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山崎 週報｢投機の流儀｣ －罫線資料付－ 

- 2018 年 12月 23 日号 - 
 

［ 今週号の目次 ］ 

（１）当面の市況――今週は売り先行で始まるが自律反騰は近い 

（★註）中勢的な市況――デッドクロス、外国投資家の売り越し５．３兆円 

（２）短期的には売られ過ぎの兆候あり 

（３）ソフトバンクの不振が市場にもたらしたマイナス 

（４）先週にＴＯＰＩＸは年初来安値を付けた、よって来年は年足で陰線だという蓋然性あり 

（５）世界景気拡大に暗雲の兆し 

世界景気・付記；商船三井池田潤一郎社長「米景気ピークアウト懸念」 

（６）戦後最長期の日本景気は終盤に来ている 

（７）米景気は来年必ず失速する――ＮＹ株はそれを先見しているのだ 

（８）１,５００円売り出しのソフトバンク株、１,０００円の大台を３回割って１,２００円台

で当日の大引け、翌日は１,１００円台もあり 

付記；ソフトバンクの上場 

（９）アベノミクス第三の矢（成長戦略）に暗雲 

（１０）２０１９年はＦＲＢ金融政策から相場が変わる 

（１１）外国筋の約半分を占める欧州筋、欧州事情の概観 

（１２）欧州景気の減速懸念は日本株式市場根深い影響を与えるＥＣＢの苦悩 

（１２）欧州景気の減速懸念は日本株式市場根深い影響を与える 

（１３）日本株の「レベルとしての割安感」は一段と強まる 

（１４）トルコリラの見通しとリスク 

アルゼンチンペソについて 

（１５）原油価格の動き 

（１６）トランプ対金正恩――金正恩の方がウワテだ 

（１７）安倍首相は何をやれなかったか――北方領土問題・拉致問題・改憲 

（１８）安倍首相が成し得なかったことになろう項目の一つ、改憲 

（１９）読者Ｏさんからの「青春期相場というものは新興銘柄も、中小型銘柄も２２５銘柄や大

型株も同じように上昇していくものなのでしょうか」という質問（１２月２０日） 

（２０）東電４万株お持ちのＡ様よりの質問（１２月２１日） 

東電株のＡさんよりの返信への返信 
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（１）当面の市況――今週は売り先行で始まるが自律反騰は近い 

 

今週は売り先行から始まり５日連続安で先週からの累計は１，６００円位の下げになるであろ

う。先週は４日続落で約１，３００円下落した。一昨年９月１５日以来１年３ヶ月ぶりの安値と

なった。今週は先々週から見て１，０００円の大台を２度変割ることになろう。 

本稿で既述した通り、１３週と２６週移動平均がデッドクロス（★註）すると、今までの下値支

持線だった２１，５００円ぐらいが上値抵抗線と変化する場合が多い。１月下旬に付けた２万飛

び台を深く割って週末は２０，００７円まであった。 

 

今週は週初から２万円を割り込んで行くであろうが、ここからは大幅な弱気になることはな

い。今週前半で、ＰＢＲは１倍（１９，３９０円）、ＰＥＲは１１倍（１９，７６９円）に届け

ば、ファンダメンタル面から、そこからは売りにくい。ＰＥＲ１１倍はアベノミクス始動時点よ

り安い。 

老年期相場の始動点から見ての半値押しは１９，６５６円、取り敢えずのツジツマは合う。 

 

アベノミクス始動点から見た半値押しは１６，５５６円だが一気にそこまではない。資金ポジ

ションを高めて買い場を待機する人は多かろうが、気に入った大底はなかなか来ない。そういう

ものである。 

但し短期勝負なら、「（目いっぱい買ってある人にとっては）ぞぉっとするところ」へ来てい

るから試みるのも一法だろう。また言うが、その場合は直ぐ逃げる心づもりで懸かろう。 

 

テクニカル面からも「売られすぎ」の域に既にある。２５日との乖離、騰落レシオ、売買金額

から見てセリングクライマクスを迎えつつある。 

資金ポジションを高く保持しようと呼びかけてきたのは、この日のためだ、但し短期勝負のつ

もりで懸かることが条件である。本当の大底は未だ早い。 

相場は投資家を焦らさせる生き物だ。軍備を整えれば戦争したくなる。喧嘩の強い人は喧嘩し

たくなる。資金を高く保有する準備が出来た人は買いたくなる。但し今は短期だ。真の大底を買

って保有するという意味での買い場は未だ早い。「急ぐな、相場は明日もある」である。「買い

は遅かれ」である。但し、銘柄別には大底を付けている物は多い。全部が一斉に大底をつけるの

は「管理相場」「政策相場」の現代では難しい。 

 

一昨年１１月以降のトランプラリーで約４，０００円上がり、そしてまたＮＹ市況の大天井達

成感、米景気減速・ＦＲＢ利上げ打ち止め感・トランプ政権下の国際協調派マチィス国防長官の

退任等が直接の売りのきっかけとなった。 

何のことはない。米国発の４，０００円高と米国発の５，０００円安をこの２年間は往来した

に過ぎない。 
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－2015～16 年との調整比較－ 

 

【 図-1 】 週末の米国市場の下落を受け、日経 CME終値は 19795円と 2万円の大台割れとなってきている。 

 

 

図 1は 各種データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

－PER・PBR 面－ 

 

【 図-2 】 日経 PER11 倍は 19718 円（12/21 時点）。これまで今後の業績下方修正懸念で PER12 倍水準の下支

えは効かないと指摘してきたが、流石に 11倍水準に入ってくれば短期突っ込み局面での下支えとなってこよう。 

 

 

図 2は日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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【 図-3 】 日経 PBR1倍は 19390 円（12/21時点）。遂に、短期のリバウンド好機と捉えていた「PBR1倍局面」

を迎える局面となってきた。 

 

図 3は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

 

【 図-4 】 米国株の調整本格化が現実のものとなってきており、今回の短期突っ込み局面では、PBR1 倍水準

の下支えは効いてこようが、リーマンショック、旧民主党政権時代同様に同水準を挟んでの底バイ、ダメ押し局

面が長期化する可能性がでてきている。 

 

図 4は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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－アベノミクス相場での各節目－ 

 

【 図-5 】 老年期相場の上昇に対する半値押しは 19656円。 

 

図 5は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 図-6 】 TOPIXはアベノミクス相場を起点とした上昇トレンドラインを割り込んできた。短期的なリバウン

ド局面後は、アベノミクス相場全体での半値押し水準を 2019年につけにゆく可能性が高い。 

  

またその水準は 2016年のトランプ相場起点水準と重なり、「トランプ相場＋選挙相場」の上昇分が全て剥げ落

ちる里帰りとなる。今後の本当の大底となる可能性のある水準として注目してゆきたい。 

 

図 6は 東証 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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－移動平均線－ 

 

【 図-7 】 日経平均の 200日移動平均線乖離▲15％は 18934円（12/21時点）。 

 

図 7は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 図-8 】 TOPIXの 200日移動平均線乖離▲15％は 1459ポイント（12/21時点）。 

 

図 8は 東証 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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【 図-9 】 東証マザーズ指数は 10月 29日安値をつけ、短期の突っ込みから一旦大きなリバウンド局面を迎え

た。しかし今回また安値を更新してきている。 

 日経平均株価も今回短期的なリバウンド局面を迎えたとしても、再度その先には東証マザーズ同様に再度安値

を取りにゆく可能性がある。 

 これまで先行調整してきた東証マザーズ指数の動きが、今後の日経平均株価の動きを示唆するものと捉えるな

ら、今回の短期の突っ込み買いは、「短期の勝負事」である。 

 

図 9は 東証 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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－需給分析－ 

 

【 図-10 】 2015年～2016年のチャイナショック・原油安ショックでは、信用買残は 2兆円まで整理された。 

現状はまだ 3兆円水準にある。本当の大底をつける「失望・絶望」相場は、信用買残が 2兆円水準まで整理さ

れる局面であろう。 

 

図 10は東証開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 図-11 】 東証発表の最新の開示データは 12月 14日（木）時点で買方の信用評価損は▲13.63％。また松井

証券発表の店内データ 12 月 20 日（木）時点では信用評価損は▲20.08％、一方売方は▲2.86％とほぼ利が乗っ

ている水準に入ってくる。週明けには買方の信用評価損は▲20％水準まで拡大することが予想される。 

 

