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１７年３月５日  週報 
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（１）２月２８日のトランプ初の議会演説 

（２）ジャスダックはアベノミクス相場の始動後半年の青春期相場を連想させる勢い 

（３）２月以降３か月のＮＹダウの動向 
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（７）安倍政権は森友学園という時限爆弾を埋設されたか？ 

（８）安倍内閣崩壊の恐れはあるか 

（９）２月末日のトランプの初の議会演説 

（１０）トランプは大統領に就任しても変わらない 
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（１３）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―①東証時価総額、②ＴＯＰＩＸ、③日経平均、 

④ＮＹダウの４項目と⑤「除数」の関係 

（１４）「智将の誤算」（「週刊東洋経済誌」）その１ 

「智将の誤算」その２ 

（１５）北朝鮮最高指導者の兄の暗殺事件が何故あれほどの騒ぎになるのか 

(１６）ＤＪ－【コラム】トランプ氏の矛盾、移民制限と経済成長；要約 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０２．２３） 要約 文責：山崎和邦 

（１７）ＤＪ－【焦点】フランスの「フレグジット」に備えＣＤＳ取引膨らむ；要約 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７０２２４）   要約 文責：山崎和邦 

（１８）昔からの読者Ｚさんとの交信（２月２８日） 

 

 

［ 来週号に回すもの ］ 

〇日本は世界の舞台では大国でなくなった 

〇日本でベンチャーが育たない―アメリカは違う 

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）２月２８日のトランプ初の議会演説 

議会演説は攻撃色を封印し、落ち着いた演説であったが政策内容には具体性を欠いた。

具体策が述べられれば、大統領と議会の対立が表面化する可能性が高い。減税や財政出動

の決定権は議会にあるため大統領は一方的に相手を非難する今までの姿勢は封じ、政策実

現への融和を呼び掛けた。だが具体性は欠いていた。一つは全く抜けていたものがあっ

た。彼が選挙中から言っていた金融規制だ。ウォール街は喜んだ。 

 この演説はまさに、大統領が就任から早いうちに取り組みたい最優先の法案に金融規制

緩和が含まれていないことを示す新たな証拠だった。大統領は、２０１０年に成立した金

融規制改革法（ドッド・フランク法）の撤廃、銀行貸し渋りへの苦情、トランプ政権がこ

れまで最優先事項の一つとうたってきたその他の金融関連の問題には一度も触れなかっ

た。 

 就任時にＣＮＮを筆頭としたメディアの批判に終始したが今回それはやめて、落ち着い

て真面目そうな演説口調になった。今まで非難したＣＮＮの統計によっても８０％は議会

演説に好意を示したという。 

 

【 図 1 】 13 連騰のした 1987年は「ブラックマンデー」の年、また末尾「7」の年 
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【 図 2 】 ＮＹダウはややオーバーシュート気味の動き 

 

 

 

【 図 3 】 日経平均はレンジ相場が続く 
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（２）ジャスダックはアベノミクス相場の始動後半年の青春期相場を連想させる勢い 

 ジャスダック市場は２０１３年５月か６月頃のアベノミクス青春期相場を連想させる勢

いである。１３日間の連騰記録はその時以来のことである。 

例えば先月半ばに１７年３月期の決算を上方修正した野村マイクロ・サイエンス（ジャ

スダック上場）の株価はこの一月半で３倍強となった。 

円安一服で主力株が伸び悩み、一昨年夏で大天井をついたと思われる中、好業績で割安

の新興株を個人も機関投資家も選好しているように見える。 

 

 

 

（３）２月以降３か月のＮＹダウの動向 

ＮＹ市場の高騰の背景になっている減税やインフラ投資の規模や実施時期などについて

の具体性は先週の議会演説でトランプ大統領は説明しなかった。株だけは期待先行で上が

った。 

が、これが明記されれば、大統領と議会の対立が表面化し、株式市場で嫌気される可能

性に注意が必要となろう。元来、共和党とは減税は好むが、財政赤字を嫌い財政規律に拘

泥する。 

ところで、トランプ以前の９代の大統領の２月以降３か月のＮＹダウの動向を見ると次

のようなものだ。 

（「２月より３月が上昇」は「２月＜３月」、  

「２月より３月が下降」は「２月＞３月」と表示する。以下、同じ。） 

 

就任年      就任後のＮＹダウの推移  

オバマ（２００９）      ２月＜３月＜４月＜５月 

ブッシュ（２００１）     ２月＜３月＝４月＜５月 

クリントン（１９９３）    ２月＜３月＝４月＜５月 

ブッシュ（１９８９）     ２月＜３月＜４月＜５月 

レーガン（１９８１）     ２月＜３月＜４月＜５月 

カーター（１９７７）     ２月＜３月＞４月＞５月 

ニクソン（１９６９）     ２月＜３月＜４月＜５月 

ケネディ（１９６１）     ２月＜３月＜４月＜５月 

アイゼンハワー（１９５３）  ２月＜３月＞４月＞５月 
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【 図 4 】 米国株式市場の季節性 

