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１７年４月２日 週報 
 

[ はじめに ] 

世界で起きる全ての事柄が市場に関係する、というのが私の考えです。 

因果関係と相関関係とは別物ですが、全ての事象が、そのいずれかによって、或いは両方

とも重なり合って市場に現象する、と考えます。 

「因果関係」と「相関関係」と「偶然」とが織りなします。これは人智では解けないので

すが、そこを諦めずに書きます。故に長くなりますから、項目ごとに分けて目次を付けま

す。 

一応、各項目は文章としては独立していますから、御関心のない項目はトバシてお読み

くださっても通ずるようになっているつもりです。だが、出来るだけ全部をお読み下され

ば幸甚です。 

 

[ 今週号の目次 ] 

（１）当面の市況 

（２）「４月解散説」が浮上する 

（３）依然として天井圏内にいるＮＹ株――「手元にパラシュートを用意しておくのが

いい」（英エコノミストの３月１１日号記事の翻訳） 

（４）「海外勢の売りＶＳ個人投資家の買い、海外勢の売り越しＶＳ個人投資家の買い

越し」の構図が崩れたか？ 

「海外勢の売り越し連続・対・個人投資家の買い越し」は以前継続 

（５）著名投資家デニス・ガートマン氏は米国株の弱気相場入りを宣言 

（６）ポピュリズム政党の支持率と株価 

（７）トランプ相場最大の下げの背景 

（８）三たび、「２０１７年は政治の年」～政治リスクは日本にも浮上 

（９）トリクルダウン理論、「津々浦々に浸透」か？ 

（１０）日銀の出口戦略の論議はまだ早い 

（１１）党勢低迷の民進党――蓮舫代は無能さを益々露呈 

（１２）関電１４０円高、東電４０円高の意味するところ 

関連交信――大阪のＮさんからの「東電・日立・東芝についての便り」を原文のま

ま掲載する（着信は３月２７日）下線は筆者付す。 

（１３）超低位株の待ち伏せ投資――大局的に見ての相場低迷時に大幅に獲るには基本的

には「安値買いの吹き値売り」の「待ち伏せ投資」だ 

（１４）「日本経済入門」（野口悠紀雄著 講談社現代新書） 

（１５）Ｊさんとの「日銀が上場企業の大株主化していることに対する異常感」についての

交信（３月２４日） 
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（１）当面の市況 

「トランプラリー」は市場では「トランプリスク」に変わった。さらい調整を招く可能

性は無論あろう。１日の日経新聞には「そうなれば日経平均の２万円回復はますます遠の

くことになりそうだ」と記名入り記事で出ているが、元々、選挙結果の出た１１月９日の

安値からの約３５００円高は、ＮＹの「狂乱の宴」に影響されたものだ。「理屈は貨車で

やってくる」のだから、当時は幾らでも強気理屈は湧いて出たものだった。 

 

ニューヨークに上場する日本株ＥＴＦから資金が流出しているという。 

３０日の日経新聞の記事によれば昨年７月以来８か月ぶりの規模の流出だそうだ。これ

はニューヨークにてドル建てで投資出来るから、米投資家の日本株に対する関心の強弱を

いち早く映し出す指標と見て良い。 

 

本稿３月２６日号で「ニューヨークも長期的に見ると三段上げを完了した後だから、い

つなんどき下げが起きても不思議はない」と述べた。果然、８日連続安を演じた。 

大幅減税・金融規制緩和・大型インフラ投資等がすべて議会を通過するという仮定の下

での「狂乱の宴」にもいつかは幕が下りる。そのことが実現し始めただけのことだ。 

 

【 図 1 】 ＮＹダウの 2017 年 3 月ローソク足は「被せ足の陰線」 

 

 

トランプ政権はオバマケアの代替案を撤回した。これは、オバマケア縮小に伴う財源が

捻出できないということになり、各種のトランプ政策を推進するための財源のあてが外れ

てしまったことを示す。トランプ政策と共にトランプ相場の先行きに陰りが出てきたこと

を示す。本稿では当初からトランプラリーには疑義を呈しきた。 

 

 

 



17 年４月２日号        週報「投機の流儀」          3 / 23 

 

【 図 2 】 レーガン政権でも、1 年目後半は「レーガノミクス期待」後退で株価軟化 

 
 

大和証券の万年強気氏・木野内氏は「森友問題が下火になれば、外国人投資家は買戻し

へ動く」と言っているが、そういう背景はない。 

 

ノーベル経済学賞受賞者のシラー教授の平均ＰＥＲは、１０年間の企業業績の移動平均

に景気変動調整済みを加味したものであるが、０９年金融危機以降８年間の日本企業の平

均ＰＥＲは約１５倍である。これを用いて２０１７年度の日本企業の予想増益率 

１２．５％を加味すると理屈の上で日経平均が約２万円と算出される。しかし、ドル換算

の日経平均は一昨年の大天井と同じレベルにある。このことが好業績の日本企業に対して

も海外は食指を動かさない。 

 

【 図 3 】 外国人投資家は含み益状態にあり、利益確定の売り姿勢になり易い 
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日本市場では★オプション取引の日経平均ＶＩが２か月ぶりの高水準（下値警戒感も強

まった）となった。米国の政策運営の不透明感から日本株の下値警戒感も強まった感じで

もあり、政局不安の恐れも多少はある。日経ＶＩは１月下旬以来のレベルになった。これ

は下値警戒感が強まっていることを示す。 

４月末の売りの権利行使価格が１７，５００円から１８，０００円となった。日本株安

に備えて海外のヘッジファンドが売る権利（プット）を買ったようである。ニューヨーク

のＶＩＸ指数（別名「恐怖指数」）は２４日に昨年末以来の高水準となった。 

 