図 11は各種データから作成、加筆・文責：石原健一 
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（★註）中勢的な市況――デッドクロス 

 

先週の週初（月曜日）は値ごろ感からの自律反発を見込んだ短期筋の買いが入ったと思われる

小幅な上昇を演じた。 

翌火曜日には、大幅な下げ相場に転じ「彼岸底」と言われて数日の違いでまさしく生じた今年

安値以来の９ヶ月ぶりの安値で終えた。その翌日はその彼岸底を下回って今年安値を付けた。海

外のヘッジファンドや国内外の年金の海外のヘッジファンドの売り、国内外の年金の売り、年金

運用資金の売り、信用取引の追証の売りが重なったと思われる。火曜日にはＰＥＲの１倍割れの

銘柄が第一市場上場銘柄の約半数に至った。１６年６月のＢＲＥＸＩＴの暴落の時に平均ＰＢＲ

が１．０倍になった。それ以来２年半ぶりのことである。 

 

罫線上から言えば、１３週移動平均（中勢的なトレンドを示す）が２６週移動平均（半年の趨

勢を示す）を下回った。所謂デッドクロスである。このデッドクロスは彼岸底と言われて少し日

にちがずれて起こった３月安値の直後に起きた現象であるが、その時は長期の２６週は上向きで

あり、１３週は下向きであり、Ｘ型の交差であった。この場合のデッドクロスは「だまし」であ

ることが多い。果然、反発した（自律反騰の範囲であるが）。 

 

我々が「だまし」と言うのは、６０年後半にアメリカから輸入されたチャート論（移動平均中

心）の尊師とされたグランビルが、「テクニカルな修正が行われる」という表現で「だまし」を

説明したが、当時の輸入本では「技術的・短期的な修正があり得る」と訳されていた。要するに

「だまし」である。デッドクロスといっても片方が上昇、片方が下降してクロスした場合には

「だまし」が起こる。上昇相場の場合も同じである。ところが今度の場合は２６週も１３週も両

方ともに下降してのデッドクロスである。この場合には流れが変わる可能性がある。 

 

要は、「ホンモノのデッドクロス」か、２６週は上向きで１３週は下向きでクロスしたという

「だましの可能性があるデッドクロス」か、見極める可能性があるが前者の場合は趨勢が変わる

可能性があると言っているのだ。 
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【 図-12 】 日経平均・TOPIXともにデットクロス。中期的な調整局面はこれからである。 

 

図 12は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 図-13 】 既に市場全体を示す TOPIXは、日経平均に先行してデットクロスの危険シグナルを示していた。 

 

図 13は 東証 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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－月足での長期視点－ 

 

【 図-14 】 最も重要な月足の長期視点に立った時、2012年を起点アベノミクス相場全体に対する大きな調整

局面に入ってきている。 

 

図 14は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 図-15 】 TOPIXはアベノミクス相場を起点とした上昇トレンドラインを割り込み始めてきている。 

 

図 15は 東証 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 
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外国投資家の売り越し５．３兆円 

 

別の項目で述べる通り、産業革新機構官民ファンド（ＪＩＣ）の蹉跌、ここにアベノミクスの

「三本の矢」の三本目の経済政策のつまずきが象徴される。経産相の軽率な失敗から表面化され

た。経産相は軽率であった。 

 

外国投資家の動向が一変した。年間５．３兆円の売り越しというのは世界的な金融危機に見舞

われたリーマンショックの０８年よりも大きい。当時は年間３．７兆円の売り越しだった。１９

８７年１０月のブラックマンデーの７．１兆円の売り越しに次いで史上２番目の売り越し金額と

なる。 

外国投資家はアベノミクスを青春期相場と壮年期相場半ばの２０１５年には年間約２０兆円を

買い越した。これが買い越しの記録である。その後は長期的には売り越しに転じ、海外筋の売り

越しを日銀のＥＴＦ買いが肩代わりするという構造が続いた。個人投資家は昨年も今年も売り越

しとなっている。 

 

外国人は構造改革に期待する。海外筋は小泉改革の７，６００円から１８，２００円までの大

相場で「構造改革の味」をしめた。この構造改革の一つがアベノミクスの「三本の矢」の三本目

であった。これがＪＩＣのつまずきで経済政策の無策が表面化した。 

 

財務省の浅川財務官は２０日の夕方、「市場の動揺が深まった場合は、政府・日銀として適切

に対応する」としたという（日経新聞の１２月２１日号の記事を原文通り写した）。こういうこ

とは言わないほうがいい。ただでさえ日銀の買入れが副作用をもたらし、究極的には市場を壊し

ていると思われ始めているのに財務官が「（意訳すれば）テコ入れする」という意味にとれるこ

とを言うことは賢明ではない。相場から活性を奪うものであり、生体反応喪失現象を起こす元と

なる。その辺の場味（ばあじ）または地合というもののデリケートさを官僚は読めない。これは

知能指数とは別個の問題である。 

 

東証一部の売買代金は概算で３兆円を超え、特に週末は連休の関係で３日分の信用期日が来た

はずだ。また金曜日の大幅下落によって追証もかなり出たはずだ。週末のＮＹは安いから日本市

場も週明けは売り先行から始まる。この半年間の下落率の高い業種には海運株が入っている。こ

れは一種の市況産業であり、景気敏感株である。第一、日本株全体そのものが世界一の世界市場

敏感株だ。 
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（２）短期的には売られ過ぎの兆候あり 

 

標題の通りであるから、短期的には自律反騰があり得る。１０月２日の高値から１２月２１日

までの安値まで４，４００円以上を下げた。今週で５千円下がったということになろう。ここで

短期的には売られ過ぎの兆候も見えてきた。まずは裁定買い残高は２年３ヶ月ぶりの低水準にま

で落ちた。２年３ヶ月と言えばＢＲＥＸＩＴ暴落の直後である。日経平均が１５，０００円台の

時代である 

この裁定買い残高が最低水準に落ちたということは将来の売り圧力が極小になり、短期的な自

律反発があると読める。 

また、２５日線との乖離率は週末引け値で７．４％、ザラバ安値で言えば８．２％だ。 

騰落レシオも週末６８％である。ＮＹも７３％。 

 

しかもファンダメンタルで言えば、第一市場上場銘柄の半数以上の銘柄がＰＢＲ１倍割れ（解

散価値を下回る状態）になったという異常な状態である。 

ＰＥＲはアベノミス始動の頃、日経平均９，０００円台の時と同じレベルにある。 

上昇相場では有力の買い手だった指数連動型投信もウリ圧力となった。 

 

このようにテクニカルな面から見てもファンダメンタルな面から見ても目先的には「売られ過

ぎ」の兆候が出ている。こういう時には理由なしに市場内部要因だけから自律反騰を必ず起こ

す。相場の生命力とはそういうものだ。 

 

１２月２０日は、今春３月の「彼岸底」のザラ場安値を２１日のザラ場で大きく下回って２

０，００７円を示現した。今週は勿論２万円を割るであろう。 

 

「１月下旬の２４，２００円台と１０月２日の２４，４００円台とでダブルトップをつける」

と１０月７日号の本稿で述べたがそれ以来、４，０００円強を下がった。しかも２１日（金）に

は連休の関係で３日分の信用期日が来た。このことは誰も分かっている。したがって２０日

（木）にセリングクライマックスに近い序曲を迎え、２１日に追撃売りがあり、今週前半でダメ

押しがあると見る。さすれば後は自律反騰しかないことになる。 
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（３）ソフトバンクの不振が市場にもたらしたマイナス 

 

１８年前の野村の１兆円ファンドと同じである。あれは個人投資家のストックマインドを大い

に冷やした。当時の小泉政権の言う「貯蓄から投資へ」の政策を、正面からぶち壊す結果となっ

た。今度の２兆６千億円のソフトバンク売り出し１,５００円に対して大台を３回変えて１,１０

０円台まで行ったということは、売り出し公募を買った８～９割は個人投資家であろうから、個

人投資家のストックマインドを大いに冷やしたであろう。ソフトバンクの公募売り出しは野村だ

けではなく証券各社のオールジャパン勢ぞろいであったから、証券界全体が自ら相場を冷やした

結果となった。 

 

