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山崎 週報｢投機の流儀｣  - 罫線資料付 - 

- 2020 年 3 月 15 日号 - 
 

【 今週号の目次 】 

■ 第１部；当面の市況 

（１）『 百年兵を養うは、一日これを用いんがため 』  

「 打診買いは、この日（２０２０年３月１３日・金曜日）のためであった 」 

（２）基本的な「心得」はこれだ、「天井売らず。底買わず」 

（３）「春以降、ハイテク株を中心に株価は世界的に回復しよう」（ストラテジスト・ランキン

グ連続１位・一橋大学特任教授ふじた・つとむ氏） 

（４）１週間の下げ幅は３，３１８円で過去最大  

（５）「水月の位」――こういう時は強気を言う方が喜ばれる、それは百も承知だが本稿は心に

もないことは言わない――できるだけ「水月の位」を維持したい 

（６）ＮＹ市場はトレンド変化を確認 

（７）震災の災害と違ってウイルスが実態経済へもたらす影響は計測しにくい。市場は不可解な

ものに対して怯えるという神経機能を持つ 

（８）市場は意外にモノの本質を見抜いている 

（９）「銀行株指数」が１９８２年以来３８年ぶりの安値 

（１０）１日でＮＹ▲２２．６％、日本▲１４．９％、及び「陰陽差し違え二点底」 

 

■ 第２部；中長期の見方 

（１）「ブラックスワン」でなく「グレー・リノ（灰色のサイ）」 

（２）今の「国難」を乗り切るものは二つしかない  

（３）実勢悪が出てきた、実体経済への影響が出てきた  

（４）実体経済への影響 の推計 

（５）実体経済への影響Ｎｏ．２、「東京五輪中止なら２１年３月期２４％減益」 

（６）膨大な成長力を持つはずの日本の農業 

 

■ 第３部；読者との交信欄 

（１）「アベノミクス相場の終焉について」の佐賀県Ｈ様とのの交信（３月７日） 

（２）「全力買いの３０％を打診買いした」という読者ＳＮ様との交信 （３月８日） 

 

[ 来週号の予定 ] 

〇 米国大統領選挙、トランプは再選される  

〇 安倍内閣の支持率急低下、「綸言、汗のごとし」 

〇 中長期の見方：景気動向指数の先行指数は低下した  
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■ 第１部；当面の市況 

 

（１）『 百年兵を養うは、一日これを用いんがため 』 

「 打診買いは、この日（２０２０年３月１３日・金曜日）のためであった 」 

 

＊先週末の米国市場では、ＮＹダウは過去最大の上げ幅、１９８５ドル高。１０１円まであった円相場は１０

８円台に入って、１０７円９０銭。日経先物は配当落ち分を考慮すると１万８０００円台を回復。バフェット

指数は完全に１００％を大きく下回って「警戒ゾーン」を脱した。 

 

標題の文言はアベノミクス相場の始動前に筆者がテレビ番組の「ストックボイス」や「マーケ

ットアナライズ」で述べた文言であった。 

「百年兵を、・・・」は旧日本海軍参謀が語ったとされる言葉からの引用である。 

キャッシュポジションを高くして好機が来るのを何か月も待ちながら、僅かずつ打診買いを続

け、或る一日が来たらその資金を投入する。 

 

当時アベノミクス相場の始動前に、筆者のこの言い分が偶然に的中したために、毎日新聞の

「今日のラジオテレビ番組」に写真入りでコラムとして紹介され、また日刊スポーツ新聞にまで

引用された。評論家ならばいざ知らず、投資家は世評にはやされたらオシマイであると筆者は自

重したが、あの頃の言い分を今また言いたい。 

 

何年間も毎日機械を磨き、機械操作・操艦の訓練を積み、規律を厳守し訓練を重ねてきたの

は、たった一日、「皇国の興廃この一戦にあり」の一日に投入するためだ、「百年兵を養うは、

この一日に用いんがため」と帝国海軍の参謀が言ったその言葉を引用した。これをまた言いた

い。  

 

私事にわたり恐縮だが、株式運用資金の４割を１３日の前場後半と後場寄り付きで買った。

（１割は既に打診買いで使ってしまっていた）。 

筆者のやる通りにやるからといってうまく行くとは限らない。筆者がジョージ・ソロスと同じ

ことを言うのは大変僭越で滑稽であろうが、ソロスは自伝でも他者が書いた伝記でも常に述べて

いる。彼は「私がやった通りにやったからといって、うまく行くとは限らない」と繰り返し述べ

ている、あれである。 

 

また、筆者は評論や文筆で飯を食うという人間ではないし、文筆を稼業としている人間ではな

いつもりであり、現役投資家という「行動家」のつもりだから、テレビや新聞にチヤホヤされた

ら大体は終わりに尽きるという恐れを持っていた。所得倍増相場で一世風靡した山一證券の株式

部長山瀬正則氏、昭和最後の相場師と言われた是川銀蔵氏、空売り王と言われた近藤紡績、旧大

井証券の大井治氏等々、マスコミにもてはやされた人はみな没落している。筆者はそれほどのタ

マではないから彼らを引例するのは大変滑稽であろうが、投資家というものは（特に秘密にする

必要はないが）人知れず静かに行動することを旨とする、これが筆者の本旨であった。それだけ

の話しである。 
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ＰＢＲ１倍を当面の下値としたことがアベノミクス相場で５回あった。したがって、その辺か

ら打診買いを少しずつ始めた筆者は少々早計だった。いや、大いに早計だった。ところで、先週

号に「未だセリングクライマックスならず、だがそれは近い」と述べた通り、第一段目の底値が

近いとは見ていた。 

 

①ＰＢＲ０．９倍＝１万８８５５円≒１万８８９２円（９日・火曜日）、 

②東日本大震災時のＰＢＲ０．８８倍＝１万８４３６円≒上げ幅の３８％（黄金分割の小なる

方）の下げ 

③リーマンショックの時のＰＢＲ０．８１倍≒１万７０００円≒１３日週末のザラ場安値と引け

値の中間点、 

④アベノミクス始動期から本稿で大天井と言ってきた２０１８年１０月２日の高値までの半値押

し＝１万６４５０円≒１３日ザラ場安値の１万６６９１円 

⑤ＴＯＰＩＸでは、既に半値押しを割れた。バブル相場の崩壊時に月足で見れば１１００円～１

２００円は下値の岩盤だった。今、１２６１円。 

 

