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１７年３月１９日 週 報 
 

週刊ダイヤモンド誌に掲載された筆者のインタビュー記事の一部訂正の件 

週刊ダイヤモンド誌３月１８日号（３月１３日発行）４８頁に私のことが 

「老練の逆張り投資家」というタイトルで掲載されていますが、その一部に訂正箇所があ

り、発刊後、自宅に送られた雑誌を見た私が指摘しましたらインタビュアー記者から私に

訂正メールが来ました。下記の通りです。 

 

筆者からダイヤモンド社へのメール 

貴誌、ご恵贈賜りお御礼申し上げます。ところで、 

 日本コークスを４０円台で買った、というのはミスプリントか私の言い間違えかご貴殿

の聞き間違えでありまして、当銘柄は６０円台の前半を中心に買ったものです。５０円割

れはなかった筈です。 

ダイヤモンド社のインタビュー記者から返信あり「私の聞き間違えでした」「訂正記事を

掲載します」とのことです。 

 

 

因みに「月刊 日経マネー」の１月号３６頁にも「狙うのは、もう下がらない株」という

タイトルで私のことが２頁に亘って掲載されていますが、そこには日本コークスは保有中

とあります。（２０１６年１１月２１日発行） 

 

その後に出た日経マネーの「日本の億万投資家名鑑」の８８頁にも私のことが「メルマガ

２０００人の投機家」という見出しで掲載されていますが日本コークスを「６０円台で買

ったが、１１０円になったので売却した」と４段目に明記されています。 
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[ 今週号の目次 ] 

 

（１）当面の市況 

「先導株比率」、売買代金の低調、市場は内外材料を織り込み始めた 

（２）僅かながら明るい兆候 

（３）保合解消して動意づくのは３月２２日？上か下かへ 

（４）当面の市況というよりも、日米の資本主義経済の体質の違い 

（５）新興国通貨が上昇、その２（その１は、先週号の１３項目「米大統領選挙後の 

諸国の通貨の動向を要約する」とする） 

（６）２０１７年は政治の年 

（７）ユ―ロ解体の確率 

（８）資金の流れが一変、商品市場・不動産市場から流出、一部は日本株に向かった 

（９）対米ビジネス、トランプ政権に翻弄される 

（１０）「欧州問題は終わっていない」 

（１１）トランプ政権の軌道修正は安心出来ない 

（１２）本稿３月５日号の（１５）クアラルンプールの暗殺事件に対する修正 

（１３）トランプ政権下で高まる金融規制のリスク 

（１４）「米国第一」によって揺れる民主主義国アメリカ合衆国 

（１５）３３兆円の相続マネーはどこへ向かうか 

（１６）ダウ・ジョーンズのコラムの要約 

「日本経済を低迷させる安倍首相のナショナリズム」 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０３－０９） 要約文責：山崎 和邦 

（１７）【焦点】次の金融危機、引き金はどこに？ 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７－０３－１０） 要約文責：山崎 和邦 

（１８）読者Ｍさん（自称サゴジョウさん）からの便りについての交信（３月１６日） 

 

 

 

（１）当面の市況、「先導株比率」、売買代金の低調、市場は内外材料を織り込み始めた 

 近年あまり話題にならないが市場内部要因の重要なものの一つとして先導株比率化があ

った。これは上位２０銘柄が市場全体の売買高に占める割合を言う。これが高いと一部銘

柄に売買が集中しているということで市場全体が上か下かに偏っているという意味にな

る。３月１５日の日経新聞に久しぶりに先導株比率の話題が出た。東証一部で４９．８％

となり、今年２番目の水準に上昇した。 

その主因は東芝である。東芝が連日東証商い全体の２０％から２５％を一銘柄で占め

る、しかも悪い方向での先導株比率である。 
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一方、東証一部の売買代金は水曜日に遂に今年２番目の低水準に至った。日中の売買高

も昨年末以来約３か月ぶりの低水準になった。米利上げの３月実行はほぼ株価に織り込ま

れた。今後市場の焦点になるのは利上げのペースについてであろう。 

 

