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（１）当面の市況 

 首脳会談の内容が明らかになるにつれて１４日（火曜日）のＮＹダウは１００ドル以上

の上昇に対して日経平均は約２００円下がった。 

ＮＹダウと日経平均との相関は徐々に小さくなるということは半年以上前から本稿では

述べてきたが、１４日（火曜日）のように逆に動くであろうことは述べていなかった。こ

の１４日のＮＹプラス１００、日経平均マイナス２００という動きは何かを象徴してい

る。大幅な企業減税、金融規制の緩和、インフラ投資（議会が承認するか否か難しい）の

実現等々でウォール街は喜び、貿易摩擦があろうが円安介入があろうがそのようなことは

関係なく「自国さえ良ければ良い」というトランプの言い分を引き継いだかのようにウォ

ール街は「ウォール街さえ良ければ良い」という形で上昇し続ける。だがこれは８９年に

日本株だけが上昇し続けた。そして９０年から大暴落が始まったという事実を思い出させ

る。一方、日経平均のＶＩ（日経平均ボラティリティ・インデックス）は昨年１２月下旬

以来の１か月半ぶりの低水準となった。日米両首脳会談で目立った不安材料がなくなっ

て、相場の先行き不透明感が後退したからであろう。首脳会談前の今月上旬には不安感が

充満して、日経平均ＶＩは上昇した（先安感が多かった）が、首脳会談後は株価下落の不

安は和らいで日経平均ＶＩは低水準で推移し始めた。 

[米国市場] 

ＮＹダウは７営業日連続で約５００ドル高を演じ終値の過去最高値を更新。Ｓ＆Ｐ５００と

ナスダックも最高値で引けた。ＮＹダウとＳ＆Ｐはほぼ終日マイナス圏で推移していたもの

の、引け直前に「トランプラリー」への期待に押し上げられた。 

為替市場では、安全資産の円が買われる。仏大統領選の左派系候補２人が共闘の可能性を模

索しているとの新たな波乱要因が重しとなった。いずれかが決選投票に進む可能性があり、

極右政党・国民戦線（ＦＮ）のルペン党首が当選する確率が高まるとの不安が広がる。 

 

【 図 1 】 ドル円は 25・75日線が収束し、次の方向性を見極める動き 
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（２）当面の市況（続き） 

 ＮＹ市場は「自国さえ良ければ良い」のだから法人税の大幅減税・金融規制の緩和・ボ

ルカールールの撤廃・インフラ投資などがすべて実現すると仮定して上昇傾向にある。こ

れはＦＲＢがリーマンショック以来、通貨量を４倍にした（その間、日本は２倍にした。

従って円のほうがドルよりも濃い通貨であることは間違いない）。通貨量を４倍にしたの

だから、何かのきっかけさえあれば、あるいは暇さえあれば、ＮＹ株は上がりたがってい

るとも見える。ウォール街は「自国さえ良ければいい」のトランプの下に「ウォール街さ

え良ければいい」としてＮＹは動くであろう。 

 

【 図 2 】 日経平均に対して、ＮＹダウの優位な展開に 
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【 図 3 】 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 4 】 日経平均はレンジ内の動き、騰落レシオは中立水準に 
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（３）上場企業２０１７年３月期、２期ぶりに最高益を更新 

 前期よりも円高水準であるので全体で７期ぶりの減収になるが、付加価値の高い精神で

採算を大きく改善し減収ながら増益になる。悪く言えば縮小均衡である。増収増益が望ま

しいに決まっている。今回の決算が３月決算の１４４１社を日本経済新聞社が集計したも

のであるが時価総額ベースでみれば、これは全体の９６％の企業に相当するという。９

６％の時価総額に相当する企業が２期ぶりに最高益を更新したということは売り上げが減

ったとはいえ望ましいことではある。 

 

 

 

（４）東証第二市場、指数最高値 

 １０日の東証市場で東証二部は株価指数が史上最高値を付けた。２００６年、小泉改革

相場の天井以来およそ１１年ぶりである。東証二部といってもシャープのようなかつては

第一市場の超一流銘柄も今は東証二部にいるし、東芝も東証二部に行くという話しだ。と

もかく東証二部の指数が史上最高値を付けるということは、第一市場の主力銘柄の迫力が

ないわりには個人投資家のストックマインドは健在だということを示していて望ましいこ

とではある。 

 

 

 

