう。トランプは貿易上で自国の生産品を買ってくれな

い国に対して、その国が買ってくれる製品を生み出すべく自国のメーカーが努力するとい

うことを一切考えずに、相手国を敵とみなして、そこに標的を定めて保護貿易を徹底させ

るであろう。 

選挙中に「日本をやっつけるに武器は要らない。貿易政策だけで足りる」と叫んでい

た。あれは本気だったのだ。自動車労働者の票を掬い取るためのセールストークではなか

ったのだ。 

 

 

 

（１１）米の「４％成長」には可能性はない 

 もちろん米国の話しである。トランプは「４％成長」を謳っている。米商務省が発表し

たＧＤＰ速報によると、２０１６年１０月から１２月期の四半期は年率換算で１．９％だ

った。１３年から１４年にかけて年率で４％に達した時期も短期間ではあったが事実あっ

た。だが、その後は２％台で推移している。 

過去４年間の推計を見ると年を追うごとに米国の成長率は下方修正されている上、推計

によると２０２０年代半ばの潜在成長率は２％を割り込むという予測になる。 

内閣府が「世界経済の潮流」においては米国の成長率の低下の要因としては「高齢化の

影響や労働生産性の低下」が指摘されている、と週刊東洋経済誌２月１１日号の「マクロ

ウォッチ欄」で記名入り記事で述べている。高齢化の影響や労働生産性の低下ということ

になれば、移民を追い出したからといって雇用が高まるわけではない。 

現在失業中の者はオートメーション化・ＩＴ化についていけない低レベルの労働者なの

である。よって移民を追放したからといって就業率が高まるわけではないと筆者は思って

いる。 
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（１２）「トランプ大統領とプーチン大統領の関係は安定したものとなろう」 

 この標題は元外務省主任分析官の佐藤優氏が数年前から週刊東洋経済誌に投稿している

「知の技法」の４７１回目（２月１１日号）からとった。ロシア通の佐藤氏に言わせれ

ば、ＫＧＢの諜報将校だったプーチン大統領は秘密のうちにトランプ大統領と電話会談を

繰り返すようなことが好きだし得意である。そこで二人の間に率直な話し合いが行われる

であろう、としている。そしてこのことは電話会談があったこと自体が秘匿されるであろ

うとしている。テロリズムの根絶はトランプの重要政策の重要改題の一つであり、この分

野でのロシアとの協力は不可欠だという信念をトランプは抱いている。 

ロシアにとってトランプはクリントンよりははるかに都合の良い大統領であることは間

違いない。そうすると中国は益々孤立化する。経済力でも軍事力でもアメリカにはとても

かなわないとことを中国共産党は十分心得ている。従って暴発する恐れはまったくないで

あろう。 

 

所謂「チャイナ・ショック」と言われて日本株が下がったときに、筆者は、「上海株な

どというものはローカル市場であって地域限定的なものだから世界の金融市場の神経機能

を破壊するようなものではない」と本稿で主張し続けたことを御記憶だろうか。所謂「チ

ャイナ・ショック」は上海株の暴落から来る金融市場特有の神経機能の痙攣ではなく、中

国経済の先行きを懸念する動きが上海株に現れたことを本稿では主張した。従って、所謂

「チャイナ・ショック」は、市場で言われていたような中国連動安の問題ではなく、中国

経済が近い将来に危ないということを先見した動きなのであって、実体経済を心配する動

きなのであると筆者は主張した。結果的にはその通りで、所謂「チャイナ・ショック」は

すぐに収まった。しかしその時に筆者が主張したように、実体経済に対する心配というも

のは今後起きてくるであろう。 

 

 

 

（１３）再び中国経済について 

 中国の統計数値が整備途上で信用できないからといって、これほど巨大になった経済を

「判らない」で済ますことは出来ない。「故事成語で読み解く中国経済」（李智雄著 ２

０１６年刊、日経ＢＰ社）によれば、ステレオタイプの見方を排除することが中国経済を

理解する手掛かりだという。日本企業はチャイナリスクという流言に惑わされず、構造変

換を生む商機に積極的にかかわるべきだと訴えている。 
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（１４）欧州の政治と金融市場 

