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１７年２月５日 週報 
 

[ 今週号の目次 ] 

（１）当面の市況 

（２）危機感と期待と――だが共和党は伝統的に財政支出を嫌う 

（３）「米国第一主義＝米国孤立主義」を歴史に学ぶ 

（４）損得勘定一点張りの外交―世界におけるアメリカの使命感は皆無の大統領 

（５）トランプリスクは新たな局面に入った 

（６）内閣官房参与浜田幸一博士も危機感を持つ 

（７）悪い話しばかりではない――我が国の上場大企業の業績底入れ 

（８）トランプ新政権への期待と不安 

（９）アメリカの貿易赤字に対するトランプの勘違い、または無知 

（１０）米国の株高を支える米景気の堅調 

（１１）政権移行期間から奇行続き、型破り続きの新大統領への不安と期待 

（１２）ポピュリズムが生むもの 

（１３）原油価格 

（１４）ダウ・ジョーンズのコラム掲載 

―トランプ氏の政策と利上げ、割れる投資家の見方 

（１５）ダウ・ジョーンズのコラム掲載 

―ギリシャ危機の悪夢再び、債務不安で国債に投げ売り 

（１６）名古屋市のＫさんからの「２０１７年の大勢観」についての質問（１月２３日） 

（１７）「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（２月４日） 

（１８-１・２）「破綻の噂まであったドイツ銀行を買って利益を出した」 

というＫさんとの交信（２月４日） 

 

 

 

［ 次回に回すもの ］  

〇人間の思考プロセスに潜む根本的欠陥 

〇小次郎の「燕返し」――下からくる動きは見にくい 

「下からくる動きは見にくい」－この項目は極めて重要なことを詳述したい。 

〇不確実性とリスク本質病 
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【 セミナーＣＤ，ＤＶＤ発売のお知らせ 】 

＊２月１０日（金）発売・発送予定 

 

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。 

 

 

 

 

２月５日より、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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

米国市場は底堅い米雇用統計に加え、トランプが金融規制改革法（ドッド・フランク

法）の見直しに関する大統領令に署名したことが追い風となって上昇した。 

金融規制改革法見直しの大統領令が材料視され、Ｓ＆Ｐ５００金融株は２％上昇した。 

ＮＹダウは１月３０日以降、再度、節目の２万ドル台に乗せた。 

米国に上場している日本株ＥＴＦは１月４週に８００億円の資金が流入した。これは２万

円台を付けに行く上昇過程の２０１５年の春以降で初めての額である。 

 

朝方発表された１月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が２２万７０００人増となり、市

場予想の１７万５０００人を上回って増加した。 

 

ところで日本市場は、下落時に利益が出るプット（売る権利）が約１年４カ月ぶりの水準

に増えた週末だった。一昨年９月以来である。当時は６月から８月下旬まで２万円台が続

きソーサ型大天井（逆鍋底型大天井）を形成し、４千円下がる寸前の時代だった。このレ

ベルまでプットで下落リスクに備える動きが強まっているということである。 

 東証のカラ売り比率も、３か月ぶりの４２％弱となった、（４２．９％）。 

 

現に海外勢は１月第４週に４カ月ぶりに２１００億円弱を売り越した。トランプが円安牽

制発言をするから中長期の海外勢は利益確定の売りに動いたと見られる。筆者が気にするの

は単なる円安牽制発言ではなく、国際金融市場を攪乱する恐れである。既報で述べ続けたよ

うにトランプには局部的に見れば、法人税の大幅減税とか財政出動とか、景気刺激的政策も

あり、両者とも実際に施行されれば日本の景気にも企業業績にも直ちに効くという面はある。

だが、超大国の使命をマクロ的に見た場合、信用できないと本稿では述べ続けたのだ。 

 

トランプの日本非難は押し目買いの好機でもあろうが、いつなんどき「ブラック・スワン

が来るか判らないという自覚」をもって筆者ならば用心深くナンピン買いを繰り返すつもり

で掛かりたい。 
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【 図 1 】 ＮＹ市場の騰落レシオは 120％水準 

 

 

【 図 2 】 東証一部の騰落レシオは低下傾向続く 
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（２）危機感と期待と――だが共和党は伝統的に財政支出を嫌う 

 共和党は財政規律を党是とし、伝統的に財政赤字を嫌う。故に財政出動を嫌う。この共

和党の伝統をモトモセズ、公約実行の動きを進めているのが新大統領である。次々と大統

領令を連発するトランプの「実行力」を見てとって、経済政策の実現性は高いと見て、選

挙前から２，０００円上がって１，０００円下がった日経平均は再び３日間で６００円の

上昇を演じ、１月５日に１９，６１５円を示現し、そこから１月１８日までに 

約１，０００円下がって３日間で６００円上がった。こういうジェットコースターのよう

な動きをこの３週間は演じてきた。トランプの奇行続きの型破りの「実行力」に対する経

済効果への期待と、「ブラック・スワン」の恐れとが交じり合ったジェットコースター現

象であった。もしトランプの経済政策がそのまま実現すれば、米国の名目ＧＤＰは２０１

８年には６～７％伸びるとする米エコノミストもいる（この伸びなら途上国並みである。

この伸び率はサブプライムバブルの破綻する前の伸び率に準ずる。またその前のＩＴバブ

ル破たん前の伸び率に準ずる。しかし米国のＧＤＰが途上国並みに、過去のＩＴバブル・

住宅バブル（サブプライムバブル）のように活発になれば日本企業の売上高も増え、日本

にも大いに恩恵は及ぶ。この点が日米の株価の強気姿勢の根底にある。トランプ政権の誕

生まで市場は「不確実性」が伏在していたが、やがてそれが薄れて明るい面に目を向ける

ようになってきた。世界ではトランプ政権の不安が強まる一方、その経済政策への期待も

強まる。このような二つの力が市場をジェットコースター化させている。 

 

２０００年のＩＴバブル、２００５～２００７年の住宅バブル（サブプライム・バブ

ル）を超えて、その時の高値から２倍になった。ＮＹダウが初めて１万ドルを付けたのは

１９９９年３月のＩＴバブルの陶酔の時期であった。そこから急落したＮＹダウは再びた

くましく立ち上がったが、２００７年１０月に付けた住宅バブル（１４，０００ドル強）

の高値から住宅バブル破綻・それを源とするリーマン破綻によって２００９年３月には

６，５００ドル台まで半分以下になった。ここを底値として８年間で３倍上昇した。これ

が現在である。 

 