「波高きは天底の兆し」と言うが、統計的にそれを調べた実証的根拠を筆者は持っていないけ

れども、ちなみにそれを引用すれば１３日週末の日経平均の高値安値の間は１４９３円幅であっ

た。１日の高安の変動幅１４９３円という初めて見る風景であった。また、ザラ場安値から７４

０円戻して引けた。 

 

１３日（金）はメジャーＳＱの日であった。ＳＱ値は１万７０５２円で決まったから、それを

クリアして引けた。 

 

７４０円幅を戻して引けた、この引け方も「今夜トランプが財政政策について演説する」と

か、「Ｇ７の協調利下げがあるかもしれない」とかいうニュース期待で戻すという今まであった

パターンと違って、ある程度の根拠を積んだ自然体での戻り方であったように思う。 

 

それらは、 

①米国の１０年もの国債が３月９日に０．５７％だったものが週末には０．８％になった。とい

うことは米国債の価格が大幅に下げ、その売却資金がリスク資産に向かったと読める。 

②韓国ではコロナウイルスで入院する人数よりも回復して退院する人数が増えたというロイター

通信のニュース、 

③中国では閉鎖していた工場が次々と再稼働したというロイター通信のニュース。ホンダも武漢

にある工場を再開したという。 

④ＮＨＫのニュースで米国の患者が人工心肺装置を使って新型肺炎が回復した数が増えたという

ニュース、 

 

①～④などをもって週末の後半は半日で７４０円幅を戻して終わった。ザラバでは一時、▲

１，８００円を超えていたが引けは▲１，１２８円強で止まった。週末は一日で１，０００円の

大台を二度割った。１万８１８３円から始まり１万８０００円を割り１万７０００円を割り、１
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万６６９１円まで下がった後、サラバ安値から７４０円回復して１万７４３１円で終わった。

「波高きは天底の兆し」と言うが如何なものであろうか。 

 

週末（１３日）の騰落レシオは４３％、２５日線との乖離率は－２０．５％。 

筆者は１６年２月（壮年期相場がチャイナショックで崩壊時の１番底。アベノミクス相場の半

値押し）に騰落レシオ５３％を見た以外に、こういう風景をめったには見たことがない）。 

（ここに加えて松井証券が発表する信用取引建玉の平均評価損が加わると、内部要因としては一

応そろうが、これは今のところ判らない）。 

とにかく乖離率と騰落レシオで言えば、筆者が１回か２回しか見たことのない風景である。 

 

次に売買代金の規模だ。本稿で何度も言う通り売買代金が大きいことを以てホンモノの暴落相

場という、週末の売買代金は４.９兆円だ。メジャーＳＱ分が入っているがそれを差し引いても

３.９兆円と大きい。 

 

 

（註）米株価の長期トレンド変化とＰＢＲという株価計測尺度  

 

問題は、中世ペストで人口の２割が死んだという疫病に対する恐怖感ではなく、伝染病が実体経済に対する

影響の度合いを測りかねている不安感である。言うまでもない。 

米長期金利は０．５％台に低下し、せっかく「出口戦略」に先進国中でいち早く成功した米国は今や市場最低

金利に低下した。２月１２日には史上最高値を示現していたＮＹダウはこの２週間で２割強下げた。２１日営

業日で「長期トレンド変化の兆候」とされる「２０％（★註）」を下げた。この日を以て日経平均も２万円割

れ、または１万８０００円われも視野に入る段階に入った。 

 

「ＰＢＲ１倍」の線が破られれば次は民主党時代の０．８８倍、次はリーマンショック時の０．８１倍とい

うことになっていくのだが、ＰＢＲだけが投資尺度ではない。ＰＥＲは平成時代になってから６０倍もあった

し１０倍もあった。何とでも理屈が付く。それに対してＰＢＲは解散価値であるから貸借対照表から来る絶対

的なものだという頼り甲斐があった。しかし、この投資尺度に頼り過ぎると万年低位株を抱えるリスクもあ

る。 

 

（★註）１８９６年にダウ平均株価の計算式をダウ・ジョーンズによって創設されて以来、２０％以上の変化

は１３回しかなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



山崎 週報「投機の流儀」       2020 年 3 月 15 日号           5 / 28 

－「恐怖心」を示す客観的データはリーマンショックと同様で、日経平均は PBR0.8倍水準に到達－ 

【 参考図-1：2004年以降 日経平均 PBR 】 

 3月 13日（金）のザラ場安値 16690 円で PBR0.8倍にほぼ到達した。 

 

参考図-1は、日経データから作成、加筆・文責：石原健一 

【 参考図-2：VIX（月足）推移 】 

 

 

【 参考図-3：米国市場・楽観悲観指数 推移 】  

 
参考図 3・4は、日経データから作成、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－ 

 

【 参考図-4：アベノミクス相場 日経平均株価（週足） 】 

 日経平均株価はアベノミクス相場の半値押し水準に到達。 

 

参考図 4は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 参考図-5：アベノミクス相場 TOPIX（週足） 】  

市場全体を示す TOPIXはアベノミクス相場全体の半値押し(1315P)割れ、1200ポイントに節目に到達。 

 

参考図 5は 東証 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－ 

 

【 参考図-6：アベノミクス相場 日経平均株価（週足） 】  

相場格言に「上げ 100日、下げ 3日」とある。 

高値でキャッシュポジションを高め、下落を待つことのできる強靱な精神力が必要であったと痛感させられ

た激動の局面であった。 

 

参考図 6は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 参考図-7：アベノミクス相場 TOPIX（週足） 】  

TOPIXは、同日柄をかけて、1200ポイントまで調整。ここは一旦踏み留まる水準。 

私自身、山崎先生、そして読者皆様と同じく実践投資家として、長年現金のままであった確定拠出年金で

TOPIXのインデックスファンドの買いを入れた。

 

参考図 7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」での長期の各節目－ 

 

【 参考図-8：アベノミクス相場 日経平均株価（月足） 】  

 月足では、日経平均の 15000円水準は岩盤となっている。 

 