【 図 1 】 米 10年債利回りの上昇に対して、ドル円の戻りは鈍い 

 

 

【 図 2 】 ドル円は 115 円の節目を意識する動き 
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（２）僅かながら明るい兆候 

２００３年の低迷時代、何年ぶり、何期ぶりということが１０も１５も連続したので、

「こういう状態が現れた時には反対方向に動く。経済も株価も上昇する」とある講演で話

したところ、「ぶりぶり相場観」と大半は揶揄し一部は賛同したが、結果的には筆者がそ

う語った時が大底で「ぶりぶり相場観」はまさしく的中した。このことは本稿で以前述べ

た経緯がある。ここで再度述べるのは、１６日の日経新聞に「株式市場でも『ぶり企業』

続出」という三段抜きの見出しが載ったからだ。「ぶり企業」とは初めて聞いたが、要す

るに平成バブルの最高値時代から２７年ぶりの高値を付けたニチレイとか、何年ぶりの高

値を付けたのが食品株に多かったとか、何年ぶりの高値に共通するのは相対的な割安感で

食品株全体のＰＥＲよりも低いＰＥＲの銘柄だったなどという書き方をして、「ぶり企

業」続出という見出しで載っていたからだ。 

このように、ＰＥＲが同業企業平均よりも低い企業に投資するということは長期の海外

投資家の動きのようだという（しんきんアセットマネジメント投信運用部長）。為替動向

の先行き不透明な中で業績が比較的安定した食品株に資金が向いたということで、何期ぶ

り、何年ぶりという「ぶりぶり相場」が食品株に続出したとのことだ。 

 

 

 

（３）保合解消して動意づくのは３月２２日？ 上か下かへ 

 東証カラ売り比率現在は３６％銀行株カラ売り比率は４１％弱と、依然として過去最高

圏内にある。この２年は３０％台が平気になってしまったが一昔前はカラ売り比率３０％

超えと言えば「踏み上げ相場近し」としたものだった。 

内因で見る場合は、今回は専ら日柄で見るケースを紹介する。垂直方向（上下運動）か

水平方向（日柄）か、その両面か、である。モルガンスタンレー証券の計測を引用すると 

年初からの保ち合いが継続する場合は、以下に示す「９０日サイクル」に基づき、保ち合

いの終点、あるいは、保ち合いからの上放れタイミング（筆者註；下放れ？）として３月

２２日前後に注目できる。 

 

２０１５年９月２９日安値（１６９０１円）→（９０営業日）→２０１６年２月１２日安

値（１４８６５円）→（９０営業日）→１６年６月２４日安値（１４８６４円）→（９２ 

営業日）→１６年１１月９日安値（１６１１１円） 

昨年１１月９日から９０営業日目は今年３月２２日、９２営業日目なら３月２４日、とな

る。 
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【 図 3 】 日経平均のボトム日柄 

 

 

【 図 4 】 これまで堅調だったマザーズ指数は、見極めが必要な正念場に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 / 19 
 

【 図 5 】 ＮＹＳＥの騰落レシオは低下傾向に 

 

 

 

【 図 6 】 日経平均はレンジ相場続く 
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（４）当面の市況というよりも、日米の資本主義経済の体質の違い 

先々週末（３月１０日金曜日）の大商いを伴った大幅高は上昇相場の予兆か、「どの程

度のものか」、これを考えようということで、上昇相場の予兆とするならば５つの条件を

満たさねばならないと先週号（１２日号）で５つを列挙した。 

 

案の定、先週は商いが細ったまま弱保合となり結果的に週間で８３円安の週末を迎えた。 

ＮＹダウと日経平均との差は開いたままだ。 

日経新聞１７日号では「『米利上げの加速で円安になると思ったのに、正直言って肩透か

しを食らった』と国内証券トレーダーはこぼす」と述べているが、本稿では米利上げは市

場に織り込み済みだと既報で述べてきた。 

 

ＮＹ市場が高値圏内を維持しているのは、景気回復ケースに日本との違いがあること、急

ピッチの利上げ観測の後退が安心感を誘っていることである。 

 

