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＊間違いのお詫びと訂正； 

２０１７年７月９日号の（２１）の★註で下記のように述べたのは下線部が間違いだったの

で訂正します。（読者Ｈさんから指摘あり）。 

★証券取引所がＮＹにあるのに、商品取引所はシカゴにあって証券以外の価格変動は何事もシ

カゴ発だというとは何故か？ 

 

一読者Ｈさんの言うことには、シカゴは世界主要市場からの時差が最も少ない場所だからだと

言う。＝間違い 

シカゴは、東京・ロンドン・ＮＹより時差が遅い＝正しい 

 

 

（１）先週の相場模様 

週末のＮＹダウは史上最高値を示現した。しかし為替市場での１１２円台の円高を受けて、

日経ＣＭＥは２０，０４０円（大証比－７０円）となっている。先週の東京市場は閑散・膠着

だった。連休明けは、米国株高は円高で相殺され、引き続き相場の強さには欠けよう。 

 

先週の週明けは、米国の市場予想を上回った６月の米雇用統計を受けて、米金利上昇と円安

基調が強まり、輸出産業を中心に日経平均は上昇した。しかし、売買代金は２兆円をわずかに

超えたものの、売買高は２０億株に遥かに及ばなかった。閑散だった。 

先週々末の市況は、売買高は活況の目途とされる２０億株を少々超えたし、２０兆円にほぼ

届いたところではあったが、日中値幅は６２円にとどまった。膠着状態だったと言わねばなら

ない。円安に振れたことが追い風になったとはいえ、週末の日経平均の値は２５日線とほぼ同

じところで止まった（週末現在の２５日線は、２０，０６３円）。要するに先週は、膠着・閑

散で２５日線は割らなかった。 

 

【 図 1 】 過去の 1日平均の売買代金からは、市場エネルギーの減退期に入る。 

活況の目安とされる 2兆円を下回る場合では、2万円超からの大幅上昇は期待し難い時期に。 
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（２）投資主体別売買動向 

１３日東証の発表によると、年金基金の売買動向を反映する信託銀行は４週連続で買い越

し、海外投資家は２週間ぶりに売り越し、個人投資家は３週間連続で売り越し。したがって、

海外投資家の２週間ぶりの売り越しと、個人投資家の３週間連続の売り越しを、ＧＰＩＦを中

心とする信託銀行の買い越しで支えてきたという状態になっている。 

 

【 図 2 】 7月 7 日（金）、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）は 2016 年度の運用益が 7兆 9363

億円となったことえを発表。また GPIF の資産運用額は過去最高の 144 兆 9034 億円と、マーケットで

の「クジラ」の影響度が高まる傾向となっている。 

 

 

【 図 3 】 2017 年 3月末時点の GPIFのポートフォリオは国内株式が 23.28％となっている。基本ポ

ートフォリオの国内株式は 25％（乖離率許容幅 ±9％）と、最大で＋10％程度の買い増余力を残す。

今後も GPIFはリスクを取りにゆく方針で、国内株式の買い主体、「クジラ」としての存在が高まろう。 
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（３）「投資家は『夏の波乱』に備えておく必要がある」（１３日、日経新聞、記名入り記事） 

この標題は１３日、日経新聞、記名入り記事の結びの文言である。 

２２５種の日経平均ではなく、全銘柄を映す東証株価指数ＴＯＰＩＸで見た場合に、市場平

均以上に上下する銘柄数が、過去１２ヶ月平均の相関係数で０．４を下回ったという。市場平

均以上に上下する銘柄数が市場平均ＴＯＰＩＸとの連動性が下がったということを意味して

いる。この相関係数が０．４を下回ったのは、２０００年ＩＴバブル以降１７年間で僅か３回

しかない。 

０５年と０７年と１３年である。０５年は郵政解散相場で株価が急騰し、０７年の８月は不

動産バブル（サブプライム・バブル）の破綻で日経平均５，０００円急落し、１３年はアベノ

ミクスの青春期相場で、６ヶ月で８割上昇した時だ。   

このように過去３回のうち２回は大幅な急上昇（０５年と１３年）、１回は大幅下落（０７

年夏）であった。 

今回、「０５年、１３年型」なのか、「０７年型」なのか、いずれにしても、この長い膠着相

場はどこかで転換を迎える可能性がある。 

引き金になる可能性は、中国が倒れるとか、米国が倒れるとかいう近未来のことではなく、

中央銀行の金融制度であろう。これほどの量的緩和は世界中が史上初めてである。これの巻き

戻しは世界中の誰も経験したことがない。金融市場に未経験の事件となる。ＦＲＢは９月の資

産縮小を視野に入れる。「金融政策が大きな転換点にさしかかったことを踏まえれば、投資家

は『夏の波乱』に備えておく必要がある。「」内は１３日付け日経新聞の記名入り記事の抜粋

である。原文通り。 

 

【 図 4 】 既に 2万円の節目水準にある日経平均株価に比べ、出遅れ感のある TOPIXは 1625ポイントと、

長期節目の 1700ポイントまでの上昇余地を残す。  
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（４）「有事のキン」 

筆者は、１オンス３５ドルという公定価格の時代に長くいたから、金相場については関心が

薄かった。丁度７３年秋の第１次オイルショックまでは原油価格についてまったく関心がなか

ったことに似ている。そこで今は純金信託（コード１５４０）のチャートを見ていることにし

ている。すると金の国際価格は上昇に転じているように見える。これは米国の政治リスクが高

まり、経済も必ずしも好調とは断言できず、相対的に安全な資産とされるキンをカネの置き場

として動いているに違いない。これはトランプが弾劾になるか否かまで含めて、将来に対する

一つの暗示かもしれない。 

 

【 図 5 】 2017年上半期は、年初に懸念されていたリスクは大きく台頭することはなかった。しかし

「不確実性の時代」であり、今後もリスク顕在化に注視したいところ。 
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（５）「夏相場」「サマーラリー」への期待は甘いのではなかろうか？ 