（５）先週の日米首脳会談の評価—－日米同盟強化を確認し、通商・為替は副総理対副大

統領の駆け引きの場へ、として封じてから会見した（日本は旨く立ち回った） 

これほど世界の注目を浴びた首脳会談は稀であろう。ポイントは「日本は自分の防衛は

自国でやれ。アメリカにやってもらおうと思うなら金を払え」と選挙中は叫んでいたトラ

ンプと日本の自衛隊の最高司令官である安倍首相が直接会った時に何が起きるか、という

ことであるが、これはマティス国防長官を事前に韓国と日本に派遣して首相と日本の防衛

大臣と面談し、尖閣諸島は安保条約第５条の範囲であるとマティス国防長官が明言してく

れていることからして、既に事前に安全保証の問題はなかろうと思われていた。 

従って安全保障と保護貿易との二つのポイントの前者については最初から１００点満点

と言っても良かろう。日米の同盟を中国・北朝鮮にも再確認させたことになった。従って

採点としては１００点を付けても良かろう。 

そして後者（保護貿易・経済問題）については評論家がテレビ番組で何点の採点を付け

るかに対して８０点という人もいるし６０点という人も多かったが、筆者が訊かれれば

「採点不能」と答えるしかない。ゴルフ外交は１８ホールの４人のプレイが済んだ後、別

のコースでの９ホールを二人だけで回ったという事実、そしてコースへ行く途中も二人だ

けしか行かなかったという事実である。 

昔、ゴルフ場のことを「緑の待ち合い」とも言われたものだ。「待ち合い」とは男女密

会の場かあるいは政界財界の商談・密談の場を指す。 
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そしてこの「緑の待ち合い」について当のトランプはこう言っていた。「私はランチの

時に話しがつかなかったビジネスでもゴルフではうまく話しがまとまったことが何度もあ

る」と言っていた。この話しと、別の９ホールは二人だけで回った事実とを合わせれば、

「緑の待ち合い」で何が話されたかはまったくの謎である。この時に安全保障は引き受け

たから引き換え条件に経済の交渉では一歩譲れという意味の言質をとられたかもしれな

い。 

だが、安倍さんはそんなに迂闊ではない。言質をとられるようなことは言うまいとは思

う。 

「各論は副総理の麻生と貴国の副大統領が話し合っているはずです。それに委ねましょ

う」という程度でお茶を濁せばそれで上出来としなければならない。難しい問題を先に封

じたのだ。旨くやったというべきだろう。 

 

ともかく共同声明を発表できたことは成功である。共同声明が成立しなかったというこ

とになれば日米会談は失敗したということで、中国と北朝鮮と日本の野党側は喜ぶがそう

はならなかった。 

 

蓮舫代表は「ＴＰＰについて話を付けてこなかったからダメだった」と評したが、こう

いう各論は首脳同士でいきなり話し合うものではない。政治も経済も知らない民進党の蓮

舫代表は元々ファッションモデル、テレビタレント、テレビキャスターの経験しかない。

勉強したとも思えない。色々な発言からそれが充分に伺える。好き嫌いは別として彼女が

日本最大の野党の党首となったときに日本の民主主義は本当に衰退を始めたのだ（だがま

だ前原氏も野田氏も小沢氏いる。捨てたものではない）。 

共同声明には尖閣諸島という固有名詞は使われていないがマティス国防長官ははっきり明

言した。 

 

 

 

（６）日米両首脳会談・続き 

一方経済問題である。筆者は、日本側はうまくやったと思っている。共同声明も経済問

題には触れず、尖閣諸島という固有名詞が出ていないが安全保障問題を確認した。経済問

題は日本側が戦略的にこれを事前に封じ込めたし、為替介入についても事前に封じ込め

た。本気で立ち向かったらかなわない相手に対して、両首脳間の対話としては避けて通

り、副総理対副大統領との会談に持ち込ませたということは日本側が「うまくやった」と

いうことになろう。しかもインディアナ州知事の経験しかなく、経済政策の経験が全くな

いから自信がないと言っているペンス氏を相手に麻生副総理を当たらせたことは成功であ

ったろう。経済対話は日本では副総理に委ねるが貴国ではどうかという問いに対して、不

慣れなペンス氏をあげたことはまず日本側の計略に乗ったと見て良いであろう。 
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「経済対話では為替は扱わない」として首脳会談に先立って財務省幹部はホワイトハウス

高官に直接伝えた。これも成功である。「通貨外交」とはこういうものであろう。米財務

長官候補のムニューチン氏をはじめ米財務省の体制がまったく整っていない現在、日本側

の策略通りに進んだと見て良い。会談に先立って財務官（黒田さんが以前に務めた役割）

がワシントン入りしてツユ払いに奔走したであろう。通貨外交とはこういうものであろ

う。為替は素人が変にいじると大変なことになると麻生氏はペンス氏に対して市場混乱を

避けるために通貨を対話から切り離すように提案した。これも実業家の経験がある麻生氏

の 

センスであるし、また官僚のお膳立て・事前工作もあったであろう。「為替については専

門家である財務省に任せよう、と申し上げ、大統領も了解した」と安倍首相も語ってい

る。ここまで見る限り日米両首脳会談は安全保障問題も経済問題も、日本側が旨くやった

と致したい。これをどう採点するかは評論家によって８０点とも６０点とも言っている

が、筆者は厳密に言えば「採点不能」と答えざるを得ない。前述の通りである。 

 