しかしファンダメンタルの基本な問題が底流にはあるように見える。これは先週号 

「（１５）日本でベンチャーが育たない」で詳しく述べたように、日本には「イノベーシ

ョン」がない、つまりベンチャー企業が育っていない。これはかつてシュムペーターが

「資本主義発展の原理はイノベーションである」と説いた所であり、学生時代に戻って青

臭いことを言うようだが、基本的な日米の資本主義体制の違いである。 

市場の内部要因やマクロの金融政策だけで論ぜられる問題ではなく、より深刻な「資本主

義経済の新陳代謝」が乏しいという問題である。先週号（１２日号）で本稿が詳しく述べ

たように日本ではベンチャー企業が育っていない、つまりイノベーションが行われていな

い、つまり資本主義経済の新陳代謝が行われていないと述べた。「みずほ證券の鈴木正敏

ストラテジストは『企業家精神や人材の多様性で遅れをとり、日本では資本市場のダイナ

ミズムが生まれない』と指摘する」と１７日付日経新聞の証券欄で掲載しているが、この

ことは先週号１２日号の第１５項目に詳しく述べたことである。 

 

 

 

（５）新興国通貨が上昇、その２（その１は、先週号の１３項目「米大統領選挙後の諸国

の通貨の動向を要約する」とする） 

 大統領選挙の後、新興国通貨が上昇していることを先週号（１３）で述べた。その続き

である。 

原油市場の反発があったことと、米利上げペースが予想よりも緩やかになるとの見方か

ら、幅広い新興国通貨に対してドル安（新興国通貨高）が進行した。 

１５日のＦＲＢのＦＯＭＣで追加利上げを決めたが、今後の政策金利見通しは大きくは変

わらなかった。 
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（６）２０１７年は政治の年 

標題の通りである。本稿では以前からこう述べてきた。動画でも少々詳しく述べてきた。

動画をご覧になっていない読者のためにここで少々要約しておく。ユーロ圏の主要国で選

挙が相次ぐ。そこでＥＵ離脱、反移民を掲げる政党が台頭するという政治リスクが出てく

る。これによって市場が大混乱に陥る可能性は低いと考えるが油断は出来ない。 

今年度の最大の政治リスクと言われるのはフランス大統領選である。極右政党であるルペ

ン党首が世論調査でトップを争っている。 

 

【 図 7 】 5 月 7日の決選投票では、ルペン氏敗北の見方が優勢 

 

 

【 図 8 】 ドイツ総選挙は 9月 24 日に 

 

 

次には３月１５日にあったオランダの選挙であった。極右政党でＥＵ離脱を主張する自由

党が躍進する可能性が高かった。しかしこの政党が過半数の議席を確保するのは難しい。

その上にこの政党と連立政権を組む可能性も少ない。よってオランダ発の政治リスクは少

ないだろうと見る。 
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元来、オランダ、ベルギーは人口では小国であるが、近世以来、世界の激動を引き起こす

元をつくってきた。だから油断ならなかったのだ。 

さてドイツである。９月２４日の総選挙が決まっている。反ＥＵを掲げる政党が与党にな

る可能性は低いと考えられる。 

 

 

 

（７）ユーロ解体の確率 

 反グローバリゼーションのうねりはＥＵとユーロを解体するのか。  

今年の欧州は選挙ラッシュとなる。英国、米国、イタリアで昨年観測された反グローバリ

ゼーションの民意が、ＥＵとユーロ解体を引き起こすレベルに到達するかが焦点である。

フランスの大統領選（４－５月）と下院選（６月）が同国のＥＵ離脱につながる可能性は 

５％程度とドイツ証券ではしている。しかし、世論調査に基づく確率論的アプローチの限

界はBrexitで痛感したところである。３月１５日のオランダの総選挙がＥＵとユーロ解体

を引き起こす可能性はほとんどないが、その後の選挙を占う試金石となろう。  

 

 

 

