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[ 今週号の目次 ]  

（１）当面の市況 

（２）日銀が実施している社債の買い入れオペ、応札倍率が量的緩和開始以来最高 

（３）地政学リスクと政治リスクが金融市場を攪乱する 

（４）仏大統領選、ルペン氏勝利確率と市場影響：識者はこうみる 

（出所；ロイター ２０１７．４．２０） 

    要約文責；山崎和邦。下線も山崎和邦 

（５）１８日から始まった「日米経済対話」 

（６）型どおりの「有事のキン」 

（７）野村證券主催「日本株セミナー」 

（８）米国対北朝鮮 

（９）トランプ対プーチン 

（１０）トランプが破った世界の均衡 

（１１）原油価格上昇の状況 

（１２）欧州事情 

（１３）［東芝が消える日］、それに反して東芝株・東芝社債の底高さの背景 

（１４）途上国の為替相場 

（１５）世界の株式市場 

（１６）“Disagree to Disagree”の追加 

（１７）株価指数での運用が投信類の大半を占める 

（１８）ＤＪ－【焦点】世界で相次ぐ政治リスク、逃げ惑う投資家 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０４．２１） 

（１９）ＤＪ－【市場の声】投資家の８３％が「米国株は買われ過ぎ」 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０４．２０ 

蛇足―「日本ではベンチャー企業が育たない」の続き 

ご報告（昨日セミナーで出た一件の詳細報告）；長期下げ相場に本気で取り組む話し 

 

 

[ 来週号に回すもの ] 

〇歴史上の流れから見たトランプ政権誕生 

〇新興国の通貨相場の続き 
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（１） 当面の市況 

 

【１】先週は６週ぶりに上昇に転じた。週明けに１回目の投開票を控えるフランス大統領

選挙で反ＥＵ候補が勝つことへの警戒感が和らいだからだというが、もちろん後講釈の類

であり、選挙はフタを開けて見なければ判らないとする方が現実的であろう。仏選挙につ

いては項を改めて述べる。 

 

 先週前半は円高が増幅し株安が進んだ。円は５カ月ぶりの高値を示現し、株は年初来の

安値を示現した。これが先週前半までの市況だった。 

４月満月（１１日）から日経平均は続落を始めて３分の１押しを終わって半値押しに迫

った（３月の満月は日経平均の今年最高値を示現した）。 

日経平均は５週連続でマイナスだった。５本の連続陰線は２０１４年の１月１週からの

６本連続陰線以来初めてのことだ。当時の６本連続陰線は、青春期相場を完結して次の壮

年期相場にかかるワンクッションであったが今回の５本連続陰線は短い陰線ではあるが５

本連続したということは前回の６本連続とは意味が違う。相場の居所も違う。 

 

【２】アテにならない日経新聞証券欄の見出し 

 １９日、日経新聞証券欄の見出しは二段抜きで「続伸、投資家心理が改善」とある。と

ころが売買代金は１．７兆円で超閑散、出来高も１６億株で超閑散、騰落レシオは７

０％、という状態だ。日経平均はプラス６３円、これが「続伸」であろうか。また騰落レ

シオの７０％割れが「投資家心理が改善」であろうか。現に株式の信用売り残株は４週間

続けて減少した。信用売り残の減少が最も大幅だったのは東芝だった。悪材料が一旦出尽

くに近づいたとの見方が強まったのであろう。 

 

【３】当面の市況、週末現在で騰落レシオが６８％台、 

 これは１年２か月ぶりのレベルである。昨年２月にマイナス金利政策で株安が進んだ２

月半ばが６７％だった（ちなみにその時に東芝は１５５円、その後１０カ月で、４７５円

で日立の株価の７割レベルという水準訂正を果たし、昨年の東芝の役割は舞台の上でここ

で完結した。（ウエスチングハウスのマイナス１兆円が明らかになった後の東芝は昨年の

東芝とは別の銘柄である）。先週火曜日から始まった日米経済対話では「貿易不均衡」が

焦点となる見通しで、輸出関連株が下落した。北朝鮮をめぐる地政学リスクへの警戒心が

続いて円高ドル安になった。ここで騰落レシオは昨年２月、６月のＷボトムの時の２月の

レベルに達した。 

 

【４】先週、週初は売買代金が今年最低であった。所謂、超閑散相場だ。「閑散に売りな

し」と昔から言われているように、日経平均は下がらなかった。 
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この超閑散の背景にあるのは、国内投資家の慎重姿勢はもちろんあり、これは地政学リ

スクが円高ドル安を通じて企業業績に悪影響を及ぼすという懸念である。貿易株や景気敏

感株が売られ、一部分の内示関連株だけに商いが集中した。 

 

【 図 1 】 ＮＹダウは 20500 ドル近辺での膠着状態が続く 
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【 図 2 】 一旦は反発も、日経平均の 19000円水準には戻り売りが出易い 

 

 

 

【 図 3 】 主力株の TOPIX CORE 指数は 200 日 MAを一旦は意識する動きに 
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（２）日銀が実施している社債の買い入れオペ、応札倍率が量的緩和開始以来最高 

標題の通りである。２０１３年４月に量的質的緩和が始まって以来最高の応札率になっ

た。（応札率＝応札額÷落札額）。 

これが２０１３年４月の「黒田バズーカ砲第一発」以降で最高になった。この倍率はこ

の２カ月連続で４倍を超えた。昨年は１年間の平均が２倍台であった。低金利を背景に企

業が社債による資金調達を活発化させていることが背景にあり、市場の需給緩和を受けて

落札利回りも上昇傾向にある。 

 

 

（３）地政学リスクと政治リスクが金融市場を攪乱する 

 株価の構成要素の基本的構造は当該企業の業績である。それは業績と成長性にあるが、

景気循環の波も株価構成の根本要因も一切を跳ね飛ばしてしまうのが地政学リスクであ

る。最近筆者は経済学部でなく政治学部で基本的な勉強をしておけばよかったと思うよう

なことが時々ある。安倍首相は国会で朝鮮半島有事の際の避難民の流入対策も想定してい

ると答弁した。人道上の問題はともかくとして、これが事実になればアベノミクス相場は

この事実をもって幕を引くことも大いにあり得る。米国では北朝鮮の核ミサイル問題であ

らゆるオプションを用意していると言っているが、火器を用いる戦争になればシリアのよ

うに１回だけの攻撃では済まない。日本国内にある米軍基地が報復攻撃を受けるから徹底

的に北朝鮮を潰してしまうまで止むことはない。だがそれはないであろう。アメリカ人は

「闘う大統領」が好きだ。元来そういう国民だ。従って米国の強硬姿勢には支持率が低迷

しているトランプ政権の人気取り政策とも見える。 

 