寺島実郎氏は「サンデーモーニング」において、トランプの経済政策を「ウォール街シ

フト」と呼んでいたが、確かに大証券出身者を財務長官にしたり、悪く言えばハゲタカフ

ァンドの主催者を商務長官にしたりしてはいるが、トランプ政権の姿勢は製造業の復権で

ある。しかも半世紀前のオートメーション化がまだ進んでいない時代の、技能の低い労働

者の復権を目指しているように見える。ここで市場は「期待先行」から「実態の見極め」

に転換するのであろうか。あるいは財政政策も減税政策もともに実現して黄金時代を迎え

るという期待でＮＹダウは上昇し続け、結果的に日経平均も上昇し続けるのであろうか、

そこに「ブラック・スワン」が舞い降りる恐れはないのであろうか、という問題を抱えた

まま市場は動いている。 
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大手証券会社出身の財務長官ムニューチン氏は公聴会で「ボルカールールを支持する」

と明言した。ボルカールールというのはグリーンスパンの前のＦＲＢ議長の巨人ポール・

ボルカーが決めた金融規制の中核である。ゴールドマンサックスの幹部であった財務長官

がこのボルカールールを支持すると明言した。   

この辺のところは必ずしも寺島実郎氏が言うウォール街シフトであるのかどうなのか筆

者も判らない。判らないものは判らないとするのが本稿の従来のスタンスであった。御了

承願いたい。 

 

【 図 3 】 ＮＹダウは 8 年間の 3倍の上昇 

 
 

 

 

（３）「米国第一主義＝米国孤立主義」を歴史に学ぶ 

 １９世紀半ば大英帝国が栄華を極めていた頃、「大英帝国にあるのは永遠の国益だけ

だ」として「英国は独自の道を進むだけだ。それだけの強さと影響力がある」と公言して

「独自の道を行く」と公言したヘンリー・テンプル首相というのがいた。その後に英国は

どうなったか。第１次世界大戦、第２次世界大戦の混乱があったから明確になっていなか

ったけれども英国は衰退した。 

第２次世界大戦後、「病める老大国」となって荒廃したロンドンの街がその象徴のよう

に見えた。サッチャーが出て、（もちろん多くの副作用はあったけれども）、金融ビッグ

バンによってこれを活性化した。あの頃のサッチャーは「妙なことを言う、桁外れな女が

保守党から出てきた」と言われたものだそうだ（中西輝政元京都大学教授）。 

トランプがその時のサッチャーと似ているとは思えない。サッチャーには少なくとも理

念があった。そして栄華を極めていた中から出てきたのではなく、病める老大国、荒廃し

たロンドンの中から出てきたオックスフォードの化学者であった。 
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歴史上のこととトランプと比較するとすれば、むしろ栄華を極めた１９世紀半ばの大英

帝国のヘンリー・テンプル首相の孤立主義であろう。その結果がどうなったかということ

は上述の通りであった。 

 

レーガンと比較する筋もあるが、レーガンとはまったく違う。彼は日本を大いに蝕む円

高誘導をやったが、レーガンには超大国としてのビジョンがあり理念があった。 

レーガンの「強いアメリカ」とトランプが「アメリカを再び偉大にする」は意味が違

う。トランプの政策は経済ナショナリズム、反グローバリズム、であり世界のリーダーた

ることを自ら放棄した孤立主義になる。しかしその財政出動と減税とが本当に実現すれば

大きな株高を呼ぶ可能性もある。その意味で何が起きるか判らないと言っているのだ。こ

れをひとことで言えば「不確実性で満ち満ちている」ということになるのだ。 

 

 

 

 

（４）損得勘定一点張りの外交―世界におけるアメリカの使命感は皆無の大統領 

 彼はビジネスのような損得勘定で外交を動かし、世界を混乱させかねない。以前にも

「日米経済構造協議」と銘打って日本の輸出力を抑止しようとした大統領はいた。だが彼

も損得勘定と外交とはまた別と考えていたし、世界におけるアメリカの存在の使命を意識

はしていたし、常に述べてもいた。レーガンもブッシュもそうだったし、クリントンもそ

うであった。 

ところがトランプは世界の平和や自由を支えようという使命感がまったくないことを公

言している。オバマ前大統領は「もう世界の警察はやらない」と公言しながらも、クリミ

アを併合したロシアや北朝鮮への制裁を主導した。また喧嘩を売ってきた鳩山元首相に対

しても辛抱強く我慢した。そして法の番人、平和の番人の役目を果たそうとしてきた。変

革（“CHANGE! CHANGE! - Yes, we can!”）と叫んでいた割には何もしなかったように感

じられるが、少なくとも超大国が世界に占める使命というものをオバマ元大統領は常に意

識し、常にそれを発信し、常にそれを主導しようとしてきた。 

トランプにはその意識はまったくない。そして「忘れられた人々」という表現で中層階

級またはそれ以下の人々の票を掬い取った。この「忘れられた人々」を生み出したのはホ

ワイトハウスだと言わんばかりの発言をしてきた。そして反エリート感情の階層に受け

た。 

就任演説は選挙演説の延長線上にあり、そこに就任後の変化は見られなかった。 

就任後の記者会見前の原稿で中西輝政元京大教授が述べた通りである。（「日本人とし

て知っておきたい世界激変の行方」 ＰＨＰ新書 １月５日刊、従って原稿は年末のもので

ある） 
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（５）トランプリスクは新たな局面に入った 

 筆者はトランプラリーによる株式の上昇に対して本稿でも動画でも一貫して批判的であ

った。その上昇のエネルギーの淵源は、世界の金融市場の秩序を破壊しかねないし、貿易

秩序を破壊しかねないトランプの姿勢である。 

今回、金融市場に直接に刃が向かった。 

金融市場の神経機能は過敏でかつ拡大する。 

トランプは就任前から中国を標的として為替操作国と認定し、就任早々に財務担当省に

しかるべき措置を指示すると騒いでいた。筆者は、その刃先は日本にも向かうであろうと

本稿でも動画でも述べてきた。トランプが日本に対して直接為替操作国だと言ってきたの

は彼の無知によるものか、あるいは承知の上で何かを企んでいるのか判らないが、日本欧

州ともに景気対策の主砲である金融政策に刃を向けてきた。 

 