（８）資金の流れが一変、商品市場・不動産市場から流出、一部は日本株に向かった 

筆者はＷＴＩ投信を何年に一度かは試みることはあるが、原油そのものや金そのものには

投資した経験がない。投資していない筆者にとって実感はないし自分で実行する気はない

が、価格変動を見ていると従来と違うように感ずる。 

 

３月の米利上げが確実視されると次のような流れが起こっているように見える。 

① 米金利の上昇に伴ってドル高が進み、ドル建てで取引される原油や金などの商品相場が

軒並み下がっている。 

② 利払い負担が増すＲＥＩＴから資金が流失している感じでＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は

３月に入って５％下落した。 

これは利回りの高さで買われていた金融商品だったが、利払い負担が増すため相対的魅

力が薄れたと見える。 

③ 上記の①に述べた流れであるが資源国の株も軟調となった。ロシア株は３月に入って

４％下落、ブラジル株は３％下落した。 

 

一方、型通りに、銀行株には資金が流入しているように見える。 

このように３月に入って投資マネーの流れが一変したように見える。その一部が日本市場

に入ったようにも見える。 
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（９）対米ビジネス、トランプ政権に翻弄される 

 ２月末のトランプの初の議会演説は「大統領らしい振舞い」に一転して、攻撃的姿勢を

封印してマトモな表現にはなったが、対米ビジネスの企業は依然として身構えを解かない

模様だ。 

特に注目されたのはトランプが雇用や投資拡大に貢献する企業を称え、米ビッグ３の名

を挙げたが、１兆円超の投資を表明し数千人の雇用を生んでいるトヨタの名はなかった。

自動車貿易に対して焦点が当てられていることは間違いない。これについて日本は米車輸

入に１円の関税もかけていないのにアメリカは日本車に対して２．５％の関税をかけてい

る。それにもかかわらずトランプは「不公正な取引だ」と言っている。 

一方、法人減税がもし実現すれば、大手証券会社の試算によると在米現地法人を置く企

業の税引き利益は１兆円上がると計算している。（日経ヴェリタス紙の３月１２日号～１

８日号によれば法人減税で６，８００億円の増益と試算している）。アメリカに現地法人

を置く企業だけの税引き利益は２０兆円だ。従って１兆円前後の増益となれば５％の増益

がトランプの政策によって自動的に増えることにはなる。また、もし１０年間で１１５兆

円というインフラ投資が議会を通れば世界の経済成長は０．１％上がる、というのがエコ

ノミストの試算の定説になっているが、減税もインフラ投資も議会の承認を経ねばならな

い。 

 

アメリカは大統領の権限が強そうに見えても、意外に大統領を牽制する仕組みが出来てい

て、大統領令も議会の承認を得なければ実行出来ない場合がある。 

  

トランプが対日貿易に不満を抱いていることは間違いなく、今後の日米協議では安全保障

を絡めた要求が突き付けられる可能性がある。彼はそういうことをやりそうな男だ。 

 

政治ジャーナリスト星浩氏の週刊東洋経済誌の上での言い分を引用する。「私の仕事は世

界を代表することではなく、アメリカ合衆国を代表することだと従来通りの『アメリカ第

一主義』を貫く姿勢も示した。大統領の重みを実感し現実的な政策へ転換を試みているの

だろうが、それでもトランプ政治の底流には独善や排外主義が見て取れる。今後議会との

交渉や外交上の摩擦の中でトランプ氏がどんな判断を示すのか。それによって（月末の議

会演説の）軌道修正が本物かどうかが判るだろう。」 

以上、政治ジャーナリスト星浩氏の前掲誌上の「ＮＥＷＳ戦記」より引用。 

 

 

 

（１０）「欧州問題は終わっていない」 

 標記の件は所謂「ギリシャ・ショック」が一段落した頃から筆者が本稿で時々言い続け

た。もちろんその頃 Brexitなど予想はしていなかったし、欧州の各国に超タカ派や右翼系
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の政党が伸びてきてポピュリズムが蔓延しそうであるというようなことも予測はしていな