 

（４）仏大統領選、ルペン氏勝利確率と市場影響：識者はこうみる 

（出所；ロイター ２０１７．４．２０） 

 要約文責；山崎和邦。下線も山崎和邦 

第１回投票を２３日に控えたフランス大統領選は極右政党・国民戦線（ＦＮ）のルペン

党首、中道系独立候補のマクロン前経済相、右派候補のフィヨン氏、急進左派のメランシ

ョン氏による激しい争いとなっている。 

先頭を走るルペン氏とマクロン氏の支持率にやや陰りが見られるが、フランス政治研究

センター（ＣＥＶＩＰＯＦ）の世論調査によると５月７日に両氏の間で決選投票が行わ

れ、マクロン氏が勝利するとのシナリオに変化はない。 

 

銀行や資産運用会社のエコノミストやストラテジストによる選挙の見通しと金融市場へ

の影響を以下にまとめた。 

 

＜キャンドリアム・インベスターズ・グループ＞ 

ルペン氏勝利の確率：１０％ 
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ルペン氏勝利の場合：「強烈な資本流出」が起きる。仏当局は資本制限を打ち出す公算が

大きい。 

ユーロ圏株式は２０％以上下落。ユーロは１０％以上下落する。 

欧州の景気が腰折れするリスクがある。 

 

＜シティ＞ 

ルペン氏勝利の確率：２５％（１０日時点の２０％から引き上げ） 

１０日に中心シナリオをフィヨン氏の勝利からマクロン氏の勝利に変更。マクロン氏当選

の確率は３５％、フィヨン氏は３０％、メランション氏は１０％。 

ルペン氏勝利の場合：ユーロがまず急落する可能性が高い。仏株式は６月末までに５─１

０％下落する。 

マクロン氏勝利の場合： ユーロは上昇する。 

 

＜ドイツ銀行＞ 

ルペン氏勝利の確率：２５％ 

ルペン氏勝利の場合：欧州の株式は１５％程度下落。 

マクロン氏勝利の場合：株価は既に割高のため上昇は限定的に。 

 

＜ＪＰモルガン＞ 

ルペン氏勝利の確率：２５％ 

ルペン氏勝利の場合：国仏株式は２桁の下落。 

マクロン氏勝利の場合：大規模な海外資金が、ユーロ圏株式に戻ってくる。現在運用して

いる資産の少なくとも１０％に相当する海外資金が流入する可能性。 

 

＜ラフランセーズ・アセット・マネジメント＞ 

ユーロ懐疑派候補勝利の確率：２５％（１２日時点の２０％から引き上げ） 

ユーロ懐疑派候補勝利の場合：仏株式市場のＣＡＣ４０指数は最大２０％下落し、金利は

３％上昇、ユーロが１０％下落する。仏 

ユーロ圏株式は１５％、 

 

＜ミラボー・アセット・マネジメント＞ 

ルペン氏勝利の確率：２０─２５％ 

ルペン氏勝利の場合：、ユーロは１０％、 

 

＜モルガン・スタンレー＞ 

ルペン氏勝利の確率：１５％ 

ルペン氏勝利の場合：ユーロ圏と欧州の株式は２桁の下落。仏国債のスプレッ 

http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
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マクロン氏勝利の場合の影響：ＢＮＰパリバやソシエテ・ジェネラルなど仏銀行株が１５

─２０％上昇へ。 

 

＜ナティクシス・アセット。マネジメント＞ 

ルペン氏勝利の確率：試算なし 

ルペン氏勝利・フランスのユーロ圏離脱決定の場合：仏株式が１５─２０％下落。ユーロ

は「少なくとも」ドルと等価になる。 

 

＜野村＞ 

ルペン氏勝利の確率：試算なし。ストラテジストが７日付のリポートで「為替市場では１

３─１５％の確率を織り込んでいる」と分析。 

為替市場で第１回投票に向けてボラティリティーが高まり、ユーロを圧迫する公算。ルペ

ン氏の得票率が高ければユーロの重しに。 

ルペン氏勝利の場合：ユーロは６％下落、 

 

 

 

（５）１８日から始まった「日米経済対話」 

 ８０年代のレーガン時代は、日米経済構造協議と称して内実は威圧と恫喝のようなもの

であった。日本の自動車メーカーはアメリカの部品を買うべしとか、大統領がフォードの

社長を同行し「アメリカ大統領は自動車のセールスマンか」と揶揄されたがレーガンは一

方的に押しまくった。それでも当時の日本経済はまだ若く上昇気流に乗っていたのでそれ

を乗り切った。 

 

今回の日米の「経済対話」は、表向きは副大統領対麻生副総理であり、総論的には「前

向きにうまく話し合いが進んでいる」と麻生さんは笑顔で記者会見したが、各論になって

くると厳しいものになってくると予想される。 

 

今後の「話し合い」は、①貿易・投資のルール、②財政・構造政策、③個別分野となっ

ているが、例えばＴＰＰという包括的な進め方はやめて、「アメリカ対日本」という 

「１対１」の「対決」で物事を進めていこうとする。 

トランプは不動産業で成功してきた実業家であるから、基本的に経済の交渉というもの

は「１対１の対決」が根本にある。具体的な協議は次回以降に持ち越した。 

 

日本側は従来の日米構造協議のように米国の圧力に対処するというのではなく、日本側

から意見を出して「討議する」という形に持っていくべきであろう。 

 

http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
http://jp.reuters.com/news/world/eurocrisis
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麻生副総理は事業家として成功してきた人だ。九州の石炭産業で本来なら斜陽産業であ