★オプション取引 

株価指数などをあらかじめ決められた権利行使価格で売買する取引を言う。コール（買

う権利）とプット（売る権利）とがある。例えば１７，５００円のプットを買っておけ

ば、それ以下に株価が下がっても保険つなぎのヘッジとなる。 

 

目先の米国株については、トランプ政権の政策不透明感に加えて割高感も警戒される可

能性もあろう。市場では、「下院を通過しても上院の通過は困難で代替法の最終的な成立

は５月以降となり、税制改革の論議も後ずれするだろう」との見方も伝えられた。トラン

プ政権は市場が期待する減税やインフラ投資などを含む予算教書の公表を既に５月に持ち

越していることもあり、目先の日米市場ではトランプ政権の政策不透明感が続く可能性も

あろう。  

 騰落レシオ（２５日）が週末現在で８８％であるが２５日との乖離率は未だし、の感も

あり底入れ感は出ない。ちなみに昨年２月１２日と昨年６月２４日の１４，８６５円はと

もに騰落レシオは約５０％台だった。２５日との乖離率は１５％だった。騰落レシオの 

８８％では大した「売られすぎ」というわけにもいかない。 

 

【 図 4 】 2015 年・16 年の「ぞぉっとするところ」 
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【 図 5 】 ＮＹダウは上昇一服の動きが顕著に 

 

 

 

【 図 6 】 日経平均はレンジ相場続く 
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（２）「４月解散説」が浮上する 

３月１８日～１９日に行われた読売新聞の調査によれば内閣支持率は５６％で、 

前月比▲１０％であった。ここに来て４月衆議院解散・総選挙に打って出れば「森友問題

隠し」「南スーダン問題隠し」との反発は必至で、この解散は無謀とされるだろうが、政

治のプロの安倍内閣は次のように考えるかもしれない。 

７月２日の東京都議会選挙で自民党は小池新党（都民ファーストの会）に負けることが確

実である。ここで３０議席ぐらいの減少は覚悟しても都議選前のほうがトクである。 

これは、①日経平均株価は高値圏にいる。②稲田防衛大臣をはじめとする法務大臣等の

無能閣僚を「クビ」ではなくて「閣改造の形」で辞めさせることが出来る。③一説には安

倍首相がライバル視しているというが甘利元経産相を入閣させるのも自然である。斬れる

し使えるからだ。④来年以降の日本を取り巻く環境や世界経済の見通しはまったく不透明

で、衆議院解散・選挙が遅くなればなるほど「追い込まれ解散」となる。これを防ぐため

には早期解散に越したことはない。森友事件はおそらく海外投資家も注目しているだろ

う。 

 

寄付金授与の証拠は提示されず、さらに近畿財務局や大阪府に対する国有地払い下げに

関する働きかけを示す新しい事実も提示されず、このまま行けば森友学園疑惑がウヤムヤ

のうちに事実上の幕引きとなる。 

 

一つの方法は大阪府が籠池氏を「私文書偽造や偽計業務妨害の疑い」で刑事告発するこ

とである。あるいは籠池夫妻が大阪府大阪市から専従の幼稚園長・副園長として「補助金

を詐取していた」として籠池事件を立件する。そうすれば事件は検察の手に移り、国会中

継の場からは消える。プロの政治家ならばそのぐらいのことは考えるかもしれない。或い

は益々不都合が出る可能性もある。本稿で早くから言っていたように蟻の一穴から瓦解す

るという恐れだ。 

 

 

 

（３）依然として天井圏内にいるＮＹ株 ――「手元にパラシュートを用意しておくのが

いい」（英エコノミストの３月１１日号記事の翻訳） 

 長期的に見た三段上げの完了や上昇倍率や日柄というテクニカル面から大局的にニュー

ヨークの大天井説を本稿では説いてきたが、今回はファンダメンタル面から述べたい。 

「ＣＡＰＥレシオ★」からの見方だ。これはエール大学のロバート・シラー教授（数年前

にノーベル経済学賞受賞）の見方だ。このＣＡＰＥレシオによれば、今ＰＥＲは３０倍で

ある。３０倍を上回ったことは１００年の歴史で３回だけだ。①１９２９年の大バブルと

②２０００年のＩＴバブルと③２００７年の不動産バブル（サブプライムローンの証券

化）という３回だけだ。そして今回４回目となっている。 
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★ＣＡＰＥレシオについて 

米エール大学のロバート・シラー教授のＰＥＲである。過去１０年間の企業利益の移動平

均から長期的な株価政治を判断する景気変動調整後のＰＥＲを言う。 

 

過去１００年に３度しかない超高ＰＥＲでも株価があまり下がらないで張り付いている背

景には三つある。 

一つは世界経済好転の兆しが見られることだ。 

二つ目にはトランプ政権が掲げる減税やインフラ投資の拡大や金融規制緩和への期待が

米国でアニマルスピリッツ★を呼び起こしていることである。そしてこれらは全部が「共

和党から出した大統領だから共和党が議会を通す」という前提だ（だが共和党の議員はエ

スタブリッシュメントとエリートだ。「成り上がり者」の「不動産屋」の「素人政治家」

のトランプとは折り合いがうまくつかない可能性が強いであろうと本稿では見てきた）。 

三つ目にはＮＹ市場を本舞台とする投機家はこれまで長い間、我慢を強いられてきたこ

とへの爆発だった。２０１６年は上昇率が１０％に届かず、２０１５年は下落した。ＮＹ

ダウが創設１８９６年以来１２０年間で大統領選挙の前の年に年足で陰線を示現すること

は歴史上なかった。ところが一昨年は年足で陰線を形成した。１２０年ぶりのことだ。そ

れ以降彼らは長い間我慢を強いられてきた。 

これがトランプ当選という「あり得ないこと」が実現したのを奇貨として、モッケの幸

いとばかりに宴を大々的に催したのだ。 

だが狂乱の宴はいつか幕が下りる。 

 