欧米の中央銀行が金融緩和の見直しに動く一方、日銀は長期金利の上昇を抑えるという見方

が強い。日米金利差の拡大を主因とする円安を追い風として、先週週初は上昇したが、６月２

０日以来の年初来高値（２０，２３０円）まで迫って息切れした感じだ。 

 

ＥＴＦは分配金支払いのために必要な現金をつくるため、決算日に現物株を売却するが、大

引けで機械的に売るらしい。この需給面での心理的な圧迫がなくなったということが一つあ

る。一昨年も昨年もともにＥＴＦの決算日通過後に、日経平均は６日続伸した（この上げ幅は、

一昨年は１，０６２円。昨年は１，０１６円の上昇）。日銀のＥＴＦ買いの影響で、ＥＴＦの

純資産残高は昨年に比べて２倍近くに膨らんでいる。したがって、換金売りの影響度は大きく

なっている。日銀のＥＴＦを買い続けることは、将来どういう悪影響を及ぼすか判らない。 

 

内外金利差の拡大は、日本以外の金融政策が緩和縮小に向かうという見方が支配的で、欧米

の中央銀行が金融緩和の見直しに動く一方、日銀は長期金利の上昇を抑えるという見方が強

い。これは円安という支援材料につながり、日本株もその流れに乗る可能性はあるが、一昨年

の１００円から１２５円までのような動きはない。世界的なマネー縮小を日本株だけが乗り越

えられるかという問題は残る。 

 

 

（６）金融庁の地銀改革と投資信託のテコ入れ 

金融庁長官は、先月投資運用会社の集まる会合で、「消費者（投資家のこと）のためになら

ない生産者（投資運用会社のこと）の存在が許されていいのか」と牽制した。証券運用会社は

目先の手数料に依存してきたと指摘し、顧客本位の運用に転換せよと迫っている。金融機関側

は、それはもちろん正論と受け止めているが、度重なる「物言い」に辟易しているという。ま

たは息切れしつつあるかもしれない。今後はＡＩをテーマにするようなテーマ型投資信託が人

気を博するだろうが、大手運用幹部はこういうことにまで説教してくる森金融庁長官に辟易し

ているようだ。 
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（７）ＲＥＩＴの「官製相場」――ＲＥＩＴ指数の下落開始は株価の先行指標たり得るか 

日銀による大量買入れで「官製相場化」が言われてきたＲＥＩＴ市場であるが、ここに来て

新たな「官製相場」が浮上してきた。地銀が個別のリート銘柄を選別投資するのではなく、 

ＥＴＦを買う動きを金融庁が進めているというのだ。その発端は昨年の１１月の米大統領選挙

後の世界的な金利上昇である。外債運用で損失を被った金融機関への検査が強化され、その一

端でリート運用の実態にも監視の目を光らせるようになった。特に問題視されたのは地銀だそ

うだ。リートの合計時価総額のうち２割強を保有するという。地銀はリート指数に連動するＥ

ＴＦに投資マネーを振り向けよと言う。ＥＴＦは東証に上場する全リート（５８銘柄）を全て

組み入れている。 

 

ＲＥＩＴ指数の下落開始は株価の先行指標たり得るか 

ところでＲＥＩＴ指数が下降しだした。アベノミクス相場の青春期相場の終わりの大幅急落

はＲＥＩＴ指数の下落が先行した。さらにＲＥＩＴ下落が株価下落に先行した例があと１回あ

る。ＲＥＩＴ指数が株価の先行指標になるか否かは未検証だが、過去２回の例は脳裡に置いて

おきたい。 

 

【 図 6 】東証 REIT 指数は約 1年 10ヵ月ぶりの安値水準。アベノミクス相場以降の下値支持線を割

れ、中期上昇トレンドが崩れる。当面は横バイ、もしくは調整局面を余儀なくされよう。 
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（８）警戒すべき話しばかりでもない 

アナリストによる業績予想の修正を指数化したリビジョン・インデックスは上昇基調が続い

ている。輸出企業が円安を背景として追い風になっていることが大きい。日経平均は２万円前

後で膠着状態が長いが、「１５年に付けた高値２０，８６８円（本稿では大天井と見なしてき

た）を試す展開も期待できる」と、ちばぎんアセットマネジメントの奥村氏は言っているとい

う。誰が何を言おうと自由であるが。 

 

 

（９）東京の原油先物が下落 

東京商品取引所の原油先物が下落した。ＮＹ市場の原油先物が前々週末に下落した流れを引

き継いで下落した。米シェールオイル増産に対する警戒感の強まりである。 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構では「ＮＹ原油が１バレル４０ドルを下回る可能性もある」

という。本稿がここで「６０ドルを上限とし、４０ドルを下限とするＢＯＸ相場に入るだろう」

と述べていたが、これよりも若干弱気である。 
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（１０）安倍一強の驕りと弛緩の本質 

自民党で問題閣僚やトラブル議員が続出しているのは「安倍一強」による増長、傲慢、慢心、

弛緩の現れであるというのが通説である。確かにそれは間違いない。 

しかし、根本的なところに次のような問題があると筆者は見る。 

現在、衆議院の自民党及び自民党側の計４１８人のうち、国会議員として野党の経験がない

政治家が半分弱を占めているという事実だ。野党時代の雌伏の時代を知らない議員が多くな

り、野党転落前の低迷・凋落・悔恨などの体験学習を積んでいない。支持率は落ち始めたら加

速度がついて落ちるという体験学習も積んでいない。ここに問題がある。 

また、安倍首相の人事に対する不決断である。その極まりは、稲田朋美防衛相の度重なる大

きな失言であり、その失言の釈明もまた根本的にアウトだった。自分で言った失言を自分で分

ってないことを示した。それでも更迭をしない。その点は既述したが、小泉元首相は自分を最

も支持してくれた田中真紀子を外相の任にあらず、無能だ、と見て直ちにクビにした。この辺

が、坊ちゃん育ちの安倍首相との大差である。 

また、安倍首相は脇が甘い。加計学園理事長とのゴルフなどは、祖父岸信介元首相が見たら

大いに叱るであろう。岸元首相は内閣時代を振り返って、「ゴルフの相手は秘書官か家族だけ

だった。そのことには気を付けていた」と言っていたという。一事が万事だ。 

 