 

 

【 図 5 】 ＮＹダウは 4月・5 月に目先の高値形成の傾向 

 

 

 

 

（４）日本の輸出業は円高でも採算とれる体質を作った 

プラザ合意の２４０円から１０年間で７９円になった。この１０年、日本の輸出企業は

よく耐えて頑張った。そして円高でもやっていける体質を体得し、円安があればそれだけ

儲けが広がる、という体質を身に付けた。 

２８日に内閣府が上場２，５８６社を対象としてアンケート調査をした。その結果、採

算のとれる円相場は１ドル１００．５円であった。 
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これは前年度調査より２．７円の円高でも耐えるということである。今の状態から円高

が一段と進んでも利益を生み出せるという収益構造になっている。１年後に想定する為替

相場で１１３．１円を平均として、前年度調査の１２０．９円に比べて大幅に円高を覚悟

するようになっている。 

内閣府は今回上場２，５８６社を対象としたが、中堅企業・中小企業でも採算への強い

意欲が示されたと見ている。 

 

 

 

（５）ＧＤＰ上方修正の公算 

 民間調査機関１０社のＧＤＰ改定値の予測を平均すると１０～１２月の改定値は前期比

率１．５％増となった。 

企業の経常利益は前年同期比で１６．９％増の２０．７兆円となり、四半期ベースでは過

去最高となった。人件費は１０－１２月期で２％増加した。 

 

 

 

（６）九星気学から言うと今年はこうなる 

 

（はじめに筆者註）九星気学（きゅうせいきがく）は確率統計ではない。古来の循環論で

ある。景気循環はその発見者の名を冠して「コンドラチェフの長波」・２０年単位の中期

循環「ハンセンの建築循環」・１０年単位の中期循環「ジュグラーの設備投資循環」・３

年単位の短期循環「キチンの在庫循環」という名を冠せられた長波・中波・短波がある

が、九星気学は天地創造の古来の諸現象の循環を言う。 

 

その１．大統領が暗殺される、または、されそこなう年。 

今年は一白水星（いっぱくすいせい）の年である。この年はリンカーン大統領の暗殺、第

２５代マッキンリー大統領の暗殺、ケネディ大統領の暗殺（１９６３年、一白水星）、レ

ーガン大統領が銃で狙撃されて被弾、肺に命中して病院に運ばれ手術で一命をとりとめ

た。在職中に銃撃されて被弾しながら死を免れた史上初の大統領だった（１９８１年、一

白水星の年）。 

さて今年も一白水星の年である。トランプがそうなるかならないか「天意、測るべから

ず」である。 

 

その２．一白水星の意味 

白は白紙（無に帰する）、死に装束、白衣の白である。つまり無、終わり、消滅、死を

意味するのが白である。「白紙に戻す」などという言い方もある。死というものは「無に

帰する」という意味と同時に「そこからまた再生してくる」ということにつながる。 
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「一つの終わりは一つの始まりでもある」のだ。株式で言えば続騰していく最中に次の

続落の芽を宿しているのであり、続落していく最中に次の大相場の芽を宿すのである。老

年期相場の終わりは次の青春期相場の芽を懐胎するという意味にもなる。 

次に干支から見ると今年は「ひのととり」（丁酉）である。この酉という字は、器の中

で蓋が閉じられていて発酵している状態を表す象形文字である。 

つまり「機が熟して新しい力が生まれ出ていること」であり、古来革命の年とか政変の

年とか激変の年とか再生の年とか言われてきた。 

２０１７年一白水星丁酉の年の意味はこうなる。従来の流れに反対する力が熟成して大

きな変化につながる。それは内容によっては転落にもなり、または大発展にもなる。いず

れにせよ大変化の年となる。 

 

転落なのか大発展なのか、どちらかに決めよ、というのは本稿がよく言う「思惟の放

棄」であり、「知性の否定」であり、「安易な割り切り」である。甲か乙かの安易な二元

論に陥ることを禅語で「二見に堕す（にけんにだす）」と言って最も避けるべきところで

ある。「二見に堕す」の安易さを封鎖して、正解がないかも分からない問いに対して正解

に至ろうとして格闘し続ける強靭さが「知性」である。知能とは関係はあるが別物であ

る。この辺の呼吸を判らない者が「当たるも八卦、当たらぬも八卦」などと幼児じみたこ

とを言うのだ。 

 

 

 

（７）安倍政権は森友学園という時限爆弾を埋設されたか？ 

安倍政権の緩み、一連の不祥事、蟻の一穴から内閣が瓦解することもある 

 トランプ政権の発足や日米首脳会談など外部に注目ばかりしている中で、安倍政権の足

元を揺るがすような不祥事、蟻の一穴から内閣が瓦解することもあり得るというようなこ

とが次々と表面化している。 

 

６４年前（１９５３年３月）、吉田茂元首相が独り言で「バカヤロウ」とつぶやいたこと

がマイクに拾われて議会は大騒ぎになり、彼は直ちに取り消したがこれが衆院解散の契機

となって「バカヤロウ解散」と現代史に残った。運命は些細な事象で大展開するものだ。 

 