これをまた迂闊に公表しないことも安倍首相の知恵であろう。何事も公表する、開示す

ることが良いとは限らない。以上のような深謀遠慮や通貨外交に対してまったく無知な民

進党代表蓮舫代表の非難は全くのお笑いであった。 

 

本来ならば前原氏のように手強い野党代表となる者もいたし、野田氏のように熟練した政

治家の民主党代表もいたはずだ。 

 

 

 

（７）「自由と公正な貿易」 

 この言葉の裏には「今の貿易は不公正な貿易だ」という意味を伏在させている。これが

トランプの意向である。保護貿易を、姿勢を出さないで共同声明を作成出来たということ

は大いに成功したと見て良い。また麻生副総理対副大統領という組み合わせにしたことは

巧妙なやり方だと思う。麻生さん自身が麻生産業の社長として経営し、青年商工会議所の

会頭もし、商売のことは並の政治家よりも判っているはずだ。このことは彼が首相に就任

した直後のリーマンショックの際にその片鱗を見せた（「自社株買いの５％ルール」をす

ぐに撤回させたりした。こういう現実的な細かい点にも目を離さなかった）。レーガンの

時代には「自主規制」という「強制」をされたこと、プラザ合意を飲まされたこと、愚か

にもそれに気付かなかった竹下さん、官僚たち、学者たちが「失われた２０年」の一つの

原因をつくった。 

そして「史上最大の為替介入」もした。この時の実務執行者が榊原英資氏と黒田さんで

あった。 

そういうことからすれば現在の日本は、為替介入は１円もやっていない。やましいとこ

ろは少しもない。８０年代の日米経済摩擦と９０年代の史上最大の為替介入をしていた頃
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の日本に比べれば、今の日本は１円の為替介入もしていない。アメリカは日本の自動車に

２．５％の関税をかけているが日本は１円もかけていない。そういうことからすれば正々

堂々と渡り合える状態にあるはずだ。 

 

ＴＰＰについては諦めていないことを極めて婉曲にではあるが日本は匂わせている。こ

の際あまり大騒ぎしないほうが賢明だと思う。間合いを置くことだ。日本は過剰反応しな

いほうが良い。 

 

かつて宮沢総理の時に日本の国債をアメリカの民間格付け会社が格下げをしてアフリカ

のボツワナ共和国（ライオンとムーと黒人しかいない小国である。小生は二度行ってよく

知っている）と同格に国債を格下げした。これについて宮沢総理は無視した。敢えて訊か

れると「民間格付け会社が勝手に格付けしたことを私は歯牙にかけない」（当時この言い

分は賢明だと感嘆した筆者はそのことを今でも覚えている。「歯牙にかけない」と言っ

た）これは実に賢明であった。宮沢さんが騒げば国債は暴落した。 

 

韓国の慰安婦像も日本の「過剰反応」は韓国と中国を喜ばせた。筆者は「黙殺」するの

が利口だったと思う。そうすれば韓国も中国も拍子抜けしただろう。（今からでは遅

い）。 

 

ＴＰＰについて甘利さんが幾晩も徹夜までしてこぎつけたのに、トランプがそれを簡単

に反故にしたことについて今は過剰反応しないほうが利口である。   

アメリカを除いたＴＰＰは世界経済の１５％ぐらいしか占めないが、それでも一応の中

国包囲網にはなるし、自由貿易の市場にはなるし、農業改革の大きな刺激にもなる。民進

党の蓮舫代表はそのようなことを何も理解せず、首脳間の渡り合いとか事前工作とかそう

いうものをまったく理解せずに、安倍首相がトランプに対してＴＰＰのことをひとことも

言わなかったのはまるで「落第だ」と言っていたが、これは噴飯ものである。 

 

政治家に対する筆者の個人的な評価に対しては「辟易する」という読者もおられたが、

そういう読者は筆者のその意見を黙殺するか非難して反論してくれれば良いのである。本

稿は全ての非難も賛辞も質問も、選ばずに掲載してきた。筆者は思った通りを語り、語る

通りを書く、ということを本稿のスタンスとしてやってきた。 

 

 

 

（８）「不確実性の時代」――何が、どう起きるか判らない 

 トランプの本意がマクロ重点なのかミクロ重点なのか判らない、読めない。マクロ（財

政出動、インフラ投資、法人減税）によればドル高になる。 
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ＯＥＣＤの計算では世界経済の成長率３.３％が０.１％伸びるということになってい

