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１７年２月２６日 週報 
 

［ 今週号の目次 ］ 

（１）当面の市況 

（２）当面の市況（その２）；原油価格回復の影響—－トランプ政権後の株高は原油価格

回復の影響が大きい 

（３）当面の市況、（その３）；産油国の欧州経由の日本株買い 

（４）米利上げ 

（５）トランプ政権発足後１ヶ月後の現在の混乱 

（６）トランプの経済政策の不確かさ 

（７）トランプ就任１か月の緊張 

（８）トランプ政権、混乱の１か月 

（９）ＮＹ株、全指数がそろって史上最高値 

（１０）トランプ政権は米経済の復活をもたらすのか、幻に終わるのか 

（１１）戦争を語らずにナポレオンを語るようなもの 

（１２）ＤＪ－【コラム】トランプ特需に限らない世界経済の好転理由 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０２－１７）要約文責；山崎和邦 

（１３）アベノミクスは失速したか――安倍政権の経済的成果と森友学園の土地買収問題 

（１４）不確実性とリスク 

（１５）相場の「見え方」と相場の「見方」 

（１６）「低成長容認論は正しいか」—－この項目は重要です！！ 

（１７）古くからの読者Ｙさんの「今週週報の（９）★に対する意見」との交信 

（１８）「投資初心者」と自称するＫさんとの交信（２月２３日） 

（１９）「東電株について」Ｔさんとの交信 

 

 

［ 来週号に回すもの ］ 

〇 本当はＮＹダウと日経平均を並列で観測しても意味はない、 

が、世間では、ストラテジストも運用者もそうしているから本稿でもそうしてきた 

―東証時価総額、ＴＯＰＩＸ、日経平均、ＮＹダウの４項目と「除数」の関係  

〇「智将の誤算」 

〇 情報というものについて 

〇『似たような原因なら似たような結果』という言葉ほど当てにならないものはない 

―ブラック・スワン本の要約 
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（１）当面の市況 

東京市場は高値圏の膠着相場が続いている。トランプ大統領の議会演説を控え、予算教書

を控え、高値警戒感もあり、新興市場（中小型株市場）に資金が集まる動きが続いてき

た。 

 信用取引の買い残高が先週半ば時点で２週間ぶりに増加し、昨年１２月下旬のレベルと

同じになった。同時に先週半ば、ジャスダック平均が８日連続で上昇した。日経平均が薄

商いの小幅往来相場の中で個人投資家は健在であり、ストックマインドは旺盛であると見

られる。 

 一方、ＮＹは議会の承認を経なければ執行できない法人税減税・インフラ財政出動、な

どを全部実現すると織り込んで「アメリカさえ良ければいい」は「ウォール街さえ良けれ

ばいい」という現象に転じてＮＹダウは１０日連騰した。 

１０日間の連騰は３０年ぶりだ。３０年前と言えば日経平均が史上最高値に向かって奔

走していた６合目であった。途中で１０月のブラックマンデーの一服があった頃である。

あれ以来の１０日連騰だ。 

だが、週明けに出る大統領教書もあり３月に出る予算教書もある。迂闊には動けないと

ころだが週明けの教書は多分、オバマケアを潰すことだけではあるまいか、他は今まで出

尽くしているのではないか、とタカをくくっている様子も市場にあるように見える。 

 

【 図 1 】 日経平均は、ＮＹダウに対し「劣勢」な展開 
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【 図 2 】 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 3 】 日経平均はレンジ内の動きが続く 
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（２）当面の市況（その２）；原油価格回復の影響—－トランプ政権後の株高は原油価格

回復の影響が大きい 

世界のカネは原油、キン、株、債券、マネーロンダリングの世界で動いている。（マネ

ロンの世界は本稿では当面、無関係としよう）。この中で株価に直接に影響するのは原油

と債券（金利）である。原油価格について要約する。 

 

 ＯＰＥＣ非加盟の主要産油国との協調減産でＯＰＥＣは目標の９割を超す減産を達成し

た。ＯＰＥＣは原油価格の押し上げに向けて意欲的な姿勢を示している。原産の実効性に

懐疑的だった市場の見方を覆した。ＯＰＥＣ加盟１３か国のうち、リビア、ナイジェリア

など減産を免除されている国であるが減産量は達成率が９１％に達した。ＯＰＥＣの過去

の実績は協調減産の達成率は平均で６０％ぐらいだったから、これを大きく上回る過去最

高水準の減産達成率を示現し、原油市場の需給改善に取り組む姿勢を明確にした。 

これを映して、ブラジルレアル、ロシアルーブル、原油以外の資源国である南アフリカ

共和国（ダイヤで世界一、レアメタル、キン）のランドなどの通貨の為替相場が上昇傾向

をたどっている。 

この調子で減産が進めばＷＴＩ原油は上昇基調が続き、６５ドルを試す場面もあるだろ

うという見方もある。産油国の意向でどの様にも動く原油価格は自由市場の相場と違う

し、戦略商品として使われるから覇権国の意向によっても違ってくる。従って筆者は４０

年ほど前から原油価格の５２週移動平均の４０％上下の乖離をもって上限下限と機械的に

見てきた。これは概ね的中していた。必ずしも自由市場の相場ではないが「相場は相場に

訊け」はむしろ原油市場に長期的には適用されるような気がする。 

 