① いわゆる共謀罪を廻って、金田法相がまともな答弁が出来ず、審議が時に中断する事態

が起きた。法務大臣と言えば、日頃のニュースでは地味な存在ではあるが、議会制民主

主義国家においては立場上最高の地位にある者である。その印に閣僚の名前が羅列され

るときは一行目が法務大臣である（ところが残念なことに日本では法務大臣には時に妙

なのが現れる。就任式に男性の閣僚全員がフォーマルな服のモーニングで身を固めて、

女性は和服がフォーマルとされているから和服であるときに一人だけ真っ赤なブラウス
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を着ていたり手団扇を配ったりして退任した松島みどり元法相とか、ろくに喋れない今

回の金田勝年法相とかである）。 

 

② 文部科学省の天下り問題、大した問題ではないが野党が根深く突っ込むとこの不祥事は

政権の緩みとなって現れる。 

 

③ 自衛隊ＰＫＯで現場部隊の日報に「戦闘」と記録されているのに、その最高の上司たる

稲田朋美防衛相は、「これは法律用語ではないから国会ではこの言葉は使わない。衝突

と言う」というような答弁をした。現場部隊の日報に「戦闘」と書かれているのに、そ

の上司はこれを否定する。これでは実際の現場に至ってはまったく統率がとれないこと

になる。池田屋騒動の斬り合いの最中に近藤勇が「あれは斬り合いではない」と言って

いるに等しい。 

 

④ 森友学園の国有地買収問題である。おそらくこれが最も大きな問題に発展する恐れがあ

る。安倍昭恵夫人の不用意で無教養な言動は、それ自体は大した問題ではない。問題は

国有地の買収について、もし安倍首相が何も知らない間に秘書またはその関係者が介入

して国有地を安く売ったということにでもなればこれは完全に安倍内閣崩壊につなが

る。また、そのように導こうと努力するのが野党の仕事でもある。 

 

これら安倍政権の足元を揺るがす一連の不祥事に毅然とした対応を示さないと安倍政権

の支持率が高いうちに揺らぎ出す恐れもある。２０１２年の１１月１４日衆議院解散から

始まったアベノミクス相場（始動点は８，６６５円）は安倍政権と共にあった。この相場

の余命は安倍政権と共にある。 

 

 

 

（８）安倍内閣崩壊の恐れはあるか 

 確率は極めて低いが、ないことではない。森友学園の国有地買収について、万一、安倍

首相が知らないうちに秘書が仲介の労をとったとか、それによる収賄の疑いがあるとかい

うことになれば安倍内閣は崩壊する。彼自身が「職をかけて」と言って否定している。森

友学園の事件は知恵者の菅さんさえも手が出せない問題である。 

安倍さんが本気で取り組まないと危ないことになる恐れはないことではない。またこれ

を徹底的に追及するのが野党の仕事でもある。野党は張り切って詮索するであろう。絶好

の機会が来たとばかりに大いに張り切って土地買収問題を究明するであろう。安倍昭恵夫

人の軽率なスピーチは筆者も偶然にテレビで聞いたが、あんなことは大した問題ではな

い。現職の首相夫人としては誠に不用意で無教養で軽率な言動ではあったが、内閣を崩壊

させるというほどの問題ではない。問題は国有地買収にかかわることである。 



 9 / 20 
 

蟻の一穴から大堤防が崩壊することもある。現に７４年秋の立花隆氏が「月刊 文藝春

秋誌」に掲載した「田中角栄 金脈の研究」のリポートがきっかけとなって田中内閣は崩

壊した。たった一つのレポートがきっかけとなった。 

好事魔多しと言う。先週号（１３）項で「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」という項目を設け、安倍政権の成立以来の経済的効果

を１０か条列挙した。当然効果のある政策には副作用はある。これについては割愛した。

こういう１０か条の経済的成果を誇ってみても、蟻の一穴（森友学園の土地買収に関する

疑惑）から内閣が崩壊する恐れも極めて少ない確率ではあるがあり得る。 

アベノミクス相場は安倍内閣とともにあった。 

日経平均がその年のうちに５，０００円下がったということは、平成になってから今ま

でに９回あってそのうちの７回は海外からの問題であったが、国内発の問題となる恐れも

極めて少ないがないことではない。これは「ブラック・スワン」というよりはむしろ本稿

でこのように述べているくらいだから「リスク」の部類に入る問題であると言いたい。 

 

 

 