るところを麻生家はビジネスモデルを転換して生き残った。また青年商工会議所の会頭も

務めた。クレー射撃ではオリンピックの選手にもなった。動く物に対する感覚が鋭いの

だ。（因みに筆者は狩猟歴５０年、正味３５年やり、一猟期に鹿・猪を必ず３～５頭は仕

留めたが、クレー射撃は下手で、免許更新期日には最低レベルで、スレスレで合格してき

た。麻生さんはオリンピック選手になった。動く物に対する感覚が優れているのだ）。彼

は首相時代に中学生レベルの漢字が読めなくてバカにされたが、ビジネスに関する感覚、

金融市場に関する感覚については現在閣僚中で麻生さんが一番であると思う。 

０９年の春にリーマンショックの波を受けて日本の金融市場も地獄の淵を覗いた。この

時の対処の仕方が麻生総理だったからあの程度でよかったのだと筆者はしみじみと思っ

た。詳しいことは過去のことだから割愛する。 

 

 日米経済対話とは名ばかりで、実際には軍事・経済ともに超大国の座を占める国が、経

済のみだけ大国であるという日本を恫喝する会議である。レーガンの時がそうだった。当

時の中曽根総理さえも全く押され気味だった。ご承知の通り米の商務長官のウィルバー・

ロスは著名な投資家であった。悪く言えばハゲタカファンド的なやり方も多くとってき

た。彼が日米交流団体の知日派の筆頭格とされる。ところで副代表のペンスはともに訪日

した。ロス商務長官は対日圧力を強める米通商政策の主導役であり、ＴＰＰ離脱も主導し

た。 

彼は貿易実務で財を成した男ではない。彼に限らないが自国の輸出よりも輸入のほうが

多い場合にそれを「貿易不均衡」と呼び、トランプに至っては「不公正な貿易」と呼ぶ。

自国が相手国に売れるような商品をつくっていないから輸出が少なく、相手国はアメリカ

人が買うように商品をつくっているから輸入が多いのだということを忘れている（ふりを

している）。日本ではアメリカに売る自動車はアメリカに合わせてハンドルは左側に付け

る。アメリカではそういうことはしない。 

 

一説によると、副大統領ペンスと商務長官ロスの仲は冷え切っていると言われており、

トランプ陣営の中でまとまりが悪いとされている。しかし、カネの力で９０年代初頭にト

ランプを資金量で救ったのはロスのほうであった。 
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【 図 4 】 自動車株はトランプラリーの上昇幅が剥落 
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（６）型どおりの「有事のキン」 

 本稿の読者諸賢の中に原油に投資する人も少なくなかろう。これはＷＴＩ投資信託とい

う便利なものがある。また有事のキンに投資する読者も少なくなかろう。これは正式名称

は「金の上場投信」（俗称は金のＥＴＦ、銘柄コード１６７２）という便利なものがあ

る。これに投資している方も少なくなかろう。従って本稿では株式市場だけではなく新興

国通貨のこと、原油のこと、金のこと等にも折に応じて触れてはいきたいと思う。東京の

金の先物が反発している。円安志向で割安感が出たためであろう。為替の円安で円建ての

金の割高感が薄れた。円建てで取引する東京市場の金に割安感が出たということになろ

う。 

 

先週、福岡、銀座で多額の現金が強奪された事件は、おそらくキン投資の現金であろ

う。振り込み決済では受け渡し時に純度９９．９９％（フォア・ナインと称する）か９

９．９％（スリー・ナイン）か不安だから現物を目で見て現金で決済するのであろう。筆

者の想像である。こういう事件が続発したということはキン相場も佳境に入ったというこ

とかもしれない。 

 

【 図 5 】 金価格は 260 日線上位での推移 

 

 

 

（７）野村證券主催「日本株セミナー」 

 出席してみた。こういうものは話しは聞かないで資料だけもらって帰ってくることも多

いが、暇があれば覗いてみることにしている。８割ぐらいの席が埋まっていた。満席の場

合は大天井に近い。空席だらけの時には大底に近い。 

２００９年１月の新春株式セミナーは筆者含めて広い会場に８人しかいなかった。まさし

く大底であった。 

その野村證券の「公式見解」を要約する。 
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高値目標が大幅にはずれた理由を説明したが、ここでそれを縷々述べても意味がないの

で割愛する。「５００円ぐらいのことならば誤差で済むが、高値見通しは大外れだとしな

ければならない」と素直に認め、その理由をまず述べた。これは割愛する。 

今後のことについて要約する。①４月～５月に底打ちする。１７，５００円から１８，

０００円。年末は２１，０００円を想定する。②米国は３月に１回目の利上げを実施した

が年内に追加２回と予想する。年内に計３回。来年も３回→３％にもっていく。③欧州中

央銀行ＥＣＢは２０１８年からの量的緩和縮小を今年の９月に発表すると予想する。③中

国は素材市況の需給改善に寄与。循環的な景気復調局面にある。過剰生産設備の廃棄が進

み、世界的な素材市況の改善に寄与している。④原油価格は横ばい圏の推移とする。 

⑤２０１７年の日本経済の成長率は１．４％と予測する。⑥今年末のドル円相場は１ドル

１２０円とする。以上が要約である。 

 

配布された１１３ページにわたる膨大な資料は「なんでも売り切る営業の野村」をオブ

ラートで包んで、「調査の野村」というブランドマネジメントで成功してきた時期が長か

っただけに、さすがに資料は整備されていて、タダで貰ってきては申し訳ないようなもの

だった。筆者はこの資料だけをもらって帰ってくることも時にある（あまり良いことでは

ない）。 

 

そのかわり、「解説」に終始し、「洞察」は一切行われない。また、金融市場における

投資の基本的な心構え・ものの考え方・俗な言い方をすれば「投資哲学」、大げさに言え

ば「相場道」というものも一切語られない。視聴者が求めるものは、「解説」ではなく

「洞察」であろう。 

 

【 図 6 】 年初の経営者予想と、ここまでの日経平均の推移 
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（８）米国対北朝鮮 