一方、高値でうまく売り逃げたのはソフトバンクＧである。この２兆６，０００億円を使って

ソフトバンクグループは次のステージに進むつもりであろう。だから筆者は募集中から言ったの

だ。筆者にソフトバンクの公募を買うかどうしようかという人に対しては、私ならむしろソフト

バンクＧの近い将来の突っ込みを買う。そうすれば、次のステージに上がるための大仕掛けなこ

とを発表した途端に上がるはずだ。 

 

現にソフトバンクＧの株価は米スプリントを買収した時は３倍ぐらいになったし、英アーム社

の件では株価は約２倍になった。この２兆６，０００円を使って何かを仕組むはずである。売り

逃げされた公募株を買うよりも売り逃げした本体を私なら買う方に考えると、ことある度に答え

てきたが。筆者に質問して来た多くの人々の中で約半数はやはりＩＰＯは儲かるものだという先

入観があったのか、１，５００円で買った人が多かったようだ。そういう方々は御自分で決めた

ことだ。孫さんが悪いわけではない。市況が悪かったのであろうし、斜陽産業の売り逃げに協力

するハメになった判断の問題であろう。 
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（４）先週にＴＯＰＩＸは年初来安値を付けた、よって来年は年足で陰線だという蓋然性あり 

 

ＴＯＰＩＸは日経平均と違って全銘柄であるから、市況全体を見るにはこれの方が正確であろ

う。現に、旧経済企画庁（現内閣府）が景気先行指標として用いている株価も日経平均ではなく

てＴＯＰＩＸである。 

 

１９９０年の、大正９年以来の７０年ぶりの大暴落以来、今日まで２９年間の間にＴＯＰＩＸ

が１２月に当年新安値を付けた年は６回あった。そのうちの５回は翌年のＴＯＰＩＸは年足で陰

線となった。こういう６分の５の蓋然性をもってこのアノマリーは主張される（★註）。 

今年のＴＯＰＩＸ高嶺は１月に１，９１１、１２月１９日（水）に今年最低の１，５５６、２

１日はそれを下回った。したがって年足では今年陰線になることは間違いない。１９年は株式相

場の大きな転換点に差し掛かることを暗示している。 

 

故にこそ壮年期相場の終焉以来、老年期相場華やかな頃にも筆者は本稿で「キャッシュポジシ

ョンを高めておこう」と言い続けた。「君の見方にはどこか弱気が漂っている。弱気では、人は

ついてこないぞ」などと先輩から忠告を何度も受けたが、筆者は考えた通りの語り、語った通り

に書く。それだけである。 

 

（★註）社会科学上の論に対しては反論がつきものである。よって本稿では反論を跳ね付ける気はない。故に「６分

の５の蓋然性」と言っているのだ。 

 

 

【 図-16 】 日経平均株価の年間騰落率からは、2～3年の大幅調整の冬を越えれば、必ず春は来る。早ければ

2020年は大幅上昇の可能性がある。つまり 2019年は底値を探る年になる可能性がある。 

「気力・資金力」を充実させ、いよいよ具体的な投資対象を選別する準備する段階に入ってきている。 

 

図 16は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

 

 



山崎 週報「投機の流儀」         2018 年 12 月 23 日号           16 / 33 

 

－各主要指数の年足－ 

 

【 図-17 －1：NYダウ、－2：NASDAQ、－3：日経平均 】  

 2018年も残すところ 1週間、6年連続の日経平均「年足陽線」は途絶える。米国市場を見ても、過剰流動性相

場で大きく上昇した NASDAQ指数は大きな「上ヒゲ」を至現してきている。 

 大きな流れの転換を示唆するローソク足となってきている。最も重要な前提となる大きな流れは下方向である。 

 

 

 

 

図 17は 各種データから作成、加筆・文責：石原健一 
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（５）世界景気拡大に暗雲の兆し 

 

現象面に現れる前の兆し、この兆しを読め、これが愛州移香斎（あいす・いこうさい）を流祖

とする陰流の基本的理念（古武道では「理合い」という）であり、これを技法・心法として系統

立てたのは柳生新陰流である。本稿読者の中に剣道五段・練士のＩさんがおられるので筆者がこ

ういうことを言うのは僭越であるが、この考え方は極めて大事である。 

 

世界経済は今のところ好景気を続けている。しかし、そこに陰りの兆しが見えるということを

ここでは述べてそれに身構えたいのである。 

日経新聞社が３ヶ月ごとにまとめる「社長１００人アンケート」において前回調査に比べて米

中貿易戦争が本格化する前の６月調査」よりも世界景気の見通しを拡大する見方は激減した。米

中の長引く対立が実体経済に影響し企業心理の悪化につながるという悪循環をたどる。この統計

は極めて単純な手法で「拡大」から「悪化または横ばい」を差し引いた数値を言う。日銀短観の

景気見通しの統計のとり方と同じで極めて単純であるが、これの信憑性は高い。 

株価変動に先行する場合もあるし一致する場合もあるが、例えば９０年１月から始まった大正

９年以来の大暴落の前では２ヶ月前に景況感は悪化していた。つまり、２ヶ月の先行性を持って

いた。大きなトレンドの変化には重要視する統計である。 

 

 

世界景気・付記；商船三井池田潤一郎社長「米景気ピークアウト懸念」 

 

これは日経ヴェリタス紙１２月１６日～２２日号の２９ページの要約である。 

（その前に筆者註：海運業は言うまでもなく一種の市況産業である。その株は景気敏感株でもあ

る。海運市況を示すバルチック指数によって大幅に動く。） 

 

彼の言い分を要約する。景気が良ければ、米中の貿易戦争などは関税が多少上がっても輸入量

が増えるから船舶会社の業績はそんなに悪くはならない。ところで米国景気がサイクル的にピー

クに近付いているという懸念がある。世界の株式市場の値動きを見ても米国の景気減速を織り込

みつつあるのではないか、それは最大の懸念材料だ。 

足元の値動きは関税引き上げをにらんだ駆け込み需要などで好調だ。反動減がもう少し早く来

ると思っていたが２月の中国の春節（旧正月）までは堅調な値動きが続くと見ている。１９年度

に向けた契約更改は既に始まっている。課題がはっきりしているので動向を見守りたい。 
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（６）戦後最長期の日本景気は終盤に来ている 

 

今の景気は戦後２番目の長さとなっている。現在は景気の第１６循環目である。しかし筆者の

見通しでは、来年後半から景気は必ず「山」（これは事後でなければ判らない）を越えて「後退

期」に入る可能性が極めて高いと予測している。 

その要因を箇条書きする。 

①既に戦後２番目の長さになっている米国経済が今後景気後退期に入る可能性が高い 

（別稿目でも述べる）。 

②東京五輪特需のピークアウトが来る。因みに６４年五輪の時は３年３カ月前に、 

株価は大天井を打ち、その後７年はそれを抜けなかった。 

③２０１９年正月の消費税率引き上げが考えられる。 

 

日本経済は全国的に回復しているのに実感が伴わないという声は良く効くが、２０１７年夏か

ら６割以上も上がった原油価格の上昇が原因の一つであろう。原油価格の上昇には良い要因と悪

い要因があり、トランプ政権がイランの核合意から離脱し経済制裁を強化したことは悪い要因で

ある。近年の日本の個人消費が大きく下振れした時期は３回あった。 

①リーマンショック。この時の個人消費の下振れが２年続いた。 

②東日本大震災。この時の個人消費の下振れは１年にとどまった。 

③２０１４年の消費増税の際。２０１５年４月の消費増税の個人消費低迷は３年かかった。 

①と②はトレンドという面では上方トレンドを維持されたが、③の消費増税時のトレンドは下

方に屈折してしまった。全２回の消費増税も同様である。このことから消費増税時には経済の勢

いが大幅に削がれることがアノマリーとなってきている。 

 

 

 

（７）米景気は来年必ず失速する――ＮＹ株はそれを先見しているのだ 

 

史上２番目の長期にわたった米景気は今も拡大を続けているが、来年には必ず失速すると筆者

は見る。その背景は明らかである。 

 