参考図 8は 日経 開示データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

【 参考図-9：アベノミクス相場 TOPIX（月足） 】  

月足では、TOPIXの 1200ポイント水準は岩盤となっている。 

 

参考図 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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（２）基本的な「心得」はこれだ、「天井売らず。底買わず」 

  

大底を確認するまでは一切買わないというアクションコースの選択は聡明でないと思うし、長

期投資の原理原則とも外れよう。 

 

それは、「我こそ真の大底を買う者なり」という大言壮語の気取りである。そういう人は買い

そこなう。買ってからしばらく評価損を抱えながらナンピン買いを続行する意志力を行使しなけ

れば「大底圏内」は買えないものだ。そのヤセ我慢と意志力こそが市場で儲ける資格ある人とな

ろう。 

筆者は「まさしく、どんぴしゃりで大底を買う」などと気負ったことは一度もない。「大底圏

内」がいいのだ。本稿でも「圏内、圏内」と繰り返してきた。それ、昔から格言にいう。「天井

売らず。底買わず」と。 

 

 

 

 

＊御参考：ジョン・テンプルトン卿 
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【 参考図-10：大勢下限銘柄の時間分散 】 

ここからは圏内で捉え、如何に平均買付単価を下げ、相場の春が来るまでに如何にまとまったロットにでき

るかの時間帯へ 

  

歴史のある著名銘柄は過去の苦難を何度も乗り越えてきた。投資家でなく、投資した企業、社員が苦境を乗り

越え、いずれ株価を押し上げてくれる。一例として各銘柄の下値の節目（緑線）割れの期間は、そう長くはな

い。仮に何回にも時間分散して買い、平均が各節目水準としても、必ず歴史的なショック安後にはそれなりの

リターンは取れる上昇局面を迎えている。 

 

ここからは、波乱があっても動揺しない程度の先ずは少額の打診買いを行い、最悪の場合を想定しながら、

ナンピン買いを何度も行う資金配分を事前に想定し、下がれば買付の平均単価を下げられる好機と捉えること

ができる投資姿勢を自分自身は取る考えであり、既にそう行動している。 

悲観のみに囚われることなく、まだ行動までいかなくとも、そういった目で株式市場を見ていっていただき

たい。 

 

＊4004 昭和電工 

 依然、2016年に大勢下限銘柄として取り上げた銘柄になる。1000円台では商いもなく、全く注目されていな

かった。4000円台、5000円台で大商いとなっており、4000円、5000円台で保有を持続し、この相場を迎えて

いる投資家も多くいる。残念ながらその水準までの回復には長い期間を必要とし、また 1000円まで下落する下

げ余地もある。 

 

それに比べれば、これから取り上げる銘柄は大勢下限を買っており、弱気に傾く必要はなく、寧ろ下がれ

ば、平均単価を下げる好機と捉えて相場と対峙してゆきたい。 
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＊5706 三井金属鉱業 

 

 

＊5803 フジクラ 
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＊7201 日産自動車 

 

 

＊6472 NTN 
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＊9101 日本郵船 

 

 

＊9104 商船三井 
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＊8306 三菱 UFJ 

 

参考図-10は、各種データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

 

 

 

（３）「春以降、ハイテク株を中心に株価は世界的に回復しよう」（ふじた・つとむ氏） 

 

こういう時は明るい見通しを言う方が喜ばれる。だから述べるわけではないが、ふじた・つと

む氏の見方を伝えておく（ふじた・つとむ＝一橋大学特任教授・元シティグループ証券副会長・

ファンドマネージャー・ストラテジストとして３０年。日本ストラテジスト・ランキング５年連

続１位）。 

 

＊下線は筆者付す。 

 

今度の相場を大きく牽引してきたテーマは「情報通信」や「人工頭脳」であった。新型コロナ

ウイルスはこれらの産業に長期的な影響を及ぼすものではない。 

筆者（＊山崎註；ふじた・つとむ氏のこと）は株価が春以降に回復に向かうと予想する。根拠

は二つだ。 

①新型コロナウイルスの発生源である中国の株式相場は既に反発に向かっている。上海総合指数

は２月３日の直近安値から２月末まで４．９％上昇した。これにより上海総合指数の年初来下

落率は５．６％に縮小した。ハイテク株の上昇が目立つ。中国では強力な国家権力による新型

コロナウイルスの封じ込めに成功の兆しが見え始めている。（★山崎註；リーマンショック時

の資金供給は中国共産党の決定は早くて大規模だった。反対する者がいないから一党独裁制の

強みである）新たな感染者は減少しつつある。発生源も中国であり、拡大を食い止めたのも中

国である。 
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②米国では追加金融緩和の可能性が高い。米国のＦＦ金利は最終的には２０１５年以来のゼロ金

利もあり得よう。」 

 

中央銀行による過度な金融緩和は今までバブルを引き起こしてきた。中央銀行は危機が発生す

ると金融緩和をするが、時の政権の圧力を受けて危機が去っても利上げが遅れがちになる。そこ

でバブルが起こる。日本の１９８０年後半に起きたバブルはその典型である。 

 

かつて不動産王あるいはカジノ王として知られたトランプ大統領は米国破産法の債務免除条項

を過去４回申請し、借金弁済をした経験を持つ。その意味では厳しい経験を積んで現実のビジネ

スがよく判っている。 

２０１８年まではＦＲＢ議長はトランプ大統領の圧力に屈せず、就任後に４回の利上げを実施

した。ところが米中貿易摩擦は激化して世界経済が減速する中での利上げは、株価が急落するき

っかけとなった。２０１８年１２月には翌年の２０１９年に利上げを２回する方針を示したこと

で、２０１８年の高値と安値を比較すると米国株は１９．８％、日本株は２５．９％下落した。

この時トランプ大統領はパウエル議長を厳しく非難し、議長解任を検討したという報道まであっ

た。程なくパウエル議長は圧力に屈して利上げ方針を撤回し、昨年は３回の利上げを実施した。  

その結果株価は大きく回復し、米国経済も回復し始めた。ビジネスの専門家であるトランプ大

統領の判断は、法学博士で経済政策の専門家ではないパウエル議長の判断よりも正しかったと言

っていい。 

 