 トランプは「北朝鮮の体制変換までは考えていない（国家体制を潰す気はない）」と言

っているが、一旦火器を使った戦争に入ればシリア攻撃のように１回限りで終わることは

出来ない。 

北朝鮮の反撃が日本国内の米軍基地を徹底的に反撃することが必至だから、その反撃能

力を壊滅させるまで北朝鮮攻撃を止めることは出来ない。「火器を伴った戦争はまずはな

い」と本稿ではしているが、一旦始まったならば徹底的に破壊し尽くすまで止めることは

出来ない。 

北朝鮮はワシントンまで届く大陸間弾道ミサイルを２～３年後には開発に成功するであ

ろうと米は読んでいる。それまでにカタを付けねばならない、というところだろう。 

 

 

（９）トランプ対プーチン 

 ３月７日のシリア攻撃で「米ロ関係は史上最悪の状態になった」とトランプは言い、 

プーチンはアメリカを非難している。 

せっかく日ロ蜜月時代が形成されつつあったのにシリア攻撃でそれが破壊された、プー

チンは本気で米に怒っているであろうということになっているが、先々週に本稿で「それ

は皮相的な見方だ」と述べた。本稿でそう述べた続きである。今回は本稿で「米ロ関係の

悪化と見るのは皮相的だ」と述べた続きを述べる。 

 

国務長官のティラーソンは元石油会社のＣＥＯで大のロシア通だ。彼がモスクワに訪問

したことに意味がある。ロシアは輸出の７割までが原油である。「有事の原油高」の原則

通りシリア攻撃で原油が暴騰した。これは経済的には大いにロシアがトクになる。シェー

ルオイルの世界一の産油国である米国もトクになる。両国ともにトクになる。 

だからこそ石油会社のＣＥＯだったティラーソン国長官に対してロシア側はラブロフ外

相だけでなくプーチンもともに迎えた。表面上は「真っ向から対立した」となっている。

シリアはプーチンの子分だと思っているから、シリア攻撃に対してプーチンは怒って見せ

なければならない。そしてそれは「細菌兵器を使ったから人道的に許せないとトランプは

言うけれども、アメリカはイラク攻撃の時にも大量破壊兵器をイラクは持っていると言っ

ていたが実際には持っていなかったではないか、あれと同じ失敗をするつもりではない

か」と言っているが、プーチンと国務長官とが二人で元原油会社の社長だったアメリカ国

務長官の訪問に７時間も話し合ったということは、「真っ向から対立を深めた」とするの

は皮相である。 

 

米ロは共通の利害関係を持っている。これは一つに原油価格である。「米がシリアを攻

撃してくれたから原油が上がって我が国は大いにトクになった」とはプーチンは口が裂け

ても言えまい。 
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もう一つは対ＩＳ問題である。ＩＳは米の敵、ロシアにも敵、故に「敵の敵は味方であ

る（毛沢東語録）」であって、米ロ関係の対話の深層の真相は「これこそが外交というも

のだ」というところであろう。 

 

４月１７日の「サンデーモーニング」のテレビ番組で寺島実郎氏が、“ Disagree to 

Disagree”という言葉を使っていた。これは「反対に対して反対」であり二重否定だから

「肯定」である。「反対ではあるが反対理由には理解を持っている」というような意味で

使われることが多い。要するに先々週筆者が述べた「米ロ関係が悪化するというのは皮相

な見方だ」ということを解説してくれているのだ。 

 

【 図 7 】 ロシアルーブルと原油価格は、ほぼ連動 

 

 

 

 

（１０）トランプが破った世界の均衡 

 標題は「週刊ダイヤモンド誌」４月２２日号の「緊急特集」の標題である。この「特

集」を簡潔にまとめる。①ロシア 米国のシリア攻撃によりトランプ大統領との蜜月はな

くなりそうだ。プーチンは欧州の分断・ＥＵの解体を目論んでいる。②中国 共産党大会

（最高指導部の人事が決まる）を今年の秋に控えているため習近平はトランプ大統領と対

等に渡り合っていることを中国国内にアピールしたいために笑顔で会談して見せたが成果

はゼロだった。 

秋以降に人事基盤が固まれば対米外交に変化が生まれる可能性がある。中国はオバマ大

統領時代に「新型の大国関係」という考え方を米国に認めさせようとしたがオバマは無視

したという経緯がある。③ドイツ ＥＵの盟主たるメルケル首相だがフランス大統領選や
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ドイツの議会選挙などが続き情勢は予断を許さない。④北朝鮮 米国が空母を派遣するな

どして強力な威嚇作戦に出ているから、核ミサイルの開発姿勢の変化を生むか否かは判ら

ない。本気で米国が火器を用いればかなわないことは金正恩も承知している。⑤シリアに

プーチン大統領が後ろ盾となっている。それを米国は黙認し続けると思っていた。トラン

プはかつてアサド大統領のことを「安定的な支配者」と評していたからだ。 

ところが３月７日になってそれが違っていたことが明確になった。⑥日本 強大な戦闘

力を持つ米軍空母が北朝鮮に向けて航行。米朝の間に立って、距離的には北朝鮮に近く、

万が一火器を用いる戦争になれば日本国土は火器による報復を免れない。日米経済対話で

レーガンの時のように米国は強い要求をしてくる可能性もある。 

 

米中首脳会談は結果的には中身はゼロに終わった。習近平がアメリカ大統領と対等に付

き合っていることを自国内に示した演技に終わった。トランプ大統領の登場で大国間の緊

張が高まると選挙中から言われていたが３月７日以降一挙に現実になった。 

 

 

 