ここでトランプリスクは新たな局面に入ったとしなければならない。主要２０か国（Ｇ

２０）の為替合意は、通貨安誘導の市場介入を自粛するという紳士協定である。 

金融緩和策は自国の為替操作ではなく自国経済のテコ入れが目的で、結果として通貨安

を生んだに過ぎない。その暗黙の了解をＧ２０は行ってきた。７０円台だった円ドル相場

は安倍政権が生まれて間もなく９０円台に変化した。この時、麻生財務相はロシアといち

早く「通貨外交」を為し、Ｇ７の議長国であるロシアをして「日本は為替介入をしていな

い。デフレ脱却のための金融緩和を目指している」と言わせしめた。 

議長国のトップにこう言わせたことは大きい。これが元財務官だった黒田東彦氏（現日

銀総裁）が著書で述べたところの「通貨外交」というものであろうと痛感した。   

そういう国際間の暗黙の了解、紳士協定をトランプはあからさまに破ろうとしているの

だ。ドイツはマルクでなくてユーロを使っているのだから事実上ユーロ安によってトクし

てきたことは事実であるが、ドイツを「暗黙のマルク安と時代錯誤的な表現で名指しし、

現存する通貨ユーロの安値誘導だと批判した」（カギカッコ内は日経新聞コメンテーター

菅野幹雄氏の２月２日日経新聞の記名入り記事の原文通り）。 

 

ドル高は日欧の経済と対照的に米経済の好転を示しているのだ。まずトランプが理解す

べきことは、米国経済の改善がドル高の主因だという点だ。この好調な米経済はＦＲＢに

よる利上げに繋がり→その結果投資先として米国の魅力が高まり→ドル高を誘発した。そ

して彼が選挙中に行っていた企業減税やインフラ投資などを新政権の経済刺激策として実

行すれば、ドル高の動きは益々加速するはずである。トランプが自ら撒いた種である。 

そしてそれはまた「米経済好調→米利上げ→ドル高」という動きに拍車をかけることに

なる。トランプが自ら加速させた結果である。トランプは日本の金融緩和政策をデフレ脱

却だけのものではなく為替操作のためであるかのごとき認識である。 

自国が利上げする一方、日本は金融緩和を継続する。結果、ドル高円安になる。これを

トランプは非難するのだ。そして米経済が好調であることから来るドル高と自分で蒔いた

種のドル高加速を無視し、他国を敵視し、金融緩和策は自国の通貨介入のテコ入れだと決
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め付ける、こういう無知を装っての無謀な行動か、国際秩序を破って、国際為替市場の暗

黙の了解・紳士協定を破壊してまでも、自国の輸出を有利に導くという、こういう大統領

が超大国を率いたとき、国際通貨秩序は混乱の危機に直行する恐れがある。トランプが誤

った事実認識に基づき、あるいは無知を装い、多国間で築いてきた合意を簡単に覆し、

「米国第一」を強引に押し通そうとすれば、国際金融秩序が波乱の危機に直面する。本稿

で何度も繰り返したように、金融市場の神経機能は超過敏でかつ拡大するという性格があ

る。 

筆者はゲンを担ぐような言い方で「７」が付く年は金融危機の年だと何度か本稿で述べ

てきた。８７年のブラックマンデー、９７年のアジア危機、０７年のサブプライム破綻

と、「７」の付く年は厄年であると本稿で述べてきた。今年２０１７年もか、そのゲンを

担ぐ表現を前掲の日経新聞コメンテーター菅野幹雄氏が記名入り記事で２月３日の日経新

聞で述べている。 

 

【 図 4 】 1950 年からの相場と出来事 

 
 

【 図 5 】 「７」の年は日経平均の年間パフォーマンスは良くない 
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（６）内閣官房参与浜田幸一博士も危機感を持つ 

 「日本経済は・・・（中略）・・・これから嵐になる」と浜田幸一エール大学名誉教授

はトランプの円安に対する為替誘導批判だという表明に懸念を示した。８５年レーガン政

権の時代、「プラザ合意」と称して市場の原則に反することを押し付け、ドル安誘導に踏

み切って日本は２５０円くらいが１０年後には７９円台になった。このような激変は先進

大国には未だかつてない。トランプ氏は８５年のプラザ合意がいかに日本経済を長期間蝕

んだかということを承知しているのか無知なのか、プラザ合意ならぬ「トランプタワー合

意」のようなことをすれば、中国経済も日本経済も絶不調に陥り世界経済にそれは波及す

る。また、ユーロを使っているからドイツが為替介入だと非難される言われはないはずだ

が「暗黙のマルク安と時代錯誤的な表現」（日経新聞コメンテーター菅野幹雄氏の言葉）

のように世界経済をも破綻させかねないことを言う。これは浜田幸一氏が日本経済研究セ

ンターと一橋大学が都内で開いたパネル討論会で述べたことである。 

 

 

 

（７）悪い話しばかりではない――我が国の上場大企業の業績底入れ 

 １５年４～６月期、６四半期ぶりに上場企業の純利益は前年同期比３１％増えた（２０

１６年１０～１２月期決算）。中国経済の持ち直しや米景気の堅調によるし、大統領選の

後続いた円安が業績の追い風となったことは否めない。しかしトランプの保護主義の広が

りに警戒を見せているから、大幅な上方修正は控えるであろう。 

 

 

 

（８）トランプ新政権への期待と不安 

 新政権の経済政策を好意的に評価する側は経済的利益が増進される面にある。彼の経済

政策は、①財政出動 ②法人税の大幅減税 ③保護貿易の三大政策に要約されると思う

が、①財政が１０年間に１１５兆円出動されれば世界経済の成長率は０．２％増幅される

というＯＥＣＤの試算がある。輸出企業が日本の代表企業的な存在である我が国にとって

は、より以上のプラスになる。 

②の大幅減税は在米企業現地法人が多い日本の大企業にとっては大いに有利になり、野

村證券の試算では約１兆円の純利益の純増しになるとされている。在米法人を持つ日本企

業の純利益の合計は約２０兆円であるから、５％の純利益上乗せとなる。 

③保護貿易、これに対してはプラスになるものはほとんどない。かつて日本はジョンソ

ン大統領、カーター大統領の時代は貿易摩擦と言えば繊維が中心だった。貿易の主力は繊

維だったのだ。電気でも自動車でもない。その後レーガン大統領の時代になってからは自

動車が中心となった。レーガンもブッシュもクリントンも「日米経済構造協議」と称して

日本の輸出力を落とすための加圧行為を頻繁に行った。最も効き目があったのは１９８５

年のプラザ合意である。当時２４０円だったドルは１～２年の間に半分になり、１０年後
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には７９円までになった。これほど大幅な変動は先進大国においては後にも先にもない。