以下は英エコノミストの３月１１日号記事の翻訳を掲載する。「ポピュリストを支持す

る有権者と投資家との双方を満足させるのは難しいだろう。・・・・中略・・・・いつ急

落してもいいように投資家は手元にパラシュートを用意しておくのがいい」。 

 

 

 

（４）「海外勢の売りＶＳ個人投資家の買い、海外勢の売り越しＶＳ個人投資家の買い越

し」の構図が崩れたか？ 

 １月半ばから２か月間、両者が売り越してきたという異例が続いた。買い越しは企業の

自社株買いだけであった。しかし手元資金が豊富で押し目買い余力の大きい個人が、下値

を支えて「下値は深くない」という本稿の言い分を支えた。従来は「外国勢が売り越せば

個人は買い越し、外国勢が売り越せば個人は売り越す」という外国人対国内投資家の構図

が多かったが、１月半ばから２か月間この構図は破れた。外国勢は中期的に売り越し続け

ている。これは欧米に比べれば政権が安定している日本ではあるが、また企業業績好調の

日本ではあるが、日経平均をドル建てで見れば一昨年の大天井と同じ位置にあるからだ。

つまり、ここから上を買い越すには、日経平均が一昨年の大天井を大きく上抜けるという

見通しがなければならなくなっている。 
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「海外勢の売り越し連続・対・個人投資家の買い越し」は以前継続 

海外勢は６週間連続して日本株を売り越した。この間の売り越し額は１．１兆円だから

年率にして１３兆円、これは史上最高の買い越し額が年間１５兆円だったから、年率にす

るとこの売り越し額は大きな規模である。トランプ政権の政策実行能力への疑念・疑惑か

ら円高が進み輸出関連株が売られた。 

一方個人投資家は２週間連続で買い越した。 

「海外勢売り越し」ＶＳ「個人投資家買い越し」の構図が再び明らかになった。 

 

【 図 7 】3月の外国人投資家は大幅売り越し、4 月以降基調継続か否か見極めが必要に 

 

 

 

 

（５）著名投資家デニス・ガートマン氏は米国株の弱気相場入りを宣言 

標題の件は日経ヴェリタス３月２６日～４月１日号からとった「この下げは少なくとも

５％の調整が起こる序章に過ぎない」「調整はまだ始まったばかりで米国株が５～７％下

落する可能性を示唆した」「このトレンド変化を受けて自身の投資行動も変えたことを披

露した」。 

 

本来、米国では２０％の下落をもってトレンドが変わったとしてきた。上昇も下降もそ

うしてきた。普通、「株価が景気に対して先行するという命題」は株価の２０％上下をも

ってトレンドとし、景気は一致指標をもってトレンドとしてきた。その株価がトレンドを

変えるならば遅行してアメリカ景気もトレンドを変えることになる。これはＦＲＢの言い

分とは逆行することにもなるが、デニス・ガートマン氏はそう言っているという（カギカ

ッコ内は前掲誌に依る）。 
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（６）ポピュリズム政党の支持率と株価 

 Bloombergの各国世論調査から作出したグラフによれば、１５年６月以降、ポピュリズ

ム政党の支持率の動向と欧州株の動向とは真逆の関係で上下している。 

今年は３度目の「まさか」が起きるのだろうかという関心である。 

昨年６月２４日、英国の Brexit（これは一昨年の大天井の月日と全く同じであった）。

および１１月９日のトランプ当選による激変である。両者とも大幅急落は１日で終わっ

た。 

前者のことを外交評論家岡本行夫氏は「英国発の９１１事件だ」とテレビ番組で述べて

いたが本稿はその頃直ちに「それは違う。９１１事件はＮＹ取引所を停止させ金融の神経

機能を激震させた。Brexit は金融の神経機能そのものの激震ではなく、政治問題と長期的

な経済問題であり、いわば実体経済の問題を時間をかけて市場が織り込んでいく問題だ」

と述べた。 

案の定、激震は１日ですんだ。１１月９日のトランプ当選が決まった時の大幅急落も 

１日で済んだ。 

この「２つの『まさか』」は両方とも金融の神経機能そのものを破壊する問題ではな

く、実体経済に及ぶ影響を株式市場がどう取り込むかという問題である。  

今年最大のリスクは国民戦線のルペン党首が大統領に就任するというシナリオである。 

「３度目の『まさか』」が起きるという警戒感は強く、投資家の一部はフランス国債を

売却してドイツ国債へ乗り換えを進めているらしい。つまりルペン氏が大統領に就任する

シナリオを恐れている。これはフランス大統領選挙が第１回投票は４月２３日、決選投票

が５月７日であるがここで昨年６月の英国民投票と１１月の米大統領選挙の流れを受けて

株式市場に激震が走るのかという不安をぬぐい切れない。 

２００５年９月頃をピークとして難民関連のニュースは減少し、反エスタブリッシュ政

党への勢いを弱める要因と考えられる。従って欧州ではポピュリズム政党が議会で大幅な

議席を獲得する可能性は低いと本稿では見ている。 

 

 

 

（７）トランプ相場最大の下げの背景 

ＮＹ株が８日続落、３１０ドル安の背景は本稿が以前から述べてきたところの「トラン

プと議会との折り合い」であった。オバマケア代替法案が可決される期待感から買いが先

行した（大幅下げを演じた２４日も朝方は買いが先行した）。しかし午後に入って可決さ

れないと伝わると一転して売り優先になった。トランプ政権は下院本会議での採決を見送

り、法案を撤回した。今後は求心力の低下が注目される。トランプ政権が最優先課題とし

たオバマケア代替法案がつまずいたので、減税・金融規制緩和・インフラ投資の実現期待

も後ずれしかねないという連想が当然に働く。本稿で既述の通りである。 
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トランプ相場を牽引してきた「金融緩和規制の恩恵を受ける金融株」が、①米長期金利