【 図 4 】 52 週の 40％上限乖離は 65ドル近辺（2月 24日現在） 
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【 図 5 】 原油価格は 50 ドル台が定着 

 

 

 

 

（３）当面の市況、（その３）；産油国の欧州経由の日本株買い 

 １月は欧州勢の日本株買いが約７５０億円あった。昨年の前半、産油国が多く保有して

いるであろうと思われるトヨタ株を中心として断続的に欧州の日本株売りがあった。今年

は原油高で産油国の投資家の余力が回復して欧州経由で日本に株買い資金が流入したと筆

者は見ている。 

欧州経由で４か月連続の買い越しである。欧州勢が４か月連続で買い越したのは２０１

４年４～７月以来のことである。当時はアベノミクス相場が始まって１年半を経過した壮

年期相場の真っ最中であった。それ以来のことである。昨年１１月、トランプ当選の日に

日経平均が約１，０００円下がり、そこから約３，０００円上がった。そして今年１月４

日に昨年来高値を示現した。これを見て原油高によって手持ち資金に余裕の出た産油国が

欧州を経由して日本株を買ったと見られる。現に大統領選の直前から現在まで原油価格が

２割上がった。昔、オイルダラーと言われた資源国の投資余力の回復と見られる。 

 

 

 

（４）米利上げ 

 ＦＲＢ議長は利上げに積極的姿勢を見せている。「長すぎる緩和状態を維持することは

賢明でない」というＦＲＢ議長の発言も緩和主張派を牽制する動きになっている。イエレ

ン議長の議会証言を受けて市場は改めて年内に３～４回の利上げが行われるだろうと見通

しているようだ。トランプの意向はＦＲＢ議長と対立する向きもあるから、先行きの見通

しにくさから市場では年内利上げの時期や回数の予想にはばらつきがある。 



 6 / 20 
 

（５）トランプ政権発足後１ヶ月後の現在の混乱 

 閣僚１９人中の９人が議会承認を経たのみ。あと６人は未だ承認されていない。 

アメリカ通に言わせると、閣僚の中に三派があり、①一つは「実務派」；これはケラーソ

ン国務長官とムニューチン財務長官（ゴールドマンサックス証券出身）実務派これがこの

二人である。②「共和党派」；これはペンス副大統領とプリーバス首席補佐官の二人であ

り、③「陰謀派」と称されるものが、辞任したフリン氏とミラー首席補佐官（政策顧問）

と帝政ロシア末期の怪僧ラスプーチンを思わせるバノン氏である。 

バノンは「ＴＩＭＥ誌」の表紙となり、大きな顔の右下にはザ・グレート・マニピュレ

ーター（偉大なる操縦士）と書かれてある。彼は fake news（フェイクニュース）を配信

するウェブサイトの会長であった。そして、選挙中からトランプはすべてバノンの指示に

従って動いているという話しがあった。また、大統領令はバノンが書いてそれを他の閣僚

に相談もせず見せもせず、トランプがそれにサインしたという話しもある（この話しはテ

レビの「報道ステーション」の中に出てきた話しである）。 

選挙中から筆者はバノンを帝政ロシア末期の怪僧ラスプーチンを重ね合わせていた。未

だそれを言うものはいないから筆者の妄想かもしれない。だが、バノン上級顧問は「ホワ

イトハウスの暗黒卿」と呼ばれていることは事実のようである。 

 