この時当初はドル安円高がどれだけ日本経済を蝕むのかということについて、当時の竹下

総理も野村證券もまったく理解しておらず「円高は強い国家の象徴である。望ましいこと

である。円高＝株高である」という意見が罷り通って現実に株高は続いた。その間に日本

経済は蝕まれ、弱くなり、バブルが破綻した後には不良債権山積みという資本主義体制の

血流が止まったことによって「失われた２０年」と称されるデフレを作出した。 

新政権が抱える矛盾は大きい。 

先に挙げた三つの政策のうちの③保護主義によって米国内の製造業が大幅に雇用を回復

させるのは不可能だと筆者は思う。米国はレーガン大統領が出る前から昨年までの約３５

年間に製造業で７００万人の雇用を失ったが、その大部分はオートメーション化によるも

のであって、国外に流れたものではない。こういう実態を製造業に関与しないで不動産業

のみに熱心だったトランプ氏は理解していないようだ。 

筆者でさえも端から見ていてそれは理解出来るのに。トランプ大統領はオートメーショ

ン化する前の半世紀前の工業労働者の復活を想定している。この半世紀、技能の低い労働

者は失業し、技能のある労働者は不足しているのだ。トランプ大統領はその辺のところが

判っていないようだ。 

数年前に生じた「ウォール街を占拠せよ」の運動は今述べた技能の低い労働者はだぶつ

いている一方、技能のある労働者の不足に悩まされている事態は、これを無視した大統領

（トランプ）の誕生の予兆であると説くのは東京大学名誉教授の佐々木健一氏である（中

央公論２月号）。 

トランプ大統領は低所得で悩む人々から多くの支持を得たが、結局は高所得者への減税

政策を推進して彼らを有利にし、トランプを支持した低所得白人労働者を裏切る結果にな

るであろうと筆者は予測する。 

大阪大学名誉教授猪木武徳氏もそのように述べている。（日本経済新聞 経済教室  

１月４日付け）。 

 

筆者が拙著で述べているように、株式市場では競争の勝者を称え、勝者への嫉妬を潔し

としない気風がある。競争を勝ち抜いて富を為した者が富を独占するのではなく、一部を

社会に還元することで社会全体を豊かにするという考えが正常であるとしてきた。従って

富裕者重点の減税はこの基本的な株式市場の考えを覆すものである。このことにいつかは

市場も気が付くはずだ。そうすれば若林栄四氏のように、「醜悪な格差は、もはや政策で

は解決されず、市場の下す天罰によって解決される他はない。故にＮＹダウは６，０００

ドル（筆者註；３分の１以下に下落するという意味だ）に必ずなる」（その著書で述べて

いる）ように主張する者まで出てくる。 
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（９）アメリカの貿易赤字に対するトランプの勘違い、または無知 

 一国の対外収支は海外との貿易政策だけで決まるのではなく、その国自らの国内の貯蓄

と投資のバランスによって決まるというのが経済学の基礎である。つまり国内の経済構造

要因で決まるのだ。このことを経済学の巨匠サミュエルソンらは８０年代後半の、レーガ

ンの日米貿易摩擦論の激化の中で主張した。これが経済学の基本である。１９８０年代、

共和党政権下で米は日米貿易摩擦を止めるために「通商法スーパー３０１条」で米国政府

は日本を一方的に「不公正貿易国」に特定した。これに対して経済学の巨匠サミュエルソ

ンたちは経済学の基本上「スーパー３０１条に反対する声明」を発表した。 

さすがであると筆者は思った。筆者は大学１年生のときにサミュエルソンの「エコノミ

クス」の原書を、当時まだ和訳本がなく原書のまま字引を引きながら読ませられた。   

（彼はその１３年後にノーベル経済学賞を受賞した）。その彼が日米貿易摩擦の真っ最中

にその教科書の理論通りのことを述べて、日本を一方的に不公正貿易国だと特定したレー

ガンのやり方を批判した。これに対して筆者は秘かに痛快だと思ったが、当時日本国はバ

ブルの真っ最中、バブルの６合目から９合目の時代であるから、円高がいかに経済を蝕む

かということは竹下氏はじめ為政者トップクラスも学会も金融界も無頓着だった。実際に

貿易実務を行っている産業界は２５０円から７９円まで行くプロセスでよく黙って頑張っ

たと思う。当時は野村證券も大和証券も「円高は強い国の象徴であり誇り高いことであ

る、故に円高＝株高である」と主張した。評論家も政治家も悪乗りした。今考えてみれば

いかに通貨外交というものに対して日本が無頓着でアドケなかったかということになる。

これが「失われた２０年」を「失われた１３年」と並んで、つまり円高不況と不良債権不

況が併発して日経平均は市場最高値から５分の１まで落ちた。それから２８年経て現在、

未だ当時の半値である。こういうことは保護主義では解決されない。 

日本の製造業界は２５０円から７９円まで落ちる過程でもよく耐えて頑張った。自由貿

易の中で為替相場に逆らって黒字にするには貿易相手国を責めることではない。   

相手国が買ってくれるような商品をつくることだ。日本は、プラザ合意と称する悪だく

みに無邪気にも軽々しく乗せられて苦労したが孜々黙々と製造業はそれを営んできた。例

えば日本の自動車産業はハンドルを左側にして右側通行のアメリカでも売れるようにもし

た。そのように貿易相手国に対して売れるような商品をつくろうとすることが先決であ

る。 

不動産業のみに終始した実業家トランプは、こういうイロハのイに関することを知らな

いのであろうか。トランプを取り巻くブレーンは“You are fired !”「お前はクビだ」

（彼がテレビ番組でホストをやっていた時の決め台詞）ということになるから、彼に直言

するブレーンはいないのであろうか。今から５７年前に就任した４２歳の若き大統領Ｊ．

Ｆ．ケネディは自らの政治・経済・外交の不足を補うため、あるいは良い方向に善導して

いけるため、多くの優れたブレーンを周囲に配置した。これをもってブレーントラストの

嚆矢とする。 

トランプ大統領には、４，０００人に及ぶというブレーントラストを含む布陣が成立し

ていないようだ。本当は大統領当選から就任までに２カ月猶予期間があって、その期間に
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布陣を整えるが、経済学の大御所が「将来ある若き経済学者はトランプ陣営に近寄らない