米ＦＲＢの利上げを織り込んで短期金利が上昇する一方、景気の先行き不安から長期金利が低

下し長短金利さが縮小した。「短期金利＞長期金利」という長短逆転が起きると２年後には必ず

景気は失速するという過去３０年のアノマリーがある。この黄色信号が下落して株価が下落して

いるのだ。米中貿易戦争のブーメラン現象を懸念しての株価下落だけではない。もっと本質的な

金利との関係で必然的に株価が下落する。 

 

昨年１０月以来、ＦＲＢの試算削減で通貨供給量が鈍化し、それが景気の重みになってきてい

る。「トランプ減税」の効果が来年秋以降に薄れる。秋以降の景気減速が起こる。米中貿易問題

は軍事問題を含むから長期にわたり解決されないが、米ＧＤＰの２％を占める対中貿易の赤字が

関税によって削減されれば、世界貿易の縮小というブーメラン現象と相殺されるか、または米国
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経済にとっては多少のプラスになる場合もある。ＦＲＢが利上げ打ち止めという見通しが出れ

ば、それは決して吉報ではない。むしろそれは凶兆と呼ぶべきだ。米利上げ打ち止めからその先

の利上げ１回目までの間にＮＹ株価はピープを打つ。これが今までのアノマリーであった。２０

００年のＩＴバブルの時もそうだった。また、日本で言えば小泉景気の時の０６年・０７年の時

もそうだった。利上げの打ち止めを株式市場の参加者は単純に吉報と喜ぶべき問題ではない。 

 

以上述べた事実からして米国の利上げの打ち止めは、その後、利上げに転ずるとその間にＮＹ

株価は大天井を突き下落する。利上げ終了から利下げまでの期間は平均約１年であった。そこに

株価の大天井が重なってきた。以上は米景気が必ず失速するということと同時に、あるいはそれ

よりも早くＮＹ株が大天井を突くことである。 

 

【 図-18 】 低金利、過剰流動性相場の中で上昇を牽引してきた米ハイテク株の調整が本格的なものになって

きている。これまでの上昇トレンドは崩れ、大きな流れは下落トレンド形成へ向かう動きとなってきている。 

今回の調整は、これまで 9年以上の上昇相場に対する調整であり、今後の調整は更なる厳しい局面を控えてい

ることに注意したい。 

 

図 18は 各種データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

【 図-19 】 過剰流動性相場の中で、IT（情報技術）やネット小売株などのテクノロジー株を中心に期待で大

きく買われた。やはり「今回は違う」はなかった。 

 

図 19は 各種データから作成、加筆・文責：石原健一 
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（８）１,５００円売り出しのソフトバンク株、１,０００円の大台を３回割って１,２００円台

で当日の大引け、翌日は１,１００円台もあり 

 

標記の通りである。１，５００円の売り出しに対して１，５００、１，４００、１，３００と

１００円の大台を３回割って１，２００円台で終わった。何事も３つの場を見よと筆者は教わっ

てきたので、上場翌日の前場を見れば１，２００円割れ、つまり１００円の大台を４回割ったと

ころで筆者は１，２００円割れを短期勝負で少々沢山買ってみた。もちろん１～２日のリバウン

ドを狙う短期勝負である。 

 

ソフトバンクを買うぐらいならば、むしろソフトバンクグループを買うと「動画」では述べ

た。ソフトバンクそのものは、所詮はソフトバンクグループのための資金つくりのために売り逃

げされたものだ、というのが筆者の基本的な背景にある。 

政府が求める通信料の値下げ、次世代通信時代への設備投資不安、こういうことから判断して

ソフトバンクは好況産業ではなくなる。こういう斜陽産業に入る寸前に売り逃げたというのが筆

者の見方である。ソフトバンクグループにとっては最良のタイミングで資金づくりをしたことに

なる。そしてソフトバンクグループが米スプリントを買収したときには株は３～４倍になった

し、アベノミクス半ばで英アーム買収を発表した時は株は２倍になった。したがってソフトバン

クを売り逃げた２兆６０００億円を使って次のステージに立つための何か大きな発表があれば、

今度はソフトバンクグループの方を、つまり売り逃げた２兆６０００億円を握った者の方に賭け

るのが正面突破の考え方であろう。 

 

ところで「場で３つ目」に買った１１９０円のソフトバンクは翌日、正味１００円抜ける値段

で指値したら１３１０円で売れた。これは地合いの間隙を抜く小掬いであって、読者諸賢には決

して奨められない。こういうことを５～６回やって貯めた益金は、１回の失敗で消えるものだと

いうことを筆者は現職時代から熟知しているつもりである。下線部を強調したくて敢えて小手試

しを試みた話を述べた。本当の資産構築は「買って保有すること」である。青春期なら２倍まで

持つし、壮年期なら５，６割儲かるまでは持つ、老年期以降は原則として「現金という資産」で

持つ、が一番強い。 

 

 

付記；ソフトバンクの上場 

 

３週間ほど前の「動画」で筆者は、ソフトバンクの上場について、随分不謹慎な言い方かもし

れないが、次のように述べた。 

「孫さんが２兆６０００億円を売り逃げてその金をグーグルやアップルなどのステージに立つ

ための資金にする、そのために一般個人投資家を相手に売り逃げて資金づくりをするのではない

か」と言った。 

上場ということはソフトバンクグループが持っている株を顔も知らぬ他人に売り渡すことだか

ら、孫さんが高いところで売り逃げた、その後で下がってもそれは市況の致すところであり孫さ

んの責任ではない、１,５００円の売り出し価格は孫さんが決めた価格ではない、ということで
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責任は何もない。これを有効に使って次のステージに立つためのアンビシャスな行動であったと

いうことだけは確かだろうと思う。 

このソフトバンクは米国と仲の悪いサウジアラビアの王子から出資してもらったり、ファーウ

ェイの製品を使っているから今後ファーウェイの製品を迂回してシステムを構築しなければなら

ないから余計な経費が要る。それでなければ軍事機密まで握っているファーウェイの提携と見な

して問題になる、などということは上場前から取り沙汰されていた。また、ファーウェイの副会

長が逮捕される前に大規模なシステム障害が起こった。これも９割が個人投資家相手の上場株の

売り出しであるから気分的には影響を与えたであろう。 

 

孫さんが「選択と集中」と言い、いくつかの一つが成功すればそれで足りるのだと言っている

が、この「選択と集中」は元々、１９８０年代にＧＥのＣＥＯのジャック・ウェルチ社長が実践

した企業戦略で筆者に言わせれば不採算部門を切り捨てて、採算部門だけを活かして太らせて、

ＧＥを改善させただけではないかと言いたいが、事実上はＧＥ中興の祖とされた。そのジャッ

ク・ウェルチの言葉を借りて「選択と集中」と東芝は言っていたが、孫さんは盛んに言う。 

孫さんは斜陽産業の携帯電話を個人投資家に売り渡して２兆６０００億円を次のステージに使

うという野心を遂げたということになる。必然的に初値が１,５００円を割って１，４６３円で

始まり、その後１００円の大台を二度割って１,２８２円で引けた。 

 

似たようなことは、大型上場で初値が売り出し価格を大幅に割り込んだのは２００６年（平成

１８年）１１月に日債銀から起算すると８年ぶりの東証一部に再上場を果たした「あおぞら銀

行」であった。これは売り出し価格５７０円に対して４９０円売り気配から始まった。そして２

００円台まで下がった。あおぞら銀行は債券銀行という由緒ある発券銀行だったのだ。筆者はそ

の時、募集中に１０万株欲しいといったら、本当に１０万株が来た、こういう時はダメなもの

だ。果然、ヨリツキで売ったら８００万円損をした。（５７０円募集に対して初値は４９０

円）。売らなければ３千万円の評価損を抱え込むところだった。望み通りの株数が取れるときは

ダメだと知った。投資家は失敗から学ぶ。 

 

 

 

（９）アベノミクス第三の矢（成長戦略）に暗雲 

 

安倍政権は「ツキにつきまくった」がそのツキが剥げると次はその逆回転の巻き戻しが起こる

可能性がある。 

 