以上がふじた・つとむ氏の見方である。さらに続く。 

 

「将来的にバブル発生の恐れもある。新型コロナウイルスの影響は重大であり、ＦＦ金利引き

下げが正しい判断であると思われる。但し、影響は一過性であるので、ＦＲＢは景気が回復した

時点で利上げを実施することが望ましい。 

しかし今年１１月の大統領選挙を控えてトランプ大統領は利上げを容認するとは考えにくい。

トランプ大統領が再選された場合には、国民の信任を得たとして、パウエル議長に対してより強

い態度で臨むであろう。結果としてＦＲＢが適切に金融引き締めに転換できず、バブルが発生す

る恐れがある。全てのバブルは崩壊しその後に経済危機を生む。ただ、それは数年後のことなの

で当面のリスクではない」（＊山崎註；若林栄四氏は１９２９年暴落以降の超長期の日柄から見

て２０２３年だと言っている。３月１２日セミナーにて） 

「上昇相場の投資テーマはＡＩとフィンテックである。その代表格は・・・・（中略）日本株

売りについても・・・・・ＡＩ革命で活躍できる企業は多い。結論として、春以降、ハイテク株

を中心に株価は世界的に回復しよう」以上、日経ヴェリタス紙３月８日号）原文のまま掲載。 

 

 

＊筆者註：ふじた・つとむ氏は筆者が言うところの所謂「書斎派の経済学者」ではないし、また、ミューチャ

ルファンドの「サラリーマン・ファンドマネージャー」でもない。一家言持つ日本株ストラテジス

トとして筆者は全てを信じるわけではないが、嘗てから一目は置いていた。 
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【 参考図-11：米国市場 SP500指数 長期推移 】  

 ここから本格的なリセッション入りとなれば、米国の株価調整はまだまだここからとなってくる。 

一方で、各国の財政出動・金融政策によって、更なる巨大バブルと繋がる可能性もあり、大きな分岐点を迎

えている。1980年代からのレーガノミクス（前半）から 2000年にかけての ITバブル（後半）へは、「ブラッ

クマンデー」がその転換点となった。 

 

参考図 11は、各種データから作成、加筆・文責：石原健一 

 

【 参考図-12：ブラックマンデー前後の NYダウ 】  

 

参考図 12は、各種データから作成、加筆・文責：石原健一 
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（４）１週間の下げ幅は３，３１８円で過去最大  

 

週間の下げ率は▲１６％でリーマンショック時の２００８年１０月以来。 

 

上昇でも下降でも売買代金が膨らむのを以てホンモノとする。１３日は４．９兆円だった閑散

相場時代の３日分である。この規模の売買代金は２～３年に一度しかない。 

 

３月１２日（木）のＮＹダウは▲２，３５２ドルの過去最大の下げ、それを受けた１３日

（金）の日経平均の▲１，８０５円が下幅としては１９９０年４月（前年１２月末の史上最高値

３万８９１５円から７，６００円になる途中）以来の３０年ぶりの値幅である。 

 

 

 

（５）「水月の位」――こういう時は強気を言う方が喜ばれる、それは百も承知だが本稿は心に

もないことは言わない――できるだけ「水月の位」を維持したい 

 

標準語で言えば明鏡止水だ。過度な楽観も過度な悲観も避け、「映すとも水は思はず、映ると

も月は思はず、猿沢の池」いう、柳生宗矩「兵法家伝書」にある、あれであろう。 

 

２００２年１１月に発生して２００３年７月始めにＷＴＯ世界保健機構の終息宣言があったＳ

ＡＲＳの騒動の既視感は参考にならない。あの時とは相場の位置が違う。あの時とは中国経済の

規模が違う。中国経済はあの時から３～４倍になっているはずだと述べたが、この最後の部分を

訂正する。中国経済はＧＤＰで見る限り、あの時から１７年で８．５倍となった。世界ＧＤＰに

占める割合は当時４．３％から今１６％に拡大した。見当をつけて言っていたことが全くはずれ

ていたので訂正する。 

 

日本航空が会社申請法を申請して破綻したのは２０１０年初めだったが、その遠因には２００

３年７月に終息したＳＡＲＳと鳥インフルエンザの感染症の影響があったという。この事実を踏

まえれば新型肺炎も或る種の業種や或る地方においては、「コロナウイルス倒産」というものに

発展する可能性はある。 

 

また、供給網の断絶がある。中国の工場で作られているビスが１本足りないだけで部品が完成

しないということが起こってくる。サプライチェーンの中国全土がＳＡＲＳの時代よりも極めて

高い。したがって、影響度も極めて高い。 

 

しかしここで銘記すべきことは「終息しない事件は絶対ない」ということだ。「朝の来ない夜

はない」とも言う。 

こういう時は明るい見通し・強気を言う方が喜ばれる。また、珍しがられて重用される。 
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そんなことは判っているが、筆者は心にもないことを言ったり述べたりはしない。万年強気と

揶揄を込めて言われてきた大和証券の証券投資戦略部チーフテクニカルアナリスト兼シニアスト

ラテジストの木野内栄治氏は「３月には新型コロナウイルスの影響は落ち着き、日経平均株価は

４月～７月に２万４０００円を抜けそうだ」（日経ヴェリタス紙３月１日号）。彼は１９８８年

卒だからブラックマンデーの翌年の入社、１９９０年１月からの暴落は体験し「失われた２０

年」を生きてきた体験はあるはずだ。 

 

みずほ証券エクイティ調査部チーフ株式ストラテジストの菊地正俊氏は「日経平均は年末にか

け２万５０００円になる、今秋から年末にかけて２万５０００円に上昇するだろう。 （中略） 

２万２０００円を割り込んでも（山崎註；２万２千円を割り込むどころか１万８千円割れも１万

７千円割れもあった。）５月の大型連休後に回復してくる」（前掲紙３月１日号）というのもあ

る。彼は１９８６年卒だからブラックマンデーを体験し「失われた２０年」を体験し、大和証

券・メリルリンチを経て１２年から現職だが、ポジショントークからは脱せられない。 

この際、強気を言えと言えばいくらでも材料は並ぶ。何度も言うように「理屈は貨車でやって

くる」のだから。 

今回のエコノミストの予測の多くは、新型肺炎が遅くとも４～６月には終息に向かうことが前

提になっている。何の医学的見地があるわけでもなかろう。 

しかし、今はこう言っておくのが無難なのであろう。  

 