以上のようなことがトランプ政権の権威を落としつつある。発足当初から歴代大統領の

中で支持率最低で始まったものが益々支持率を落としつつある。 

次の話しも「報道ステーション」番組からの話しであるが、トランプはノーマン・ヴィ

ンセント・ピール（牧師で著述家）に心酔しているという。彼の本は３０～４０年前にベ

ストセラーとなり、筆者はベストセラーになる前にタイトルを見て衝動買いして反復して

精読したことがある。心酔はしていないが反復精読した。「積極的考え方の力」「積極的

考え方の原理」というタイトルであり、中身は「自己予言の自己実現」を主張している。

同じことを繰り返すうちにそれが自己の信念となり、自分が思ったような者になれる（自

己実現する）という内容のものである。筆者は決して心酔したわけではないが精読した。

これにトランプは心酔しているという。そう言われてみればトランプは同じ言葉を何度も

繰り返している。「アメリカ第一、アメリカ第一」とかジャーナリズムに対する「フェイ

クニュース、フェイクニュース」などである。彼の力強い弁舌とは逆に益々政権の権威を

落としている。これが世界に不安を与えている。ただ一人、ウォール街だけは、「アメリ

カ第一。アメリカさえ良ければ良い」の大統領のもとに「ウォール街さえ良ければ良い」

ということで１０日間連騰して５００ドル上げ、選挙前から１０００ドル以上を上昇して

いる。 
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（６）トランプの経済政策の不確かさ 

 １月２０日の大統領就任演説では経済政策への言及がなかった。「あれは記者会見だか

ら、記者が質問しないから言及がなかったのだ。大統領が説明を欠落したのではない」と

してトランプを擁護する弁もあるが、少なくとも就任演説で経済政策への言及がなかった

ことは、それを知る手掛かりがなかったので２月２８日の施政方針演説とその後の予算教

書が注目点となる。 

彼の経済政策については、議会の承認を必要とするものも多いから、実現性が定かでない

ものが多い。しかも、共和党は自党から大統領を出しているとはいえ、伝統的に財政規律

を重んじ、財政赤字を嫌ってきた。大統領令の権限は憲法には明記していないそうだ。こ

の辺のところを筆者は詳しく知らない。だが１９７１年８月にニクソンが突然にドルの金

兌換を停止し、１ドル３６０円という固定相場を変動相場制に独断で勝手に変えてしまっ

た。大統領令だけで出来たのだという話しだ。 

 

後で知ったことだがこの時ヘンリー・キッシンジャーがブレーンとしてついていたし、

この金兌換停止・変動相場制への移行に筋道を立てたのは、かのボルカー・ルールのポー

ル・ボルカーだった。（「伝説のＦＲＢ議長 ボルカー」に拠る）。 

トランプが「アメリカ第一」を反復主張するが、「強い国、アメリカ」を言い出して

「強い国には強い通貨」と言い出せばドル高を誘発してしまうが、ドルに最も権威を付け

る道はドル紙幣を金兌換紙幣に戻す（１９７１年８月前に戻す）という道だ。アメリカは

そんなにキンを保有してないから例えばドル紙幣の１０％だけを兌換紙幣にするとか、で

ある。（一部でもいいから）金兌換性を取り戻すことだ。そうなれば兌換ドルは３６０円

どころか１０００円を超えるだろう。筆者が昨年訪ねたキューバ共和国も「兌換ペソ」と

「国内ペソ」との両建てである。 

これこそ「ブラック・スワン」となって現れる恐れの一つではある。あとのブラック・

スワンの一つは貿易戦争や為替戦争でなく、実際に火力を以て遂行する米中戦争である。 

 

 

 

（７）トランプ就任１か月の緊張 

 就任１か月で世界に緊張を強いた（保護貿易・移民排斥）。 

ウォール街に歓迎を受けた（内向きの経済・減税・財政政策） 

「何よりも雇用を生み出す」「今までで最も雇用を生み出した大統領になってみせる」

「１０年間で２５００万人の新規雇用を生み出す」・・・ 

と言うが議会を通さなければいけない政策が多く、その法制化が必要な減税やインフラ投

資の実行は来年以降にずれ込むはずである。また上記のカギカッコ内の言葉は実は何の意

味もない。 

「完全雇用に近い」と米国経済とＦＲＢも認める今日、毎月２０万人の新規雇用を生ん

でいる今日、 
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２０万人×１２か月×１０年＝２４００万人 

となる。 

「１０年間で２５００万人の新規雇用を生み出してみせる」と言っても現状の延長線上を

言っているに過ぎない。 

 

トランプは「戦争を避ける最善の方法は力による平和だ」と言っている。 

彼の現職の補佐官の近著は「米中もし戦わば」（国家通商会議委員長・ピーター・ナバロ

著，赤根洋子訳、文藝春秋社）であり、１か月の間に第５刷を迎えたベストセラー入りに

なっている。「世界の警察官」として振舞ってきた超大国の責任から逃れて「引きこもり

オバマ」となってオバマ政権は終わったが、トランプはそれに輪をかけて「孤立主義」に

なって国際社会を危険にさらす状態になった。そこで筆者は「ブラック・スワンの年だ」

と述べたのである。 

 

 

 