方が良い」というアドバイスを広く発信しているという話しを聞く。 

 

【 図 6 】 為替相場 

 

 

 

 

（１０）米国の株高を支える米景気の堅調 

 野村證券の見方を要約する。 

野村證券の相場観は万年強気だからアテにならないとうことは常識だが、これは創業者

野村徳七翁が１世紀近く前に相場を当てて大儲けした後、これが逆に出たら大変なことに

なると自覚し、以降相場を張るのを止めて、景気を調査し、企業を調査し、その調査に基

づいて投資するのだということを身上として「調査の野村」というブランドをつくった。

以降「調査の野村」のブランドが確立されて、筆者らの時代は、セールストークがまった

く下手な者や、経済や景気や企業分析の知識があまり無い者であっても、その者が語る背

景には「調査の野村」がついているはずだと顧客は勝手に信じて、営業マンの薦めに乗っ

たものだ。故にこのブランド・マネジメントは大成功した。世間では「何でも売り切るパ

ワーを持った営業の野村」と言われてきたが実はその背景にはブランド・マネジメントの

力があったのだ。このことを筆者は野村を辞めてから痛感した。 

 

そのくらいだから相場観はまったくアテにならないが、経済や景気や企業分析に対する

所謂ファンダメンタルについては長年信用されてもきたし現在も信用して良いものと思っ

ている。 
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以上は前置きである。野村證券の言う米株式の堅調を支える企業業績について要約す

る。トランプの方針は基本的には米国の成長率を高めようとするものである。必ずしも米

国経済にとってプラスとは言い切れないものもたくさんあり、その具体的内容は筆者が既

述した通り大いに注意が必要だ。米国のＧＤＰ成長率について野村では良好な雇用環境・

個人消費・住宅投資が牽引力となって、２０１７年は各四半期とも２％台に堅調に推移す

ると予想している。 

また２０１７年からは設備投資も牽引力になると予想している。 

ＦＲＢの利上げは２０１７年に２回、２０１８年は３回と見ている。企業業績の面では

トムソン・ロイターの集計では一株当たり利益予想は、 

２０１７年度は前年度比２．３％、２０１８年は同１２．０％となっている。従ってトラ

ンプラリーが過熱して、その反動があったとしても下値は深くはないということになる。 

 

 

 

（１１）政権移行期間から奇行続き、型破り続きの新大統領への不安と期待 

 筆者が学生時代から１０代目のアメリカ大統領就任であるが、新聞、テレビ等から見る

限り、これほどの型破りで奇行続きの大統領はいなかったように思う。普通は、次期大統

領は閣僚の人選を就任前に行い、直面する課題について学び、就任までは政策に関する言

及を控えるのが常識だった。 

ところがトランプ氏は就任前に色々と騒ぎまくった。行動もした。テレビ新聞で逐一報

道しているから、ここに列挙することは割愛するが目立ったものだけでも次のようなもの

だ。①「中国は一つだ」という大国中国の意向を無視して、台湾総統と電話会談して中国

を怒らせた。②英国の駐米大使の人選に対して注文を付けた。駐米大使の任命権は英国に

あることを知らなかったのだろうか。③イスラエルに関する国連安保理事会の決議を巡っ

てエジプト大統領に電話し、オバマ政権に対し決議の拒否権を行使しないように求めた。

④米露関係について新たなアプローチを模索すると表明した（メディアはこの裏に何があ

るか騒然となっている）。⑤ロシアのウクライナ支配を容認するのか、バルト三国に侵攻

した場合はどう処置をするのかなどの懸念を生じさせた等々列挙すればたくさんある。ト

ランプ大統領が日時を問わずツイッターで発信する習慣は大統領就任後も止まず、共和党

員を含めた政権担当者が混乱を招くのではないかという憂慮を誘発している。以上のよう

なことに対して市場は、「就任前から実行力があり、就任後次々と大統領令を連発して実

行力を見せた」として好感する向きと、「無茶苦茶だ」「何が起きるか判らない」として

その型破りの奇行に不安を持つ向きとが交差しているが、上にも下にも大きく動きさえす

れば利益を生むというヘッジファンドの力学は、この機会を見逃さず、所謂トランプラリ

ーなるものは３か月弱を経過した。 
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（１２）ポピュリズムが生むもの 

 ポピュリズムの危険な部分は、「大衆の声」に基づいてカリスマ的な指導者が独裁を行

うべきだという考え方だ。これは二千数百年前のプラトンの「哲人政治」の延長線上にあ

り、これの危険性が「民主主義という次善の策」を生んだのだ。近代、最も民主的につく

られていたと言われるワイマール憲法の下でさえもポピュリズムがヒットラーを生んだ。

ヒットラーを生みナチス政権を育てた。ナチスは選挙で生まれたのだ。衆愚政治化した選

挙とは恐ろしいものだ。昨年は政治的には米英の二大大国が選挙によって最悪の状態をつ

くった。 

 

極端な政策に抗議するだけではダメであって、抗議する側の組織化が必要となることを

歴史は教えてきた。リベラル派がトランプ政権の反対勢力を築かなければならない。ＮＧ

Ｏ・市民団体・人権活動家・民主党議員・共和党の一部議員さえもこうした流れに動き始

めたという報道もある。 

 

新大統領はＮＡＴＯや東アジアでの米国の安全保障に対して無関心な姿勢を露骨に示し

ている。欧州や韓国や日本は米国の軍事的保護に依存し過ぎていると非難している。アジ

ア諸国はＮＡＴＯのような軍事同盟構築の意図はない。    

その間隙を縫って自信を深めているのがロシアと中国であろう。トランプ氏の当選はロ

シアと中国にとっては朗報であり好機である。トランプがプーチンに手玉に取られる恐れ

さえもある。このような不安は筆者だけではなくテレビ・新聞・雑誌等で嫌になるほど伝

えられている。市場はもちろんこれを承知している。それでも上にでも下にでも大きく動

きさえすれば利益を生むヘッジファンドの力学が先物主導でトランプラリーを作出してき

た。 
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（１３）原油価格 

 日本は原油輸入国であるから原油は安ければ安いほど有利になるという教条主義者が１

年半までは横行していたが、原産国が財政赤字となって、最も売却しやすい日本株を売却

して、トヨタを始め、そのための下降が去年の１～２月の下降に拍車を掛けたことが明ら

かになって以降、上記の教条主義者は少なくなったと思われる。 

 