（１１）原油価格上昇の状況 

 本稿の読者諸賢の中でＷＴＩ投信の安値を買って有事を待つ、あるいはＯＰＥＣの価格

調整を待つという投資家は少なからずおられるであろう。 

そこで原油価格のことについて触れる。原油価格はシリア空爆の一報が伝わると急騰し

た。型どおり「有事の原油」であった。その影響は早期に落ち着き、価格は緩やかな動き

になるだろうという見方が大勢である。落ち着きを取り戻すと１バレル＝５２円までに下

落した。ただし原油価格が穏やかな状態に戻るとは言えない。米ロ関係は決定的な対立は

避けられたが、トランプ政権直後のような蜜月ではなくなった。だが原油価格高騰はトラ

ンプが喜ぶとろころであるし、プーチンも喜ぶところである。トランプ政権はロシアのク

リミア戦争がきっかけで始まった経済制裁を緩和すると公言してきた。ＯＰＥＣは６月ま

で協調減産することで合意し、原油価格を上昇させようとしている。ロシアは非ＯＰＥＣ

加盟国だがさらに積極的にＯＰＥＣに協調する。シリアの問題だけでなく北朝鮮情勢で原

油価格上昇要因もあり得る。 

原油価格は①ＯＰＥＣの減産調整が６月で切れるがそれ以降のＯＰＥＣの動向。②「有

事の原油高」の２つであろう。 

一昨年原油価格が暴落し、産油国の財政赤字により産油国が大量に保有する日本株を売

ってきたときに「日本株下落の諸悪の根源は原油だ」と本稿で述べたことがあったが、そ

れが昨年原油価格が底値を打って緩やかに上昇が始まった。これは有事の原油ではなくて

ＯＰＥＣの減産調整のためであった。これに「有事の原油」が加わるから原油価格上昇へ

の要件はひとまずは整った。まるで「有事」を喜ぶような述べ方であるがそういう意味で

はない。事実を述べようとしている。「世界平和の誠実に希求する」ことと「カネの問

題」を区別しているだけだ。 
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【 図 8 】 原油価格は、「減産合意」の 6月以降の延長、また 7月以降の一段の減産合

意が今後のポイントに 

 

 

【 図 9 】 長期推移からは、底入れ後には 260日 MA 支持の上昇基調を継続する傾向 
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（１２）欧州事情 

 ＥＵの盟主だったメルケル首相の地位は危うい。フランス大統領選挙は先に要約した。

もしルペン勝利ならば欧州初の株安は１割を超えるであろうと予想される。 

 

ＥＵ解体のリスクは独仏次第だ。秋の連邦会議でメルケル首相が敗北すればＥＵ解体の

可能性が出てくる。昨年６月の英国 Brexitがその前哨戦であった。「２０１７年は政治の

年」と本稿で何度も述べたのは、政治という外部要因に大きく左右され、それは企業業績

という本来基本的な価格構成であるものを吹き飛ばしてしまうだけの大きな激震力とな

る。 

 

英国が６月８日に議会を解散して選挙するという。ＥＵ離脱に動いてきた現首相の信を

国民に当という形になる。ここで番狂わせ起きれば欧州にまた一波乱あろう。 

 

 

（１３）［東芝が消える日］、それに反して東芝株・東芝社債の底高さの背景 

 「東芝が消える日、１６万人の従業員はどこへ行く」これは「週刊東洋経済誌」（４月

２２日号） の特集である。副題が「１６万人の従業員はどこへ行く」、「加速する解体

危機」、「逆転復活のシナリオはあるか」、「巨額の債務超過に転落」、「Ｘデー迫る上

場廃止の攻防」、「米ＷＨ買収のお粗末すぎる内幕」、「原発立国の旗を振った経産

相」、というのがおよその内容であるが、こういう中で東芝株が未だに「破綻価格」には

至っていないという底堅さは何に由来するか、これについて私見を簡単にまとめる。 

 

シャープの場合は直ちに１５０～１６０円台になり、そして第二市場に行ってから８０円

台になった。そしてそれがまた５００円台を示現した。 

東芝の場合は昨年２月の１５５円、１２月には４７５円になった。 

これで「日立の株価の７割を地相場とする東芝」の役割は完結編を迎えて幕を引いたと

見る。 

 

「昨年２月の安値の１５５円から１２月高値の４７５円までの株価の動きをとった東芝」

と「その後ウエスチングハウスの問題が出てきた東芝」とは別銘柄であると考える。本稿

でもそう述べてきた。 

 

今言っているのは「昨年とは別銘柄」の東芝である。この東芝株が破綻価格を示さず先

週２００円を瞬間割っただけだ。先週日経平均が連続安の中で、やっと２００円をわずか

に割ったばかりだ。社債もシャープの時は４０円台にまで下がったが、東芝は今９０円

だ。シャープは４０円で買っておけば１００円で償還を受けた。東芝はまだ９０円だ。こ

の株価と社債の底堅さの背景は何か。 
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① 上場廃止がないという楽観論だ。特設市場注意銘柄に指定され現在審査中だが改善が見

込めないと判断されれば上場廃止となる。ただ東証自らが率先して投資家の売買機会を

奪うことはしないとの見方が出ている。次からは全くの私見だが、２００４年に西武鉄

道が株主構成の不正から上場廃止になった時に２００円台と４００円台をマネーゲーム

の対象とされたが、上場の最終日に筆者は４８４円でこれを買い、再上場まで待って再

上場の初値１，６００円で売った（もう少し待てば３，０００円になった）。この４８

４円で買って１，６００円で売る間に日経平均はリーマンショックで半値になったの

だ。もし極端な行動が出来る人ならば、全株を上場廃止前日に西武鉄道にして９年待て

ば日経平均は半値になる間に自分の金融資産は６倍になったという勘定になる。東芝も

現場が動いて技術がきちんとしているならば、上場廃止は怖いものではないという考え

がある。上場維持のために半導体を２兆円で売るという噂も出ていたが、これは本末転

倒である。半導体を売ってしまったら東芝はもぬけの殻だ。 

 

ちなみに筆物がその２兆円という価格を誰がどう付けたか知らないが試しに筆者が２兆

円を発行株数で割り算すると１株４７０円となる。これはまさしく昨年１２月の高値と一

致する。 

 

 

② 二つ目の理由は、所謂モノ言う株主村上ファンドの登場である。旧村上ファンド出身者 

がシンガポールに設立した投資会社エフィッシモ キャピタルマネージメントである。

東芝の保有比率は１０％弱に達する。３月公表時点よりも１％強を買い増しした。モノ

言う株主のシナリオに乗ろうとする一部の投資家が東芝株に群がった。 

 

③ 相場全体が大天井をついて整理局面の中で、基本的なものの考え方として投資対象や銘 

柄選びを考えるならば、ということで本稿にて取り上げてきたのが昨年の東電と東芝だ

った。今年の東芝は別銘柄であるが、東芝は東芝だ。全体が整理基調の中の大相場が終

わった後の局面でマネーゲームの対象としての東証の地位は高い。東芝関連の悪材料ニ

ュースが連日出る中で売買代金は３位であり、信用取引の買い残高は１億株を超え、昨

年末の２倍近くにまでなった。投資人気の表れである。 

 