（９）２月末日のトランプの初の議会演説 

 今までの暴言・過激な発言を一切封印し、大統領らしい落ち着いたマトモな演説だった

ようだ。彼が敵視していたＣＮＮのアンケートによっても８０％が好感を持てたと評価し

た。 

しかしこれは情緒的なものである。情緒がいけないと言っているのではない。政治も経

済も半分かそれ以上は情緒で動く。「経済は感情で動く」という本がベストセラーになっ

たことがあった。（サブタイトルが「はじめての行動経済学」マッテオ・モッテルリーニ

著 泉典子訳）。１０数年前にベストセラーだったので衝動買いして読んでみたが、つま

らない本だった。 

さて話しを本筋に戻そう。トランプの政策は現実的には実現するか否か判らない。減税

も財政も議会の承認が要る。そして共和党は伝統的に財政規律を重んじ財政赤字を嫌う。

また閣僚１５人のうち５人は議会の承認を、政権発足後１か月半を経ても得られていな

い。減税も財政出動も実現するとして１年後である。これを先取りしてウォール街が喜び

はしゃぐのは別に不思議はない。株価とはそういうものだ。だが、遠からずして現実重視

に戻るはずだ。 

 

 

 

（１０）トランプは大統領に就任しても変わらない 

 筆者はかつて「トランプは事業家である。商売人である。商売人は相手によって豹変す

ることがある。よって大統領になればその立場上変わる可能性がある。またそれなりの聡

明なブレーントラストが構成される可能性もある」と本稿で述べた。 
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しかし、これは今になってすべて撤回しなければならなくなった。トランプは変わってい

ない。依然として商売の続きである。右でも左でもイデオロギーというものがない。価値

観というものがない。「多様性を理念でもって統一した共和国がアメリカ合衆国だ」とい

う考えもない。ないどころか、その理念をすべて片っ端から打ち砕いて人気を集めた。 

これからも、利害得失の取引で動くであろう。例えばＴＰＰとか、地球の温暖化防止と

か世界平和とかいうものには関心がなく個々の取引で動くであろう。従ってＴＰＰをつぶ

して日米の相対（あいたい）の取引で動こうとしている。 

防衛関係出身の学者（森本敏氏ではない）は数年前からトランプが大統領に野心を持っ

ていることを察知してトランプの言動を時系列的に追っていたそうだ。そうすると彼は結

局は大統領になっても変わらないという結論に選選挙前に至っていた。 

 

 

 

（１１）メディアを敵に回す政治家は没落する 

 もし標題の通りならば、トランプは没落することになる。しかし、そうはならないであ

ろう。ＣＮＮの記者がトランプにあれほど罵倒されても大人しくしているのは、筆者に言

わせれば記者のほうが悪い。おそらくマスメディアの記者たちの連携プレイが成立してい

ないのであろう。「今の質問は重大な質問だから、大統領こたえろよ」という応援の声が

他社の記者から出なければマスメディアは健全とは言えない。そういう連携プレイが出来

ないのはマスメディア側の問題でもある。日本のマスメディアは「その質問は大切な問題

だから、首相これには是非答えて下さい」と他社の記者が叫ぶ場合がある。その結果権力

者が思わず尻尾を出す場合もあった。これがメディアというものである。 

 

 

 

（１２）トランプとウォール街の蜜月時代は終焉に近付いた 

 「きっかけを予測するのは難しいが、トランプ政権が景気刺激策を修正することになれ

ば株式相場は調整を迎える可能性がある」（ミラー・タバックのマリー氏）。記録的な連

騰記録を続けるダウ平均は綱渡りの状態かもしれない。 

 

市場参加者の多くは、トランプ氏の公約を鵜吞みにして「財政赤字もいとわず公共投資

を拡大し大型減税を実行する」と思い込んでいるようだが、政権の布陣を見る限りその希

望が実現する可能性はほとんどない。 

トランプの言う減税、財政出動は議会を通さなければ実現しない。実現したとしても効

果が現れるのは来年以降となる。ＮＹ株式相場はもちろんそれを先見して先に動いた。こ

のこと自体は不自然なことではない。 

ところが問題はここからだ。トランプはブルーカラー層に支持されて当選した。しかし

その経済政策は企業や富裕層を優遇するものとなる。元来、共和党の伝統的な考え方は
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「トリクルダウン理論」であった。「富める者が潤えば貧しい者にも自ずからその富が滴

り落ちて浸透する。そして社会全体に富が行き渡る」というものである。毛沢東の死後に

嘗て鄧小平が唱えた「先富論」だ。この共和党の伝統的なトリクルダウン理論はまさしく

トランプがやろうとしている経済政策である。これは富裕層を先に誘導するものである。 

このことに彼を支持したブルーカラー層が気が付いて「裏切られた」として騒ぎ出し、

支持率は急速に落ちる日が来る。元々歴史上最低の指示率で着任した大統領である。また

貿易摩擦も生まれて国際間の紛争も起こるであろう。そんなことは百も承知の上で「アメ

リカ第一、アメリカさえ良ければ良い」と言う大統領の下に動く株式市場は「ウォール街

さえ良ければ良い」という駆動力となって歴史上めったにないほどの連騰記録を示してき

た。日本は１１月９日当選の日に約１，０００円下がり、そこから約３，０００円上が

り、高値圏で往来相場を維持してはいるが、トランプ相場に陰りが見え始めることを既に

日経平均は織り込みつつある。トランプとウォール街とのハネムーン期間は終わりに近づ

いている。長期金利が上昇したため設備投資が抑制され、不動産のように金利に左右され

る業界が打撃を受ける。 

金利上昇→ドル高→米の輸出業の不振→トランプの支持層であるブルーカラー層の雇用

が減る、という打撃を受ける。 

 