一つはアベノミクスの第三の矢（成長戦略）の目玉の一つとされる産業革新投資機構（以下Ｊ

ＩＣと言う）の蹉跌である。民間出身の取締役９人がそろって辞任を決めた。巨大官民ファンド

の機能不全の全内幕はニュースでも伝えているし経済誌でも特集されているから詳細は割愛する

が、キッカケは役員報酬を話し合いで決めたはずなのに話し合いもせずに経産省が勝手に変更し

たことであって、核心は役員報酬のことではなくて官民の話し合いで決めたことを官が一方的に

破棄するというそのやり方ではこの巨大官民ファンドは機能不全に陥るとして民間役員９人全員

https://ja.wikipedia.org/wiki/2006%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/11%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80


山崎 週報「投機の流儀」         2018 年 12 月 23 日号           22 / 33 

 

が辞任した。経済産業省とＧＩＣのイザコザは民間出身の取締役全員が辞意を表明することで幕

を閉じ機能不全に陥った。 

 

これは安倍政権の成長戦略に大きな影を落とす。内容の逐一は経済誌や新聞にも出ているので

割愛するが、ひとことで言えば経産相と民間役員との意思疎通の不全である。経産相に配慮がな

さ過ぎたように筆者には思える。民間役員が必ずしも役員報酬の件でもめたわけではない。官民

の意思疎通はこれほどひどければ今後の運営は不可能になるということで辞めたのだ。契機は経

産大臣の尊大さと軽率さであったようだ。 

 

 

 

（１０）２０１９年はＦＲＢ金融政策から相場が変わる 

 

ＦＲＢは過去１年間に８回開かれるＦＯＭＣで１回おきに確実に０．２５％の引き上げを実施

してきた。しかし２０１９年に入るとＦＲＢの金融政策は一変する可能性が高い。パウエルＦＲ

Ｂ議長は、政策金利が「中立水準」に近づいてきたという判断を示唆した。ＦＯＭＣの示してい

る政策金利の中長期的な均衡点は３％であるから、その水準までは政策金利の引き上げが続くと

いう見方が通説であったが、「政策金利が中立の領域に入った」とパウエル議長が判断したとす

れば 

―→今後の政策運営は経済環境で決まってくるということになる―→ＦＲＢにとっては柔軟な

政策姿勢に転じたことを意味する―→市場にとっては企業政策の見通しに対する不確実性が高ま

る。 

パウエル議長が足元で政策金利が中立水準（★註）に近づいてきたという判断を示唆したことは

１９年の金融市場をより不安定にすることになる。今までのように１９年に２回、２０年に１

回、という０．２５％ずつの引き上げ通念は通用しなくなる。市場はそのことに敏感に反応す

る。そうするとパウエル議長はそれを見て反応する。 

一方、トランプはＦＲＢへの強い批判を１０月以降頻繁に繰り返している。そこで、先ほど

「今後の金融政策運営は経済環境次第で決まる」と述べたが、「実は経済環境およびトランプの

介入という政治環境」によって左右されると言い換えねばならない。 

 

（★註）「中立金利」の意味については先週号で述べた。 

 

１９年の米国の金融政策は経済情勢・金融情勢と「政治情勢」（トランプの介入のこと）によ

って大きく変わる可能性がある。不確実性が高くなる→金融市場の不安定性が増幅する、という

ことになる。 
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（１１）外国筋の約半分を占める欧州筋、欧州事情の概観 

 

まず、英国である。 

 

一昨年６月キャメロン前首相は、ＥＵ離脱を巡る国民投票で保守党内の強硬派を黙らせようと

賭けに出た。結果、敗けて引退した。そこでメイ首相がＥＵと合意した離脱案を認めるか、一方

的な離脱に突き進むか、あるいは離脱を止めるか、三者択一の難路を引き受けてキャメロンの後

任に就任した。 

離脱派は、離脱は簡単でしかも英国はいいとこどり出来ると考えていた。だがＥＵは、加盟国

の義務を受け入れない国が恩恵を享受することは許さないとして絶対に譲らない。離脱派の読み

は間違った。保守党内の強硬派を黙らせようと賭けに出たキャメロンの国民投票も誤った。それ

以前にキャメロンが行ったスコットランドを大英帝国から離脱させるか否かを国民投票に賭けた

ことがあって、この賭けはキャメロン首相が勝った。それに気を良くしてＥＵ離脱の賭けに出た

のだ。そして負けて引退した後はメイ首相が混乱の中で就任し今ますます混乱に入りつつある。 

 

一般に国家主権は国益の保護につながると解されているが、それはトランプ流の考えであって

長期的にバランスのとれた考えから言えば、「国益を守るには他国と協力していく必要がある」

ということを歴史が教えてきたのだ。知的財産を盗み、技術移転を迫る「中国のやり方」を受け

入れるのか。あるいは「米国の基準」をとるのか。そして欧州の規制を放棄し米国基準に従うの

か、狭い意味での国家主権（前述した歴史が教える良識としての国家主権ではなく）を純粋に追

い求めるのであれば英国は完全に孤立化するしかない。 

ＥＵ離脱を問う国民投票の際には、欧州司法裁判所・関税同盟に対する問いかけはなかった。

それなのにメイ首相はこれらの全部から離脱するという宣言をして離脱のハードルを自ら高くし

た。普通の常識的な英国人がこういう過激な選択肢を受け入れるとは考えにくい。英国の混乱は

これからであろう。 

 

 

次、フランス 

 

国民の代弁者を自認するデモ隊は、テレビで見ると黄色のベストを着用して破壊路線に進んで

いるように見える。この黄色のベストを着けたデモ隊の行動を見ると、５８～５９年前に６０年

安保を焦点とした左翼活動に大学の副リーダーとして夢中になっていた筆者には良く判ることで

あるが、黄色のベストを着用したデモ隊が統一行動的に破壊路線を進むのを見ていると必ずそれ

を指導する極右か極左の息のかかった突撃隊の指導員がいるはずだ。これをオルガナイザーと言

い、当時の左翼学生はオルグと呼んでいた。 

 

このオルグは十中八九は一昨年の大統領選挙でマクロンに惨敗したメランション氏が新たな支

持層の掌握を試みてそれを狙って動いているのであろうと筆者は「邪推」している。テレビで見

る黄色のベストの集団が６０年前の学生が志向したような民主的な革新勢力となるのか、あるい

はファシスト運動の現代版になるのか、要するにフランスの修復が可能なのか、破壊に進むの
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か、これは現政権が６０年前に岸信介政権が乱暴極まるやり方を遂行して（死人まで出したよう

な乱暴だったが）警察を動員し（自衛隊を出動させてはならない。それは海外から見れば内乱に

なる）、デモ隊に紛れ込んでいるオルガナイザーを探して「オルグ一掃」を進めることであろ

う。６０年弱前の自分自身とその仲間たちのことを考えると筆者にはマクロン政権がやるべきこ

とがよく判るような気がする。 

 

 

次はドイツである 

 

Ｇ７諸国の中で一番長く務めた女性首相はリーダーシップを失い求心力を失いつつある。必ず

引退する。財政規律も良く、経済運営も良く、ＥＵの盟主として収まってきたドイツがこれから

その立場を弱めるか喪失するかするときに「世界の警察」を任じてきた米国がその立場から引退

したと同時に世界が混乱してきたのと同じような現象を欧州は見せるのであろう。 

 

もとより筆者は国際政治学については全く素人であり、自分の思いをただ述べているに過ぎな

いが、マーケットを通して、これが日本株式市場の３～４割を占める欧州勢の背景を見ればヘッ

ジファンドがこの政権と無関係に独立して動くとしてもやはり気になるところではある。 

 

 

 

（１２）欧州景気の減速懸念は日本株式市場根深い影響を与える 

 

「１０月は株価の下落する月だというアノマリーがある」と事前に述べてきたように１０月は

世界的に株価が反落、特に日本株は過去２０年来の大幅反落、反発してもすぐに売り戻される状

態が続いたが、これには色々な外部要因があった。 

 

まずは、次のような問題があった。米中貿易戦争、米国景気の息切れ懸念、短期金利が長期金

利と接近している点（短期金利が長期金利を上回ると株価が下降トレンドに入るというアノマリ

ーがあることは何度も述べた）などにより、次のような内部要因に変わった。 

 