の低下による利ざやの圧縮懸念、②金融緩和政策期待の後退によって急落し日本のメガバ

ンクも大幅下げとなった。 

日本株は政治問題で国会が空転し、買い材料に欠ける。 

 

 

 

（８）三たび、「２０１７年は政治の年」～政治リスクは日本にも浮上 

 欧米では大衆迎合主義、ポピュリズムが高まり、これが政治リスクとなっている中で日

本の安倍政権の安定感が際立っているので海外からの投資マネーを引き寄せてきたが、安

倍政権への信頼感が緩めば資金が逆流する恐れは大いにある。海外勢は日本よりも政治問

題を重視する。森友問題の政権対応は市場も注視している。この問題そのものは、筆者が

思うには南スーダンからの自衛隊撤退（戦闘地域に派遣したという疑い、憲法違反の疑

い）に比べれば小さな問題であると思っていたが、政権の対応の仕方によっては軽視出来

ない。政商の傾向を自認していた籠池氏、非常識で無教養な振る舞いをする首相夫人とい

う、官邸ではコントロールしにくい２つの要素が絡むからだ。この問題の幕引きを急ぐ一

つの方策は、籠池氏の刑事告発だ。証人喚問での偽証を問うか、三通りの建設費で申請書

をつくった刑事責任を問うかである。事件化すれば舞台は検察と司法の場に移る。ただし

話題性は大いに残るであろうが国会中継からははずれる。 

 

 

 

（９）トリクルダウン理論、「津々浦々に浸透」か？ 

 安倍首相は大企業優先・富裕者優先と非難される経済政策をトリクルダウン方式「富裕

は上から下に滴り落ち、津々浦々にまで広がる」をもって進めてきた。そこで日本経済新

聞社がまとめた「地域経済５００調査」で地方の景況感をしらべると大きく改善している

ことが判ったと同紙は発表している。 

設備投資の回復が反映したという。半年前と比べた地方地元の景況感を示すＤＩ指数

（「改善」－「悪化」の割合）これは＋２５．３％となり、半年前の調査から３１％も上

昇したという。設備投資の回復等を受けて前回半年前にマイナスだった７地域を含む全地

域が改善プラスとなった。安倍首相が口癖のように言っていた「津々浦々にまで浸透させ

る」という主張の応援演説のようにも見えるが日本経済新聞社が調査したものは客観的な

ＤＩに基づいたものである（３月２６日前掲紙）。 
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（１０）日銀の出口戦略の論議はまだ早い 

 標題の通りであるが、いずれはその議論を進めなければならなくなるであろう。ＦＲＢ

は既に試算を公表し政策は判断にも影響している。日銀も数か月のうち、あるいは今年中

には時期尚早というスタンスを変えて手の内を公開すべき時が来るだろう。 

量的質的緩和策は満４年を経て、今月には５年目に入る。にもかかわらず出口政策の議

論は時期尚早という姿勢を日銀は守っている。 

世界の主要中央銀行のバランスシートの規模の比率を見てみるとＧＤＰに対してＦＲＢ

は２０％から３０％台、ＥＣＢも２０％から３０％台、日銀のそれは１００％を超える。

そしてそれは益々拡大する。日銀のバランスシートはさらに膨張し、運用資産の利回りは

さらに低下していくことが予想される。 

「世界から忘れ去られた日本経済」を再び「経済大国」の座に戻し、世界の株式投資

家、為替投資家を日本に向けさせ、Ｇ７、Ｇ２０における影響力も大きくなり、経済的な

意味での日本の存在感を大きくした。また貨幣経済的な面から見ればアベノミクス相場は

確かに色々な効果を現した。このことは箇条書きで、既報で詳述したから今回は割愛する

が、この４年間で日銀の果たした功績はかなり大きい。 

それは大いに認めるところではあるが、これをどこかで方向転換し、出口に向かわなけ

ればならない。聡明なエコノミストが集結している内閣府の一部（旧経済企画庁のメンバ

ー）や日銀の理事会のメンバーが、そのことを無論忘れるはずがない。このまま永久に突

っ走るつもりはもちろんないが、「時期尚早論」を言い続けなければ株も為替も波乱を呼

ぶという配慮から、いつまでも時期尚早を言い続けるわけにはいかない。黒田総裁の株式

上昇、円安方向に向けるためのサプライズ戦術は榊原英資氏からの直伝であろうが、出口

戦略についてはサプライズはいけない。それこそ「市場との対話」を綿密に、緻密に、む

しろ神経質にちびちびと小出しに行っていくべきであろう。この時期はそう遠くはないは

ずだ。上記に述べたバランスシートと名目ＧＤＰとの比率がＦＲＢやＥＣＢと比べて日銀

が２倍も３倍もずば抜けて膨張してしまっている。こんなことが長年続くはずがないから

だ。 

 

もし大活況相場が近日中に湧いて出たと仮定しても今述べたことは脳裏に刻んでおかな

ければならないであろう。我々は２０１２年１１月１４日の衆院解散の日（日経平均８，

６６５円、為替８０円前後）から２年半で株は２．４倍、為替は５割安ということで存分

に貨幣経済上のメリットは満喫したはずだ。この辺で良しとせねばならないのではなかろ

うか。 

 

出口戦略はまだ早い、の続き 

 異次元緩和の後始末（出口戦略）は当事者以外にはやりにくい。ところが黒田総裁の任

期は来年４月８日である。後１年である。目標とする２％の任期内の達成は極めて難し

い。「２年程度で２％の物価上昇」と黒田総裁は宣言して船出した。これはこれで大いに

評価すべきだったと思う。「２年で２％」というのはその日柄・値幅に理論的根拠があっ
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たかどうか知らない。こういう風に鮮明に言ったからこそ、そのアナウンスメント効果を