る。日本もその恩恵を受ける。 

ミクロ重点になれば個々の産業界に介入し、保護貿易主義の代表格は自動車である。首

脳会談の直前に豊田社長が専務を連れて安倍さんに会いに行ったのはこの辺のことを心配

していたからであろう。トップ外交の駆け引きとか黒田さん着任以来、麻生さんが見せた

「通貨外交」（通貨の安定は日銀の義務であるが、為替政策については大蔵省国際金融局

の所管である）の事前工作などということをまったく無頓着な蓮舫氏が今回の首脳会談に

ついて「批判だけする野党から提案する野党へ」と言っていながら、批判・非難ばかりに

明け暮れて、それも見当はずれなことばかり多く言う、これを本稿で述べるのも時間とス

ペースの無駄であるから止める。 

 

 トランプは中国と電話会談するよりも先に台湾と電話外交して中国を怒らせた。だが大

統領に就任して２０日間経た今日、中国大陸と台湾は一つの国だという原則を堅持すると

表明し、早めに中国と直接会談することで一致した。 

 

【 図 5 】 「政治銘柄」となったトヨタ 

 

 

 

 

（９）トランプの経済政策は日本を含めた今後の世界経済に大きな影響を及ぼす 

 最も目に見えているのは、「米金利高→ドル高」の動きだろう。米国が完全雇用に近い

状態にあるのでそこに財政出動が加われば→物価上昇→金利上昇→ドル高→米企業の輸出

に支障をきたす→トランプを当選に導いた多数の工業労働者たちがトランプの「裏切り」

に気付くであろう→トランプは益々保護主義に傾き→為替相場への介入があろう。 

 

筆者が想定するのはこのような動きである。 
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財政が動き出すのは少なくとも今年後半になる。議会の承認が要る。富裕層の減税、法

人減税、金融規制緩和、ウォール街シフト、その一面でドル高→輸出難→生産業の苦境→

工業労働者がトランプの裏切りに気付く→トランプの保護主義激化→為替介入激化、とい

う悪循環を引き起こす可能性が高い。 

ただしこれは少なくとも半年か１年後であろう。 

だが株式市場はそれを先見して、（中国経済が悪化しないうちに上海株が暴落したと同

じように）、その動きを読み込んだ激震があり得ないとは限らない。 

また逆に企業減税・金融規制緩和・富裕層減税でウォールストリートは熱狂的に湧き、

バブルに近い株高を呼ぶ可能性もある。 

どちらかが起こるであろう。中庸のバランスがとれた道というものはトランプにはな

い。そこで筆者は「ブラック・スワン」と言ったのだ。何が起きるか判らない。 

 

 

 

（１０）だが、トランプの円安批判は実弾にはならないという可能性 

 トランプは「中国や日本が為替操作国だ。不公正な貿易をしている」と言い続けてきた

し、１月３１日に製薬会社トップを集めた会合では同じことを述べたそうだし、２３日に

は製造業の幹部たちを前に日米の自動車貿易について不公正だと繰り返し言及したとい

う。これらのために一時１１８円まで戻った円安は１１１円まで押し返された。だがそこ

で落ち着いて、また円安方向に向いつつあるように見える。 

これはこの「トランプの口先介入」は実力行使を控えているか否かということによって

効き目が別れる。 

９０年代に為替市場が覇権国の当局者のコメントに一喜一憂したのは、プラザ合意で力

尽くでのドル売り介入を経験させられた直後だったからである。従ってＦＲＢが利下げ

（利上げでなく）に逆転するというような現実的なシナリオがあれば円ドル為替市場は口

先介入だけでも大いに反応するが、現実の実弾による介入が用意されていない限りは、口

先介入は「オオカミ少年」となり、やがては空砲と化す可能性がある。トランプが現局面

でドル高は過度のものだと表明してもＦＲＢが利下げを２回ないし３回行うと言っている

のだから説得力がない。ドル高はＦＲＢの政策と矛盾なく推移しており、トランプが言う

ところの「無秩序」とは見えない。２回または３回の利上げをすると言っているＦＲＢに

対して、トランプが言う通り「ドル高は不公正である」と言うならば、何故ＦＲＢは利上

げから利下げに逆転しないのか、と言いたくなる。ＦＲＢが利上げ局面にある以上はトラ

ンプの口先介入は見透かされてインパクトを喪失していくであろう。現に円ドル市場はそ

のように動いている。またトランプが見込んで連れてきたゴールドマン・サックス出身の

ムニューチン氏は「強いドルは長期的に重要だ」と言って米財務省の立場を一貫して擁護

している。これはＦＲＢの方針とも合致している。トランプの口先介入と逆なことを言っ

ている。トランプが自ら気に入って連れてきた財務長官候補が財務省と意見一致し、ＦＲ

Ｂとも意見一致し、トランプの口先介入とは反対のことを言っている。このようなことで
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次々とトランプの口先介入は空砲化し神通力を失い、極端な円高はないと筆者は思ってい