 

（１１）自民党大敗の背景 

都議会選は、都民ファーストの会に敗れたわけではない。国政に対する不信が都議会選に現

れたのだ（既述）。稲田朋美防衛相の無能ぶりは以前から、間違った回答や迷走回答などを経

て、閣僚としては失格であることが万人の目で見て明らかであったが更迭しない、そのさなか

に都議会選は行われた。何度も既述したように、自民党の国政に対する有権者の忌避反応だ。

議会制民主主義の手順を破って共謀罪を決めたこと、人事の不決断、数々の軽率さ、これが都

民ファーストを勝利させたのである。 

都民ファーストに追い風が吹いたという見方は当たらない。自民党に対する大きな逆風が吹

いて、これが都民ファーストに反射的利益をもたらせたのだ。 

 

公明党が小池知事に擦り寄ったという見方をする政治評論家が多いが、筆者はその逆だと思

う。小池知事のほうから公明党に擦り寄ったのだ。彼女は昔から、間違いなく権力者を選んで

擦り寄るのは天才的というほど上手かった。公明党は「都議会自民党は既に崩壊しつつある。

このまま自公体制にこだわると一緒に崩壊する」、という認識を強く持った。そこで都議会選

では自民党とは離れた。多くの政治評論家の意見と筆者のそれとは異なるが、都議会選におけ

る真の勝利者は公明党であり、真の賢明な判断と行動は公明党であったと思う。 

 

憲法５３条に規定した臨時国会の召集に、その解釈を悪用して、自民党は応じない。共謀罪

は議会制民主主義のルールを飛び越えて強引に決めた。閣僚や党幹部の大きなミス・暴言が続

いた。特に稲田防衛相の応援演説は致命的だった。安倍首相は反省を口にするが、指摘された
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ことについて正面から答えたことは一度もない。この状態では加速度的に支持率は落ちる。そ

れを見れば海外投資家は当然それなりの反応をする。 

今後の都政は小池知事を支える公明党が前面に立って、共産党と対峙することになろう。自

民党は蚊帳の外だ。都政では公明党と共産党が主役プレイヤーとなる。既報で既述したように

筆者は「自民でなければ、いっそのこと共産党だ」という開き直りでは、ある意味で筋が通っ

ている。だから共産党は伸びたのだ。このことは衆院選の時にも述べた。 

 

小池派が衆院候補を立てて打って出る、これについては反対５２％、賛成２６％だった。（９

日現在）。都民は、見るべきところは見ている。素人集団たる都民ファーストの会が国政に手

を出せばド素人の民主党の政治不作為時代に、経済滞留時代が来ることを体験学習してきた。

また、筆者が１年前から心配した、小池氏は自民政権にノイズとなることを、今になって、よ

うやく大衆は知ったのだ。 

 

【 図 7 】 アベノミクス相場において、最大の支持・不支持差拡大。直近の政権不安定化が、相場の

上値を抑える一要因に。「政権の安定」は、外国人投資家の売買動向に影響し、「内閣支持率」と「日経

平均株価」とは概ね順の相関関係が指摘される。8 月の内閣改造等、今後の政局を注視したいところ。 
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（１２）揺れる安倍政権と小池知事との関係 

都民ファーストの圧勝は安倍政権にとって手痛い打撃となった。この恐れを筆者は小池氏の

学生時代からの行動力・決断力・権力に擦り寄る判断力の的確さ・擦り寄りの行動力等々の能

力から見て、安倍政権の支持率低下→政治に敏感な海外投資家の売りを招く→株の下落、とい

う文脈を昨年のコラムニストとして昨年夏に述べた。すると、表面的観察しかできないコラム

読者が「株屋上がりのコラムニストの予想とはそんなものか」と揶揄したが、まともに挑んで

くる論戦ならば一兵士として闘うが、読者が勝手につぶやいているのは無視してきた。今日、

その危惧が残念ながら当たりつつある。都民ファーストの圧勝は二つの意味で安倍政権に手痛

い打撃となった。 

 

１番目の危機；小池氏が新党結成して、国政に挑戦するという見方である。小池氏はリコウ

者だから、国政進出については語っていないが、次期総選挙で首都圏から数十人規模の候補者

を擁立する考えが必ずあるはずだ。（反対５２％、賛成２６％、９日現在）その場合に自民党

が大きな影響を受けることは間違いない。小池新党の出方次第で現在の自民党の圧倒的多数が

維持できなくなる。 

２番目の危機；、これは支持率低下傾向に安倍政権の求心力が一層低下することである。当

選回数の少ない議員を閣僚にして、大失態を招いたり、昭恵夫人も本人も不用意な言動が重な

ったり、決定的な稲田朋美の無能力さに何の処置もしなかったかり、本質的に「三本の矢の第

三の矢」が無視され続けたり、これらのことが並ぶと支持率の低下は安倍首相の求心力を一層

下降させ、また、支持率低下というものは加速度をもって進むものである、これを野党経験の

ない、４０％以上を占める議員は判っていない。反省とか、厳粛に受け止めるとか、緊張をも

ってとか、言葉だけで解決される問題ではない。 

 

 