原油価格は２０１７年も上昇傾向をたどろう。これは「２％目標」にも有利に効く。 

ＯＰＥＣが価格調整機能を喪失したことから起こった問題であるが、筆者は原油価格の 

チャートの５２週移動平均から４０％上下の乖離をもって上限下限と見るということを何

十年も前からしてきた。大きな違いはなかった。これによって筆者自らが衝動買いをした 

ＷＴＩ投信は二度ナンピンして無傷で（正確に言えば２１万円ほど利益が出たが）で売り

逃げることが出来た。これは、「失敗例の後始末」の項目においてセミナーでその計算書

を説明した。今ＯＰＥＣが価格調整機能を回復しつつある。世界の原油需給の改善を背景

に原油価格は２０１７年も上昇傾向と見える。原油価格は「産油国の意向」「アメリカの

シェールオイル」という強力な「仕手」が自在に出入りするから、必ずしも安心出来る自

由市場ではないが、そういうことも考慮に入れて２０１７年度も上昇傾向をたどると本稿

では見る。一方、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１月、ＯＰＥＣと非ＯＰＥＣ諸国が合

意通り減産した場合に、世界の原油需給は２０１７年上期に７０万ドル（１バレルにつ

き）の需要超過に転ずるという試算を１月に示している。 

一方ＯＰＥＣが減産しても米国シェールオイル増産によって需給バランスは消えてしま

うのではないかという指摘もあるが、国家権力という強力な仕手が出入りするこの市場で

は、チャートを信ずるしかないと筆者は考えている。それによれば、米国がシェールオイ

ルを増産しても原油価格に及ぼす影響は小さいと見る。 

 

【 図 7 】 50 ドルを上回る水準での推移に 
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【 図 8 】 原油価格の 52 週（260 日）移動平均の 40％乖離 

 

 

【 図 9 】 原油相場と過去の「減産」 

 

 

 

 

（１４）ダウ・ジョーンズのコラム掲載―トランプ氏の政策と利上げ、割れる投資家の 

見方（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０２－０２） 

下線は筆者付す。 

 

投資家は、市場と米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に関して二つの異なる見通しを示し

ている。だが、正しい可能性があるのはどちらか一つだけだ。 
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 ＦＲＢの政策担当者は２月１日、翌日物フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を

据え置き、次回の利上げについては様子見の姿勢で臨んでいることを明確にした。２日間

にわたって開かれた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合後に出された政策声明は、利上

げを実施した昨年１２月以来、「（消費者および企業の）心理の評価が最近では改善して

いる」ことを除き、経済状況は「総じてほとんど変わりがない」と指摘した。雇用市場は

良好で、インフレ率は上昇しているが依然として低く、個人消費はまずまずだが企業投資

は弱かった。 

 

 投資家はＦＲＢよりも楽観的である。米国の株式・国債市場を見ると、投資家はドナル

ド・トランプ大統領の減税と財政出動によって企業投資を促進され、（おそらくは輸入品

への課税で）物価が押し上げられると信じているようだ。（山崎；米国市場は自国の大統

領が國際為替市場を混乱させ破壊する恐れさえあるということを考えてないようだ。） 

大統領選挙以来、Ｓ＆Ｐ５００種指数は６．４％も上げた一方、米国債市場で予想されて

いる向こう５年間のインフレ率は１．５７％から１．９４％へと上昇した。 

 

 ＦＲＢと投資家のあいだに温度差があるのはなぜか。投資家は大統領の経済刺激策を織

り込み、その期待感で株価を押し上げてきた。だが、ＦＲＢは投資家よりも慎重である必

要があり、大統領と議会共和党がまだまとめてもいない政策に基づいて行動することはで

きない。（山崎；当然であろう。ＦＲＢは「自国の利益第一」ではない。）ＦＲＢがそう

した政策を予想に組み入れ、適切に金融政策を定めることができるのは、トランプ氏が法

案に署名してからだ。 

 

 この点は、投資家の間でも見通しが割れているところだ。米株式と米国債市場からは投

資家がトランプ大統領の政策を楽観視していることが見て取れる。（山崎；超大国と雖も

他国を攪乱させれば悪影響が及ぶということを気づかないほど米国内市場は Domestic指向

に堕っているのではなかろうか。バブル時代の日本のように）。しかし、ＦＲＢの利上げ

についての予想が示されるＦＦ金利の先物市場は、そこまで楽観してはいない。以下削

除。 

 

 ＦＲＢが年内３回の利上げを予想しているのに対し、ＦＦ金利先物市場は２５ベーシス

ポイント（ｂｐ）の利上げが２回だけと見込んでいる。 

 

 最終的に投資家の見通しが正しく、実際の利上げ回数が予想を下回るというシナリオを

想定するのはたやすい。例えば、トランプ大統領の減税や財政出動の規模が予想を下回っ

た場合、そして、貿易や移民に対する規制が経済成長を損なうようになるといった場合

だ。あるいは、大統領が交代したからというだけでは米国経済に対する失望感に変化が起

きないという場合もあるだろう。 
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 これらのシナリオのいずれかが正しかった場合、投資家の市場に対する見通しは間違っ

ていたことになり、大統領選挙以来上昇してきた米国の株価と債券利回りは反転すること

になるだろう。 

 

 

 

（１５）ダウ・ジョーンズのコラム掲載―ギリシャ危機の悪夢再び、債務不安で国債に 

投げ売り（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０２－０２） 

下線は筆者付す。 

 

ギリシャの国債が再び投げ売りされている。今夏に満期を迎える国債を償還できないので

はとの懸念が高まっているからだ。（山崎；私ごとながら申し添えると、私はこの１０年

間で約２０回のジャンク債の売買で、損益差し引きで約１億円強の利益になったが、ギリ

シャ国債は最後まで持ってゼロに帰した。その前にＣＳＫの転換社債を５１円で買い１年

後に１００円で償還されたが、私は社長を信用できなかったので途中で投げて儲けそこな

ったからギリシャ国債は意地を張って最後まで持続した失敗であった。このことは動画で

詳しく話した）。 

 