（８）トランプ政権、混乱の１か月 

 求心力低下、自画自賛、異例の大統領令の続発、行政の長たる大統領が司法との争い、

大統領補佐官（国家安全保障担当のフリン氏）の辞任、などが１カ月内で続発した。トラ

ンプは筆者が学生時代から１０代目の大統領であるが、過去最低の支持率で出発した政権

である。大統領令を連邦地裁が差し止めの仮処分を決定し、トランプ政権はこれを不服と

して高等裁判所に上訴したが却下された。「却下」というのは言わば「門前払い」であ

り、敗訴よりなお悪い。強気の発言、自画自賛の発言の陰に求心力の低下した危機感が透

けて見える。「自国さえ良ければ良い」と言う大統領のもとにウォール街は「ウォール街

さえ良ければ良い」という調子で、すべての指数が連騰しＮＹダウはその間に約６００ド

ル上昇した。 

 

 

 

（９）ＮＹ株、全指数がそろって史上最高値 

 ＮＹダウ工業３０種平均、ナスダック総合株価、ＳＰ５００種株価指数の３つがそろっ

て先々週末に史上最高値を付けた。その間日本株は２万円を前にして往来相場で低迷して

いるが、本来は次週号で詳述する「ダウ平均と日経平均の『除数』の問題」があるからＮ

Ｙダウと日経平均とをそのまま連動して比較することはあまり意味のあることではない

が、すべての株価観測・予測・評論・相場観等はＮＹダウと日経平均とを並列して論じ合

う。筆者も本稿でそのようにしてきた。今後もそのようにするであろう。しかし本当は

「除数」（次週に詳述する）の問題があるから並列して観測するものではないのだ。この

ことを脳裏に置きながら株価そのものの上下の減少を観測していかねばならない。 
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（１０）トランプ政権は米経済の復活をもたらすのか、幻に終わるのか 

 幹部の辞任による政権の求心力の低下、物議を醸す大統領令の連発、行政の長たる大統

領の司法との争い、この１か月の混乱に目をつぶってニューヨークは株高を謳歌してき

た。日経平均も選挙前の１１月上旬の１７，０００円強から見れば２，０００円上での往

来相場を演じている。しかし本来事業家の延長で政権に就いたトランプ氏は事業家らしく

状況によって豹変する。選挙演説中の日本に対する露骨な強硬路線を封印し、１０日の両

首脳会談では協調路線の演出に成功した。就任前はアジアの安全保障の根底を覆す恐れす

ら指摘されていたが、まったく拍子抜けした感じであった。彼はいまだに事業家のキャラ

クターから抜け出せない。１９５０年代のアイゼンハワーが常に軍人であり続けた。一

方、軍人ダグラス・マッカーサーは少なくとも対日政策においては賢明な政治家であっ

た。１９２０年代後半に商務長官を務め、１９２９年のウォール街の崩壊後の世界恐慌の

発生後４年間大統領を務めたハーバート・フーバーが、政治家と言うよりも事業家の延長

であったまま終わった。事業家は事態に応じて豹変する。事業家は自分も良かれ相手も良

かれと考えるものだ。トランプが事業家のキャラクターから政治家のキャラクターに脱皮

出来るか否かはもう２～３か月後に現れるであろう。 

 

 

 

（１１）戦争を語らずにナポレオンを語るようなもの 

 野村證券の見方では、日経平均の高値を「２月頃２２，０００円」と想定し、１～３月

のレンジは１７，５００円を下値とし、２２，０００円を天井としてきた。野村証券は２

月頃２２，０００円と言ってきたが、２月はあと２日で終わる。 

野村が言ってきたその根拠は、「理屈は貨車でやってくるほどある」が、主に①短期企

業業績の上方修正、②ドル建て日経平均の高値奪回、③先行き期待感の上昇を想定してい

た、である。  

 

筆者は天井圏も大底圏も常に「圏内」と言い、「まさしくここが大底だ」とか、「まさ

しくここが大天井だ」という一点を定めて思ったことも言ったこともない。 

野村證券や大和証券の所謂ストラテジスト連中は、顧客に相場を張らせた経験もない

し、自分がディーリングルームで相場を張るわけでもない。その者が１７，５００円とい

うような２．５％単位でものを言うということは、戦争を語らずにナポレオンを語り、桶

狭間を語らずに織田信長を語るようなものだ。   

天井でも大底でもおよその圏内を当てれば良いのであって、１７，５００円とか 

２２，０００円とか２％単位で言えるものではない。 

 

この世界は「ただし空気の抵抗は無いものとする」という高校時代の物理の問題や天文

学と違って、空気の抵抗も政治・社会状態も何もかもの外因が多い。それに関係なく計算

出来る世界ではない。「圏内」としての概ねの見当がつけば筆者はそれで良しとしてき
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た。ハレーがニュートンの開発した数式を使って正確に彗星の周期を予知できたのは、宇

宙には空気の抵抗も政治・経済の摩擦もないからであった。 

 