（１３）為替相場の膠着 

ドル円相場を動かす第一要因は日米の金利差であるが、その背景にあるものは米国経済の強

さに対する見方である。米国経済が強くなければ、日米金利差は拡大しない。トランプ政権の

経済政策に対する強烈な期待はまったく後退したが、大統領選挙の勝利後は、財政政策による

景気浮揚期待が強く、米国の株価と長期金利はそろって上昇した。 

しかしその後、ＦＲＢは３月と６月に利上げしたにもかかわらず、長期金利は次第に低下し

た。米国見通しが後退し、米国以外の経済見通しは上方修正し、両者が相殺されて、世界全体

の上昇基調はかろうじて保たれている。米経済が底堅さを保つ限り→ＦＲＢは利上げを進め→

それが１～２年物の金利を底上げし→中長期金利を底上げする形をとり→米金利全般が高ま

ろう→そうなるとドル円が１１５円を超えていく可能性はある。このドル円相場の膠着状態を

破るものは、根本的には米経済の強弱にある。 
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（１４）金融緩和政策を停止しても株価は下がらないか 

日本が史上初めての異次元緩和を行い、大規模な金融緩和政策を行ってきたが、これを脱却

した場合に経済に対する影響はどのようなものになるか。これを考えるには、アメリカの量的

緩和の経過を考えることが大いに参考になる。量的緩和の第３弾（ＱＥ３）の終了が宣言され

たのは２０１４年１０月だ。政策金利は１５年１２月に０．５％に引き上げられ、その後の数

回の引き上げを経て、１７年６月に１．２５％になった。しかし、これによって経済成長は減

速しなかった。こここが重要だ。アメリカの金融緩和政策はリーマンショック後の金融規制の

対処として導入されたものであり、物価を引き上げたり、雇用を増やしたりするために行われ

たわけではない。あくまでも対症療法の応急措置であった。株価はＱＥ３の終了宣言以降、ダ

ウ平均価格は上昇した。日本の場合は福井日銀総裁の任期の後半、量的緩和を止めた後に株価

は下がった。アメリカがＱＥ３の終了宣言以降株価が上がったのは、アメリカの実体経済が強

かったからである。 

「金融緩和政策は株価を引き上げるのが目的ではない。したがって、金融緩和政策の脱却に

よって株価が上昇したとしても不思議なことではない」と言うのは市場音痴の言い分である。

アメリカの例を見れば判る、と言う言い分もだ。 

 

安倍政権発足の１２年秋から円安株高によって所得の分配状態が投資家とそうでない者と

の間に大きな格差をもたらした。しかし、この円安株高による投資家の資産の拡大は企業の売

上高を増やしたり、設備投資を増価させたり、ＧＤＰの成長率を引き上げる効果は薄かった。

消費支出が停滞したからである。これがアベノミクスの中途における消費税引き上げによるも

のなのか、あるいは、企業の賃金引き上げの弱さから来るものなのか。 

金融緩和政策を停止しても、企業の設備投資が大きく落ち込むということはないであろう。

「そうすれば、金融緩和だけで日本経済が改善するとは元々考えていなかった者たちにとって

は、緩和政策を終了しても実体経済が大きく落ち込む事態にはならないという推論になるであ

ろう」と言うのも市場音痴の言い分だ。円高に振れれば輸出産業を縮小することにより、輸出

産業の利益を減少させる。よって株価にもマイナスの影響を与える。 
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（１５）日銀によるＥＴＦ購入がなくなると株価暴落の可能性があるか 

――正常な状態でないものは正常化を求めて、いつかは崩れる恐れがある 

株価を決めるのは、本来は将来にわたる利益の見通しである。長期にわたる株価の安定的な

上昇を望むのであれば、金融緩和の継続を望むよりも実体経済の強化を望むべきだというのが

本筋であろう。日本経済新聞によれば、日銀がＥＴＦを通じて買った日本株の保有残高は１７

兆円を超えるという。昨年は個人株主による日本株の売り越しに対して、日銀がその受け皿に

なってきた。故に金融緩和政策から脱却すれば、その支えが失われて、個人投資家の売りに対

する受け皿がなくなるので、株価は大幅に下がる可能性が大いにある。中央銀行が株式市場の

中で大きなシェアを占め、１７兆円も保有してＥＴＦを買い続けるのを止めれば、株価が急落

する恐れがあるというような、今本稿で述べたような状態は長期的に見て正常な状態ではな

い。正常な状態でないものは、いつかは崩れる恐れがある。本稿（５）項の下線部は、この意

味がある。（６４年と６５年の株式買い取り期間―日本共同証券・証券保有組合―は、その４

年後に「いざなぎ景気」で平均株価が２倍半になったので市場で売却消化して解決できた。無

論、大証券が顧客に肩代わりさせた）。 

下線部のことだけは今のうちから言っておきたい。ちょうど、２０１１年ごろ、円ドル相場

が７０円台後半の頃、筆者はテレビでも本稿でも「３年内に１２０円、１０年内に２００円」

と言い続けた。（「２００円説」は昨年４月２４日号の本稿で撤回したが）。 

今から３年後に上記の下線部を想いおこしていただきたい。 

 

【 図 8 】 日銀の ETF買いの積み上がる傾向が続き、アベノミクス相場における一番の買い手である外

国人投資家とほぼ同水準に。 
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【 図 9 】 2016年 7月 29日の日銀 ETF買入増額決定以降、日銀の相場下支えの動きが顕著に。 

 

 

【 図 10 】 業績面での日本企業の円高抵抗力が指摘されるものの、需給面では日銀 ETF買いがアベノミ

クス相場以降の日経平均株価とドル円の乖離に作用している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山崎 週報「投機の流儀」          2017 年 7 月 16 日号                       15 / 31 

 

（１６）アメリカ合衆国の劣化 

昨年１１月、トランプ大統領の当選が決まった瞬間、日経平均は一瞬大幅な下落を演じ、そ

の直後に彼の経済政策を真に受けたふりをして急騰した。 

今になってみると、あの一瞬だったが大幅な下落をした市場の直観は正しかったのではない

かという気がする。 

彼が主張する保護貿易、移民制限や自国本位主義は内外に予想以上の混乱をもたらした。今

の米国は内部告発天国、リーク天国と化し、政府の中枢からおびただしい量の内部情報が漏れ

る。これは、トランプに強い不満を持ち、政権を窮地に追い込みたいという高官がうごめいて

いるからであろうと容易に想像できる。大統領の軽率な言動には驚くことが多いが、最高機密

の存在をリークする高官にも危うさを感じる。 

一方、米ＣＮＮテレビは６月末に、「トランプの政権移行チームに参加していた投資会社の

経営者とロシアのファンドとの関係を米議会が調査している」という記事を撤回した。このよ

うにメディアの方も混乱をきたした。 

トランプは、前政権までの遺産、アメリカ合衆国のＤＮＡをことこどく破壊した。 

 