る。昨年４月２５日号をもって筆者は、「１０年以内に２００円」と５年前に言ったこと

は撤回し今もそう思っているが、さりとてこれから円高に向かうとは考えていない。これ

は日米両国の金利差がある以上当然である。 

 

 

 

（１１）３月のＧ２０会議を前にして麻生財務相は深謀遠慮の一言だったのか、迂闊な発

言だったのか－－「円安と言われる覚えはない」 

麻生財務相は「円相場は未だ１２０円に行ってない。円安と言われる覚えはない」と１

５日の衆院財務金融委員会で述べたという（日経新聞、１６日号）。 

言うまでもなく円相場の行方は日本経済の先行きを左右する。筆者も全くそう思うが、

筆者が本稿で述べたりテレビ番組で述べたりするのと副総理兼財務相が院内公式会議で述

べるのとはわけが違う。これは、Ｇ２０の為替政策に関するルールから逸脱すると思われ

る恐れがある。 

 

３月中旬にドイツで開催されるＧ２０会議で米財務長官と麻生財務相との会談があるだ

ろうが、ムニューチン財務長官はゴールドマン・サックス出身で金融相場には精通してい

ると自負して国益を背負って麻生さんとガチンコ対決するだろう。 

その前にＧ２０の為替政策に関するルールから逸脱すると思われるような発言は控えるべ

きだった。 

 尤も、安倍内閣発足以来、日本は１円の為替介入もしていない。やましい点は一つもな

い。嘗て安倍政権の発足と同時に７０円台から１２０円台まで急変したころ、Ｇ７もＧ２

０も、「日本はデフレ脱却のために金融緩和しているのだ」と皆が認めてくれていた。 

その当時も今も１円の介入もしていない。今は、一番堂々としていられる時だ。そういう

意識があって、思わす公式会議で口を滑らせたか？或いは強敵ムニューチン財務長官を意

識しての露払いだったのか？ 

 ２０年まえだがＦＲＢ議長だったグリーンスパンが非公式に言った「根拠なき熱狂」の

一言は世界中を駆け回って株式相場に（軽くではあったが）振動を与えたものだ。 

 

 

（１２）トランプ政権の落日は、遠くはない 

 トランプは、アメリカ合衆国そのものの強さの淵源をすべて切り捨てているように筆者

には見える。アメリカの強さは、多様性を理念で統一した他民族国家なのだ。多種多様な

人々が人口増加を支え、出生率が２．０を大きく割っているにもかかわらず移民受け入れ

が人口増加を支え、成長エネルギーの供給源になってきたこと、及びそれによって豊富な

工業生産や市場経済が活性化してきたこと、トランプが自分自身もスウェーデン移民３世

であること、格調高い就任演説をしたＪ．Ｆ．ケネディもアイルランドの移民３世であっ
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たこと、米国経済の強さを支えてきた自己増殖システムをトランプは自ら破壊しているよ

うに筆者には見える。トランプの言う大幅な減税・インフラ投資・財政出動・保護貿易・

金融規制緩和などにより米国国内のみが栄えれば「アメリカ第一主義」は達成され、それ

をもって「ウォール街第一主義」が達成されるかの如く、一人ＮＹダウのみが連日賑わっ

てきたがこれはトランプ政権が、多様な人材受け入れこそ米国の成長力の源泉であったこ

とを忘れている。歴代の財務長官も、ＦＲＢ議長も、ノーベル賞受賞者にもユダヤ人が多

かったこと、また移民の祖先が多かったこと、こういう事実を無視している。米国の強さ

の真の淵源を無視したならば、その見方は長くは続かない。 

 

 

 

（１３）しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判らない 

―金兌換ドルの復活を夢想する？ 

筆者のドタ勘によれば、トランプはシタタカだ。トランプはレーガンでなくニクソンの

向こうを張って「強いアメリカのために強いドル」を標榜し、１９７１年に遡ってドルの

金兌換性を復活させる、それだけのキンは米国にはないから「金兌換ドル」と「今のタダ

の紙切れのドル紙幣」との供用を図る、という、とんでもない通貨改革をやるつもりかも

しれない。そうなれば兌換ドルは３６０円に戻り超円安になる。ブラック・スワンとはこ

れを言うのではなかろうか。これは筆者がキューバに行ったとき（オバマより先に行っ

た）、キューバ共和国が兌換ペソと国内ペソとの供用をしていた国家だったことから生じ

た「筆者の妄想」である。もう少々勉強してから述べたい。今はタダ「妄想」を口走った

だけと見逃していただきたい。 

 