かった。 

単純に金融市場だけで見ていたが、最近は金融市場の外からの激震が起こる恐れがあるよ

うに見える。 

 

話しを金融市場に戻すとドイツ銀行は大型増資を行っても、自己資本の比率は現在の 

１１．９％から１４．１％に高まる計算であり、拭えぬ不安は残る。欧州の銀行は低収益

と不良債権の問題を抱えている。かつてギリシャ問題の頃、ＰＩＩＧＳ（豚ども）と言わ

れたポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインで見ると、不良債権比率

が大きい順番に言えばギリシャ４７．１％、ポルトガル１９．８％、 

イタリア１６．４％、アイルランド１４．４％となっており、英国２．２％、 

ドイツ２．５％、フランス３．９％などを含めＥＵの平均５．４％をＰＩＩＧＳはかなり

超えている。（かろうじてスペインは５．９％に止まっている）。 

以上が不良債権の問題を抱える欧州各銀行の状態である。 

 

日本は不良債権が山積みでも問題を先送りによって、政治家も官僚も学者も事業家も

「先送り」を続けてきて、「失われた１３年」（９０年から２００３年まで）と筆者が呼

ぶ、資本主義の血流が滞って「失われた２０年」と呼ばれた長期低迷時代を現出した。不

良債権が一国の経済全体を低迷させることは、その経験について日本はアメリカに次ぐ先

進国である。 

 

 

 

（１１）トランプ政権の軌道修正は安心出来ない 

 ２月末の初の議会演説で「軌道修正」をしたように一見して見えたが、これは言葉の使

い方を改めただけだと筆者は思っている。トランプはインフラ整備のための１１５兆円の

財政出動や大幅減税を実現するためには議会承認を経なければならない。これらはいずれ

も議会の承認が必要である。減税は共和党主流派の方針に沿うがインフラ投資の拡大は財

政規律を重んずる共和党の伝統に沿わない。 

 

米国の政治制度は議会が予算案の編成・提出権を持っており、上下両院に強力な権限があ

る。大統領が移民規制などの大統領令を連発しても、議会が関連法案や予算案を出さなけ

ればその政策は実行されない。 

アメリカ合衆国は大統領の権限が大きいように見え、現にオバマも多くの大統領令を「乱

発」して政策を遂行したことはあるが、大統領の独裁を防ぐ仕組みは上下両院の議会制度

の下に民主主義を旗幟鮮明とするアメリカ合衆国は意外に大統領の権限を拘束し独裁を防

ぐ体制になっているようだ。 
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（１２）本稿３月５日号の（１５）クアラルンプールの暗殺事件に対する修正 

佐藤優氏（元外務省主任分析官）が東洋経済誌３月１８日号の「知の技法」に掲載して

いる「米朝関係の変化が暗殺実行の引き金に」を読んで３月５日号（１５）に述べた内容

を修正せねばならなくなった。筆者は皮相的だった。 

 

今から述べることはすべて佐藤優氏の意見である。彼は元外務省主任分析官であり、ロ

シアを中心としたその周辺のインテリジェンスが専門である。筆者の直観よりも彼の言う

ことのほうが正しい筈だから修正する。 

 

北朝鮮最高指導者の異母兄がクアラルンプールで暗殺されたことについて、これは何故

これほどの騒ぎを毎日テレビでするかということについては米朝関係の変化があるという

読みである。米国の特殊部隊が北朝鮮に入って金正恩を暗殺するという情報を金本人が入

手した、すると異母兄を最高指導者に立てるから彼を暗殺せねばならなくなったというシ

ナリオである（暗殺のことをインテリジェンス業界の用語では「中立化させる」というそ

うだ。佐藤優氏が書いている）。 

第２のシナリオは米軍が地中貫通爆弾を用いた空爆によって北朝鮮の地下に設置された

核兵器と弾道ミサイルを破壊する可能性があるが、その核兵器と弾道ミサイルの地下工場

を特定するのは偵察衛星では不可能で、北朝鮮にスパイを送り込んで地下工場の所在を特

定する必要がある。しかしこれは至難の業だ。 

そこで第一のシナリオが生きてくる。これを防ぐために現政権を転覆させて異母兄を指

導者にするという情報が金正恩の耳に入ったので急いで暗殺させた。以上は佐藤優氏の見

方である。 

 