ソニーの出井伸之社長が井深・盛田・大賀社長の築いてきた「ソニーのＤＮＡ」をことごと

く破壊し、ソニーを大劣化させた。これと似ている。 

遺産には良いものも悪いものもある。しかし、それをことごとく破壊すると混乱を招き、劣

化を招くものだ。 

筆者はビジネスマン時代、新たな組織に転属を命ぜられると、まずは旧態の破壊から始める

が、『真に破壊すべきものは何か、温存すべきものは何か、死守すべき伝統は何か』『これを峻

別する叡智を与えたまえ』と言うことから手を付けたものだ。出井伸之氏やトランプや氏家元

野村證券社長のように、全ての伝統を破壊したら組織は壊疽状態をきたすものだ。アメリカに

そういう日が来るに違いない。 

 

【 図 11 】 政権運営が進まないことで、寧ろ当初懸念されていたトランプリスクは台頭せずに、100

日のハネムーン期間終了後も米国株は堅調推移。今のところは、過去の共和党政権 1 年目の推移と比

較して堅調な推移に。 
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（１７）「Ｇ２０」の成果と、後に残した問題点 

一応、共同宣言は成立した。「保護貿易主義との戦いを続ける」と明記したが、トランプの

顔を立てて、「不公正な貿易慣行に対し、対抗措置をとることを容認」した。そして「不公正

な貿易慣行」については全く定義されていない。トランプにとって不都合な貿易は全て「不公

正な貿易慣行」になるのだろう。これでは前者の言い分をいつでもひっくり返すことが出来る。

将来、トランプに言い分を通すために使われるだろう。 

Ｇ２０の宣言としては異例中の異例の、将来様々な保護主義措置を正当化するのに使われる

言葉となる。この意味で、この共同宣言は極めて問題が大きい。 

 

 

（１８）中国国有企業の９割が不正売り上げ計上 

中国経済の危機については、本稿で時々触れた。図体が大きいために、中国が倒れれば、そ

れをまたいで先に進めない。だから本稿は気にするのだ。 

日本の会計検査院に当たる中国審計署が最近公表した主要大手２０社の調査結果によると、

売上高によれば９割の国営企業が不正水増し売り上げをしていたことを公表した。売上高の水

増量はたいした金額ではなく、３兆円に過ぎないが、ここで言いたいことは二つある。 

一つは、中国の会計検査院が自国の国有企業の不正を公表したということは、本稿で常々、

中国の数字は当てにならないし、信用できないと言ってきたが、中国が情報開示の重要性を少

しは理解してきたのかと思うプラス面。 

二つ目は、金額がわずかだとはいえ、国有企業の９割が不正をしていたという事実だ。中国

共産党の一党独裁政治だけに普通は反対する人がいない。やりたいことは何でもできる。その

恐れがまだある。これからも続くであろう。 

 

 

（１９）北方領土の歯舞・色丹は来年中に返還される 

 これは筆者の見通しではない。筆者よりも何倍もロシアについて詳しい佐藤優氏の東洋経済

誌７月１１日号のコラムからの引用である。「来年３月に行われるロシア大統領選挙でプーチ

ンが再選された後、北方領土交渉が動き出す可能性がある。来年中に歯舞群島と色丹島が日本

返還の目途がつくかもしれない」。 

１９５６年の日ソ共同宣言で旧ソ連が歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すと約束した。これ

を軸にして北方領土交渉が進められることになる可能性は常にあった。問題はタイミングと両

国の首相どうしの相性であろう。あんな小さな離島が返還されようとされまいと大したことで

はないと思う人もいるだろうが、そうではない。筆者はあの辺の近くまでは何度も行ったこと

があるが、北方領土と我が国との海域は極めて豊富な漁場である。そこで漁業を営む船は、二

島が返還されれば拿捕されないで済む。これだけでも大きなメリットである。また、かの地に

は海底資源が眠っているという。これもロシアと共同で開発を進めることが出来る。あの小さ

な離島でもメリットは大きい。 
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（２０）コアＣＰ５カ月連続上昇 

標題に関わらず、市場関係者の多くは、日銀の目論見通り、物価上昇が進んでいるとは見て

いない。今回、コアＣＰＩを大きく仕上げたのは原油の上昇であった。これ以外の品目につい

ては基調が強いとは言えない。個々の物価については全く知識がない筆者でも、数値から見て

それを感ずる。日銀による「展望レポート」の講評が７月２０日に予定されている。「コスト

上昇の一部を価格に転嫁する動きは継続しているが、その勢いは弱まっている。賃金の上昇ベ

ースが加速しないので、サービス価格もなかなか上がってこない」（ニッセイ基礎研究所斉藤

経済調査室長）。鍵を握るのは来春の春闘における賃金の引き上げ幅だ。米国に続いて欧州も

金融緩和の縮小に向かっているが、日銀の目標達成と金融政策の転換はなお遠い。 
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（２１）またまた東芝の件 

本稿は特定の銘柄を推奨したり、解説したりするのが本旨ではない。安易な株式投資指南書

でもないつもりである。ただし東芝は、This is Japan 銘柄の代表格だ。故に時々話題にする。 

 