【 図 6 】 1970 年以降、長期の「金 相場」 
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【 図 7 】 概ね逆相関の関係 

 
 

 

 

（１４）次々と綻びを見せ始めたトランプ・ポピュリズム 

トランプについて評伝２冊ほど読んでみたが。今回は彼自が書いた新刷版で和訳が出

た。原題は TIME TO GET TOUGHというのだが「タフなアメリカを取り戻せ」なるタイトル

で筑摩書房から岩下恵一訳ででている。 

 関心を抱く経済政策は全くレーガノミクスの刷り直しである。減税こそ成長原動力だと

いうのがテーマで、これを①相続税の廃止、②売買益配課税下げ、③法人税率ゼロ目標、

④海外進出企業への２０％課税、⑤所得税の引き下げ、として具体化するという。 

 保守層とウォール街の支持は得やすい。彼を支持した工業労働者が裏切りに気づくのは

早いだろう。 

 

その実現性を考慮せずＮＹ市場は湧いた。共和党は伝統的に財政赤字を嫌うから上記の

いずれも 事業家の喜ぶものには違いないが、単なる政治的ポピュリズムと決め付けた

い。 

嘗ての日本の民主党と同じで「政治素人団」が演ずる失敗を次々と演じたし内部から崩

壊する様相も見せ始めた。閣僚として如何と思う人材を登用して次々と綻びを見せ始め

た。旧・民主党が毎月のように閣僚を交代したが、トランプ政権の頻度はこれより酷い。

旧民主党が、鳩山、菅、蓮舫のように最も不適な人材を代表としたように、同じ現象を見

せ始めた。大統領顧問の女が「大統領の娘のブティックで買い物しましょう、私もそうし

た」、などと呼びかける非常識さだ。しかも、このブティックで売っている者は MADE in 

CHINAだと信用できる友人から聞いた。「BUY AMERICAN」と呼びかけている大統領の顧問
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の女性が MADE in CHINAを買いましょう、と言っているのだ。こういう非常識さの話しだ

けではない。閣僚が辞任して行くというのは大きい。 

 

 

 

（１５）トランプ色と反対方向に歩むＦＲＢ 

 ＦＲＢのイエレン議長は昨年１２月に１年ぶりの利上げに踏み切った。そして２０１７

年には３回の利上げを想定するシナリオであると公表した。このように米国経済は順調で

あるとＦＲＢは判断している。ＦＲＢの使命は日本の中央銀行と違って雇用の安定という

義務が通貨価値の安定とともに課されている。従ってＦＲＢ議長がこのように言うことは

完全雇用に近いということを認識しているのだ。そこへトランプが「歴史上最も雇用を生

んだ大統領になってみせる」と選挙演説で言っていた。また移民を追い出せば雇用が増え

ると言っている。トランプが想定している雇用増加は、オートメーション化についていけ

なかった低レベルの労働者、ＩＴ化についていけなかった低レベルの労働者を指す。完全

雇用に近い今日の米国でトランプの言う「雇用増出」は必ずしも現実の情勢と合っていな

い（と筆者には見える）。ＦＲＢのイエレン議長の議会証言は反トランプ以外の何物でも

ない。 

 

 

 

（１６）「ブラック・スワン指数」 

 筆者がブラック・スワンという言葉を３週間前から本稿で使い出した。この本がナシー

ム・ニコラス・タレブの「ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質」が望月衛の訳で

ダイヤモンド社から出たのはリーマンショックの後の日経平均７，０００円の直後であっ

た。しかし一般用語ではないような気がして筆者は本稿でも講話でも話したことはなかっ

たが３～４週間前のテレビ番組「報道ステーション」に登壇した竹中平蔵氏があたかも日

常用語のようにブラック・スワン、ブラック・スワンと述べていたし、２０１３年以降、

アフラック生保に、その名の商品がある。 

 

そこで、一部の金融市場では日常用語化しているのかもしれないと思って平気で使い始

めたことである。このブラック・スワン指数というものがある。一般化されてはいないと

思う。この指数の算出の仕方は実は筆者は正確には判っていないが「プット」（売る権

利）の需給の計算によってオプション市場の歪みをもとに算出するものである。この算出

方法を筆者はよく判っていないが、これが１月以降は極めて高水準に迫っている。この 

１４０超という水準は昨年６月 Brexitの前後と同じレベルである。一方、俗称「恐怖指

数」（ＶＩＸ指数）は金融市場に一般化されているので、これは本稿でも何年も前から

時々述べてきた。これが今は異常と言えるくらいに低い。先高安心感がある。  
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今年は欧州も米国も不確実性に満ちているし、イスラエル内の米国大使館の移転などに