【 図 6 】 2017 年は「政治」の外因が多い 

 

 

 

 

（１２）ＤＪ－【コラム】トランプ特需に限らない世界経済の好転理由 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０２－１７） 

要約文責；山崎和邦 

米国で株価が上昇しているのも企業の景況感が改善しているのも、すべて「ドナルド・

トランプ氏が大統領になったおかげ」ではなく、これは世界的な潮流だ。欧州、日本、中

国などでも景況感は著しく改善、市場も目に見えて明るくなっている。 

 

 これには、トランプ大統領が財政刺激策を実施すれば他国にも波及効果があるとの投資

家の期待が影響しているが、他にも要因はある。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の減産を受

けて原油価格は回復基調にある。昨年後半には中国と欧州の経済活動が好転した。経済の

側面から見れば、ポピュリズムはこれまでのところ、大きな混乱を引き起こすには至って

いない。 

 

 トランプ氏が大統領に当選してから数週間後、ＯＰＥＣは減産に合意した。以来、加盟

各国はおおむね合意を順守している。原油価格は１年前には１バレル当たり３０ドルを下

回ったが、減産合意後は５０ドルを上回る水準で推移している。 
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トランプ政権後の株高は、この影響が大きい。 

 エネルギー価格が上昇した結果、実際のインフレ率も期待インフレ率も上昇した。１月

の米国のインフレ率は５年ぶりの高水準となった。通常なら悪材料となるインフレ率の上

昇だが、中央銀行関係者は歓迎している。極端に低いインフレ率は弊害の多いデフレに簡

単に転化する可能性があると懸念していたからだ。昨年７月中旬の段階で債券市場は向こ

う５年から１０年の平均期待インフレ率を米国で１．２％、ユーロ圏で１．４％、日本で

０．１％と予想していた。現在はそれぞれ０．５ポイントほど跳ね上がっている。 

 

 世界経済の成長も堅調さを増している。中国が資本流出と人民元安に歯止めを掛けよう

としていた１年前、ＩＨＳマークイットが算出する経済活動を示す指数は景気判断の境目

となる５０を下回った。その後、当局は銀行に貸出拡大を奨励し、資本流出についても新

たな規制を実施。昨年１２月には、借入ブームのおかげで同指数はほぼ４年ぶりの高水準

にまで上昇した。 

 

 欧州も停滞から抜け出す気配を見せている。投資会社カーライル・グループの経済調査

ディレクター、ジェイソン・トーマス氏は「１０月当時の予想と比較すると、欧州は実際

の取引量でもインフレに関する上向きのサプライズの面でも米国よりはるかに強い」と話

す。２００９年から２０１４年まで欧州の成長は完全に輸出頼みだった。２０１５年にな

るとコモディティー（商品）価格の急落で輸出に急ブレーキがかかり、国内支出が成長を

支えた。「域内の経済がなんとか持ちこたえているときに、新興市場や世界のその他の地

域からの受注が回復した」（トーマス氏）。 

 

不安定な政治情勢も多くの人が懸念していたほど企業のマインドを悪化させるには至って

いない。英国が欧州連合（ＥＵ）離脱を決めたことで企業の投資計画は冷え込んだが、消

費者は不透明感を気にしていない。トランプ氏は規制の見直しを優先する一方で、激しい

言葉で訴えてきた保護主義はまだ実行に移していない。日本、カナダ両首相との会談で

は、それぞれの国と米国の経済関係を称賛した。中国の為替問題をめぐっては、トランプ

政権は為替操作国への指定に代わる選択肢を探っている。 

 

 世界経済が現在の明るさを維持できるかどうかはまだ分からない。ＪＰモルガンによる

と、今年の世界経済の予想成長率は３．４％で、昨年実績を上回っているものの、過去５

年間の停滞基調の延長線上にとどまっている。 

 

 政治の不透明感は今のところ、それほど大きな被害をもたらしてはいないが、春に行わ

れるフランスの大統領選で反ユーロ派の極右政党「国民戦線」が勝利すれば状況は一変す

るかもしれない。中国は借金バブルのおかげで成長を取り戻したかもしれないが、そのバ

ブルは近く崩壊する恐れがある。何かと騒々しいトランプ政権下では減税法案の可決は難

しいかもしれず、地政学的ショックにつながりかねない材料にも事欠かない。 
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（１３）アベノミクスは失速したか――安倍政権の経済的成果と森友学園の土地買収問題 

森友学園の土地買収問題で騒がしくなってきた。首相夫人としては不用意で軽率な言動

だったが、今、野党側が問題視したいのはそれよりも土地買収の経緯と価格である。蟻の

一穴から大堤防も崩壊するという。今、恐るべきは野党の森友学園土地の問題拡大姿勢が

何かの政変をもたらすかである。 

 