「昨年１１月の選挙以降進んだドル高によって、長期的に製造業において失われる雇用

は４０万人に達する可能性さえある」というのはニューヨーク大学ビジネススクール教授

のノリエリ・ルービニ氏である。 

彼はサブプライム問題の危険性を、その崩壊の２～３年前から予告していたし、筆者の

友人で米国通の者がサブプライムの危険をリーマン破綻の１年前から筆者に教えてくれて

いた。２００７年７月に小泉相場の大天井圏で「日本株は全部換金して一旦休憩だ」と筆

者がダイヤモンド誌の取材にこたえて話し、それがダイヤモンド誌の姉妹誌の「月刊 ザ

イ」に掲載され、その直後に日経平均は５千円下がった、この経緯で拙稿「週報」の読者

層が拡大されたが、そのもとはノリエリ・ルービニ氏の予言が大いに参考になった点もあ

る。そして当時の筆者の大天井説は大証２５０種が既に平成バブルの頃の３５，０００円

に達していた事実からでもあった。（日経平均と違って大証２５０種は昭和時代からの連

続性を維持していた）。 

 

レーガンやブッシュなどの過去の共和党の大統領は法人税や所得税などを減税する動き

をとった。共和党が金科玉条とするトリクルダウン理論に逆らえなかったのだ。減税によ

る歳入減の埋め合わせによる対策もないし、歳出の削減策もないにもかかわらず、大幅減

税をとった。レーガンの場合２０年間の停滞の後だった。６５年から８５年に至る「株式

は死んだ」“The Death of Equities”の後だったからトリクルダウンによって息を吹き返

した。トリクルダウン理論は新自由主義として息を吹き返した。しかしこれからはそうい

うわけには行かないであろう。アメリカの財政赤字拡大で金利が押し上げられ、長期的に
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経済に打撃を与えることになる。完全雇用に近づいている現在のアメリカで雇用拡大を旗

印とするトランプの経済政策はいかがなものであろうか。 

 

利上げに慎重であったイエレン議長でも早い段階で利上げに踏み切らざるを得なくなる

だろう。そしてまたそれは想定よりも大幅な利上げになるのかもしれない。そうなると長

期金利は上がり→ドルはさらに上昇する→輸出企業・工業は苦労する→ブルーカラー層は

裏切られたと感ずる日が来る→トランプ政権の支持率が落ちる。保護貿易主義は当然貿易

摩擦に発展する。 

 

 
 

 

 

（１３）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―①東証時価総額、②ＴＯ

ＰＩＸ、③日経平均、④ＮＹダウの４項目と⑤「除数」の関係 

 標記の５項目の関係について、ここに要約し、「日経平均とＮＹダウとの連動が本当は

不合理である、ただし事実連動するから両者を比較して相場の上下や大天井圏、大底圏な

どを本稿では述べてきたが本当はＮＹダウと日経平均とを並列して観測し市場を云々する

のは不合理なことである」ということを述べておきたい。後で誰かがそれを言い出して読

者諸賢が怪訝に思われる前に述べておきたい。そのことを承知した上で両者を見ていきた

い。 

 

簡潔に要約する。 

１９６８年（日本が終戦の焼け野原からわずか２３年で世界第２位のＧＤＰを達成した

年。高度成長時代の後半に当たる）、この年の東証時価総額は８兆円だった。今はその７

０倍だ。この年にＴＯＰＩＸを１００とした。今は役１５００だ。１５倍だ。 

 

時価総額は７０倍、ＴＯＰＩＸは１５倍、という妙な現象を起こしている。 
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一方日経平均は２０００年に大幅に銘柄を入れ替え、株価の合計５，０００円分をはず

し、株価合計１９０，０００円分を２２５銘柄の中に入れ替えた。従って日経平均は２０

００年で連続性を失った。ここで「除数」を以て調整した。判りやすく言えば、２５５銘

柄の合計の時価は８９年１２月末で３８万円だった。その時に日経平均除数は９．８だっ

た。故に３８万円÷９．８≒３８，９００円。 

これが８９年１２月末の史上最高値３８，９１５円の示現である。今は２２５銘柄の株

価の合計は約５０万円である。ところが除数を約２６にした（２月１８日現在正確には２

６．３０１である。日経新聞２月１８日版１９ページ「クローズアップ日経平均株価」の

注釈に掲載されている）。 

従って２２５銘柄の株価の合計・約５０万円÷２６．３０１≒１９，２００円となる。だ

が除数が史上最高値の時に約９．８で、今は約２６だ、従って史上最高値は３８，９００

円、今は１９，０００円ということになる。これは本当は投資家にとってあまり意味はな

い。投資家にとって重要なのは自分の保有株の時価総額、または換金したときの金額であ

り、彼らの懐を潤すものは日経平均そのものやＴＯＰＩＸそのものではない。 

では何故に除数をこのように変えていくかというと、これは「継続性」を維持するため

だ。 

先物・オプション・２２５連動投信などのために継続性を維持しなければならない。どう

いうことかというと、株式統合して８０円だった三菱自動車が８００円になったり、新日

鉄住金のように二銘柄が一銘柄になってしまうこともある。また、銘柄を入れ替えること

がある。そうすると除数を変えないと継続性が維持出来ない。このためである。 

 