伴う中東の不安なども加えて、これほど警戒感が高まっているのに何故ＶＩＸ指数が低い

のか。これは筆者にとっては謎であるが、おそらく米経済の堅調さが多少のリスクを吸収

してくれるという期待があるからだ。 

① 何が起きるかまったく判らない。②そして起きる可能性は少ないが③一旦生じたら極め 

て大きな激変となる。④そしてその後に「起きるべくして起きた」という解説が必ず出回

る、このようなものを「不確実性」と言い、起きるかもしれないという恐れを抱いている

ものは「リスク」と言い、リスクはある程度確率計算的に事前に恐れを抱くことが出来

る。だが不確実性・ブラック・スワンは生ずるということさえも想像できないときに生ず

る。今年はブラック・スワンの年、今年は欧米ともに政治の年と筆者は思っている。 

 

 

 

（１７）欧州の不安 

 ６月以降フランス大統領の最有力候補フィヨン元首相は不祥事で謝罪会見した。国民戦

線のルペン候補が「大統領に就任したら６か月以内にＥＵ離脱か残留かを決める国民投票

を行う」と宣言した。彼が勝つ可能性は少ないというのが定説だったが、何が起こっても

おかしくはない。ドイツにも同じことが言える。まず皮切りには３月にはオランダの総選

挙でＥＵ離脱を掲げる右派自由党が勝利する可能性がある。そこへ加えて、イスラエルの

テルアビブにある米国大使館をエルサレムに移すことをトランプ大統領は示唆している。

これを米国が強行すればパレスチナやアラブ諸国の反感を買うのは必至で、制御不能の中

東動乱をもたらす恐れがある。その上、一昨年に欧米の６か国がイランと結んだ核合意に

ついてトランプはこの破棄を唱えている。トランプ政権の発足から米対イランの関係は険

悪になっている。このように欧・米・中東を含めて何が起きるか判らない年となる。当然

「日経平均という世界情勢最敏感株」は上にも下にも激動する可能性がある。 

 

 

 

（１８）ブラジル事情 

 通貨レアルに投資している読者も少なくないと思う。既に最安値を脱したのは南アフリ

カ共和国のランド、ブラジルのレアル、ロシアのルーブルであろう。次にトルコリラがそ

れに続くか否かは未知数であるが最安値近辺を低迷している。通貨のように覇権国の権力

者の一言で左右されるような、必ずしも自由市場ではない、よく判らないものは、安くな

ったら買う、そしてまた安くなったら買う、高くなって利食いの範囲に来たら欲張らずに

利食いする、筆者は長年この方法でやってきた。筆者の方法が必ずしも正しいとは限らな

い。現にミスもおかしてきた。しかし損益通算してプラスのほうがずっと大きければ、そ

れで良いとしている。 
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【 図 8 】 ロシア・ルーブル（資源価格と資源国通貨の底入れ） 

 

 

【 図 9 】 南アフリカ・ランド（資源価格と資源国通貨の底入れ） 

 

 

そこでブラジルのことについて簡潔に述べたい。まずこの国には「無いものは無い」と

言われるほどの資源国である。これは必ずしも地下資源とは限らない。地球上の淡水の３

割はアマゾン川流域であり、地球上の酸素の３割はブラジルの熱帯雨林から発生する酸素

である。無いものが無い。政変もある、汚職もある、犯罪もある、これは活性化されてい

る証拠でさえもある。リオもサンパウロも、現地に行ってみればその活力と或る種の混乱

と或る種の生命力を痛感する。 
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さて、昨年の８月に発足したテメル政権は経済界や金融界の期待を受け続けている。こ

れが評価されているのは、本来は不人気政策である財政再建に力を入れている点である。

今後２０年間の歳出の伸び率を前年のインフレ率以下に抑えるという憲法改正を議会で可

決した。また中小企業の底上げなどにも力を入れ始めた。 

 

ブラジルの昨年の実質経済成長率はマイナス３％でマイナス成長は２年続いたが、資源

価格の回復もあり１７年はプラス回復が見込まれる。しかし大きくプラスするということ

は、大国であるだけに簡単には行かない。今後数年間はせいぜい０．６％から１％未満に

留まるという厳しさは続くであろう（これは野村証券の見方）。が、マイナス３％が２年

続いた状態から比べれば、プラスとマイナスの様変わりとなろう。これを先見してブラジ

ル株は様変わりの上昇となり、レアル相場も完全に底をついたと見られる。 

 

 

 

（１９）Ｔさんと「１９３０年代初頭のフーバー大統領との比較」 

についての交信（１２日、夜） 

通例通り原文のまま掲載し、下線を筆者付す。 

 