そういう今、安倍政権発足以来の経済的成果だけでも確認しておきたい。 

 

 ２０１２年１２月安倍政権誕生以来、麻生副総理の言う「期待先行」による青春期相場

が作動して円安株高に伴う高度成長が実現し、最初の四半期は４％近い高度成長を示現し

たが、その後３年間の平均は０．３％であるから安倍政権発足以来の平均成長率は１．

３％前後となる。同じように米国でも大規模な財政出動を行えば一時的に成長率を高める

ことは出来よう。この見方は元日銀理事、現在富士通総研の早川英雄氏の言い分と概ね同

じである。 

  

事実として数値で言えることは次のような成果である。 

 

安倍政権発足前と現在との比較 

① 名目ＧＤＰ４９３兆円→現在５３９兆円（過去最高） 

② 個人消費（２０１１年＝１００）安倍政権発足寸前１０１．９→ 現在１０４．３  

③ 失業率寸前４．１％→現在３．１％（２１年ぶりの低水準） 

④ 有効求人倍率 寸前０．８２倍→ 現在１．４３倍（２５年ぶりの高水準） 

⑤ 企業の経常利益１２．５兆円から→現在１８．５兆円 

⑥ 設備投資８．６兆円→ 現在１０．０兆円  

⑦ 業況判断（大企業製造業）－１２→ 現在＋１０  

⑧ 鉱工業生産指数９３．４→ 現在１００．６ 

⑨ 日経平均８，６６５円→ 現在１９，３００円 

⑩ 国民全員に関係するＧＰＩＦ金額，約１２０兆円→１３０兆円 

 

数値を挙げて述べられる経済の成果はこのようなものである。成果のある政策には無論副

作用がある。これはまた別の話しである。 
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（１４）不確実性とリスク 

 １月２６日、あるロータリークラブで卓話を依頼されて引き受けた。そこで「今年の株式

市場はひとことで言うとどうか」という質問を受け、筆者は「確実に言えることは不確実性

に満ち満ちていることです」と言うとロータリアンはどっと笑ったが、これはジョークを言

ったつもりではない。言葉の通りである。「不確実性」とは「リスク」とは違う。このこと

は既報で既述した。不確実性はリスクと違って最初から予想もつかない。 

「リスク」というのは最初から「あるかもしれない、ないかもしれない」という予想があ

り、その実現性はある程度は確率計算で見当がつくものを言う。 

「不確実性」とは、①あるかないか判らないし、「あるかないか判らない」ということさ

えも気付いていない問題であり、②起きたら極めて大きい変動を及ぼすというものを不確実

性と言う。③そして必ず尤もらしい解説が事後に生ずるものだ。 

これをナシーム・ニコラス・タレブは「ブラック・スワン」と言った。真のブラック・ス

ワンとは、そのこと自体に気づいていないのだ。 

 

 

 

（１５）相場の「見え方」と相場の「見方」 

 相場は「こう見える」のであって、それは「客観的な見え方」を言っているわけではない。

見る者（主体；投資家）と見られるもの（客体；相場）とは別のものである。この両者をつ

なぐときに怪しげな論理が入り込む。例えば①「一事が万事」の格言、②レトリックや、③

たとえ話、④実証性を欠いた観念論、⑤部分解を全体解としてしまう、⑥論理を付けたいた

めに順序を付ける、⑦何もないところに法則性があると勝手に思い込む、などであろう。 

 本稿のトランプ観にもその傾向はあり得ると自重してはいるが、筆者は思ったままを書き、

思ってないことは主張できないので大目に見て頂きたい。 

 

 

 

（１６）「低成長容認論は正しいか」 

トランプの心配はいい加減でやめたい。 

 小峰隆夫（旧・経済企画庁出身 法政大学教授 教師ではなく研究者に近い教授）が週

刊東洋経済誌１月２１日号に標題のタイトルで寄稿していた。よくぞ言ってくれたと筆者

は快哉を叫んだ。旧・経済企画庁は当代一級のエコノミストの集結した場所であった。そ

して戦後日本の復活と高度成長とその後の安定成長とを理論的に導いた。小峰隆夫氏はさ

すがに経企庁出身者だけはあるとかねがね筆者は一目も二目も置いていた人ではあった。

本稿の既報に「経済成長不要論を駁する」というようなタイトルで筆者も熱烈に書いたこ

とがある（２～３月前）。 
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小峰隆夫氏の言い分は筆者の言い分と全く同じで言葉遣いまで同じである。むしろ筆者