 背景には、ギリシャ政府と、ユーロ圏諸国および国際通貨基金（ＩＭＦ）から成る債権

団との交渉が再び暗礁に乗り上げていることがある。同政府は、７月に約６０億ユーロ

（約７３００億円）の国債の償還期限が来る前に、こうした状況を打開し、追加支援を確

保する必要がある。（山崎；バフェット氏は「街に血が流れているときに買え」と言って

いる。私はギリシャという国柄を信用できないから今回は近づかないが、ひょっとしたら

絶妙の買い時かも）。 

 

 問題を複雑にしているのは、来週、ＩＭＦの理事会が予定されていることと、ＩＭＦで

の議決権比率が最も高い米国がトランプ政権下でどのような態度をとるか見通せないこと

だ。 

 

以下、削除。 
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＊２３日のご質問に対して御当人に直ぐ返信していたが週報に掲載するのを私が忘れまし

た。御容赦ください。 

 

（１６）名古屋市のＫさんからの「２０１７年の大勢観」についての質問（１月２３日） 

下線は筆者付す。 

トランプが大統領に就任したこのタイミングで、先生のセミナーを収録したＤＶＤ（山

崎；昨年３月開催のセミナーの物）を改めて拝見させていただきました。  

 

そこで先生は、２０１６年は波乱の年になる事を言い当てられており、その中で新たな青

春期相場の芽を懐胎するようなコメントもありました。そうなるとダブルボトムの１４８

００円は大底だったとの話になるかと思いますが、その後の週報ではそのような記載はな

かったと思います。 （山崎；Ｗボトムの６月１４８６４円の「ＢＲＥＸＩＴ」は「ＢＲ

ＥＴＡＩＮ＋ＥＸＩＴ」でなく「ＢＲＩＴＡＩＮ＋ＲＥＧＲＥＴ＋ＥＸＩＴ＝英国＋（大

底を見送ってしまった）後悔＋ＥＵからの出口」になるのではなかろうか？そういう恐れ

はある、という旨を自信ささげに書いたことを記憶しています。そうなる可能性はあり得

るが本稿で言い続けてきた２０１５年６月の大天井からの日柄が少なすぎましょう。しか

し、大底はまだまだと思っているうちに既に大底だった、ということはあり得るし、例え

ば暴騰続騰のなかで将来の暴落の種が宿るように、不透明な中で将来の大相場の種を懐胎

する、大底を形成し終わって居る、ということかもしれません。昨年の６月安値は奇しく

も１５年６月大天井と同月同日です。３６５分の１の確率は天意の示すところかもしれな

いと、自信なく「天意測るべからず」と述べてきました。（勿論、この時の「べし」は

「命令のべし」でなく「可能のべし」です）。日柄から見て未だしと思っていますが，ひ

ょっとしたら、あの時だった、というＲＥＧＲＥＴがあるかもしれないと、当時も今も思

っています）。 

またＤＶＤではトランプが大統領になったら暴落するような発言もあり、 

（山崎；確かに一日弱は暴落したが、トランプの発言の中のプラス面、主として大幅減税

で日本企業の在米現地法人の純利益が上がるし、米本土内の財政出動で米景気はうるおい

益々のドル高円安になるという、プラス面のみを評価してマイナス面と危険性は敢えて無

視して買いあおりました。ファンド勢は上にでも下にでも大幅に動けば儲かる訳だから、

我々がそんな動きに攪乱されてはならないと思います）。 

昨年末はトランプラリーで上がってきたものの、日本に不利な大統領令を次々と発令しい

つ暴落するのではと、ここからの日経平均の動きを戦々恐々として見守っている状況で

す。 

（山崎；イデオロギーなきリアストが超大国をビジネスの延長として主導するとしたら世

界中に恐怖の種子をまき散らすでしょう。これに気づいて現実を見る市場が訪れるでしょ

う）。 

 

そんな中、前回の週報でおやっと思ったコメントがありました。質疑の回答の中で、今は
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ちょっとした老年期相場かも知れないとのコメントです。老年期相場は既に終わってお

り、次なる青春期相場の懐胎を待っているタイミングと認識していたからです。 

（山崎；私もそういう認識ですが、アベノミクス相場は青春期相場の完結は派手だったが

壮年期と老年期の区別が判然としません。小泉相場の時は老年期相場（郵政選挙後）の方

が壮年期の天井を抜きました。「老いらくの恋」の方が「夢よ、もう一度」で熱烈だとい

うことはないとは言えません。それはトランプ次第でしょう（法人減税と財政出動次

第）。小泉相場も政治局面から外国勢の買いで壮年期を抜きました）。 

トランプラリーは大統領就任後、春までには終了との見方をするアナリストも多く 

（山崎；私もそう思います。すでに終わっているような気もします。議会とどう折り合い

をつけるかで決まるでしょう。ただ言えることは、共和党のエスタブリッシュメントは

皆、財政赤字を嫌いますから財政出動と大幅減税を嫌います。トランプはどうする気でし

ょう？）今が短い老年期相場と解釈すると、春までの数ヶ月でＭＡＸ２０３００円前後ま

で上昇し（山崎；その辺まではテクニカルで見ても企業業績面から見ても不自然ではない

と思います。これもトランプ次第でしょう。彼が議会と喧嘩ばかりになって厭になって投

げ出して任期途中で早めに投げだす・辞任する、という事態になれば、また別の局面でし

ょう）、世の中が２３０００円～２５０００円とか強気なコメントのオンパレードになっ

た時が大天井との認識ですが、（山崎；賛成です。その通りでしょう）。 

慎重論が多く見受けられるような気がしており、そうなると逆に強気でいいようにも考え

てしまっております。少々逡巡しておりますので、（山崎；ここは、「何が起きるか判ら

ない」、「リスクではなく一昔前に（７８年から８０年頃）流行った『不確実性の時

代』」★でしょう）。 

先生のご見解を賜れば幸いです。今はキャッシュポジションを高めつつある状況です。

（山崎；それが聡明でしょう。アベノミクス相場の始動以来、２倍半になったものを今か

ら１割や２割を取りに梢に登る必要はないでしょう。ケインズ体系でいう「流動性選好」

とはこの時の言葉に聞こえます）。 

★８３年にＪ．Ｋ．ガルブレイスが著した 「The Age of Uncertainty」が「不確実性の

時代」と邦訳されて「不確実性」という言葉が流行りました。それは「リスク」とは違っ

て予測できなかったことで、確率的にも計算不能なことです。その後、「ブラック・スワ

ン、不確実性とリスク」が０７年に出て、その年も８月にサブプライム破綻、翌年、 

リーマンショックだったので０９年にダイヤモンド社から和訳が出て「ブラック・スワ

ン」という言葉が金融市場に流行りましたリスクとは違います。「誰もが予想もしてなか

ったことで起きる確率は小さいが、一旦起きたら極めて大きな変動を与える」というよう

な意味です。今年はその黒い白鳥が舞い降りるのではないか、という気がします。 
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【 図 10 】 日経平均の月足は昨年 9 月以来の「陰線」に 