半導体メモリー事業を売却してしまえば、東芝は東芝でなくなると本稿では言い続けた。上

場のために半導体を売却するというならば、企業としては本末転倒であるとも言い続けた。上

場廃止にしてでも半導体メモリーは残すという選択肢をとるべきではないかと言う意見が株

主総会ではあったという。東芝の経営陣は上場廃止を回避したいであろうが、半導体メモリー

を放出してまで上場を維持して何の意味があるのであろう。上場廃止は株主に損失を与えるは

ずであるが、長期的に見て企業の実態価値を買うならば、筆者が時々出す判りやすい例の西武

鉄道のように、上場廃止寸前には株価は２００円台から４００円台だったが、再上場したとき

の初値は１，３００円で、その後すぐに３，０００円になった。上場しているかいないかは取

引所を通して株式が売買できるか否かの違いだけであって、企業の実態価値とは関係がない。

仮に上場廃止になっても、後に５，０００億円超の債務超過の解消という難題がついて回る。

財務が改善しなければ、銀行の融資も続けられない。革新機構が一企業に救済に動くことは法

律で禁じられている。したがって、革新機構が東芝に直接支援に動くことは難しい。例え債務

超過が解消される見通しとなっても、前期本決算で「適正意見」が受けられない企業が上場を

続けてよいものだろうか。東証は This is Japan 銘柄を上場企業として残すべきか、本来のス

タンスを守るべきか、重要な価値判断を試されている。 

 

【 図 12 】 東証二部降格に伴うリバランスは 7月 31日（月）の引きにかけて発生、需給面での峠を控え

る。インデックス連動型投資の売りによる需給悪化に伴い、直近株価は 17 年 6 月高値（344 円）から

▼32％の下落。17年 2月安値（178円）から 17年 6月高値の上げ幅（166円）の約 2/3 押し・約 68％

押しに。 

一部の試算では、日経平均株価と TOPIX から除外されることに伴い約 980 億円（7 月 16 日の売買代

金は 157億円）の売りインパクト。 

尚、臨時株主総会の開催を決定（開催日は未定、基準日は 7月末）。 
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（２２）東芝問題の余滴（雑談） 

 日本におけるロボット工学の元祖は東芝である。江戸時代末期が明治時代初期に、からくり

儀衛門がからくり人形を作った。からくり人形と聞くと玩具のように思われるが、これが機械

工学の原初形態であるロボットの日本における嚆矢であると筆者は思う。 

今では工業生産に不可欠であるだけでなく、好奇心誘うことひとかたならぬ現代社会のヒー

ローとでも呼ぶべきロボットは、１５０年前にからくり儀衛門によって始まったのだ。これが

東芝のルーツである。 

東芝は由緒ある機械工学の先駆者だったのだ。 

１９２０年頃大正末期、チェコの作家カレル・チャベックが出版し上演されたロボットの話

しがあるそうだ。その筋書きはまるで映画「ターミネーター」の原型であるかのごとくである。 

ロッスムという大学者が、魂を持っていないだけで、他の能力は完備したロボットを発明し、

理想的な労働者として大いに売り出す。全世界にこのロボットが普及したときに、格別に魂を

与えられたロボットの指導者により、人間に対する大反乱が一斉に起きる。作者は、ロボット

はすべて暴徒と化し、人間に甚大な危害を加えるという性格付けを確立した。それ以降の西洋

においては、ロボットは悪魔と見なされ、この一部がフランケンシュタインの物語になったり

してくる。ところが我が国では、国民のすべてがロボットは頼りになる仕事仲間と見なし、あ

るいは好意を以って力添えになり「お助けマン」として歓迎する風潮があった。だからロボッ

トを奴隷や僕としては見ない。ともに働く有能な仲間であるから、何々号とか呼ばないであだ

名を付けて、アトムちゃんとかももえちゃんとか呼ぶようになった。 

日本人がロボットを愛すべき仲間であると考えるように、明るく朗らかに、かつ有能に仕上

げた主導者は誰か。勿論、言わずもがな手塚治虫である。かつて本稿で既述したが、原子力の

平和利用の典型は鉄腕アトムである。あの小さな体に１０万馬力という力は核分裂と核融合以

外にない。そしてまた不幸なことに鉄腕アトムは物理学者の計算ミスによって、太陽の引力に

吸い込まれて、太陽の核融合の６０００℃の中で燃え尽きた。ロボットと言えば、機械的な音

をたてて動く金属製の物体を想定するであろうが、１５０年前のからくり義衛門のロボットは

もっと人間的だったようだ。 

俳優西村晃の父の西村真琴氏は機械工学の異才であった。彼が作ったロボットは学天則と名

付けられ、体内には血管のようにゴム管が張り巡らされており、空気を送り込むことによって、

人間のような動作ができたそうだ。天皇の前で展示して見せた時に、そのロボットは微笑を送

った。ロボット学天則が微笑んだ時に、まず宮内庁の人々は驚きの声を上げ、思わず両手を合

わせて拝みだしたという。誰もが仏像に思いを寄せ、観音様のイメージを思い浮かべたのだ。 

この学天則の話しは「知ったかぶり日本史」（谷沢永一著、ＰＨＰ研究所 ２００５年刊）

から引用した。 
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（２３）日本の出生率と労働力人口と経済成長 