一方ＮＹは３０銘柄しかないがその中にかつてアメリカを象徴していた自動車株は一銘

柄も入っていない。約１５０年前の南北戦争以来奴隷を使った農業国だった南部アメリカ

に対して、奴隷を使わない工業国の北部アメリカが勝って、この南北戦争の真の意味はア

メリカが工業国として発展するきっかけをつくったところにある。リンカーンの真の偉大

さは奴隷解放だけではなくて（それは人道上の問題であって）経済的に工業大国としたこ

とだ。 

その象徴は自動車産業だったし工業であった。今、 

自動車株は一株もＮＹダウを構成する３０種に入っていないし、工業株は５銘柄しか入

っていない。ＩＴとか金融株ばかりである。ＮＹダウの除数は日経平均の除数と逆に徐々

に除数を下げている。除数が下がるのだから算出された結果は上がっていく。従ってＮＹ

ダウは時価総額が上がらなくても除数が下がっていくのだから徐々に上がっていく勘定に

なる。 

除数を２８年間で９．８から２６にした日経平均と、除数を下げて高株価銘柄だけを組

み入れていくＮＹ３０種（ＮＹダウ）とを比較すること自体が本当は意味がない。 

ただ先述したようにＥＴＦの投資とか先物の投資とか２２５連動投信とかそういうプレ

イヤーのために継続性を維持するために除数がある。そしてこの除数は上記のように人工

的なものである。 
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しかし、どの解説者もどの評論家もどの相場観測も、斯く申す筆者も、全部が以上のよ

うな理屈は抜きでＮＹダウと日経平均をもって相場を測り、大天井圏を測り大底圏を測

る。故に今後も本稿ではＮＹダウを言い、日経平均を言うことになるであろう。 

 

しかし冷静な目で見れば、（人々が山崎指数と呼ぶところの）マーシャルの kから連想

した「時価総額÷現預金」が０．６以上ならば大天井圏内、０．４以下ならば大底圏内と

いう見方と、世界中が「バフェット指数」として認めている「時価総額÷ＧＤＰ＞１２０

ならば大天井、１００ならば過熱圏、１２０ならば大天井」としているバフェット指数の

ほうが、ＮＹダウや日経平均で言うよりも本当は客観性を持っているのだ。 

 

【 図 6 】 ＮＹ構成銘柄の指数採用年 

 
 

【 図 7 】 ＮＹダウ構成銘柄（2017年 3月 3日現在） 
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（１４）「智将の誤算」（「週刊東洋経済誌」）その１ 

 黒田東彦氏のことである。「週刊東洋経済誌」２月１８日号及び、２５日号、３月４日

号に５～６ページに及ぶ詳細な彼の人物像と履歴が載っている。智将の誤算と批判されて

も「智将」と言われるのだから名誉は保っている。智将だった名誉は存続して欲しいと筆

者も切に願う。 

 

個人的な「感情」からしても彼と同調する部分を筆者は持っている。前掲誌によると、

彼の若き時代にケインズの愛弟子ハロッドに会っていること、高度成長理論の理論的武装

を支えた下村治博士に影響受けたこと、である。 

前者は筆者の学生時代に時々出てきた人だし、卒業後２～３０年間に読んだ数あるケイ

ンズの伝記の中で彼の物が最高だった。 

後者・下村治氏は筆者の学生時代に池田勇人総理の第一のブレーンで高度成長論★をケ

インズ理論で構成した。１，２年前にＮＨＫの「戦後日本の肖像」という番組に下村治氏

の話しが出て、筆者の学生時代の経済原論のノートと全く同じ数式が数本、テレビ画面一

杯に出てきて、我にもなく胸がどきどきした。 

 

★そして彼は７３年秋の第１次オイルショック後に「高度成長は終わった」と断定して

ゼロ成長論、マイナス成長論に転じた。これを「安定成長」と言い換えたが彼の言い分は

長期的に的中していた。そして晩年は米国非難を唱えて世を去った。黒田さんが傾注した

二人は、たまたま筆者の青春時代に残した思い出の人物二人だった。こんな私情でスペー

スを潰したことは御容赦願いたい。 

 