既述した覚えがあるが福田赳夫元首相の例もある。彼は第１次オイルショック発生時の翌々年

に首相に就任し、オイルショックで国内が委縮しているときに「日本は全治２年の重症を負っ

た」と言い切った。「２年」という根拠はなかったろう。しかし、２年後には日本は重厚長大か

ら軽薄短小経済重視へと見事に舵を切って世界の模範となった。指導者というのは時には斯くあ

らねばならない、と当時、支店長だった筆者は思ったものだ。 

 

加えて、政府が１９年度補正予算を始めとして経済対策があるから４～６月期以降は景気は持

ち直すということになっている。 

 

 

 

（６）ＮＹ市場はトレンド変化を確認 

 

ＮＹ市場はつい１ヶ月前の２月１２日に史上最高値２万９５５１ドルを付け、そこからわずか

営業日２１日目には１０００ドルの大台を５回変えて下げ率は２０％を超えた。２０％以上の下

げは１８９６年にダウ平均が創設されて以来１２４年簡に、１３回しかない。 

 

「２０％変動」でトレンド変化とされる。直近では２００８年から２００９年のリーマン危機

の時以来である。今回で１２４年のダウ平均の歴史の中で１４回目のトレンド変化となった。 
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（７）震災の災害と違ってウイルスが実態経済へもたらす影響は計測しにくい 

市場は不可解なものに対して怯えるという神経機能を持つ 

 

欧州版の恐怖指数（★註）は先々週末に２０１１年の欧州債務危機以来の高水準となった。先

週は１２日（木）にＥＣＢの理事会が開かれた。市場は金融緩和の強化を確実視している。もし

大規模の緩和策が打ち出されても株安の歯止めになる可能性は少なかった。欧州債務危機は金融

市場を直接揺るがす問題であったが、新型コロナウイルスの問題は実体経済への影響に関する問

題である。  

 

中世ペストの流行で人口の２割が死亡したような疫病そのものに対する恐怖ではない。ヒトや

モノの移動制限によって実体経済を悪化させるという問題である。震災の災害と違ってこの問題

はヒトの移動制限が実体経済にもたらす悪影響とモノの供給網が寸断されることによって生産ラ

インがストップする悪影響であるから、新型コロナウイルスによる実体経済への影響は把握でき

にくい。 

 

したがって、金融市場の動揺は簡単には収まらない。新型コロナウイルスによる実体経済への

影響が具体的に次々に発表されるだろう。その都度、実体経済悪化への不安が広がる。したがっ

て、感染拡大そのものに歯止めが掛かったという事態にならなければ本格的な底入れを探る状況

にはならないであろう。 

 

（★註）「欧州版の恐怖指数」＝ユーロ圏主要５０社でつくる株価指数の予想変動率である「Ｖストックス」

のこと 

 

 

 

（８）市場は意外にモノの本質を見抜いている 

  

３日に米ＦＲＢが緊急利下げに踏み切った。市場は冷淡だった。 

①伝染病が実体経済に及ぼす影響は利下げでは解決されない、 

②せっかく「出口戦略」を世界で最初に成功したのに再び史上最低金利に戻ってしまったことに

対する中央銀行に対する落胆、 

③少し長い目で見たら世界は巨大バブルを生む動きになりつつある、この打ち返しは恐ろしい。 

 

以上３種類の反応がＦＲＢの緊急利下げに踏み切った１週間の市場であったと思う。緊急利下

げを発表した日の市場の反応は「意外なものだった」ということになっているが、市場は以上の

３点から見ると冷淡だった。 

パウエル議長の記者会見が終わる頃から朝方から上昇していたＮＹダウは下落に転じ、結局は

大幅安になって終わった。緊急利下げというサプライズはマーケットに逆作用を及ぼした。上記

に挙げた３つの他に「緊急利下げをしなければならないほど米経済は悪いのか」という疑念であ
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る。つまり、ＦＲＢは市場参加者には見えていない危険な情勢を読んでいるのか、という疑念で

ある。 

 

利下げに対する冷淡な市場はそれを織り込み済みであり、むしろ長期的にはマイナスであると

いう考えの他に、市場では見えていない危険をＦＲＢは見ているのかという恐怖感を生んだ。筆

者は書斎派の市場原理主義者ではないつもりではあるが、市場は意外に（大きな勘違いも多い

が）ものの本質を見抜いているものである。 

２０１６年１月の日銀がマイナス金利政策の導入を決定した時に日本市場の反応はこれに似て

いた。日銀は説明に意を尽くしたが、為替市場では円高が急激に進んだ。「金融緩和＝円安」と

いう型通りには進まなかった。これはマイナス金利という異例な政策を「中央銀行の限界」と見

た「市場の判断」であり、円売りの逆回転を仕掛けたからである。 

 

 

 

（９）「銀行株指数」が１９８２年以来３８年ぶりの安値 

 

３月第１週（２日～６日）は、日経平均は▲２％、それに対して業種別日経平均における銀行

株▲６％となった。米Ｓ＆Ｐ５００金融株指数も▲４％となった。 

日本の３メガバンクが▲７～９％だった。米国も似ていて、モルガンスタンレー▲７％、ＪＰ

モルガン▲７％だった。 

 

銀行業はこの数年間市場最低金利という悪環境の中に置かれた業種であった。金利低下という

悪材料の今回の震源地となった米国よりも日本の銀行株の方が、下げが大きいのは日本の銀行の

方が悪環境に置かれた期間が長かったからだ。市場では日銀が３月にマイナス金利の深掘りをす

る。ＦＲＢが緊急利下げをしたばかりであるが３月のＦＯＭＣで再度利下げに動く可能性があ

る、と見ている。 

 

日本の３メガバンクのＰＢＲは０．３倍台であり解散価値の３分の１であることを示してい

る。利回りも平均利回りの２倍以上高い。 

 

 

 

（１０）１日でＮＹ▲２２．６％、日本▲１４．９％、及び「陰陽差し違え二点底」 

 