本稿では具体的な銘柄は主題としない。読者諸賢は個人個人の相場哲学を有しており、

個人個人の方針があり、個人個人の資金の性質があり、それぞれの投資方針があり、これ

らはみな同一のものではない。画一的に銘柄を推奨することは出来ないし、やるべきでは

ないというのが基本姿勢であるが、基本的なものの考え方の一例として東芝と東電を取り

上げてきた。 

 

東電は原子力発電という、優れて経済問題、技術問題、環境問題であるはずのものをイデ

オロギー問題、政争の道具と置き換えることの誤りを明確にしたいためだった。 
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【 図 10 】 シャープは 2016 年 8月 1日の東証二部市場初日に安値（87 円）をつける 

 

 

 

 

 

（１４）途上国の為替相場 

 読者諸賢の中に、途上国の為替相場が最安値に来た時にそれを使って高利回り債券を買

って、利回りという「時間に稼がせる」インカムゲインと、為替相場の回復を待つという

キャピタルゲインの両方を狙うという動きをとった方々は少なくないと思う。少なくとも

昨年の２月頃本稿で述べてきたブラジルレアルでトリプルＡ債を買うとか、ブラジル国債

の１０．２５％利子を買うなどしていれば１年間で３割ぐらいはインカムゲインとキャピ

タルゲインと合わせれば３割ぐらいは取れている。このようにジャンク債ではなくトリプ

ルＡ債を途上国通貨で買うという方法がある。読者諸賢の中でこの方法をとられている方

が少なからずいると思う。そこで各国の為替相場市況を簡潔に要約しておきたい。 

① メキシコペソ、ロシアルーブル、インドルピー、これらは年初来５～１０％上昇してい

る。 
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② トルコリラは大底圏内の低空飛行が続いているが株価は途上国で一番上がった。トルコ

リラは今年１月過去最安値を付けた。２月以降は持ち直し、最安値から１割ぐらいは戻

ったがまだ低迷中である。大統領選の結果は当然リラ価格に悪く響く。（この件は来

週、詳述する）。 

トルコは経常赤字の高止まりなどが他国に見劣りがする。その経済関係に加えて地政学

リスクの拡大が背景にある。 

③ トルコリラの低迷の一因はトルコをめぐる地政学リスクの高まりだ。昨年２月ブラジル

のクーデターまがいの大統領交代の時にブラジルレアルは２８円という最安値を付け

た。他国の国情は詳しいことは判らないし、経常収支の構造というファンダメンタルな

基本よりも政治リスク、地政学リスクという衝撃のほうが多く聞く場合が多いから益々

判らない。こういうものに対処するときには、筆者の考えで言えばチャート一本であ

る。チャートがすべてを示すと考える以外にない。あるいは最初から判らないものには

触れないと決めつけることだ。中途半端に、人の意見を聞いて行うのが一番間違う。 

 

 

（１５）世界の株式市場 

 主要２５市場のうち２０市場が先週は４月に入って下落した。日欧などの先進国株の低

迷が目立った。最も上昇したのはトルコ（通貨は下落）、次が南アフリカ、次がフィリピ

ン、タイなどの途上国である。その他は全部が下落した。世界２５市場のうち最大下落は

ロシアで３．６２％、２番目ブラジル、３番目イタリア、４番目が日本の下落率であっ

た。トランプ大統領の「ドルは強すぎる」などの発言を受けて円高ドル安が進行し、自動

車機械などの輸出関連株に売りが広がったからだ。 

日本は国内問題の影響はほとんどない。森友学園や稲田防衛相や法務相の失態に伴う安

倍内閣支持率の多少の低下の影響はほとんどない。ほとんどがトランプの為替口先介入に

よるものだった。 

 

 

（１６）“ Disagree to Disagree”の追加 

 寺島実郎氏がテレビ番組「サンデーモーニング」（１６日）において“Disagree to 

Disagree”としてプーチンの言動を論評した。これは先々週の本稿で筆者が述べた「プー

チンがアメリカに対して怒っているという見方は皮相な見方である」というのを解説した

と述べたが、付言すればこういうことである。disagreeに対する disagree であるから不

承認に対して不承認ということであるから二重否定であって承認ということになる。不賛

成だけれども不賛成に対しては不賛成だということで二重否定だから肯定ということにな

り agreeしていることになる。米ロは対ＩＳ問題と「有事の原油価格高騰」においてまっ

たく利害をともにしているからである。 
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（１７）株価指数での運用が投信類の大半を占める 

 東証の発表によれば日本株市場では投資信託の８割、年金運用の７割が株価指数の構成

銘柄を全銘柄買うという結果になるインデックス運用になっている。世界の株式市場でも

そのような傾向がある。業績や将来の成長性で個別企業を選別する必要がないし、企業ア

ナリストを雇っておく必要もないから簡便である。私事にわたるが筆者も株式市場での運

用が少なくとも半額はこれである。巨大な公的マネーのＧＰＩＦはインデックス運用の比

率を８割としている。先導するのは公的マネーと大規模投資信託である。低コストの強み

と企業を選別する必要がないからであるが、この傾向は企業の業績や成長性で個別銘柄を

峻別するという機能を喪失していくことになる。 

 

 

（１８）ＤＪ－【焦点】世界で相次ぐ政治リスク、逃げ惑う投資家 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０４．２１） 