 今年は欧州金融市場では政治動向が注目される。 

３月１５日のオランダ総選挙、５月７日フランス大統領選挙、続いてドイツ連邦議会選

挙、と重要なイベントを控えている。 

これらの欧州政治情勢で最も注目すべき点は５月７日のフランス大統領の決選投票であ

ろう。野村證券では、ＥＣＢの景気・物価見通しは上方修正される公算が大きく、金融引

き締め重視の姿勢を３月から強めるであろうと見込んでいる。 

国民投票や昨年６月のイギリスの国民投票による暴落や１１月の米大統領選挙の市場混

乱を踏まえ、多くの投資家は前掲の政治上の注目イベントを前に持ち株の大部分を換金し

終えているか、あるいはリスクヘッジとして反対売買を積み増すものと想定される。 

しかし欧州選挙への注目度は高いが、グローバル金融市場に与える影響は短期的には軽

微にとどまるであろうと筆者は思う。政治リスクの高まりはユーロ内経済の拡大ベースを

鈍化させる恐れはあるものの、ユーロ圏経済はひとまずは堅調であるからだ。 

 

【 図 8 】 2017 年は「政治の年」に 
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（１５）内閣府は景気の基調判断を下方修正 

 １月末の調査で内閣府は景気基調判断を昨年３月以降初めて下方修正した。所謂「街角

景気」の指標である（既報でも述べたが、これは小渕内閣の時に経済企画庁長官になった

堺屋太一氏（ペンネームのまま入閣した）が「判りやすい方法で景気指標をつくる」と言

って、発案した「景気ウォッチャー指数」で愛称「街角景気」とされたものである。１１

業種からの聞き取りアンケートをもとにする。これが１１月までは「着実に持ち直してい

る」としていたが、今回下方修正した。内閣府が８日に発表した１月の景気ウォッチャー

指数（季節調整済み）が前月を１．６ポイント下回って４９ポイント台になった。この悪

化は７か月ぶりで、円安株高で経済が追い風だったトランプ期待が一転して景気の不安要

素になりつつあることを示した。トランプ大統領の保護主義政策などに対する不安が、消

費者や経営者の心理に影を落とし始めた。 

以上は筆者の考えではない。１１業種の聞き取りアンケートから来る景気ウォッチャー

指数の結果である。 

 

 

 

（１６）小次郎の燕返し――下からくる動きは見えにくい 

この項目は極めて重要なことを詳述したい。 

２月５日号の（１８）「東電株の件と大勢には逆らえないから未だ買いの好機ではないか

もしれない」というＴさんとの交信で述べた。★「下から跳ね上がる動きは見えにくく、

好機を逃しますから」は次週で例を挙げて判りやすく詳述します）。についての詳細版で

ある。 

 

読者の中に剣道五段・錬士のＩさんがおられるので、少々述べにくいが簡潔に述べると

こうである。 

日本の剣道が剣術であった時代に、その元祖は一刀流と陰流と中条流の三大ルーツにな

っていて、それぞれがいくつもの流派に別れ、中条流が小太刀（富田勢源；とだせいげ

ん；「名人越後」）で体系化され、そこから逆に長大な太刀の遣い手・佐々木小次郎が輩

出されるし、一刀流はいくつもの派に別れ、何故か反権力者（架空の人であるが鞍馬天

狗・眠狂四郎・大菩薩峠の机龍之介）にその名が出てくるが、江戸末期に千葉周作の北辰

一刀流で広められ一般化された。 

陰流は有名な柳生新陰流となって戦国末期から幕末まで、表面は禅に至る剣禅一如の世

界、裏面はＣＩＡもどきの政治の世界に入る。 

 

 佐々木小次郎の「燕返し」というのは後から作った刀法の綺麗な呼び名であって、本当

は中条流に伝わる「虎切刀（こせつとう）」という秘剣である。真っ向から垂直にずぅん

と地面近くまで斬り降ろす。これはフェイントであって、敵が太刀先一寸でこれを見切っ

た（カラ振りさせた）と思った時に地面近くにある刀の刃を上に返して股から顎までを斬
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り上げる。これが「虎切刀」である。普通、下から来るものは見えない。ボクシングのア