通じて円安株高をもたらしたのだ。貨幣経済の面から見れば大いに成功したと言わねばな

らない。精緻な理論構成があろうがなかろうが鮮明に言い切ることが政策当事者の使命で

ある。かつて７４年の第１次オイルショックの際、福田赳夫氏は「日本経済は全治２年の

重傷を負った」と言った。そして「２年」の後には重厚長大経済から軽薄短小経済への見

事な転身を図り、世界の模範となった。そこから後は所謂「安定成長」に移ったが、あの

時に「全治２年」と言い切らなければ、戦後初めての不動産価格の下落は１年では済まな

かったであろうし、「現実には１年で済んだ」、またその翌年７４年１０月の日本株大底

入りもなかったであろう。精緻な理論的構成があろうがなかろうが「全治２年の重傷を負

った」と言ったのは大いに正解だった。それと同じく黒田総裁が「２年で２％」「そのた

めには兵力の小出しはしない」「必要な時には出来ることは何でもやる」「躊躇なくや

る」と宣言したからこそ、少なくとも貨幣経済的には成功したのだ。 

 

ところでこの異次元緩和の後始末は当事者以外には出来にくい。ところが黒田総裁は１年

後には任期満了である。そうすると次の後継者は黒田総裁の延長線上で出口戦略にかから

なければならない。さすれば後継者は中曽副総裁でなければならなくなるであろう。例え

ば内閣官房参与でアベノミクスの戦略図を描いた一人である本田悦朗氏とか色々な人が候

補に挙がるだろうが、やはり「後始末」は当事者以外には出来ない。当事者は１年後には

任期満了だ。そうすれば当事者とともに共闘戦線を遂行してきた中曽氏以外にはいないこ

とになる。後任者が中曽氏ならば我々は比較的安心して出口戦略を見ることが出来よう。

もしそうでなければ、その時にまた考えを変えなければならない。 

 

 

 

（１１）党勢低迷の民進党――蓮舫代は無能さを益々露呈 

 政局の話しは敵をつくるから避けたほうが良いと先輩は何年も前から筆者にアドバイス

するが、政局を語らず政治は語れないし、政治を語らずに政策は語れない。政策を語らず

に市場は語れない。よって筆者は思う通りを語り、語る通りを書いてきた。これからもそ

うするであろう。政治家に対する主観的な評価には辟易するという意見も何回も聞いた

し、また歯に衣着せぬ痛快な切り口は快いという評も何回も聞いた。この方がずぅっと多

かった。（いずれも個人的感想だから週報には掲載するなという注文があったので掲載は

しない）。今回、民進党について少しだけ述べる。  

 

議会制民主主義では健全な野党がいなければならないというのが原理原則だ。日本には

それがない。いや、益々なくなりつつある。アベノミクス発足の１２年１２月の選挙以

降、衆参選挙で民進党が４連敗、政党支持率も低空飛行のままで党勢は低迷中である。 

蓮舫代表は「批判から提案へ」と宣言したが、批判に明け暮れ、それも健全な意味での

「批判」ではなく「非難」と「いちゃもん」に明け暮れてきた。これでは存在意義がな
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い。「女性党首、新世代のリーダー、発信力」で選挙の顔にするという党内の計算で蓮舫

代表は登場したが（自身の二重国籍の問題などは大した問題ではなく）弁論のひ弱さや、

同じことばかり繰り返す非難の連続、発信力のなさ、弁舌内容の貧弱さ、基礎学力と職歴

の不足が益々目立ってきた。 

与党政権の監視、与党の独裁を防止する健全な批判政党、これらは議会制民主主義の必

要条件だが民進党はそれを全く果たしていない。政策内容もお粗末で無責任だ。例えば

「原発ゼロ」と「教育無償化」の方針を打ち出したが、これも無責任だ。 

教育無償化というならばその財源をどうするか、これを提案しなければならない、それ

だけの分析力と財政の知識を持たねばならない。例えばキューバ共和国は、すべての教育

（大学院まで）は無償だし，全ての医療（大手術まで）も無償だが、これを国家予算に計

上している。従って国民は貧しいが、「貧しさを分かち合う」という、社会主義とは違う

「ゲバラ・カストロの平等主義」が徹底していて皆、底なしに明るく規律正しく陽気な国

民性だ。（昨年２月、オバマが行く前に行ってみた筆者の印象）。 

また「原発ゼロ」というのも無責任だ。「代替エネルギーをどういう風に充実させるの

か、何年かかって充実させるのか、従ってその充実させるまでの期間は止むを得ないが永

遠に原発に頼ることはやめよう」というならば話しは大いに判る。 

従ってかつてのドイツのように何年以降はゼロにするという表現でなければ無責任だ。

「代替エネルギーの構築と計算を擦り合わせながら、その進捗状況に合わせて原発依存を

少な目にしていこう」というならば話しは判る。ただ「原発ゼロ、原発ゼロ」と連呼して

もこれは誠に無責任だ。 

またフィンランドのオンカロの地中深くに埋めた放射物質の毒性は１０万年が経ても消

えないという主張も意味はない。 

筆者がよく言う「では訊くが、１０万年前のネアンデルタール人が今日のことを考えた

か」と言いたい。極端に言えば１０万年後には放射性物質が自然関係や人体のためによく

効く、ためになる、という科学が１０万年の間に出来ないとも限らない。１０万年後の話

しばかりして騒ぎ立てるのは幼児の感情論だと言いたい。そのくらいなら首都圏直下型の

Ｍ８の震災の心配の方が現実的だ。 

天皇制の問題についても民進党は孤立した。社民党や共産党も与党に歩み寄ったため

だ。この辺の読みもまた民進党は幼稚だった。（天皇制は憲法上の制度であり、譲位や皇

位継承は本来憲法問題である。その点では立憲主義に立てば退位の法整備は一代限りの特

例法であってはならず、憲法や皇室典範の改正で対応すべきだと主張する民進党の姿勢は

理論的には誠に正しい選択ではあると筆者は思う）。だが社民党・共産党が与党に歩み寄

ったために、正論を主張する民進党は益々孤立した。政党運用の駆け引きは正論だけ述べ

ていればいいものでもあるまい。やはり政治の素人ぶりが目立つ。「天皇制のことを筆者

は軽々しく扱ったり論じたりする気は毛頭ないが、もっと別な面で「批判から提案へ」と

いったその「提案」を出来るようにならなければ健全野党としては育たない。少なくとも

今の蓮舫代表では絶対無理だということを証明し続けた期間であった。 

 