世界的に政治・経済リスクが広がる中、投資家は金や日本円、その他安全資産に資金を

逃避させている。   

金相場は年初来で１１％超上昇。今週に入って昨年１１月以来の最高水準となった。円

は１７日、対ドルで５カ月ぶりの高値をつけた。米国債など、金融市場が動揺している時

に買われる傾向にある他の資産も今月、軒並み右肩上がりとなった。   

安全資産へのシフトが進んでいるのは、一連の地政学的な出来事が投資家を揺さぶり始

めているからだ。北朝鮮の核開発計画を巡る緊張などは数年前からあるが、そうした政治

的懸念の一部は最近になって一段と高まった。   

リスクコンサルティング会社ＩＨＳマークイットは１８日、北朝鮮について「兵器実験

や軍事演習、局地的攻撃に続くエスカレートや誤算のリスクは、過去１０年のどの時点よ

りも大きい」と述べた。米国がシリアとアフガニスタンで空爆に踏み切ったことも、こう

した紛争が制御不能になりつつあることへの懸念を再燃させている。   

また、ここにきて降って湧いたような懸念材料も出て来た。例えば、フランス大統領選

で左翼党の元共同党首ジャンリュック・メランション候補が急台頭していることだ。大統

領選は２３日に第１回投票が行われるが、投資家の間では、極左の同候補と極右政党・国

民戦線（ＦＮ）党首のマリーヌ・ルペン候補が決選投票で対決する事態になることへの不

安がある。どちらが当選しても、市場にとっては悪い結果だと投資家は話す。   

プルデンシャル・フィックスド・インカムのチーフ投資ストラテジスト、ロバート・テ

ィップ氏は「通常は、市場の地合いはひとつの材料で変わる」としたうえで、「それが現

在では、世界中のいくつもの材料が関心を集めている」と語った。同氏は１－３月期（第

１四半期）、政治的イベントによるリスク緩和の一環で、より長期の米国債のポジション

を増やしたという。   

安全資産へ向かうリスクオフの動きは、医療保険制度改革が頓挫したなどことを受け、

ドナルド・トランプ米大統領が景気刺激的な財政政策を実現できるとの見方が投資家の間

で後退している証しでもある。   
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米大統領選後に株価が上昇したのは、トランプ氏と共和党支配下の議会が減税や規制緩

和、その他企業寄りの政策を実現できるとの観測が背景にあった。しかし、多くの投資家

はここ数週、いわゆる「トランプトレード」を巻き戻している。米国のインフレと雇用に

関する直近の統計も期待外れだったため、米経済がソフトパッチ（一時的な軟化局面）に

突き当たっているのではないかとの懸念も浮上している。   

成長への疑いが高まっていることはドルの重しにもなっている。ドルは大統領選後の数

週間こそ主要通貨バスケットに対して上昇していたが、年初来では３．４％下落。トレー

ダーは数年来のドル上昇局面が再開する可能性について判断しかねており、より安全な資

産に資金を振り向けている。   

一方、新興国など相対的にリスクが高い市場はこのところ値動きが激しい。   

「恐怖指数」として知られるシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー

指数（ＶＩＸ）は今月に入って約１４％上昇、歴史的な低水準で推移していた１－３月の

平均を大きく上回っている。   

政治的不安にくわえ、一部の投資家は中国経済失速の兆しについても懸念している。そ

れが商品相場を圧迫し始めており、今月約２０％下落した鉄鉱石相場についてアナリスト

らは、中国の住宅指標が減速したことに一因があると話す。   

資産運用会社デルテック・インターナショナル・グループ（バハマ）は、４－６月期

（第２四半期）に市場の不安定感がさらに増すとの予想から、強気相場を見込んだ投資を

縮小。米株の保有を減らし、債券保有を増やしているとアトゥル・レレ最高投資責任者

（ＣＩＯ）は述べた。   

一方で、一部の資産運用マネジャーは、今月に入ってからのリスク投資の減退が買い場

を提供するかもしれないと考えている。株式市場は米国の選挙や英国の欧州連合（ＥＵ）

離脱（ブレグジット）前後に急落や乱高下を経験した。だが相場はすぐに落ち着きを取り

戻し、サンライズ・キャピタル・パートナーズのクリス・スタントンＣＩＯによれば、他

の投資家が逃げ出す中でポジションを維持ないし追加した投資家が報われた。   

地政学的緊張が収まるとの見通しに自信を持つ同氏は、先週ナスダック先物に買いを入

れた。北朝鮮については、中国が交渉役として介入すると考えている。   

長らく上昇局面が続いてきた米株などリスク資産の利食いに動いている投資家もいる。  

資産運用会社マーク・インベストメンツを率いるアクセル・マーク氏は、米金融機関その

他の株式に対する投資を３月に削減したと話した。共和党が医療保険制度改革法（オバマ

ケア）の改廃に失敗し、トランプ氏の政権運営が選挙活動ほど簡単にはいかない兆しが見

えたためだ。   

マーク氏は「私たちは割高な市場にいる。それを１段階引き下げると決めた」と述べ

た。 
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（１９）ＤＪ－【市場の声】投資家の８３％が「米国株は買われ過ぎ」 

（出所：ダウ・ジョーンズ ２０１７．０４．２０） 

投資家は株式相場が高過ぎると考えているようだ。バンクオブアメリカ・メリルリンチ

がファンドマネジャーを対象に今月実施した調査では、投資家の８３％が米国株は買われ

過ぎだと答えた。   

米国以外の株式も似た傾向があるようだ。３２％が世界の株式相場は高過ぎると答え、

この割合は約１７年ぶりの大きさだった。   

チーフ投資ストラテジストのマイケル・ハートネット氏は「投資家は欧州への投資を選

好し、米国株から急いで資金を引き揚げている。大半の投資家が米国株は買われ過ぎだと

考え、米国の税制改革が遅れていることのリスクを認識しているためだ」と述べた。   

昨年１１月の米大統領選後、ドナルド・トランプ政権による減税への期待感から主要株

価指数は大幅に上昇した。だが一部の投資家やアナリストは、税制改革の不透明感が高ま

っているにもかかわらず高値圏で取引されている銘柄は下落に転じやすいと警戒してい

る。 

 

蛇足―「日本ではベンチャー企業が育たない」の続き 

３月１２日号の本稿（１５）で「日本ではベンチャーが育たない」ということを述べた。

また、４月１６日号で「日本にはイノベーションが行われていない」と述べた。その続き

である。 

 