 

 

（１３）トランプ政権下で高まる金融規制のリスク 

 トランプ政権の誕生で金融規制のリスクが高まっている。「リスク」と言うよりも「不

確実性」と言ってよい。これが高まっている。 

過去７年にわたって金融業界の規制を主導したタルーロＦＲＢ理事が辞任した。銀行業界

におけるタルーロ氏の存在は大きかった。これは既報で述べたと思うが８８年のバーゼル

会議における所謂「８％ルール」と呼ばれるＢＩＳ規制を主導した男でもある。 

★ＢＩＳ規制はスイスのバーゼルで主要５か国が集まって決めた銀行規制である。当時、

日本の証券・銀行が欧米に次々と支店を出して活動した日本のメガバンクを規制するのが

主眼だったと思うが「貸出額＜自己資産の８％」（自己資本が１％減れば貸出額は１００

／８＝１２．５％減らさなければならないというルール）である。これが所謂ＢＩＳ規制

であるが、このルールが出来た時には１９８８年バブル経済の途中で銀行が保有する株価

も、銀行が担保物件として保有する土地も株価も値上がりしている真っ最中だったから、
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これが後年になって効いてくるとは誰も思わなかった。ところが９０年以降株は５分の１

になり、商業土地は１０分の１になり、担保物件の大方は不良債権化した。 

つまりＢＩＳ規制が効いてきたのだ。このＢＩＳ規制を主導したタルーロＦＲＢ理事が辞

任した。 

 

同氏が主導したバーゼルの会議その他は国際金融機関と協力して銀行の競争力を高めるた

めに尽力してきたことは間違いない。注目されるのは彼の後任である。 

 

一方、マクヘンリー副委員長（米下院金融委員会）が１月末日付でＦＲＢ議長に 

出した書簡はＦＲＢを震撼させたという。ＦＲＢイエレン議長は２月１０日付けの返信で

マクヘンリー氏の書簡に真っ向から反論した。「ＦＲＢは海外政府と協議する権限を長年

にわたり有している」「厳格な監督基準は米国の金融システム安定と金融各社の競争力強

化に資する」と主張した。マクヘンリー氏の書簡は大統領に近い共和党議員がこうした議

論を蒸し返す可能性を示している。ＦＲＢ内部には緊張が走り、「バーゼル委員から離脱

する事態を招くかもしれない」（ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド会長ハワー

ド・デービーズ氏）の言い分である）。 

バーゼル委員の事務局が置かれている国際決済銀行ＢＩＳには１９３０年代米国からＪＰ

モルガン（ＦＲＢではなく）が参加した前例がある。仮にそうなるとＢＩＳは機能しなく

なる。 

ハワード・デービーズ氏の言い分によれば、ＦＲＢがバーゼル委員会から離脱する事態

を招くかもしれないという（週刊東洋経済誌３月１８日号）。こうなると金融規制に関す

る根本的な不確実性が発生する可能性が高い。 

 

 

 

（１４）「米国第一」によって揺れる民主主義国アメリカ合衆国 

トランプは民主主義の基本である三権分立制度に対し、ほとんど敵対しているように見

える。現に裁判所と喧嘩している。そして三権分立に加えて「第四の権力」★となってい

るメディアに対しても敵対視したり軽蔑したりしている。元米国務次官補のクリストファ

ー・ヒル氏は言う。「リベラルな民主主義は現在重心を失い、この後４年間はトランプ政

権がもたらした暗い時代として記憶されるだろう。だがリベラルな民主主義が過去にライ

バルとなる思想を圧倒してきたのも事実なのだ。」 

 

★「第四の権力」については「何が権力か」（元警視総監・元法務大臣・秦野章著、講談

社１９８４年刊）および「権力の三つの顔」（ケネス・Ｅ・ボールディング著、益戸欣也

訳、産能大学出版、１９９４年刊）に詳しい。 
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（１５）３３兆円の相続マネーはどこへ向かうか 