が昔経企庁から影響を受けたから、筆者が小峰氏の意見を代弁しているという形になった

のかもしれない。 

まず原文通り肝心なところを引用する。「１月４日付の朝日新聞の一面に掲載された

『経済成長永遠なのか』という記事は私の周りでもちょっとした話題になった。内容は経

済成長を追求することに対する疑問である・・・・・・中略・・・・・・私はこうした低

成長容認論には反対である。」 

以上原文のまま引用した。その次に彼が引用していることは筆者が引用したこととまっ

たく同じであった。「くたばれＧＮＰ」（当時はＧＤＰではなくてＧＮＰだった）「ＧＮ

ＰよりもＧＮＮだ」（ＧＮＮとは義理・人情・浪花節を指す）、「成長の限界」（７０年

ローマ・クラブ）、「石油危機後の資源制約論」、「中野孝次氏の『清貧の思想』など」

というように筆者が挙げてきた例とまったく同じものを挙げている。 

筆者と同じ気持ちでそういうものに遭遇したのであろう。 

もう成長は必要ない、出来ないという議論が繰り返されてきた。経済成長とは何かとい

うことについての考え方が混乱しているからではないかと述べている。そしてそれについ

て定義しているがそこは省こう。 

人口が減るから経済成長しないというのも間違いである。これも筆者が既報で既述し

た。今日は人口との関係については前掲紙には述べていないが、趣旨は筆者とほとんど同

じである。技術革新によるさらなる効率化の可能性は大きい（筆者は既報で喫茶店ルノワ

ールとスターバックスの従業員一人当たりの経常利益生産性について数字を挙げて示し

た）。医療介護などの充実などのサービスも多ければ多いほど良い。限界があると言って

止めるべきではない。成長には限界があるなどとはとんでもない話しで、農業だけでもＧ

ＤＰの２％ぐらいは軽く成長する。一人当たりの労働生産性を上げることで人口減も経済

成長の妨げにはならない。成長の余地にあふれている。経済的諸問題を解決し、国民の福

祉レベルを高めようとすることは経済成長至上主義と同一軌道である。 

経済成長が要らないなどとはとんでもなことだ。では経済成長不要論者に訊くが、自分

自身の生活も成長しなくていいのか。成長しないものは現状に留まらないで萎縮するとい

うことを知らないのかと問いたい。彼らは言うであろう。いや、自分自身は萎縮したくは

ないのだと。 
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（１７）古くからの読者Ｙさんの「今週週報の（９）★に対する意見」との交信（２月１９

日）下線は筆者付す。 

 

★（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。 

 

導入可能性の高いとされる国境調整税を考えてみたらいかがでしょうか？ 

わかりやすくするため乱暴に言えば、仮に、ドル高１０％になっても、輸出から 

の収益に対し１０％課税免除があれば、輸出価格を１０％下げられるので輸出企業競争力に

支障はないことになる。 

原材料等の輸入に１０％課税されても、ドル高による効果でドルベースでの輸入価格は変わ

らないことになる。 

実際にはこんな簡単ではありませんが、国境調整が実施されれば、少なくとも 

（９）の悲観シナリオほどにはならないかもしれません。 

 

筆者の返信 

これはマイルドな方法だしＷＴＯ違反にもならないと思いますから進めやすいでしょう。が、

元来が財政規律を重視したがる共和党エスタブリッシュが何というか判りませんね。いずれ

にしても「異端児トランプ氏」は何をやり出すか、普通の常識では考えられないような気が

します。 

 

 

 

（１８）「投資初心者」と自称するＫさんとの交信（２月２３日） 

山崎さま 

有料登録をさせていただきましたＫと申します。 

投資初心者の私が、山崎様のようなご立派なお話（山崎；少しも立派ではありません。結構、

失敗もしています。そういうことも全部をお話し致します）。を読ませていただくのですが 

これから、どのように勉強、実践をしていけば好いのか（山崎；手前みそに聞こえましょう

が、まずは「週報」をお読みになることです。 随分長くなるから、注意しているつもりで

すが長文です。だから、関心ない部分はトバシてお読み下さればいいから目次を付けていま

す。但しどんな事象でも相場に関係ないことは一つもありません。だから、根気よくお読み

なって長期的に流れをつかんでください。短期間にマスターしようとしないことです。そし

て、仮想売買をして売り買いの日付、価格、株数、を帳票に付けて評価損得を概算でいいか

ら算出して、ここでナンピン買い、ここで利食い売り、などを仮想執行してみるのです。長
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期間やっていると色々なことがわかってきます。手前みそでなく、「週報」の購読を続ける

ことです。投資経験の実に長い、６０年くらいの人、証券投資で財を成した人、こういう人々

は長期間の読者で居てくれます。） 

アドバイスして頂ければ有難いのですが・・・・・ 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

（１９）「東電株について」Ｔさんとの交信 

長くなるが恒例に倣って原文を掲載する。便宜上、下線は筆者付す。 

 