ところで、日銀が採用する政策枠組みの原型を提唱してきた著名経済学者（ノーベル賞

受賞のポール・クルーグマン、内閣官房参与の浜田宏一博士など）ですら自説を修正し始

めたらしい。政府の態度も変わった。閣僚が度々日銀の政策決定会合に出席して金融緩和

を強く要請したが２０１５年以降金融緩和の存在は薄れて、昨年７月の参議院選挙では自

民党の選挙公約からも外された。東大教授福田紳一氏が非伝統的な金融政策をこれ以上拡

張しても仕方がないという見解が一般的になっている、と言い始めた。 

「２年で２％」が「４年」でも達成されない。だが、この「智将」は意外に武将的なとこ

ろがあり、いまだ諦めない。物価上昇率２％達成をいまだ信じ続けるのは何故か、人間黒

田東彦の信条とその戦いを検証する、と称して週刊東洋経済誌２月１８日号では６ページ

をそのことに割いた。その詳細は本稿では割愛する。しかし彼こそプラザ合意を飲まされ

た後、２５０円から７９円に至るプロセスの後で猛然と史上最大の介入を行い、７９円か

ら１４８円ぐらいまで持っていった実務執行者であった。その時の国際金融局長は「ミス

ター円」こと榊原英資氏であったが、その下で実務を執行したのは他ならぬ黒田氏であっ

た。   
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彼が財務官を退官した後「通貨外交―財務官の１３００日」を回顧録として出版したと

き、彼はその後アジア国際銀行の総裁であり、自らが日銀総裁として通貨外交の実務担当

者になるとは思っていなかったろう。 

いずれにしても海外から忘れ去られたかのような日本の株式市場を活性化させ、時価総

額は民主党時代の２倍以上になり、少なくとも貨幣経済的には国富を増加させることに成

功してきた。裸の大様と揶揄されても智将と言われるだけ良いではないか、と言いたい。 

 

「智将の誤算」その２ 

その１は述べた。「週刊東洋経済誌」に３週間続けて「黒田東彦 智将の誤算」の数ペー

ジの記事が掲載されている。自身が蓄えてきた叡智を集結した異次元緩和の挑戦は、結果

として誤算の連続となった。前掲誌によれば「孤高の智将は何を思うか」とあるが、結果

として２％目標は達成されず、「２年という時期」の明言もまた曖昧となり４年を経ても

未だ２％は達成されない。これは原油の暴落という想定外の外部要因に遭遇したという不

幸があった。しかし結果責任の世界である金融政策は想定外の外部要因で逃れられるもの

ではない。「戦力の遂次投入はしない」というクラウゼヴィッツの「戦争論」の直伝、ま

たは「孫氏の兵法」の直伝とも思われる戦法やあるいは「市場にサプライズをもたらす演

出」は財務官時代の上司だった榊原英資氏とともに９５年の史上最大の為替介入を戦って

蓄積された戦歴を経た原体験であったろう。この面から見れば智将でもありかつ武将でも

ある。 

「孤高の智将は何を思うか」と週刊東洋経済誌に言われ、また智将でもあり武将でもあっ

たと本稿でも称することをもって個人黒田東彦氏は「以て瞑すべし」というところであろ

うが、公人黒田総裁としてはここから先をどうするかという問題を抱えたままになってい

る。史上初の気宇壮大な実験をやったわけだから、簡単に手は打てない。金融論専門の学

者でも簡単に答えを出せない。もちろん筆者においてでもある。 

 

 

（１５）北朝鮮最高指導者の兄の暗殺事件が何故あれほどの騒ぎになるのか 

 １９６３年１１月のケネディ大統領暗殺のときに現場ダラスのニュースでも、今のクワ

ランプールのニュースほど毎日テレビで騒がれはしなかった。 

実にアメリカ大統領の暗殺よりも大きな騒ぎを毎日毎日テレビ新聞等で報じている。特に

テレビで毎日報じている。これには何の意図があるのか。これは、北朝鮮と比較的友好状

態にある中国、モンゴル、マレーシアなどがもはやこれ以上の友好を続けていくことは危

険と感じて、北朝鮮を危険視する大国、米、露、欧州や日本がそろって北朝鮮を牽制する

という意図が、それら諸国が打ち合わせなしで暗黙のうちに北朝鮮非難同盟とでもいうべ

きものが成立しつつあるのではなかろうか。これはもっぱら筆者の下衆の勘繰りかもしれ

ないが。最も筆者がこのように言うこと自体に何の根拠もあるものではない。アメリカ合

衆国のケネディ大統領が昼日中にパレード中に射殺されたときも今ほどにはテレビでやら

なかった。 
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（１６）ＤＪ－【コラム】トランプ氏の矛盾、移民制限と経済成長；要約 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０２．２３） 

要約 文責：山崎和邦 

ドナルド・トランプ米大統領は向こう１０年間の経済成長を年率３％超にしたいと望ん

でいる。これは最高の条件が整ったときでも難しい目標だ。にもかかわらず、大統領自身

と同胞である共和党の一部は移民の流入にブレーキをかけ、その達成を一層困難にしてい

るようだ。 

 

 国内総生産（ＧＤＰ）が労働人口とその生産性に左右されるというのは経済学の基本

だ。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）と議会予算局（ＣＢＯ）、および民間エコノミスト

の大半は今後１０年間のＧＤＰ成長率は年率２％前後にとどまると予想している。このコ

ンセンサスを打ち破るためにトランプ氏と共和党は、労働力あるいは生産性の伸びを大幅

に加速させる方法を見いだす必要がある。（山崎註；ところが労働生産性を高めることは

民間の企業がやることであって、トランプ政権はそのために何を後押しするのか、を明確

にせねばならない）。 

 