17 年４月２日号        週報「投機の流儀」          14 / 23 

 

（１２）関電１４０円高、東電４０円高の意味するところ 

先週水曜日に標題の現象を呈した。 

「直ちに原発ゼロ」という主張は極めてセンチメンタルな、無責任な主張だと本稿では

述べ続けてきた。安全第一は当たり前のことだ。航空機でも新幹線でも安全第一は当たり

前のことだ。だが「絶対」に事故がないとは言えない。「故に航空機も新幹線も直ちに一

切ゼロにする」というのに等しい。 

安全第一を堅持しつつ、万一事故が起こったときは核戦争勃発に等しいと想定するだけ

の準備をし、代替エネルギーを遂次増やしつつ、それに応じて原発に依存することを遂次

減らしていこう、というならば現実的妥当性を持つ。 

本稿では「センチメンタルな、無責任な主張」には依拠せず、「感情」をすべてに優先

させるという主張には与さない。 

 

２８日に大阪高等裁判所は関西電力の原発再稼働を容認する決定をした。 

大阪地裁の差し止め仮処分を覆したのだ。安全性・経済性・公共の利益・環境問題等を総

合的に勘案して適切な判決だったと思う。関西電力の経常利益はこれで飛躍的に伸びる。

１４０円高するのも当然であろう。 

東京電力の場合は国の原子力規制委員会が２０１３年７月に導入した、新たな安全規制

を受けている。元々、原子力規制委員会は所謂「８条委員会」であり、国家行政組織法法

の第８条によって組成された委員会であり、例えば身近なところでは有価証券取引等審査

委員会や独占禁止法を監視する公正取引委員会と同列の権威と権力をもった委員会であ

る。 

世界で一番厳しいと言われている日本の原子力規制委員会が安全と決めたことを一地方

裁判所の判事ごときが覆せるべきものではない。また新潟県知事のように一県知事が住民

の心情を慮って反対してよいものでもない。安全性は当たり前のこと・公共性・地方の雇

用の促進・環境問題・エネルギー問題・経済問題等すべてを勘案した上で大所高所から判

断されるべき筋合いのものだ。この結果再稼働を認可されて稼働しているものは川内（せ

んだい）一基二基（九州電力）と伊方三基・高浜三四基（四国電力）が再稼働であり、最

終合格への手続き中は関西電力が３か所、九州電力が１か所であり、審査の終盤にさしか

かっているものとして柏崎刈羽原発６号機７号機（東電）がある。 

２９日の関西電力の１４０円高は高浜原発３、４号機の運転を認めたことによる。 

今、審査が終盤にかかっている東電の柏崎刈羽原発６号機７号機が稼働すれば、東電の

経常利益は２６００億円上乗せになる。つまり経常利益が倍増以上になる。 

これは２０１３年７月に導入した原発の新規規制基準と言われる世界一厳しい基準をクリ

アするための最終審査終盤にかかっている。 

そういった大所高所からの広範の判断によってセンチメンタルで無責任な主張はいつか

は退けられるはずである。これが実現したときに東京電力の株価は大きく居所を変えると

考えるのが常識というものであろう。 
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ただ、守旧派が主力を占める殿様商法を長年やってきた東電の企業体質の内部が旨く行

くか否かの疑念は残ろう。 

東大工学部出の７７歳でスキーの名手という、日立改革を牽引した川村名誉会長、数年

前に経団連会長就任要請を言下に断った男だ。 

それと、生え抜きの東工大卒の５３歳の若手社長、さらに副会長に“祭り上げられる”

６４歳の広瀬元社長、この３人のトロイカ方式は、大物川村氏が絶対のリーダーシップを

握ってしまわねば「三すくみ状態」を生む恐れはある。企業内の権力の力学とはそういう

ものだ。 

 

本稿は特定の銘柄を推奨したりする投資指南書ではない。人様にはそれぞれ流儀があ

る。個々人の投資資金はそれぞれ性格が違う。やり方も違う。よって画一的にある銘柄を

推奨するなどということはあってはならない。本稿は、基本的なものの考え方を述べてい

るに過ぎない。また、「日経マネー誌」や「ダイヤモンド誌」の取材を受けて、訊かれれ

ば筆者は本当のことを言うし、自分のやってきたこと、やっていること、やろうとしてい

ることを述べるだけのことだ。 

 

 

関連通信――大阪のＮさんからの「東電・日立・東芝についての便り」を原文のまま掲載す

る（着信は３月２７日）下線は筆者付す。 

山崎先生 

「東京で桜が開花」というニュースが「どこの国の話だ？」と 

感じるくらい寒さを感じる早春です。 

 

さて、日立の川村名誉会長が東電の会長に就任するというニュースを目にした時、私はな

るほどと思いました。 

 

昨年１２月上旬に日立が英国に作る原発に関して日本政策投資銀行が１兆円の融資を行う

という記事がありました。 

大震災以降、新設の原発工事が減っているので日立も工事量を確保するのが困難になってい

て、何と英国の電力会社を買収して原発を建設させるという強引な方法を使っています。そ

してここへ政府系金融機関が１兆円もの資金を付けるということは親方丸抱えで英国の土

地を借りて原発工事を確保したことになります。 

 