山崎先生がトランプ大統領の政策は１９３０年台のフーバー大統領★と同じような結果に

なるのではないか、 

とご指摘されていましたが、 

あのレイダリオ★が同じことを遅れて言い出しています。（山崎；私は未だそれを知りませ

んでしたが、ありがとうございました）。★世界最大級のファンド運用者。多くの金融危機

を予測し、その都度、数百億円を儲けた男。 

先生の先見性、凄いの一言です。（山崎；ありがとうございます。但し、“凄い”というほど

ではありません。ただ、歴史は現象面では繰り返す――本質的には同一でなくも現象面で繰

り返すから「歴史に学びましょう」と言ってきました。ついでにビスマルク曰く「愚者は経

験からしか学ばず余は歴史に学ぶ」です）。 

 

★（山崎；ビジネスの経験しかない人が１９２０年代に米商務長官を務め米経済大いに活況

生じ、巨大バブルを生み、１９２９年に史上最高値を付け、それが１０月に崩壊し３年後に

約１０分の１になった、３８０ドルが４１ドルになった、所謂世界恐慌ですが、これを治め

たのが１９３３年就任のルーズベルト大統領で、ケインズ理論が世に出たのが１９３６年と

いう事実を指す）。 
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（２０）Ｏさんからの便り（２月１２日） 

先生いつも週報ありがとうございます。 

今回の週報の中でＣＡＥＰ？ＣＡＰＥレシオとありましたが、初めて聞いた言葉でした。 

勉強になります。 

 

私なりにチャートの罫線と出来高のみで売買していますが、 

ＮＹＳＥダウの予測も大雑把に目先は２０５００、２～３年後に２２０００～２３０００

＄で大天井と考えています。 

なんか今の経済の時系列とヒトラーの初期の頃とそっくりなので気味が悪いです。 

 

 

 

（２１）Ｋさんと「一旦終わった東芝だが」について交信（２月１４日、夕方） 

山崎先生  

先日は、いろいろとありがとうございました． 

なんか、また、東芝が… 

ちょっとこわいですけど、先生なら明日か明後日，いかれるのかなと。 

ご意見、よろしければお願い申し上げます。 

  

筆者からの返信 

中長期の投資は既に終わったから、勝負ごとのつもりでごく僅かを今日の終値で買ってみ

ました。 

明日、朝、様子見てさらに行くか投げるか、考えます。（山崎註、寄り付きで投げること

にした。８時３３分にＫさんには連絡）。 

 

「相場を淫すること」は禁じ手だから、ごくわずかの株数です。 

 

中長期の投資として本気で掛かる東芝は「日立の７割」（即ち先日の４６０円形成）で終

わったから関心ありませんが、その後の東芝は別の銘柄です。 

 

 

 

（２２）毎夏、蓼科高原で会う古くからの読者Ｋさんとの 

「東芝の長期保有についての」交信 

山崎さん、Ｎさん 

 お元気でご活躍と思います。 

さて私は添付の東芝事件訴訟団に入ってはいますが、持ち株は売り抜けて保有株はないど

ころか、空売りを少々してはおります。 
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 弁護団は実によく調べておりますので、記載内容は正しいと思いますので、お読みくだ

さい。記載のように倒産はないと思いますが、 

東芝の現状の内部経理監査体制がないようでは、何回でも同じ損失をだしますので、上場

廃止にして、出直させることになるのではと思います。 

その時には、再上場までの８年間ほどの定期預金と思って、待機資金を投入する予定で

す。ご参考に（筆者註；このほかに東芝の決算延期の明細があったが割愛する） 

 

筆者より返信（２月１８日） 

拝復；ありがとうございます。私も再上場を待つつもりで上場最終日に２桁になれば買っ

てみようと思います。西武鉄道は問題が明確だったので、その方法でうまくゆきました。

８年も待たなかったです。 

 

【 図 10 】 東証二部への指定替えとなった「シャープ」の動きを振り返る 
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【 図 11 】 「シャープ」・「東芝」の長期株価推移を確認する 

 

 

 

 

 

 

【 セミナーＤＶＤ ダイジェスト版 】 

以下のＵＲＬをクリックして頂ければ、 

東京証券会館で開催されたセミナーＤＶＤのダイジェスト版をご覧になれます。 

http://yamazakikazukuni.com/seminar/ 

 

 

 

 

 

 

http://yamazakikazukuni.com/seminar/
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【 参考資料 】 業績修正を受け、日経ＰＢＲは上昇 

 

 

 

 

【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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『 ご質問・ご意見等、お問合せ先 』        

Ｍａｉｌ： info@yamazakikazukuni.com 

 

『山崎和邦オフィシャルサイト YAMAZAKI KAZUKUNI Official site』 

ＵＲＬ  ： http://yamazakikazukuni.com/ 
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＊「週報」の無断転載・複製・転送を固く禁ず 
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