アメリカでは中小企業を中心とした産業革命が起こった。アップルがそれだ。グーグル

がそれだ。マイクロソフトがそれだ。彼らには大銀行がバックアップしたわけではない。

政府がバックアップしたわけではない。一体誰がアップルやグーグルやマイクロソフトが

大企業に化けると想像しただろうか。世界に時価総額の特上部門に入ると想定しただろう

か。中小ベンチャーは十中九割までが失敗する。おそらくアメリカでもそうであろう。 

１０年か１５年前に出た本で「起業バカ」（渡辺仁著、光文社）という本があった。そ

れによると、成功失敗というのは定義の仕方にもよるので一概に言えないから、上場を目

的としている企業の中で上場を果たした企業の割合を計算すると１５００社で１社だそう

だ。大体、ベンチャーは十中八九は失敗する。かのエジソンですらほとんどすべてが失敗

した。唯一残ったのがＧＥであり、１８９６年にウォールストリートジャーナルのダウ・

ジョーンズ氏が創設したＮＹダウ３０種の中に、創設以来現在まで存続しているのはこの

ＧＥただ１社である。他の２９社は全部入れ替わった。日本のベンチャー投資実行額は、

２０１６年は約１３００億円に過ぎない。中国はその約２０倍の２．５兆円。アメリカは

約５０倍の７．１兆円である。日経新聞のコラムによれば、「私はかつて米国スタンフォ

ード大学のビジネススクールで学んだが、その時最も人気があった科目はベンチャー企業

経営（スモールビジネス）であった」（元内閣府事務次官松本氏執筆）だそうである。米

国の一流大学の卒業生はウォール街に行くかベンチャーを起こすか大企業に就職してもい

いアイディアが浮かべば、会社を辞めてベンチャー企業を起こす者がたくさんいた。元々
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アンビシャスな移民たちがつくった国である。天候のみにしか左右されない、安定した農

牧生活の中から育った資本主義と根本的な違いでもあろう。発生史的に違うし、教育も違

うようだ。かつてシュンペーターは資本主義発展の原理はイノベーションにあると説い

た。イノベーションは「新機軸」と訳されたが、元は「新結合」と訳されていた。既存の

者を破壊して新しく結合させる、または新しく生み出す、これがイノベーションだ。必ず

しも技術革新だけではない。これがあるから資本主義は発展すると説いたのがジョセフ・

シュムペーターであった。そして同年に生まれたケインズは「アニマルスピリッツ」が資

本主義を発展させると説いた。基本的には同一軌道だ。 

 

【 図 11 】 ＮＹダウは、現在時価総額世界一位のアップルを 2015 年に採用 

 
 

 

 

■ご報告（昨日セミナーで出た一件の詳細報告）；長期下げ相場に本気で取り組む話し  

 

４月２２日（土）に懇話会形式の自由発言、相互質疑応答形式のセミナーを開催しまし

た。こういうものは１５人くらいが適切人数ですが１９人が応募してくださいました。 

 

その折に二人の方から私宛に質問あり、話が他の人に逸れたので私が回答を忘れていたら

或る女性参加者から「先ほどの質問に先生は答えておられない」と指摘され、丁寧に答え

て報告しました。特殊銘柄のことではなく一般性のあることですから、この場で、詳細を

補足します。 

 

質問（二人から）「空売りを本気で資金を投じてやった経験はあるか」 
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私の回答、以下に要約します。 

 

あります。拙著「大学教授が書いた 株で４倍儲ける本」（中経出版、００６年刊）の

114 頁～126頁に詳細を述べて結果の計算まで報告していますが、絶版になっていますから

本稿で要約します。 

 

日本経済が縮小して行くということが経済合理性から見て明確に読めることがあった。小

泉内閣成立時です。 

ＧＤＰの構成要素は、「Ｃ（消費）＋Ｉ（設備投資）＋Ｇ（財政出動、政府支出）＋Ｘ

（輸出）」の四項目です。その頃（２００１年、小泉内閣成立時）は、Ｃ（消費）も 

Ｉ（設備投資）もＧもＸ（輸出）も長期の不良債権山積みで血流が止まり縮小していたか

らＧ（財政出動）で経済を浮揚させなければならなかったのに小泉さんは、郵政改革を優

先して、財政はやらないという。「痛みに耐えて下さい」と国民に呼びかけた。これでは

ＧＤＰは縮小する。株式は長期下降に向かう、これが明らかです。日本経済全体を空売り

したかった。個々の銘柄は本気で空売りするのは怖いが日本経済そのものを売りたかった

のです。この時、日興証券が 225種ＥＴＦというものを世に出した。そこで経済全体を空

売りする気でＥＴＦを本気で腰を据えて空売りしました。「相場を張る」意味での空売

り」ではなく「日本経済そのものを売る」のです。私とて人並な愛国心はあるつもりだが,

「勘定」の方が「愛国心という感情」に優先しました。 

 

2001 年 7月 13日 ＥＴＦ1000口、12，600円ウリ 

2001 年 9月 12日    1000口、9，440円買戻し  ＋2，994，015円利益 

詳細割愛するがこれを 3回繰り返し、792万 2千円の利益。前掲書 123頁。 

2002 年 5月 23日、ＥＴＦ100０口、12，080円ウリ 

2002 年 11月 20日、  1000 口、8，410円買戻し，＋3，513，886円利益 

詳細割愛するがこれを 3回繰り返し、988万 7千円の利益。前掲書 123頁。 

 

1年以上、売り続け 1780万 4千円の利益を長期下げ相場で取りました。これは「勝負事」

の空売りでなく、経済学徒として、ＧＤＰの趨勢を経済合理性に沿って行動したもので

す。 
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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 1 】 一旦は PBR 1.20 倍水準で反発 

 

 

 

【 参考資料 2 】  
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*［ 日米の相場をバフェット指標で測る ］ 

バフェット指標では、特に米国市場は 120％超水準の天井圏にある。期待先行のトランプラリーで 120％超

水準を超えおり、期待の剥落には注意が必要に。 

 

【 参考資料 3 】 「バフェット指標」からは東京市場は過熱圏での推移 

 

 

 

【 参考資料 4 】 「バフェット指標」からは米国市場は天井圏での推移が続く 

＊今週 4月 28 日(金) 21：30（日本時間）に、米 1-3 月期ＧＤＰ速報値の発表 
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【 参考資料 5 】 年初から保合い相場が続き、これまでの値幅は 1443 円に。 

 
 

 

 

【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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