株式・債券を運用するファンドから株式を外す動きが着々と頻繁に毎日行われたのだ。「運用

益÷リスク」を「シャープレシオ」と呼んでいるが、これが日本・米国・欧州のいずれも大きく

悪化した。したがって運用の中身から株式を外す動きが毎日着々と進んだ。特に先週号の欧州事

情の項目で述べた通り、欧州に不安があるので欧州関連株が売り直された。既述したと思うが、

日本株式市場の売買高の６～７割は海外筋で、そのまた半分は最近欧州筋である。故にアメリア

のことばかり市場は気にするが欧州景気の減速懸念も根深い。 
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ＥＣＢの苦悩 

 

リーマンショック直後、大幅な量的緩和政策を打ち出して危機を救ったのは米・中・日本・欧

州ともにほぼ同時であり、ともに「異次元緩和」を遂行したが、そこからの脱出が一番早かった

のは米ＦＲＢであり、次が欧州ＥＣＢであり、日銀が最も遅れていると述べてきたが少々修正す

る。米ＦＲＢが最先端を切って出口戦略を着々と進めたのは２年半前からであるからこれが最も

早かったのは事実ではあるが、欧州ＥＣＢがこれに次いだと述べてきたのは多少の修正を要す

る。ＥＣＢは実は量的緩和政策を今年内に打ち切ると決めたが、欧州経済の先行きのリスクが高

まっている。米好景気の終焉が近いという懸念とともに欧州景気も先行きのリスクがある。 

 

よって中央銀行がこのまま資産の圧縮にかかって良いものかどうか、ドラギ総裁の来年末まで

の任期の最終盤で難路に差し掛かっている。この点で日銀黒田総裁の任期は特別なことがない限

りあと４年半ある。ＥＣＢのドラギ総裁は、欧州経済については先行きの厳しさを正直に認め

た。同総裁がリスクとして挙げたのは、保護主義の影響・新興国市場の脆弱さ・金融市場の値動

きの荒さという要因であった。さらに、英国のＥＵ離脱交渉の難航で合意なしの離脱によって混

乱が高まる。フランスでは反政府運動が広がり、経済にも影響を及ぼすなどという点は我々でも

見当がつく 

 

 

 

（１３）日本株の「レベルとしての割安感」は一段と強まる 

 

先週のＰＥＲは１２倍を割り込んで１１．９４倍となり、安倍政権発足時の１２倍台を割り込

んだ。つまり、当時よりも一株当たり純利益が激増した割には株価が２倍にしかなっていないと

いうことになる。６年ぶりに１２倍を割り込んでアベノミクス相場の最低ラインをＰＥＲは示現

した。米中貿易戦争・米景気の終焉が近い（来年）・日本の景気減速懸念（来年）等が横たわ

り、株価が２０，０００円割れるとはいえ、ＰＥＲから見るとアベノミス始動時代の１万円強と

同じ状態になった。レベルから見ると非常に割安ということになる。一方、その割安状態での大

量の株式保有だから問題ない、と言えないことはないが日銀は既に２０兆円以上の株式をＥＴＦ

購入によって保有した状態になり、不動産も６兆円以上をＲＥＩＴ買いで保有している。 

 

株はＥＴＦ買い入れで２０兆円強となり、株価が下落する局面で依然として買い続けている。

これは一種の「官製相場」であり「政策株価」であるとも言える。６５年五輪の年に行われた日

本共同証券による「１，２００円死守」の買い支え、翌６５年の１月・２月に行われた日本共同

証券による買い支え、この時は所得倍増政策の出発点である１，２００円という線を明確に意識

した「死守ライン」であったが、現在日銀とＧＰＩＦによる買い支えは明確な防衛ラインを示さ

ず、前場でＴＯＰＩＸが０．４～５％下がると後場で必ず日銀がＥＴＦを買うことになってい

る。 
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（１４）トルコリラの見通しとリスク 

 

トルコ中央銀行は１２月１３日に政策金利を２４．００％に据え置くことを決定した。市場で

は中央銀行が早期利下げに転ずるか、または早期利下げを示唆するとの懸念が浮上していたが、

引き締めのスタンスを維持したことでひとまず安心感が広がった。中央銀行が当面引き締めスタ

ンスを維持すると見ている。そのことによって市場の懸念は徐々に後退しよう。 

 

トルコリラは、当面上値は重い展開となろうが、金融政策を巡る一段の後退・インフレの鈍

化・対外収支の大幅改善などを考慮すると再びトルコリラはジリ高基調に転ずると思われる。今

後考えられる主なリスクは、ドラギ総裁の圧力に屈して中央銀行が早期に利下げに転ずること、

また、「中東の優等生」と言われてきたトルコではあるがやはり地政学リスクは大きく残ること

であろう。 

市場は中央銀行が早期利下げに転ずる、または示唆する懸念が１２月初旬には浮上していた。

中央銀行は「インフレ見通しが著しく改善するまで、引き締め的な金融政策スタンスを維持す

る」と表明した。「必要ならば追加の金融引き締めを行う」と従来の文言を踏襲し、総じて引き

締め派的なスタンスを維持したことが市場で評価され、先々週からリラは対円でジリ高傾向をた

どり再び２１円半ばにまで戻った。中央銀行が１０月会合の声明では「断固として」引き締めス

タンスを維持するとしていたが、今会合ではこの文言が削除されており政策決定後のリラの動き

からは市場の金融政策を巡る懸念は依然として残ることは事実である。市場の大半が利上げを予

測する中で７月の会合で中央銀行が利上げを見送ったことが８月初旬の大暴落の一因となり、そ

こへトランプが逮捕された牧師を救済するために貿易圧力を加えたことが暴落の原因となった。  

 

そこでトルコリラ相場については当面は上値の重い展開であろうが、インフレの鈍化・景気減

速に対する対外収支の大幅な改善、これらを考えると再びジリ高基調に転ずると予想して良いで

あろう（以上はＳＭＢＣ日興証券の投資情報部の１２月１４日号「スポットレポート」の１２月

１４日号を参照した）。 

 

 

アルゼンチンペソについて 

 

今年は米利上げをきっかけに新興国通貨が大幅な下落に見舞われた。特にトルコとアルゼンチ

ンが大きかった。トルコは前の項目で要約した通りである。アルゼンチンペソについて要約す

る。アルゼンチンペソとトルコリラは昨年末比３～５割ほど安い水準が続く。そして通貨安に伴

う物価高騰などが経済の減速基調を強めている。 

 

新興国の中で通貨安の影響を最も受けたのはマクリ大統領下の経済自由化を政策とするアルゼ

ンチンであった。アルゼンチンは過去８回もデフォルトを行い、国民は自国通貨を信用しない。

したがってペソをドルに換える動きが引き続き、今年の年初は１ペソ＝１／１８であったものが

ＩＭＦの支援後も下げ止まらず、９月には１ペソ＝１／４１にまで落ち込んだ。ペソ安は輸入物

価の上昇→便乗値上げ→インフレ高騰→１９年までマイナス成長が続くという現象を起こしてい
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る。にもかかわらず、アルゼンチンの株価は対年初で上昇した位置にある（トルコの株は対年初

で３０％ぐらい安い）。 

 

 

 

（１５）原油価格の動き 

 

日経新聞の１面の左下に数個の経済指標が長方形の欄に囲まれて毎日掲載され、その一番下に

ドバイ原油が毎朝あった。ドバイ原油は生産量が少量であるからメジャーとの提携がほとんどな

く小売りに近いからであろう。ところが最近その表示がなくなった。原油価格の反発力は鈍いと

見る。減産の実効性に疑問があり貿易戦争も重荷となっているという背景があろう。 

 

ＷＴＩ原油先物は１ドル５１ドルだが、減産の実効性に疑念があり貿易戦争も重荷となってい

るだろうから、今後は５０ドルと６０ドルの間のボックス圏内と見るのが無難であろう。世界一

の産油国アメリカの場合にシェールオイル生産企業にとって今の５０ドル台でも採算が合うそう

だ。したがって米国での増産は来年も続く。ＯＰＥＣと非加盟国が７日に決めた協調減産がその

ために相殺になるであろう。 

相場は１１月末に一時４９ドル台もあったが、まずは５０から６０の間のボックス圏と見るの

が無難であろう。原油市場は必ずしも為替市場と同じく自由市場ではない。覇権国家の動向によ

り、ＯＰＥＣの動向により激動する。その意味では、株式市場に例えれば強力な仕手が常にいる

ということになる。また、ポジショントークが覇権国の首脳部の発言によるポジショントークが

常に市場を左右する。株式市場に例えれば「風説の流布」は当たり前である（金融商品取引法、

以前の有価証券取引法によれば「風説の流布」は証券市場においては昔から禁止されている）。 

 