 

 

 

 

（１７）「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（２月３日） 

通例通り、原文のまま掲載、便宜上、下線を筆者付す。 

Ｔです。  

いつも貴重な情報ありがとうございます。  

 

さて、東電株ですが、かなり下げて、そろそろ、株価も買いの水準になってきたのでは、

と思うのですが・・・・ （山崎；個々の銘柄については判らないことが多いので意見を

差し控えていますが東電は私も関係していますから私なりの意見を申し上げます。長期保

有のつもりで、ここから下は買い下がるところと思います。但し新値三段足の罫線では陰

転しました。すると週足で陰線が続くことになるというのが７，８割の確率で言えます。

私事を申し上げれば、先日のストップ高の翌日ヨリツキを５５１円で半分売りましたが、

その後は少しずつ買い下がっています。ここから本気で機会を狙いたいです）。 

また、ダウ、日経とも、トランプの発言で一喜一憂の上下が繰り返されていますが、そろ

そろ頭打ちかとも思います。  

（山崎；私もそう思います。「何が起きるか判らない―ブラック・スワンが来るかもしれ

ない」―とさえ思っています）。 

 

東電株を長期保有で考えていますが、日経平均が大きく下げていく時には、やはり東電株

もつられ下落するのではとも考え（山崎；確かに大勢には逆らえないでしょう。日経平均
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が大幅に下がれば東電株も大幅に下がりましょう。皆が青くなる時が買いの好機と思いま

す）。まだ、買いの水準ではないのかとも、思い迷っています。山崎先生の見解は、いか

がでしょうか？  

よろしくお願いします。  

（山崎；絶妙の好機に一挙に買うということは出来ませんし、買い損なうと「安値覚えと

いう病」に取りつかれて買えなくなりますから、今から少しずつ買うという姿勢で私なら

行きます。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★「落ちて行くナイフ

を空中で掴み取るとつもりで落ちてゆくところを買う」★★のです。） 

 

★「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。 

★★カギカッコ内は、株で財産を為した芸人ニコラス・ダーバスの自伝に出てくる言葉。 

 

【 図 11 】 東京電力ＨＤ（短期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 / 28 
 

【 図 12 】 東京電力ＨＤ（中期） 

 

 

 

 

（１８－１）「破綻の噂まであったドイツ銀行を買って利益を出した」という 

Ｋさんとの交信（２月４日） 

 

罫線・図表を作成し、動画を司会する石原氏からの便りです。 

Ｋ様 

「週報」をご覧頂き、有難うございます。 

昨年「週報」２０１６年１０月１６日号にＫ様のご質問を掲載させて頂きました。 

 

ドイツ銀行のご質問は、 

山崎先生の基本的な投資の考え方である「可謬論」の重要性を、その他のご購読者様に周知

する上で、大変貴重なものでした。有難うございました。 

 

 

 

（１８－２）「破綻の噂まであったドイツ銀行を買って利益を出した」という 

Ｋさんとの交信（２月４日） 

通例通り原文のまま掲載、下線は筆者付す。 

山崎先生 

Ｋです。お世話になっております。 

日曜日の週報は毎週楽しみにしております。 

 



 25 / 28 
 

売り切ってからお礼のご連絡を差し上げようと考えておりました 

（山崎；「御礼のご連絡」は嬉しく受け取りますが、本来は私に「お礼」を言うべきもの

でなく御貴殿がご自分の行動を惹起したご自分の知性に対して御礼を言うべきものでしょ

う）ので、ご連絡が遅くなりました。 

 

つい先日、ドイツ銀行の株価が２０ドルを越えた際に、６０％は売却いたしました。 

（山崎；流石です。破綻の噂まであったドイツ銀行を買う時点で既にご貴殿の勝ちです。

私もドイツ銀行の社債を買っていましたが、少し早めに利食いしました。バフェット氏が

「街に血が流れているときに買え」とはこれでしょうね）。 

それなりに満足感が得られ、ダウが２万ドルの節目、ドイツ銀行株価が２０１６年３月頃

の前回高値に近づいた為です。 

一方、残した４０％はテクニカル的には綺麗な右肩上がりとなっており、トランプ政策に

おいて、金融業は規制緩和対象である為、もう少々見極めたいと考えております。 

 

最近は先生の週報にある『ルンルンのル』について考えております。 

（山崎；「ルンルン気分になった時が危ない。ルンルン気分の「ル」で売るべし、という

のが私の言い分でした。御貴殿はその１枚も２枚もウワテです。脱帽します」。 

 

ドイツ銀行については満足感という点では、ルンルンの『ル』は通り過ぎ、『ルンル』ま

で達しております。 

欲張りゆえに、最後の『ン』を取りに行こうとしております。 

（山崎；私は全部を、もっと下で利食いしました。ドイツ銀行債もです。御貴殿は私より

も、ずぅっとウワテです）。 

 

欲張り過ぎかと思いつつも、自身の考える場となっております。 

先生の週報と自身の行動を照らし合わせると、新たな学びがあります。 

ありがとうございます。 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

（山崎；不快に思われるかもしれませんが一言付言します。投資家は失敗から学びます。

成功は学びにもなるが、場合によっては毒にさえなります。このことを銘記しましょう。

私がたどってきた道です。同じ道をたどる必要はありません）。 
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【 図 13 】 過去を記憶し、「知恵」に転化する 

 

 

【 図 14 】 「街に血が流れていた時」の長期の株価水準を確認する 
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【 参考資料 1 】 日経ＰＢＲ 

 

 

 

【 参考資料 2 】 原油価格と連動性の高いロシアルーブルの推移 

 

 

 

【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/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

mailto:info@yamazakikazukuni.com
http://yamazakikazukuni.com/