 これはすでに退職した数百万人を仕事に復帰させることを意味するかもしれない。だが

社会の高齢化が進んでいることを考えれば無理難題であろう。そこで移民の出番となる。

しかしトランプ氏は雇用と市民の安全を守る必要があるとし、合法・不法にかかわらず移

民の制限を公約としてきた。 

 

出生率の低下を背景に、米国の人口の自然増加率は０．４％に落ち込み、建国以来最も低

い水準となっている。この流れが変わらなければ、増加率ゼロに近づくだけであり、労働

力の増大は移民が頼りということになる。 

 

 移民が持つ経済的重要性は、実はこうした数字が示すものよりも大きい。移民は相対的

に若い世代が多いこと。１９６５年から２０１５年まで、米国の就労年齢層は年平均１．

４％増加し、同じ期間の経済成長率は平均３％だった。 

 

最後に移民制限策がとられたのは直近で１９２０年代と３０年代だったが、（山崎註；筆

者がトランプと比較したがるハーバート・フーバー大統領の時代だ。過去に経験のない状

況に米国を陥らせることになった。）もう１つは、労働市場で大いに求められているスキ

ルを移民たちが持ち込む傾向にあることだ。米経済研究所の最近の研究によれば、１９９

０年代後半に専門職向けの査証「Ｈ１Ｂビザ」を利用して大勢のＩＴ（情報技術）系技術

者が入国したため、国内のコンピューター関連の労働者や専門職の賃金が３～１０％低下

した一方、イノベーションには弾みがつき、民生品の価格が値下がりしたことで国全体は

恩恵に浴した。 
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（１７）ＤＪ－【焦点】フランスの「フレグジット」に備えＣＤＳ取引膨らむ ；要約 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７.０２.２４） 

要約 文責：山崎和邦 

４月から５月にかけて行われる同大統領選挙を前に世論調査で極右政党・国民戦線のマ

リーヌ・ルペン党首が支持率を伸ばす中、フランスのＣＤＳの取引量がここ数週間で急増

している。 

 ルペン氏はフランスのユーロ圏離脱を支持している。弁護士やアナリストらは、ルペン

氏の主張が実現すれば、フランスの国債や社債を対象とした数兆ユーロ相当の一部ＣＤＳ

でクレジットイベント（信用事由）に該当し、支払いが生じる可能性があると指摘してい

る。 

 フランス大統領選はすでに欧州債券市場を混乱させており、フランスや経済が脆弱（ぜ

いじゃく）な域内諸国の国債利回りの上昇ぶりが目立つ。 

 こうした混乱は現在、ＣＤＳ市場にも波及している。フランスの政治家は２０１２年、

欧州ソブリン債務危機のときに同市場が不安定性を加速させたとの懸念から同市場を規制

しようとした。 

 フランス国債のＣＤＳ取引が増えたことで、債務危機以来ユーロ圏を悩ませてきた一つ

の問題が再浮上している。ユーロ圏離脱という青写真のない出来事に伴うリスクをどう考

えるかという問題だ。 

 

【 図 8 】 トランプ大統領の行事に向けて「軟調」、通過で「反発」の動きが続く 
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（１８）昔からの読者Ｚさんとの交信（２月２８日） 

山崎先生 

お世話になります。質問させていただきます。 

 

金兌換のことが、理解できません。 

なぜブラック・スワンとなり得るのかよくわかりません。 

１ドルが３６０円どころか１０００円にも？ 

通貨の使い分け？とは、どういう意味でしょうか？ 

いつもすみません、宜しくお願い致します。 

 

筆者からの返信 

金兌換というのは、「ドル紙幣を一定の量のキンと交換できる」という制度です。 

キンを買うのではなく、「一定のドル紙幣を一定のキンと交換できる」ということです。 

１９７１年８月１４日までは「３５ドルのドル紙幣は１オンスのキンと交換出来た」のです。 

これを「１オンス３５ドルの兌換紙幣」と言いました。 

従って「１ドルは３５分１のキンと同じ価値がある」とアメリカ合衆国が決めていたのです。 

今は円もドルもタダの紙です。 

タダの紙よりキンの裏付けがある紙幣の方が価値はあります。 

今の価値の１０倍とすれば１ドルは１１２円の１０倍で１２００円です。 

１ドル１０００円か否かは分かりません。例えばの話しです。 

 

アメリカはドル紙幣を、全額をキンと交換できるほどキンを持っていません。 

故に、一部の紙幣をキンと交換できるようにして「ドル紙幣にはキンの裏付けがあるから他

国の紙幣より立派な価値がある」ということにして「米ドル紙幣の威信」を保ち、残りの紙

幣はキンと交換できない、この２種類の紙幣を両方が使えるようにします。 

こんなことが起きるとは誰も考えないでしょう。だから「ブラック・スワン」と言ったので

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 】 日経ＰＢＲ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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