 

 

（１６）トランプ対金正恩――金正恩の方がウワテだ 

 

以下はケント・ハリントン（元ＣＩＡ上級分析官）とジョン・ウォルコット（元ジョージタ

ウン大学講師）の言い分を要約する。 

 

トランプは取引がうまく駆け引きに長けていると自分で思い込んでいるようだが、金正恩のほ

うがウワテである。北朝鮮は１６ヶ所の秘密施設では今も弾道ミサイル開発が続行中だ。彼は米

大統領との会談という、父や祖父が成し得なかった偉業を達成している。軍事力・経済力で自国

よりも数百倍もある国の大統領と差しで話し合ったのは彼にしてみれば偉業である。 

 

一方でトランプは何もしていない。北朝鮮が非核化の条件として朝鮮戦争の終結宣言を持ち出

していた点をシンガポール会談でトランプはこれに応ずると約束して同盟国と米政府関係者を驚

かせた。ポンペオ氏は非核化の基本的定義すら詰めることができなかった（１０月の会談で）。

要するにトランプは金正恩に翻弄されているのだという。 
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（１７）安倍首相は何をやれなかったか――北方領土問題・拉致問題・改憲 

 

安倍首相は国民に飽きられたのだ。その功績さえも忘れられそうになっている。「失われた２

０年」と言われた契機となった１９９０年の大正９年以来の大暴落で日経株価は５分の１以下に

なり、日本は平成初年度には世界で時価総額１０位までの７社は日本の企業が占めていたのに今

は一つもないという状態になった。それどころか２３番目にトヨタが１社顔を出すだけだ。 

 

金融資産や国富の創出ぶりはこの通りである。それを安倍政権になってから「三本の矢」をも

って急速に回復させ、 

①株価平均は失われた２０年の最後の年から言えば約３倍半になり国富も増え、 

②為替も７０円台後半から１２５．８円まで行き、 

③失業率は今世紀最低となり雇用条件は今世紀最高となり、 

④国が持っている対外金融資産はドル高のおかげで相当量増え、 

⑤創業以来最高利益の企業が続出して経常利益は史上最高となり、 

⑥企業内に貯め込んだ現金資金は４００兆円を超え、 

⑦時価総額は２００兆から７００兆まで行った。 

そして世界の経済大国に一因として復活した。このように経済を活性化させたことは事実であ

る。 

 

もともと安倍政権が出発したときは「経済を取り戻す」がスローガンだった。そして国民に判

りやすく「三本の矢」として具体的な経済政策を示してみせた。主力は金融政策一本であった

が、それはそれで相当の副作用は残したけれども効果はかなり生んだ。以上までは忘れられてい

るが実際に成果はあった、主として金融経済的な成功面であった。 

 

ところが、何を残したかと言えば何も残さないで任期が切れる可能性がある。 

 

①北方領土問題である。これも一島も戻ってこないであろう。先週号で述べた。２３回会って

もただ握手して帰るだけで外務大臣および外交テクノクラートに文書化させる実務を引き継ぐこ

とができなかった。筆者が思うに、外交とは最終的には文書化である。外務省は最も難しい省で

あり、不倫問題以外は自殺者も汚職者も出さないが内部ではかなり難しい省であるらしい。霞が

関の庁舎に入る際に最も厳しいセキュリティチェックをするのは筆者の知る限りでは外務省だ。

難しい省庁だということは筆者の同級生で外務官僚となって大使となった男から常時聞いている

し、短期間しか務まらなかった田中真紀子が外務大臣をしたときに、外務省は伏魔殿だと明かし

た。 

 

この外務省で生え抜きののぼりつめた次官や局長クラスは外交の裏表を熟知したテクノクラー

トのはずだ。安倍首相は、彼らに実務を引き継いで文書化に落とし込む手順を早期に踏まなけれ

ばならなかった。２３回もプーチンに会っていて何もしていない。ようやく河野外相が外務省テ

クノクラートとともに相手も外務官僚が出てきて実務を詰めようという段階に至った。だが今か

らでは任期中には不可能であろう。 
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②次は拉致問題である。これも元々は小泉政権の前半に安倍氏同伴で訪朝した際に起こった問

題である。金正日大統領（今の大統領金正恩の父）が拉致問題を自ら白状して、おそらくその見

返りに日本の経済支援を受けるつもりだったのだろう。自ら公開した。その瞬間、安倍氏は席を

立って直ちに帰ろうと小泉さんに言った話しは知られた事実である。その時に「席を立って直ち

に帰ろう」としたならば話しはますます難しくなったが、その後も解決には至っていない。筆者

が思うには多分解決されない。解決には秘密警察の問題が絡むであろう。独裁者が最も頼りにす

るのは秘密警察だ。独裁者は最も臆病なものであって絶えず暗殺の恐怖にさらされている。それ

を守ってくれるのは秘密警察だから秘密警察に拉致問題を近づけたくない筈だ。 

 

上記二つは外交が絡む問題で「外交の安倍」の見せ所のはずだったが、改憲は国内マターだ。

③安倍首相が率いる「５５年体制」というのは発生史的には憲法改定を主眼とする体制であっ 

た。その前年にできた自衛隊を合憲にするための結党だった。改憲は自由党と民主党が合体して

自民党となった政党が標榜する第一のものだったはずだ。ところが安倍政権の期間で憲法改定は

できないであろう。以上、北方領土問題・拉致問題、改憲、何も成し遂げていないで終わるであ

ろう。オリンピックは安倍政権の時代に開催されるが、何も安倍首相の功績というわけではな

い。 

 

 

 

（１８）安倍首相が成し得なかったことになろう項目の一つ、改憲 

 

２００７年に前回の安倍政権の時に９条改憲の狙いとして強要的に結んだ「改憲手続法（国民

投票法）」の成立を受けて衆参両院に憲法審査会が設置された。改定原案が衆参各院の審査会の

過半数で可決され、本会議で３分の２以上が賛成すれば憲法改定案が国民に発議される。国民投

票で過半数の賛成で会見されることになっている。それはそれとして良いとするが、安倍首相は

臨時国会の所信表明で「改憲は国会議員の責務だ」と演説し、自衛隊の観閲式でも改憲を宣言す

るという常軌を逸した改憲演説を行ってきた。筆者が「常軌を逸した」と述べるのは、行政府の

長である首相が立法府の審議のあり方に事実上の号令をかけるのは立法府への重大な介入であ

り、大げさに言えば憲法の三権分立を崩そうとするものと言われても仕方がない。 

 

安倍首相率いる自民党は改憲のための焦りがあって、与野党合意で運営するという最低限のル

ールを破り憲法審査会の開催を強行した。 

臨時国会で自民党改憲案を示すことには反対が多数だという。改憲案を提示すべきだとする意

見が２０％で、急ぐ必要はないという意見が７０％だという。もっとも、この比率は朝日新聞の

調査であるから必ずしも全面的に信用するわけにはいかないが、２０％・７０％という数字はと

もかくとして急ぐ必要はないという意見が大多数だということは言えるのであろう。 

無理はどこかでキシミを生ずる。このキシミは間違うと参院選の後「安倍降ろし」につながりか

ねない。 
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２０１２年１２月に安倍政権の発足と同時くらいに本稿は憲法問題を述べた。「唐突だ」と読

者の批判を受けたが本稿では時に応じて改憲を壊憲と言ったりして述べ続けた。実はこれが安倍

政権の命取りになることもあり得ると思っている。 

 

 

 

（１９）読者Ｏさんからの「青春期相場というものは新興銘柄も、中小型銘柄も２２５銘柄や大

型株も同じように上昇していくものなのでしょうか」という質問（１２月２０日）下線は筆者付

す。 

 