東芝はあのザマですし、三菱重も造船、ＭＲＪで苦境に立っておりますので、経産省（原子

力村）は福島の後始末の元締めとして日立を指名することになったと見てよいでしょう。 

 

あのＧＥ、シーメンスが原子力から撤退しているのに、日本で３社も生き残っていける筈も

なく、廃炉の現場は東芝の社員を中心に構成するとしても、マネジメントを日立に負わせて



17 年４月２日号        週報「投機の流儀」          16 / 23 

 

廃炉を遂行するのではないでしょうか。 

 

形態はよくわかりませんが、東芝、三菱重の原子力部門を日立か東電に統合する可能性があ

ります。すでに日立と三菱重の火力発電プラント部門は統合しています。「三菱日立パワー

システムズ」とか現場レベルの統合は相当進んでいます。 

 

その一方で南アフリカの火力発電所建設を巡って、三菱重は日立に対して７，６００億円を

請求しています。この問題に関して、額は不明ですが日立は引き当てを済ませたと言ってお

り、三菱重はまだの様子です。今年の決算発表の時期までには何らかの結論が出るのではな

いでしょうか。仮に折半すると仮定しても三菱重には４，０００億円近い損失が発生する事

になります。 

 

日立も日立工機をファンドに売却したりして「選択と集中」を進めています。あれほど結束

の固かった日立グループにしては俄かに信じられないような動きをします。今年はこの動き

の総仕上げとして重電と造船の業界再編が仕上げの時期に入るのではないかと見ています。 

 

「だから東芝を買う」という単純な発想だけでは無いとは思います。すでにグループ各社に

動きが出ているのですが、「捩じれ箇所」を探してどこかで仕掛けたいと思いながら業界図

を眺めています。 

 

【 図 8 】 関西電力に対して、東京電力ＨＤの出遅れが顕著に 

 

 



17 年４月２日号        週報「投機の流儀」          17 / 23 

 

（１３）超低位株の待ち伏せ投資――大局的に見ての相場低迷時に大幅に獲るには基本的

には「安値買いの吹き値売り」の「待ち伏せ投資」だ 

本稿は安易な株式指南書ではないつもりである。何度も言うように個人によって流儀と

いうものがあり、資金の性質の違いもある。よって画一的に株式指南など出来るわけがな

いし、またやってもならない。ただ「私の例で言えば」ということで自分のことを報告し

たことは何度かある。 

 

今、標題の件について少々述べたい。 

２０１４年７月号の月刊誌「日経マネー誌」に筆者のことが２ページにわたって紹介さ

れている。その中に現在保有銘柄として南海辰村建設（東証二部１８５０）のことが出て

いる。これは破綻価格であるが破綻はしない。そういう株は必ず２倍にはなる。突如とし

て「吹き値」が現出する。これを「間欠泉銘柄」と筆者は昔から呼んできたが、こういう

銘柄をいくつか注目していて、株主構成・資産内容から見て絶対潰れないという株が破綻

価格になったら買って待ち伏せしている。長期低迷時には資金効率から言うとこれが一番

儲かる。前掲誌に掲載された筆者の例で言えば、南海辰村建設（東証二部１８５０）が出

ている。１８円まで下がったことがあったが５７％以上の筆頭株主が南海電鉄だし、大株

主には大手ゼネコンが並んでいて潰れない銘柄だ。だから潰さない。そこで私ごとに亘る

が筆者は２０１３年に４０円台、２０１４年に５０円半ばぐらいで買って、平均５０円台

前半で買って待ち伏せしていて、１５年春に８０円台で売った。また５０円台になったの

で買い直して今まで持続した。 

ところが先週末には５８円５９円の持ち合いで出来高６万株だったものが、週明けに日

経平均２７０円安の中を突然、朝から７７円が付き、出来高１２００万株となった。そこ

で７０円台で半分売却した。この後１００円になるかもわからないし、５０円台に戻るか

もわからないからだ。このような間欠泉的に突如として動く低位株がある。そして株主構

成や資産構成から見て絶対に破綻しない銘柄というのがある。前掲誌の筆者の紹介文には

「災害などで建設需要が伸びれば上昇が期待出来る」と書いてある。災害で儲けようなど

とは邪道ではないかと言うのは「勘定」ではなく「感情」の部類であり、そういう人は市

場には向かない。 

 

「大通りにある This is Japan 銘柄」が大底を付けに行くプロセスで何もしていないと

きに極めて一部の資金をこういうものに投資しておくのは株式市場から目を離さないため

の一つの方法ではあるし、また資金効率も極めてよろしい。 

これを買って待ち伏せしているのだ。 

 

例えばラオックス（８２０２）という銘柄が数年前には額面割れ２２円から２６、２７

円を低迷していた。この時に２６円平均で買って５０円を超えたので売却した（その後８

０～９０円になった）。この銘柄は、借金はゼロであり大株主が中国人、全経営者が中国

人であったし、銀座４丁目にも店があり、電気の量販店として上海で発展している。株主
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構成、経営者構成、借金ゼロという点から見て潰れることはない。こういうものが破綻価

格にいるときに買って待っている。間欠泉的にいつか２倍か３倍になる。しかもジリ高で

なく突如として来る。 

 

「日経マネー誌」の別冊「日本の億万投資家名鑑」に筆者のことが「メルマガ読者２０００

人の投機家」として紹介されているが、その中に日本コークス（東証一部３３１５）を６０

円台で買ったが１１０円になったので売却したと紹介されている。この銘柄も筆頭株主が新

日鉄住金であり、次が住友商事だ。そういう銘柄を買って待っていればいつか突然２倍にな

る。これが間欠泉銘柄と筆者が称するものである。日本コークスのことは「週刊ダイヤモン

ド誌」の３月１８日号で「老練の逆張り投資家」として筆者のことが紹介されている。（そ

の中に株価のミスプリントがあったので本稿の３月１９号冒頭で訂正し、ダイヤモンド誌は

そのミスプリントを次号で訂正記事を載せると返信が来たということを紹介した経緯があ

った。） 

 