日本の将来の推計人口の公表は国立社会保障・人口問題研究所が５年ごとに推計することに

なっている。将来推計の前提となる合計出生率は２０１２年の１．３５人から１．４４人に上

方修正された。しかし、出生率回復は一時的なものとの見方が多いという。労働力の供給減に

なる生産年齢人口（１５歳から６４歳を言う）も最近の推計では、前回よりも減少ペースは緩

和された。しかし、１５年時点で１億２７００万人の人口は、毎年５０万人ずつ外国人が増え

れば６５年時点で１億２０００万人で現在とほぼ近い人口を維持できるが、今のままで計算す

れば６５年には、日本の人口は８８００万人にまで減少し、労働人口はその減少率よりももっ

と大きいペースで減少する。過去最高の３倍以上で５０万人の外国人が毎年継続的に日本に流

入することは想像し難い。社会的・文化的に大きな摩擦を生ずるであろうし、元々移民に対し

ては閉鎖的で孤立していた島国の日本国は、アメリカとは違う。 

アメリカは現在のエスタブリッシュメントの全員が移民の末裔である。移民がつくった国家

である。移民の末裔でないものはアメリカ・インディアンの子孫しかいない。ケネディ元大統

領はアイルランドからの移民３世でありトランプもスウェーデンから移民３世である。故に移

民受け入れは日本の場合と全く違う。 

犯罪が増えても、識字率は低くなっても、毎年移民を入れているところにアメリカの活力が

ある。日本が真似できることではない。国家の発生史的に、民族の成立史的に、アメリカの真

似は無理である。元々アメリカ民族というものも無かったし、日本民族というものは無かった。 

淵源をただせば両者とも移民の末裔ではある。だがアメリカのように、エスタブリッシュメ

ント・エリート層の全員が僅か４００年前の移民の末裔であるというのと、日本の旧石器時代

１万年前からの民族の成立史の上から見て全く同じことは考えられない。そうすれば、労働人

口は減少することは間違いない。 

かつて本稿で労働人口の減少と経済成長とは直接には結びつかないと論じたことがある。こ

れは筆者が畏敬する吉川洋元東大教授（先方では筆者のことは知らない）の小作ではあるが、

渾身の力作と筆者が思っている著書「人口と日本の経済 長寿・イノベーション・経済成長」

（中央公論社 ２０１７年刊）の主張から筆者が大いに影響を受けている考えである。吉川教

授によれば、「人口問題から来る日本の衰退は必然か。経済学の答えはノーである」で要約さ

れ尽くす。一人当たり生産性の向上がイノベーションを生み、それが経済成長を生むと言う考

え方に関しては、筆者は卑近な例で、喫茶店スターバックスと喫茶店ルノワールとの２社を比

較し、（経常利益÷従業員数＝一人当たり経常利益創出力）を計算してみたところ、前者は後

者の３倍であった。同じ業種でほぼ同じモノを売り、これだけの差があるのは、新しいものを

発明したとか、技術革新だけではない。イノベーションはそういう問題だけではない。喫茶店

の概念を変え、客の流れを変え、社員の言葉遣いを統一し、素材の配給を機械化・合理化し、

「やり方」を変えたのだ。元々、「資本主義発展の原理はイノベーションにある」と主張した

シュンペーターの「イノベーション」なる言葉は、最初の日本語訳は「新結合」であった。つ

まり、新たな技術革新や、新たな発明品よりも、既存のものの新しい結合の仕方であった。ス

ターバックス社とルノワール社との比較は、まさしくそれを言う。また、日本マクドナルドで

売っている商品は何百年も前からあったし、世界中どこでも売られている商品であり、マクド
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ナルドが発明したわけではない。商品の素材の運搬・製造のマニュアル化・従業員の言動のマ

ニュアル化・顧客の流れを規定し・店舗のあり場所を規定し・店舗の立地条件を規定し、スー

パーダイエーのような店舗が立地する土地そのものが価値を生むという考え方を全く否定し、

この考え方や「やり方」を代えたところに、その発展があった。そこに新たな発明品や、新た

な技術革新があったわけではない。イノベーションとは、シュンペーターが最初に述べたよう

に「新結合」であり、「新組み合わせ」でもある。それを考えれば、人口減少が直ちに成長力

減少には結びつかないという吉川教授の意見は筆者には納得できるものである。 

 

 

（２４）グローバル化の弊害ばかり叫ばれる昨今だが、長期的に見て恩恵はあった 

トランプはグローバル化の弊害ばかり主張しポピュリストに受けて大統領に就任した。他の

国でもグローバル推進論者が敗者となり、ポピュリストの台頭が芽生えてきたが、長期的に振

り返ってみると次のようなことに気が付く。 

筆者が中学生の頃（１９５０年代前半）、世界の人口は２５億人だったが今は７５億人に達

した。当時２５億人の頃、世界人口が急増し、飢餓が世界中に蔓延し、貧富の差が広がり、世

界は破滅するのではないか、多くの人々がそういう危惧を抱いていた。そういう危惧の中で

「貧富の差が広がり」という点のみが的中し、他はすべて外れた。 

世界人口が７５億人に達した現在、貧困層の数は激減した。平均寿命も世界全体では４８歳

から７１歳に伸びた。一人当たりのＧＤＰも数倍から１０倍に増えた。筆者の大学時代（１９

５０年代後半）は日本のＧＤＰは１０兆円だった。今はその５０倍を越えた。このような大き

な変化は、日本の勤勉な働きだけからもたらされるのではなく、グローバル化によってもたら

されたものが大きい。 

農民の数は激減した。米ピッツバーグ製鉄所や産業革命を生んだ英ランカシャー地方の紡績

工場は既に閉鎖された。その人々の子孫は急拡大している都市に向い、数十年前には想像もつ

かなかった職業に就いている。 

我々は、僅か数十年前には夢にすぎなかった繁栄を多くの人々にもたらしたグローバリズム

のプロセスに信頼を置いて、反グローバリズムを掲げるポピュリズムには警戒しなければなら

ない。本稿で何度も繰り返したが、ヒットラーも毛沢東も日本の旧軍国主義も、ポピュリズム

の産物であったのだ。 
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（２５）市場プレイヤーの情念 

元来、人間は主観によって生きている。人間の言動の基礎は情念に支配されるから、客観の

基準などはあり得ない。これが元来の姿である。ところが情念による情動によって市場でプレ

イすれば、大損するか大儲けするかのいずれかである。これを避けるために、投資家は少なく

とも客観的基準を手にしたいのだ。 

これがファンダメンタルズからの観察であり、テクニカル面からの観察である。しかし、情

動として動くのはファンダメンタルズあるいはテクニカルの上から見た株価の「レベル」では

なく、上がりそうか下がりそうかという「トレンド」なのである。この辺をわきまえないで、

レベルのみに云々して割安だとか割高だとか、（日経平均はトレンドとしてはＮＹダウと連動

するが）比較にもならないＮＹダウ平均との比較とか、そういうことを言い募る、こういうも

のに惑わされてはいけないと筆者は常々考えている。 

したがって、「相場は相場に聞け」も過去及び現在の相場の姿とは、実在したものについて

の原寸大の撮影ではなく、それに立ち向かった時の、ある情動を持った個人の、その脳裡に投

影された図表なのである。故に「相場は相場にきけ」といっても、その「聞き方」が情動に左

右されていては意味がないということになる。ここはまた難しいところ 

 