山崎先生 

いつも楽しく、大変参考になる週報で、実践を通じて投資勉強させていただいております

Ｔと申します。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

先生のお言葉にはいくつも目から鱗の言葉がありますが、中でも小生が重宝しております

のが、「感情と勘定は別」です。（山崎；もしご興味あれば「経済倫理学のすすめ」 

竹内靖雄著、中公新書、８９年刊）を御一読ください。）。 

感情が優位になり、利益を上げられないケースを沢山経験して参りました小生にとり、常

に勘定に立ち戻って考えるきっかけを、このお言葉にいただいています。 

 

また、モノの考え方として可謬論に従った投資法（山崎；かの「ヘッジファンドの帝王」

ことジョージ・ソロスの運用はこれに基づいています。但し、彼は「ねじれ現象」が自然

に回帰するのを待たず力づくで回帰させます）。ですが、これはまさに頭を殴られる思い

のするほどの衝撃を受けた理論でした。投資を続けていく上で、生涯大切にしていきたい

と思う次第です。ありがとうございます。 

 

そんな可謬的考え方に小生も納得し、東京電力株を長期投資として持ち続けております。

平均コストは、４５０円代とやや割高なのですが、株主構成、経産省の変わらぬ支援体制

を見る限り、さほど心配はしておらず、いずれ来るであろう原子力規制委員会の６、７号

機の合格や再稼働、東電の収益力強化の取り組みを見ていたら、むしろ期待感の方が強い

です。（山崎；私事にわたるが私も保有しています。ストップ高の翌日のヨリツキデ５６

１円で半分売ってまた買い戻したので保有コストは少し安いが御貴殿と似たようなもので

す）。もちろん、東電から未だに出てくる不祥事（山崎；だからこそ安く買えたのでしょ

う）。には、うんざりもしますが、そこは「感情と勘定」と割り切っております。 
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さて、株価ですが、ストップ高以降の三角持ち合い下離れ（１２月２０日、１Ｆ委員会で

改革提言がなされた日）から、長い下落が始まり、２月７日と２月１７日の底値圏での陽

線２本をＷ底にようやく反騰かと期待したところで、（山崎；４３４円以上で引ければ新

値三本足、三線転換ともいう、で陽転するのですが目先は追わないことにしています。目

先的には恐らく妙味はないでしょう）。本日２月２２日、再び大きく売られております。

今日の売りのきっかけは、某日系証券会社の目標株価の下方修正との解説をあちこちで見

かけます。 

 

そんな相場をみておりますと、小生の長年の疑問である証券会社の提示する目標株価につ

いて、証券会社にお勤めでもあった先生に是非ともお聞きしてみたくなり、質問させてい

ただいた次第です。 

目標株価と言う代物は、いったいどのように扱うのが得策なのでしょうか。（山崎；証券

会社の「目標株価」は全くアテになりません。上にも下にもです。私は正確に統計取った

わけではないが、昔からそう思っています。これはアナリストと称する企業調査担当が理

屈の上で出すのであってその理屈には市場人気とか場味（ばあじ）とか勢いとかいう市場

心理は入ってないようです。そういうものを考慮に入れない相場観はタダの理屈であって

アテにならないと思っています。但し、目標株価は証券マンのセールストークになった

り、ファンド運用者の説明道具になったりするから価格に影響を及ぼすことは事実で

す）。いったい誰のために公表され、提示されるのでしょうか。小生の拙い経験では、あ

まり重視するとろくな事が無いイメージが強くあります（つい先日の東芝然りです）。 

 

ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、ご教授賜れば幸いです。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

最後になりましたが、季節の変わり目に差し掛かり、気温の変化も大きくなっておりま

す。どうぞご自愛下さい。失礼致します。 
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【 セミナーＤＶＤの一部をご覧いただけます 】 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 参考資料 1 】 業績修正を受け、日経ＰＢＲは上昇 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yamazakikazukuni.com/seminar/
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＊週報１７年２月５日号にて、末尾年別の日経平均の騰落率の資料を掲載し、 

末尾「７」の年の日経平均のパフォーマンスは低いことを示しました。 

ＮＹダウについても調べてほしいとのご要望を頂きましたので、今回、１９５０年以降

の末尾年別のＮＹダウ・日経平均の騰落率（前年末比）資料を作成し、掲載致します。 

（罫線資料作成担当：石原） 

 

【 参考資料 2 】 1950 年以降の「ＮＹダウ」と「出来事」 

 
 

 

【 参考資料 3 】 1950 年以降の「日経平均」と「出来事」 
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【 参考資料 4 】 末尾年別株価の動き（前年末比 騰落率） 

 

 
 

 
 

 

【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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