 日本の個人金融資産は１７００兆円強であり、その大半を高齢者が持っている。これは

遂次世代間の資産移転に移る。つまり相続である。 

相続マーケットは預貯金が約２５兆円強、有価証券が８兆円、計３３兆円強と集計され

ている（この他に不動産が１５兆円ぐらいある。総計５０兆円が次世代に移る）。 

この５０兆円の中の３３兆円は現金と有価証券だ。ネット証券は比較的若い世代の開拓に

成功してきたが、これらの相続人は対面営業を主体とする大手証券の対象者が高齢者が多

いのに比べてネット証券は若い世代が多いであろう。   

この相続現預金と有価証券の３３兆円はネット証券にとっては大きなマーケットになるは

ずだ。 

個人金融資産が１７００兆円強あるという国はどこにもない。そしてその構成比率で有

価証券が最も低いのが日本である。個人現預金に占める有価証券の比率は、日本は先進諸

国とは桁が違って低い。次世代に相続された現預金が地殻変動を起こせば海外投資家の買

い越しの比ではない。超長期で見れば日本株に妙味はあろう。 

 

 

 

（１６）ダウ・ジョーンズのコラムの要約 

「日本経済を低迷させる安倍首相のナショナリズム」 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７年３月９日） 要約文責：山崎 和邦 

 

ポピュリストショックが世界を揺さぶる中で、日本は落ち着いている。興味深いことだ。

エコノミストや評論家はさかんにこの理由を説明しようとしている。 

 

①ある者は資本主義の厳しさを和らげる社会主義的な政策のおかげだと言い、②ある者は

反政府な動きに影響されない確立された政治システムのおかげだと言う。③ある者は混乱

よりも調和を好む文化も要因として挙げられている。 

 

しかし、ナショナリズムを巡る問題では好ましくないつまずき方をしている。それを証明

しているのが、（激しい抗議運動でもソーシャルメディア上の反発でもなく）、実力以下

に低迷している経済だ。 

 

１月の消費者物価指数が１３カ月ぶりに上昇に転じたのは輸入原油価格の上昇が要因、つ

まり悪いインフレだったということは看過され、安倍晋三首相の政策がようやく功を奏し

始めたと言われている。こうした楽観的な見方は、１月の家計の消費支出が１．２％減少

したことによって裏切られてしまった。  
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２日のウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のコラムで、「民主主義にとってマ

イナスなら経済成長にもマイナスかというと、必ずしもそうではない。それは中国を見れ

ばよく分かる」と書いた。 

 

安倍首相は就任から４年余りたつにもかかわらず、数少ない控えめな微調整と大規模な金

融緩和以外、安倍氏が公言していた大胆な構造改革は全く行われていない。 

 

安倍首相は自身が長年温めてきた政策に取り組んでいることから国民の目をそらすため

に、日経平均の上昇という、派手なイベントを利用している。 

 

オリンピック招致は景気浮揚策というよりも資金を投じる先を変えるだけだ。賃金を押し

上げもせず、技術革新を促進させるわけでもなく、競争力も向上させない。（筆者註；こ

の点は全く同感である。既報で既述した）。 

 

安倍首相はトランプ氏に会うために２回訪米した。だが首相は、高齢化し勢いを失った日

本経済を立て直すために国内でより多くの時間を使うべきだ。日本の評価を高めるために

は、４％成長（筆者註；首相就任後の１年間だけは４％だった）を持続的に達成し、米

国、ドイツ、中国の製品への需要が増えることが何よりだ。 

 

 

 

（１７）【焦点】次の金融危機、引き金はどこに？ 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７年３月１０日） 要約文責：山崎 和邦 

 

金融危機などかなり先の話のように思われる。だが専門家らは、すぐではないにせよ次の

危機は必ず発生し、問題はそれがいつどんな姿でやって来るか誰にも分からないことだと

警鐘を鳴らす。 

 