ッパーカットのようなものである。また、ミルコ・クロコップの左上段蹴りである。ミル

コの左足が敵の右側頭部に飛ぶ。下から来るものは見えない。これである。★ 

 

一刀流は反権力に多いと述べ、架空の三人を挙げたが逆に、専ら権力を支えるために尽

くしたのは陰流である。その典型が江戸に伝わる柳生新陰流である。江戸陰流が政治の道

に入り、ＣＩＡのような務めを果たし、諜報と暗殺を業務として大名格の１万２千石にま

で、のし上がった。が、真の陰流の技法は尾張柳生に伝わる。これが柳生兵庫之介であ

り、柳生連也斎である。 

 

何故にこの話を持ち出したかというと、高値覚えという病を身に付けてしまった者は下

から来るものが見えない。上昇相場が続いた後の下降相場は見えていても、大底をついて

跳ね上がる動きは見にくいということを言いたかったのだ。未だ、この話をするのは早い

が早めに話しておきたかった。 

 

これらの流儀の元にあるものは先述の人間の思惟の根本に触れるところにある。「技や

術」は「芸」になり、それは「道」に昇華する。その根本は天地の気味に則って創設され

たとされ、易の根本思想につながる。宇宙を変化の過程と観て、すべてのものの変化の根

源に陰陽二性の相性と相克を置くところにある。三大流儀の根本の道理はこの境地に組み

立てられていく。そして人間の思惟は根本的に欠陥があり、不確実性やリスクを（特に不

確実性）を明らかにせずに日常を過ごしていく。株価の上下はこれである。 

 

これを意識して、正解があるかないか判らない問題、むしろない場合が多い、に対して

も正解を求めようと格闘を続けていく強靭な精神力を本稿では「知性」と呼び、これを相

場観の土台としようとしている。 

これに対して正解が用意されていて、その正解を求める能力を「知能」と言う。知性とは

関係があるが別のものである。知能ももちろん必要であるが、相場観で必要なのは知性で

ある。 

 

全くの余談だが、吉川武蔵その他でも小次郎の剣を武蔵は跳躍して避けたということに

なっている。映画でもすべてがそうなっている。吉川英治に代表される「表から見た武

蔵」、鳥羽亮などによる「裏面から見た武蔵」、短編ながら「裏面」の代表作とも言いた

い藤沢周平の武蔵、山本周五郎の武蔵、新聞記者出身らしく司馬遼太郎の「真横から見た

武蔵」、それらは全部、小次郎との対決を「宙に跳ぶ」か「無視」かである。「跳ぶ武

蔵」なんて言うのもある。「無視」はまだいいが、下から切り上げて股から顎まで斬りあ

げる「燕返し（こせつとう）」に対し宙に跳んで避けることは不可能である。オリンピッ

クの走り高跳びの選手でも不可能だ。 

ましてや、海岸の砂利の上である。よって全ての巌流島は、これはウソである。 
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海岸の砂浜では跳躍できない。では、実際にはどのように勝ったか。 

 

武蔵は、小次郎の剣より一尺長い木刀を持って、間合いの外に立って下から来る燕返し

（こせつとう）を見切って（空振りさせ）、小次郎の剣は武蔵に届かず武蔵の長大な木刀

は相手に届く、これを以て真っ向から一撃で撲殺したのだ。 

だから武蔵がボートから降りて波打ち際で小次郎を待ったのは、木刀の長さを小次郎に

見せないために木刀の先端２割くらいを水中に入れて脇構えをとったのだ。味もそっけも

ないがこれが死闘というものであろう。この実態を語る者は、二、三の剣道史家と筆者く

らいなものだ。尤も、吉川武蔵が巌流島に向かうボートの中で船のオールを小刀で削って

長大な木刀を作る場面は原作にも、どの映画にも出てくるが、これは上記の実態を婉曲に

描いたものとも思われる。だが、惜しむらくは実際の刀法を知らない吉川にはそこから先

を描けなかった。 

 

 

 

 

【 参考資料 1 】 業績修正を受け、日経ＰＢＲは上昇 
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【 参考資料 2 】 レーガン政権との株価推移比較 

 
 

【 参考資料 3 】 米国市場の物色にバラつき 
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