これは１９８７年１０月の「ブラックマンデー」の１日の平均株価の下げ率である（ＮＹダウ

と日経平均）。 

 

今回は、ＮＹは史上最高値近辺からの暴落だから値幅で言えば歴史上最大幅というのは当たり

前で、値下がり率で考えなければならないだろう。それが標題の通りである。これが市場最大の
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下げ率であった。世界恐慌の引き金となった１９２９年のブラック・サースデイでさえ１日の下

げ率は▲１２．８％だった。 

 

そのブラックマンデー時、日本は翌年３月には暴落前の値段を回復、そしてその翌年の年末に

は史上最高値を示現。その時は平成バブル相場の７合目で起こった事件だから、本稿「アベノミ

クス相場の大天井」と言ってきた２万４２７０円（１８年１０月２日）と概ね同じレベルの２万

４０００円で起きた下げとは、全く違う。つまり、相場の若さが違う。したがって、回復のスピ

ードも違うと見なければならない。 

 

先週末は一日の上下幅が１４９３円となり、先日の上下幅１，０８７円と並んで「波高きは天

底の兆し」と昔から言われてきたことが示現しているように見える。しかし、筆者の調べでは、

この言葉の実証的な根拠は薄い。 

先週の個々の銘柄の日足で見れば前日の陰線を翌日の陽線で包み、そしてまた陽線に孕まれた

陰線が出た。こういう銘柄が少なくない。これは昔から「陰陽差し違え二点底」と言われる形で

目先の下値とされたが、筆者の今までの見聞によればこれの実証的根拠も多くはない。 
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■ 第２部；中長期の見方 

 

（１）「ブラックスワン」でなく「グレー・リノ（灰色のサイ）」 

  

ブラックスワンというのは言わずもがな、絶対にあり得ないことが起こったことを言うが、グ

レー・リノというのは「発生確率は高いにもかかわらず、平常時は見落とされている重大なリス

ク」を言う。見落とされていると言ったが「見て見ぬふりをしている」、「判ってはいるがその

巨大リスクが顕現する前にひと稼ぎしてしまおうとして、見て見ぬふりをして活動する投機家の

ために現状は賑わっているようなこと」を言う。 

 

これは言うまでもなく、米景気後退と金融政策の限界と本稿で時々言うところの巨大な債務バ

ブル（世界で２京円（２０００兆円の１０倍）とも、２．７京円とも言われている）である。コ

ロナウイルス・ショックを浴びて、見て見ぬふりをした３つのリスクが浮かび上がるであろう。 

 

 

 

（２）今の「国難」を乗り切るものは二つしかない  

 

今の「国難」を乗り切るものは、①リーマンショック時くらいの大型政策、②コロナウイル完

封兆候、この二つしかない。後者は世界の製薬会社が全力を挙げて注力していることだろう。 

 

コロナウイルス対策に対して具体的予算は明示されていない、財務省抜きでは考えられないは

ずだ。財務省内ではマクロ経済対策、観光業をはじめとした地方経済対策、感染抑制対策の特別

予算を組むとしても財務省不在の検討はあり得ない。モリカケ問題で自殺者まで出させたほどの

修羅場を担当させた安倍首相ならなおさらのこと、財務省抜きのコロナウイルス対策は、本当は

あり得ない。 

コロナウイルス対策の基本方針は厚労省の医療関係技官の枠内の問題ではない。国家の危機管

理の問題である。自民党内では「官僚の一部に修羅場を経験させても自分では修羅場をくぐった

経験のない安倍さんにはコロナウイルス対策の認識が甘かったのではないか」という話しもたく

さん出ているそうだ。 
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（３）実勢悪が出てきた、実体経済への影響が出てきた  

 

内閣府が９日に発表した１９年１０月～１２月期のＧＤＰは年率換算で▲７．１％となった。

２月に発表した速報値（▲６．３％）から下方修正された。この下方修正の１．６％幅が初めて

現れた新型コロナウイルスの経済実態への影響である。  

 

元々、新型コロナウイルス騒動の前から機械の受注が減っていたことは本稿で述べた。これは

設備投資の先行指標であるから、当然設備投資が減る。今回のＧＤＰの大幅落ち込みは設備投資

が速報段階から下振れしたことが大きい。この速報段階からの下振れ幅こそが新型コロナウイル

スの実体経済の影響そのものである。 

１０月の消費増税の影響が注目された個人消費は▲２．８％で速報値とほぼ同じだった。ＧＤ

Ｐの改定値が速報値から大きくぶれるのは法人企業統計がＧＤＰ速報に間に合わないことが主因

だという。故に速報値との差が新型コロナウイルスの影響だとは言い切れない。 

 

 

 

（４）実体経済への影響の推計 

 

・コロナウイルス騒動が４月末に終息するとすれば、 

個人消費▲２．７兆円（東日本大震災▲１．８兆円）、ＧＤＰ▲４．５兆円 

甘い見方に属するだろう。 

 

・１年続くと考えると、 

個人消費▲９．６兆円、ＧＤＰ▲１６．３兆円（▲３％）     

＊以上は大和証券シニアアナリスト神田氏の見方、因みにリーマンショック時はＧＤＰ（▲３．

４％）。 

 

 

 

（５）実体経済への影響Ｎｏ．２、「東京五輪中止なら２１年３月期２４％減益」 

 

これは日興証券チーフエコノミスト牧野氏の推計である。そうだとすれば、本年末から本言っ

てきた「２０２０年の二大問題、①世界景気は早めに回復するか、②２０年３月は減益を織り込

んでいるが２１年３月期はＶ字型かＬ字型か減益継続か」のうちの②が自動的に解決されること

になる。東京五輪の開催回避の判断は５月末が期限とされる。 

 

新型コロナウイルスによるＧＤＰへの影響は▲１．４％とする。これで経済活動の委縮・企業

の資金繰り悪化が続出すれば、リーマンショック並みのマイナスとなる。仮に１年延期とすれば

コロナウイルス・ショックが晴れた向こうに明るい兆しが見えることになる。 
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（６）膨大な成長力を持つはずの日本の農業 

 