【 図 13 】 現在の「NYダウ」と「日経平均株価」の両指数の水準は接近しているが、株価のレベルの比

較にあまり意味はない。両指数の方向性（トレンド）の比較が重要。 
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（２６）大した話ではないが、トランプ大統領のウソ、ＮＹタイムズの記事の摘録、全部で９

２項目あるそうだが、そのうちの４つを掲載する。（和約は筆者ではない）。ゼミの友人から貰

ったものである。 

 

① Jan. 21 “I wasn’t a fan of Iraq. I didn’t want to go into Iraq.” (He was for 

an invasion before he was against it.) 「私はイラクが嫌いだった。イラクに行きた

くなかった。」（以前はイラク侵攻に賛成し、その後反対に回った。） 

 

②  Jan. 21 “A reporter for Time magazine — and I have been on their cover 14 or 

15 times. I think we have the all-time record in the history of Time magazine.” 

(Trump was on the cover 11 times and Nixon appeared 55 times.)  「ＴＩＭＥ誌の

記者にー私は１４・５回記事になった。これはＴＩＭＥ誌のレコードだと思う。」（トラ

ンプは１１回、ニクソンは５５回。） 

 

③ Jan. 23 “Between 3 million and 5 million illegal votes caused me to lose the 

popular vote.” (There’s no evidence of illegal voting.) 「総得票数で負けたのは

３百万から５百万の不正投票が有ったためだ。」（不正投票を裏付ける証拠はない。） 

 

④ Jan. 25 “Now, the audience was the biggest ever. But this crowd was massive. 

Look how far back it goes. This crowd was massive.” (Official aerial photos 

show Obama＇s 2009 inauguration was much more heavily attended.) 「（就任式の）

観衆は過去最大だ。大観衆だ。遠くまで続く観衆を見てくれ、大観衆だ。」（航空写真で

は、オバマ大統領就任式の観衆の方が遥かに多い。） 
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［ 中期視点：アベノミクス相場の日経平均、信用需給、ドル円推移 ］ 

 

【 参考資料 1 】 需給面からは、過去の高値に比べた信用取り組での好需給が挙げられる。高水準の売り

残は下落局面での買い戻し圧力。日銀の ETF買いと合わせて調整局面での押しを浅くする要因に。 

 

＊信用売り残は１兆円水準前後での推移が続く。 

 

 

＊17 年 6 月調査の想定為替レート（108 円 31 銭）に対する円安水準は、7 月下旬に本格化する決算発

表への期待に繋がり、相場の下値を支える一要因に。 
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［ 短期視点：各短期テクニカル指標 ］ 

 

＊米国市場（ＮＹ市場） 

 

【 参考資料 2 】 NYダウは市場最高値更新。先週末 14日（金）に決算を発表した JP モルガン、シティ、

ウエルズ・ファーゴの決算内容は市場予想を上回るも株価は下落、18 日（火）のゴールドマン・サックス

など金融株の決算が注目される。 

 尚、SP500VIX指数（恐怖指数）は、再度 10を下回る。 
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＊米国市場（NASDAQ 市場） 

 

【 参考資料 3 】 引き続き NASDAQ 指数は、 

「ＦＡＮＧ」（フェイスブック・アマゾン・ネットフリックス・グーグル） 

「ＭＡＮＴ」（マイクロソフト・アップル・エヌビディア・テスラ）の動きに左右される展開で、高値

波乱の展開になるか注視。決算発表を前に期待感からか再度反発、上昇トレンチャンネルの上限水準

まで切り返す。 

尚、米決算発表が本格化する中で、17日（月）ネットフリックス、20日（木）マイクロソフトが発

表を控える。「相場は相場に聞け」の姿勢で、決算通過後の市場の反応を見極めたいところ。 
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＊東京市場 

 

【 参考資料 4 】 6月 20日高値は 20318 円で、Ｗ底計測値（20362円）にほぼ到達し、達成感台頭。

尚、北朝鮮の地政学リスクによりジリ高傾向にあった日経 VI は、12.75 まで低下。当面は、指数は上

値の重い展開が予想されるものの、個別銘柄の動き 
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＊商品市場・為替市場 

【 参考資料 5 】 シェールオイル採算ライン（50 ドル）の概ね±5ドルのレンジ（45-55ドル）推移。 

 

【 参考資料 6 】 金価格は 260日線水準を挟んで、1200-1300 ドルのレンジ相場が続く。 

 

【 参考資料 7 】 ドル円相場は 115円水準が上値節目に、一方で上昇傾向の 75日線・200 日線が下値

支持に、これまでの対称三角保ち合いから下値を切り上げる三角保合い形成の動きに。 
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＊物色動向 

【 参考資料 8 】 当面はバリュー株（低 PBR株）優位な展開が続くか。ただ消去法的な物色であり、

本格的なバリュー株物色継続は難しいところか。 

 

 

【 参考資料 9 】 既報 17年 6月 4日号で指摘した銘柄のその後の動き。 

 
 

【 参考資料 10 】 「グロース」「バリュー」の物色区分に加え、下記 2銘柄の様に 2015 年高値水準

から大きく上昇した銘柄群は、今後も高値波乱、調整局面では利益確定の売りに押される展開か。 
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【 参考資料 11 】 上記 2銘柄群に対し、下記 2銘柄群のような 2015 年高値水準近辺、もしくは出遅

れ銘柄の優位な展開が継続しよう。 
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【本文】山崎 和邦 
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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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『週報』をご高覧頂き、誠に有り難うございます。ご質問やご要望等ございましたら、お問合せ下さいませ。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 
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