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）当局者らは、来週の追加利上げを阻むものはないと示唆

しているが、金融安定の水面下に潜むリスクについて考えてみるのは有益かもしれない。 

 

問題は危機に至るロードマップが存在しないことだ。非営利の権利擁護団体、アメリカン

ズ・フォー・ファイナンシャル・リフォーム（ＡＦＲ）で政策ディレクターを務めるマー

カス・スタンリー氏は、「０６年も崩壊は遠い話のように思われた」と振り返る。同氏は

普及が進む電子取引と一部の欧州銀の不安定性という２つの理由から、今でさえ油断して

いない」という。 

 

引き金はあらゆる所に潜んでいる可能性がある。①サイバー犯罪、②企業の高いレバレッ
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ジ、③為替の急落、④シャドーバンキング（影の銀行）による住宅ローン、⑤膨大なデリ

バティブ（金融派生商品）を処理するインフラ、⑥そして最近のドイツ銀行の問題さえき

っかけになり得る。 

 

国際通貨基金（ＩＭＦ）は昨年１０月、「短期的リスクは和らいだものの、欧州銀の低い

収益性や新興国企業の債務増大をはじめ、中期的リスクは高まっている」との見解を示し

た。 

 

０７～０９年の危機から８年がたち、研究者らはリスクが実際にはどれくらい低下したの

か今でも疑問を感じている。 

スタンフォード大学のダレル・ダッフィ教授（金融論）は、警戒が鍵になると述べた。 

ただ「一定の期間内、例えば１年以内に危機が発生するリスクは、前回の危機前よりも今

の方がはるかに低い」との見方を示した。 

 

 

 

（１８）読者Ｍさん（自称サゴジョウさん）からの便りについての交信（３月１６日） 

前段と後半はＩさんの私的な近況報告だから削除する。 

株については、今の所、世界が大きく変わろうとしているようで、 

どうしてよいのやら、何も出来ず、見ているばかりでございます。 

唯一、先生の週報が頼りでございます。 

 

筆者よりの返信 

「休むも相場」「急ぐな相場は明日もある」と言います。ただ、ぼんやり無為に過ごすと

いう意味ではなく、いつでも出られるように現金保有比率を高めに保持して、市場やその

外部要因を「観察しながら手は出さない」という意味です。そうすることは、ただ無為に

過ごしているように見えても、「無為」ではなく、一つの立派な市場行動です。 

或いは少しだけ買ってみる、売ってみる、という行為もいいかもしれなせん。 

「手を出して、わかる相場の強さかな（ｏｒ弱さかな）」という気付きが生じます。 

 

この「待ち」の態度は、剣の道で「睡猫の位；すいびょうの位」と言い、「眠っている猫

でも宙を飛び来る蝶に飛びつく」という意味です。「牡丹の花の下で眠っている猫が宙を

飛び来る蝶を獲る」という道歌で「牡丹花下の睡猫、こころ舞蝶にあり」 となります。 

柳生兵庫之介（正規の技法を伝えた陰流三世、尾張柳生）は「懸待一致、一隅を守らず」

（懸かるも待つも同じだ。固定しないことだ）と伝えました。本稿の古くからの読者に剣

道五段錬士のＩさんが居られるのに、斯道の後輩たる筆者としては大変僭越ですが大切な

ところだから敢えて申しました。（このことは本稿でも拙著でも既述ですが）。 
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*［ 日米の相場をバフェット指標で測る ］ 

 

【 参考資料 1 】 「バフェット指標」からは東京市場は過熱圏に 

 

 

 

 

【 参考資料 2 】 「バフェット指標」からは米国市場は天井圏に 
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*［ アベノミクス相場の日経平均、ドル円推移 ］ 

 

【 参考資料 3 】 日経ＰＢＲの推移 

 

 

【 参考資料 4 】 ドル円は 115-116 円のネックライン水準が上値抵抗帯に 
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【 参考資料 5 】  直近の「ドル円」と「日経平均」は乖離する動き 

 

 

 

 

【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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