この項目については数年前から何度も本稿で述べてきた。オランダとも比較した（四国の面積

よりも小さいオランダは農業の輸出は日本の１４倍で７兆円ある。日本は昨年度までに倍増する

までは０．５兆円しかなかった。やり方が悪いからだ）。 

野村證券ＯＢ会で、１９８３年入社で中途退社した人が農水省の副大臣をしている男でＯＢ会

で親しく話す。そうすると昨年は農業の輸出が２倍になって１兆円弱になったそうだ。まだまだ

少ない。まずは株式会社に農業をやらせる、これを筆者は前から言ってきた。法律も変えなけれ

ばならない。あまり流行っていないが「スマート農業」というものを流行らせることだ。ウォー

ル街で「スマートガイ」と言えば「切れる奴」の意味だが、要するに頭脳営業である。例えばロ

ボットを使う。介護用ロボットよりも簡単であろう。ドローンで農薬をまく。田植えは無人機で

行う。たいして難しい技術ではないと思う。 

 

国内の就農人口は１０年で３割減った。ドローンが作業を担うことで人力に比べて農薬の使用

量は９割減った。そして害虫の被害も少なくなった。以上のようなことは筆者の中学・高校時代

の友人で酪農で成功して富を成し、村を市に変え市長となった男がいる。オランダを模して花を

大量に作って輸出することによって財を成した友人もいる。少数のこういう友人を見て筆者はこ

れを全国的にやったら今１兆円弱の輸出はオランダ並みに７兆円ぐらいになる可能性はあると思

う。 

 

日本は世界に通用するブランドを持っている。米だけではない。イチゴもサクランボもスイカ

も世界に通用するブランドを持っている。それを、ごく僅かしか売っていない。農水省が日本の

農業の成長力に気が付いて、昨年は輸出を５０００億円から１兆円弱にしたことは日本の農業の

成長力を表している。 

 

小泉内閣が郵政改革こそ改革の本丸だと言い続けたが、安倍政権が内需に及ぼす影響を本格的

に考えるとすれば、農業改革がその目玉になり得ると筆者は思っている。数年前に何度か言い続

けたことだが、また言わせてもらった。 
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■ 第３部；読者との交信欄 

 

（１）「アベノミクス相場の終焉について」の佐賀県Ｈ様とのの交信（３月７日） 

便宜上下線を付します。 

 

佐賀県在住のＨと申します。毎週山崎先生の「週報」で勉強させていただいております。２月

２８日の緊急動画の中で、先生は「今回の急激な下げはアベノミクスの終焉の儀式だ、今までき

ちんとした儀式がなかった 

（山崎；大した意味ではありません。従来、現代史に残るようなニックネームの付く大相場は全

部が「何々ショック」とか「何々暴落」とか言われて証券市場史に残りましたが、アベノミクス

相場にはそのメリハリがなかったという程度の意でした。 

１９５０年からの（朝鮮戦争による）「特需景気相場」は「スターリン暴落」で幕を引きまし

た。この時、「桐一葉落ちて天下の秋を知る」と言って事前に予見した人が「石井独眼竜」で著

名だった石井久・立花証券創業社長です。 

また「所得倍増相場」の終焉の大天井は東京五輪の３年前に来たが、それの大底は「昭和４０

年不況」でした。「いざなぎ景気相場」は２倍半になったところで世界最大ファンドの「ＩＯＳ

ファンドの破綻」で「ＩＯＳショック」でした。過剰流動性相場・列島改造バブルの終焉は「第

１次オイルショック」でしたし、「小泉郵政改革相場」の２倍半の終わりは「サブプライムバブ

ルの破裂」それを契機にした「りーマンショック」でした。或いは平成バブル相場の終焉は純粋

な国内要因で「失われた１３年」と言われました。 

今回の２・．８倍の大相場は終焉がどこだったのか、本稿では２０１８年１０月２日に２万４

２７０円を以て大天井としてきたが、その後も世間では「２万４千円説」「２万５千円説」があ

り、メリハリありませんでした。今回、明確な「コロナウイルス・ショック」となった、という

程度の意です。ただ、その程度のはなしです）。 

 

そこでお尋ねしたいのですが、一昨年末に大幅な下げがありました。１０月２日の２４，４４８

円から１２月２６日の１８，９４８円の下げ（５，５００円 ２２．５％の下げ）ですが、この

下げでも十分な下げでなかった（儀式的でなかった）ということでしょうか？ 

（山崎；私は、週報では「老年期相場の終わり」として「これで大相場は終わった」という立場

を取り続けてきましたが、世間的には未だ終焉せず２万４千円再来説も多く、現に２万４千円は

３度ほど実現しました。「１８年１０月２日に対して市場は敬意を払わなかった」、と言ってい

るのです。それがメリハリのない終焉だというだけの話です）。 

 

もっともこの下げの後２４，０００円台を回復しているという意味で、儀式といえないかもしれ

ないのですが。もし、今回の株価下落がアベノミクスの終焉としての儀式であるとすれば 

（山崎；私は「遅すぎた卒業式だった」と思っています）。 

 

一昨年の株価下落よりもさらに大きくなるとみていていいでしょうか？ 

（山崎；いったん終わったものとの比較は意味がないでしょうが、あの時は、ＰＢＲ１倍で止ま

りました。今は、ＰＢＲ１倍説にこだわります。それを割り込めば、民主党時代の０．８８倍≒
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１万８４００円、リーマンの時の０．８１倍ですが、そうなると「（今の１株当たり純資産２万

９１０円）×０，８１倍≒１万７千円」です。 アベノミクス始動期の８６６５円から２万４２

７０円までの上昇幅の半値押し１万６５００円とおおむね符合します。しかし、３月８日号で述

べた通り金融市場の神経機能を直接破壊するリーマン事件と実体経済への悪影響を恐れる伝染病

事件とは質が違います。） 

 

また株価は底をついた後しばらく低迷する可能性が高いとみてよろしいでしょうか。先生の長年

の経験からどう見られているのか教えていただきたくよろしくお願いします。 

 

 

 

（２）「全力買いの３０％を打診買いした」という読者ＳＮ様との交信 （３月８日）下線は筆

者付す。 

 