【 図 9 】 「間欠泉銘柄」は年 1・2 回の吹き値を繰り返す 

 

 

【 図 10 】 日経 225 構成銘柄にも、額面割れが「買いの好機」となる銘柄がある 
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（１４）「日本経済入門」（野口悠紀雄著 講談社現代新書） 

ざっと一読したがこれについて簡単に感想を述べたい。 

まず第一に著者は１９９０年代の株価・不動産暴落の最中、両者ともに高値の半値以下

になった時「これらは実体経済には関係がないことだ」と言っていた市場音痴だった、と

いう事実だ。この暴落こそ不良債権の山積みとなり資本主義体制の血流が止まって長いデ

フレ時代の元を作った。野村総研の高尾義一氏のように、当時から、その前兆だと主張し

ていた者もいた。 

野口氏は当時、一橋大学教授だった。当時この論調を張っていた者は野口氏だけではな

いが、野口氏が最も頑固でその後も継続的にその論調を張り続けたがさすがに経済の実態

が彼の言った通りにはならないので、その理論を引っ込めはしたが、基本的に反体制・反

新自由主義の傾向が鮮明である。本書もまったくその通りである。 

 

具体例を挙げる。 

① 「日本の一人当たりのＧＤＰは米国のわずか６割」→これは最悪の一時点をとらえて言

っている。円評価で言うのかドル評価で言うのか、それによっても異なる。また一人当

たりＧＤＰというのはあまり大した指標ではない。「最大多数帯がどのレンジにある

か」が問題なのだ。年収２０億円の社長と年収３００万円の社員とを平均して年収１０

億１５０万円だと言っても意味がない。 

 

② 「製造業の従業員数は全就業者の６分の１にまで減少」→これが重厚長大から軽薄短小

へ転身した日本経済の姿なのだ。一番判りやすいのはＮＹダウを構成する３０社の内容

だ。この中に重厚長大はボーイング社とキャタピラー社ぐらいだ。 ほとんどは金融・

ＩＴ・情報・製薬のようなもので、そういうところに就業者数は集中している。ＮＹダ

ウ３０種の中で製造業はわずか５社にすぎない。これが新しい傾向なのだ。 

 

③ 「ピケティの仮説では日本の格差問題は説明出来ない」→当たり前である。ピケティの

本はイデオロギーでもなければ価値観でもない。主張でもない。マルクスの「資本論」

とは違う。極端に言えば単なる統計上の報告書である。 

 

 

④ 「日銀の異次元金融緩和政策は失敗に終わった」→必ずしもそうは言えない。だが主目 

的たる「２年で２％」は失敗に終わったことは事実としてよいだろう。しかし副次目的

は大いに達成された。少なくとも世界経済の中から忘れ去られそうになった日本経済

を、（少なくとも経済面から見れば）経済大国として世界の舞台に再登場させた役割は

あった。国も個人も金融資産を大いに増やした。 
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⑤ 「物価の下落は望ましい」→これは違う。デフレ礼賛と誤解される。物価は少しずつ上

昇するのが望ましい。野口氏は本来、東京大学工学部出身で生粋のケインジアンではな

い。ケインジアンならば「適度なインフレが望ましい」とするはずである。 

 

等々反駁したいことはいくつもある。元々工学部出身の反自由主義者、反体制論者である

から、むきになって論ずるべき本ではない。ただ往年のベストセラー「超整理法」で著名

な著者であるから本書が重版を重ねて別の世代に悪い影響を巻き散らす恐れがあるので老

婆心ながら本稿で感想を述べた。 

 

 

 

（１５）Ｊさんとの「日銀が上場企業の大株主化していることに対する異常感」についての

交信（３月２４日） 

ご本人に対しては翌日２５日に返信したが、今週号で「日銀の出口戦略」について少し述べ

たので、今週号で掲載する。 

前半は私的な近況報告だか削除する。 

 

ほんのちょっとググると、「すでにヤマハ（７９５１）では日銀が筆頭株主になっており、

２０１７年末には日経平均構成銘柄のうち５５銘柄で日銀が筆頭株主化するそうです。」な

どという文章が目に入るのですが、日銀は永久にＥＴＦを売らずにホールドするのでしょう

か。 

 

それとも数年先からは売り始めるのでしょうか。 

黒田総裁の任期はいつまでか忘れましたが、総裁交代以後とか。 

よく分りませんが、永久に持つことは法律的にはなんの問題もないのでしょうね。一国の中

央銀行が多くの上場企業の筆頭株主であることは、どの程度異常なことなんでしょうか。日

銀がホールドを続ける限り、日経２２５は大して下がらないといえますか。下がるべき企業

の株も下がらないという現象も起こりますか。 

 

筆者からの返信 

日銀の出口戦略については、３月２６日号で述べる予定だったが、延期しますから一部を

ここで述べます。 

なお、御貴殿と同じ日銀大株主と「もの言わぬ株主」のことはコーポレートガバナンスに関

する大事件として私も同じ認識だという事は既報で既述しました。また、日銀が抱え込んだ

分を市場に売り戻す不安は過去昭和３９年と４０年の日本共同証券と日本証券保有組合と

いう半官製の株式買い取り機関の始末を既述しました。折を見て要約しましょう。結果だけ

言うと、４年後の解決となりました。 
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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 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 】  直近の「ドル円」と「日経平均」は乖離する動き 
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*［ 短期的なドル円推移 ］ 

【 参考資料 5 】 チャート上では 111円の節目割れの次は、200日線処が目安に 

 

【 参考資料 6 】 日銀短観 2017年 3月調査は 4 月 3 日（月）8時 50 分に公表予定 
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