いつも週報楽しみに読ませていただいています。 

Ｏと申します。まだ青春期相場で買ったことがないためふと気になったことがありました。 

これからいずれ大底をつけにいき、その際に著名な銘柄を買うことが金融資産を作るに最も簡単

なやり方と先生は仰っております。 

（山崎；その方が無難だということです。それだけです。年金資金や大型投信は、発行株数が大

きくて流通量の多い銘柄でないと買ってきません。海外ファンドも著名な国際優良株から買って

くるでしょう。それだけの理由です。 

小型株の「掘り出し銘柄」で何十倍になるものが出て来ますが、それを苦労して見つけるこ

と、及び、何十倍になるまで持ち切れるという度量（ある意味では無関心）を堅持できるか、と

いう問題です。現に９８年にソフトバンクＧを２００万円で買って２年後の高値で売れば、２年

保有したら１億９千万になったはずだが、２００万円で買った人は４００万円になれば喜んで売

ってしまうでしょう。１億９千万になって喜ぶ人はきっと１億５千で買った人でしょう。「私は

２００万円で始めて２年で２億にした」、という経験談は信用しない方が賢明です。 

なるほど、そういう人も１０万人に一人は居るでしょうが、私は例外的な話を奨めるものでは

ありません。誰にでもできる方法を述べます）。 

 

その後くる青春期相場というものは新興銘柄も、中小型銘柄も２２５銘柄や大型株も同じよう

に上昇していくものなのでしょうか？２２５銘柄などが先に上昇して新興銘柄や中小型は後から

上がるなど順番などがあったり、セクターによる順番もあるのでしょうか？ 

（山崎；ご質問のような上昇順番や市場別の可能性を検討はしたことがありません。多分、それ

を検討して或る蓋然性を持った回答を得ても、それの信憑性を検証することは難しいでしょう。

難しいことはやらない方が賢明です。 

また、こういうことが言えます。今回のような「管理相場」「官製相場」は一斉に大底を付けに

行くとは限りません。前場で下がれば後場で日銀が買うからです。ＧＰＩＦも保有比率５０％に

なるまで買います。これを「官製相場」と言わずにいられましょうか？そいう場合は，真の大底

は来ないで銘柄別に来るかもしれません。現に、すでにアベノミクス創始時代の安値にまで来て

いる銘柄が沢山出ています。以前に本稿で「野村証券株を買うのはどうか？」という質問に対し

て私は「その考えは賛成です。但し４００円くらいで買うとか、それ以下を２～３回くらいナン

ピンするつもりなら」と回答しました。ご質問は５２０円位の時でした。今日の安値は４１４円

です。 
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（２０）東電４万株お持ちのＡ様よりの質問（１２月２１日） 

 

山崎先生こんにちは。いつも貴重な情報をありがとうございます。Ａと申します。 

（山崎；御貴殿のことは、よく覚えています。大勢下降に抗して、今までよくぞ頑張ったと深甚

な敬意を表します）。 

 

最近の東電ホールディングスの株価下落についての質問です。 

この急落が電算機取引（アルゴリズム）による一時的なもの 

（山崎；私のカンではそうでないと思います。機械でする売買と違って東電株には場味（バア

ジ）とウネリがありました。ヒトがやる売買でしょう）。ならいいのですが、根本的な原因によ

るものではないか 

（山崎；これについては私には判りません。回答を控えさせていただきます。御容赦くださ

い）。という不安もありまして質問させていただきます。 

まったく個人的な直感に基づくもので、何ら明確な根拠のないものですが、不安の内容を以下

に書き出しましたので、ご回答よろしくお願いします。 

  

電力の自由化によって東京ガスをはじめ他の企業も電力市場に参入し、競争が激化し、まずはそ

こで勝ち抜かない限り、今後の東電株の上昇は見込めないではないでしょうか。 

（山崎；そのことを市場は皆承知しているはずです。承知した上でここまで上がったのだから、

「相場に理屈なし」でしょう）。 

折しも昨晩東京電力のセールス電話が入り、その内容はガスとのセットに切り替えるプランの勧

誘でしたが、 

（山崎；私の家にも時々来ます。説明不十分な電話だから２度と電話するなと言っておきます

が、他の代理店からまた来ます） 

担当社員の未熟な対応に対し、東電の社員教育は大丈夫かといった懸念 

（山崎；多分、東電の正規社員ではなく代理店のセールスでしょうが、こういう所にも昔の気風

がぬぐえないのでしょう）。が頭をもたげてきたことも、その不安の一因です。かつての日の丸

親方式の社風がいまだに改善できずにいるとしたら 

（山崎；日立から行った大物会長が「東電を普通の会社にする」と社内で言っていると新聞か経

済誌に出ていましたが、「異常」と感じているのでしょうね）、電気料金およびサービス等の後

れを取り、原発稼働云々以前に経営は頭打ちになり、当初の思惑よりかなり低いところで株価成

長は止まるのではないでしょうか。今回の急落についてどのようにお考えですか。 

（山崎；日経平均が４千円下がる中で東電株は逆行高の傾向があったが、これはＪＴ（日本たば

こ産業）などと同じく一種のディフェンシヴ銘柄としての強さだったと思います。大勢下降の波

に抗してよくぞ頑張ったと言いたいところです。） 

 

日本株の大きな下落も予想されるなかで、資金確保のため東電株の売り時を思案してるのです

が、 

（山崎；それは賢明な考えだと思います。私なら週明けの初日から少しずつ分けて売って行き

ます。その後に上がってもいいではありませんか？カラ売りではないのだから。 
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多分ヨリツキは６６０円台でしょうから高値から見たら１００円下だがヨリツキを見送ると高

値覚えがあるから売れなくなりましょう。大勢下降の中を孤軍奮闘し１００円の台を２回変えて

５００円台から７００円台後半まで行ったのだから以て瞑すべしと言いたいです。全般的に一時

の中間反騰はありましょう。その機会に売ることです。一部ずつ売って市場にお返ししましょ

う）。 

具体的なアドバイスをしていただければ、助かります。以上よろしくお願いいたします。 

（山崎；アドバイスになるか否か判りませんが、私ならこうするというだけです。今の御貴殿

に必要なものは企業価値の分析でなく心の持ち方でしょう。 

生意気な言い方ですが、最終的に成否を制するものはこれです。 

現に私は、今春、３８０円から４００円で本気で買った東電株を５９９円まで見た時に、５月

９日だったと思うが、いきなり「長大陰線の包み足」が出ましたので、これは非常に不吉な足だ

から、５８０円近辺で全部売りつくしました。その後、東電株の動きを見ると、その包み足を脱

せられずにいたから「やはり、『陰陽包み足』の下に引く力は強いなあ」と思っていたのです。

そしたら、ディフェンシヴ銘柄として息を吹き返し、よくぞ７６０円まで頑張ったと東電株の強

さに感心していました。 

また、ここまで頑張った御貴殿にも深甚なる敬意を表します。４千円下がる過程でよくぞ頑張

ったと深甚な敬意を表します。あとは御自分の心の持ち方でしょう。成功すれば「信念の人」

「首尾一貫した人」となり、売りそこなって買値を割るようなことがあれば「頑固一徹で融通の

利ない人」となります。株は、売ってから初めて完成品になります。評価益の間は未完成品で

す。 

 

 

東電株のＡさんよりの返信への返信 

山崎先生、お返事をありがとうございます。（感謝感激です。）このところ、不安の渦に巻き込

まれていましたので、先生からの懇切丁寧なお言葉を拝読し、心を落ち着かせることができまし

た。本当にありがとうございました。 

 

筆者より（２２日） 

「心の持ち方が肝心だ」などと随分と僭越なことを申し上げたが、思うところを述べたまでで

す。ご理解いただいてありがとうございました。序にまた僭越な説教めいたことを申し述べま

す。 

「決断」とは思惟行為を意図的に中断して行動することです。「意図的に」がミソです。意図せ

ずに辞めることは単なる「投げやり」です。いまは、御貴殿の意思決定が第一です。企業の将来

を考える時ではない、と言いたいです。 

また、こういうことも言いたいです。必ず中間反騰があるはずですから、その時を逃がさないこ



山崎 週報「投機の流儀」         2018 年 12 月 23 日号           33 / 33 

 

とです。しかし、大勢に逆らって上昇してきた銘柄だから中間反騰の一般的動きには東電は乗れな

い恐れもありましょう。それは情勢を見て判断するしかない、今は分からない、これが正解です。

分かったような言い方をする評論家の言うことは聞き流しておけばいいのです。私は彼らに対し

て目くじら立てて反論することはしません。無駄ですから。ご健闘を祈ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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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『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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