初めに申し上げておきたいのですが、次回からは必ず件名の頭に★★★をつけてください。そ

うすれば誤って削除されません。 

動画配信、毎回楽しみにしています。（山崎；ありがとうございます）。 

短期売買の性格ではないので安いところを買って長期に保有と考えています。 

（山崎；その方法が一番賢明で、自分がしっかりさえしていれば誰にもできることでしょう。賛

成です）。 

動画配信の先生の言葉を早とちりし、早めに購入してしまい 

（山崎；私自身、自分でも少々早く言い過ぎた、少々早く実行しすぎたと反省しています、しか

し、予定金額のごく一部ですから致命傷ではないし、「買いは遅かれ。売りは早かれ」と言いま

すが、上昇し始めると「安値覚え」という病いに取りつかれるから手が出ません。その結果、高

値つかみになります。それよりはマシでしょう。） 

 

ナンピンしてきました。その結果、全力買い予定の３０％に至っています。 

（山崎；３０％なら心配ないではありませんか？今から先の原則としては「２番底を買うこと」

ですが、１番底さえも分からない現在では、いつ、いくらか、はわかりません。分からないもの

はわからないというよりほかにないです。私は評論でメシを食う人間でなく、評論家というより

行動家です。だから「行動する作家」が好きでした。三島由紀夫とかヘミングウェイとか）。 

 

現在の保有株 

郵船１６５６ 

日本製鐵１４２３ 

（山崎；ご承知と思いますが、鉄鋼は中国の悪影響を最も大きく受ける業種です。だからこそ安

く買えるのですよね。買えば下がる、また買えばまた下がる、これが真のナンピンでしょう。１

０年単位の大勢下限銘柄ですが、全体の影響を受けますから、全体が最安値を取りに行くときは

もっと下がる可能性はあります。戻りを売るのは、戻り幅にもよるし、状況にもよるので何とも

言えません。この企業は、技術も世界１，２で、昔、鄧小平のころの中国に鉄鋼技術を教えたの
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が仇になり、今は中国は日本の８倍の生産量で、しかも在庫増ですから日本製鉄には非常に不利

です。だからこそ安く買えるのだからいいではありませんか？今は合併して社名は消えたが，

旧・住友金属はシームレスパイプの生産技術で世界一だった会社です。５０円額面の時に６００

円があったから１０株併合後の今でいえば６０００円ですよね。そういう企業も日本製鉄と一体

です）。  

神戸製鋼５１１ 

（山崎；ご存じと思いますが、昭和恐慌で破綻した名門商社・鈴木商店の一部からできた名門企

業です。三井・三菱と並んで「天下三分の計」を図った大商社の一部です。城山三郎の企業小説

「ねずみ」があります。利回り・ＰＥＲ・ＰＢＲから見て日本製鉄と違った安定感があります。

１０年前には１２００円で公募増資をしました。（当時は１０株併合前だから１２０円だっ

た）。今は３分の１の価格ですよね。それを思えば不安はないでしょう。ただし、大勢がここま

できた限りは次の大底を買いたいです）。 

三菱自動車４２４ 

（山崎；１０株併合して今の株価だから、本当は「額面割れ」と言うことになりますね。「世界

の大三菱重工」から分かれた会社で、その意味では名門企業だったが、一時欠陥車の取り扱いで

虚業めいたところがりました。そういう体質がありますが、経営者が変われば企業ガラも変わり

ましょう。２０００年春に東証が日経平均採用２２５種のうちの３０銘柄を入れ替えた時に新た

に加わった銘柄ですから、それなりに由緒ある株だったはずです。ファンダメンタル指標から言

えば超割安ということになるが、中国の影響を鉄鋼株と同様に深く受ける業種です。我慢です。

悪いからこそ安く買えるのですよね。ナンピンは急ぐことはありません。評価損のある銘柄を保

有するのが嫌だという人もいますが、マトモなものだからナンピンの機会を狙う方がいいでしょ

う。私ならば、そうします。 

東電４１６ 

（山崎；私ごとになるが私の平均コストはもっと上です。だが、気にしてません。ナンピンして

行きます。発電技術・送電技術、日本一の企業です。利回りにならないが、ＰＢＲで言えば超割

安でしょう。柏崎原発が稼働すれば経常利益が２千億円増えるから株価１０００円でしょう。た

だし、遠い話ですよ）。 

３月５日の配信では中間反騰の際は一旦売ると言われていたように聞こえたのですが。 

（山崎；状況によりましょう。利益が載ったとか、中間反騰が熱狂的だったら一旦売って、二番

底を買いましょう。その時も少しは残した方がいいかもしれません。忘れないために）。 

長期保有の場合でも中間反騰に呼応して売るべきなのでしょうか？売る場合は中間反騰の時点で

損ありの株も売るのが良いのでしょうか？また長期保有目的の場合は繰り返される反騰、反落に

呼応せず同じく３月５日で言われたバブル崩壊前まで持つという考えは駄目なのでしょうか？ 

ご教授の程宜しくおお願いいたします。 

                                                     Ｓ．Ｎ 

 

筆者からの９日（月）追伸 

冠省；今朝で２万円割りました。 

円ドルが１０３円に入り、 

原油の協調減産見送りで原油大幅下げ、１６年６月ＢＲＥＸＴ以来の下げです。 
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①日銀のＥＴＦ買いの累計が３０兆円くらいで、その簿価が１万９０００円（日経新聞）、 

６日現在に１株当たり純資産は２万０９１５円ですから、 

民主党時代の安値時のＰＢＲ０．８８倍なら１８４４３円、 

リーマン時の安値時のＰＢＲ０．８１倍なら１万７０００円、 

アベノミクス相場の半値押しなら１万６４６８円、 

これはＰＢＲ＝０．７８倍、未だ日本史上にない値です。（ＢＲＥＸＴ時はＰＢＲ１倍）。 

 

見当つきません、海外投機筋が円を買って日本株を売っているのでしょう。 

超目先なら明日（火曜日）前場に追証の投げが殺到しますから、その辺でしょう。 

「売りは早かれ。買いは遅かれ」との格言通り、今からナンピンは少しずつ僅かずつがいいでし

ょう。 

思い切って本気で買うのは一旦は中間反騰して２番底をつけに行くときです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 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。 
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