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「賢者の投資」であるために

「投機の流儀」

■賢者の定義

大変僭越ながら、私の定義からすると私は投資市場では賢者の末席にいることになります。

その「賢者の定義」とは、一言で言うとこうであります。

「この半世紀に平均株価が2～3倍になる大相場が6回ありましたがそういう時に、

大底圏内で買い、大天井圏内で換金し終えて、次なる大底圏内を待つべく市場と対峙する者」を言います。



■ 山崎和邦

大学教授は世を忍ぶ仮の姿。実態は現職の投資家。投資歴60年、前半は野村証券で投資家の資金を運用、後半は自己資金で金融資産を構
築、晩年は現役投資家且つ研究者として大学で金融市場論を講義。

趣味は狩猟（長野県下伊那郡で1シーズンに鹿、猪を３～５頭）、ゴルフ（オフィシャルHDCP12）、全日本剣道連盟3段、古流居合４
段。一番の趣味は何と言っても金融市場で金融資産を増やすこと。

著書は「賢者の投資、愚者の投資（日本実業出版）」「投機学入門-不滅の相場常勝哲学（講談社文庫）」

「常識力で勝つ 超正統派株式投資（角川学芸出版）」「株で４倍儲ける本（中経出版）」など多数。

1937年 シンガポール生まれ、長野県育ち

1961年 慶應義塾大学経済学部卒

1961年 野村證券入社

1974年 同社支店長

1980年 同社退社後、三井ホーム九州支店長

1983年 同社取締役就任

1990年 常務取締役・兼・三井ホームエンジニアリング社長

2001年 同社を退社し、産業能率大学講師

2004年 武蔵野学院大学・教授、同大学名誉教授

メルマガが2020年「資産運用の部」で第１位を受賞しました。

多くの読者の皆様のお蔭さまでありました。

■ 御報告
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1. 基調講演 (13：00-14：00)

2. 事前質問に対する応答 （14：00-15：00）

（参加者の方々と私の成功例・失敗例から学ぶ）

3. 2021年相場の見通し （15：00-15：30）

4.「大通り銘柄」の大勢下限を狙う （15：30-16：00）

5. オンライン質疑応答 （16：00-17：00）

【 セミナー 目次 】
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1 . 「富裕」で 「幸福」

2 . 「富裕」だが「不幸」

3 . 「貧困」だが「幸福」

4 . 「貧困」で 「不幸」

（はじめに）

４つのケースの中の１番を採られると想定
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5

大勢下限銘柄が



■ 市場に処する必要な三つ
1：ファンダメンタル
2：テクニカル
3：心得『投資哲学』『相場道』＊最も重要なものは３である。

１,２の比ではない！
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■人は習慣の集積体である

市場プレーヤーであろうとなかろうと、およそヒトとは習慣の集積体である。

人は、自分が投資市場でやってきたことを、ずっと辿って見れば、その軌跡の中に一つの人間像が浮かび上がるはずである。それが自分なのだ。

従って、投資市場での成果や失敗や運不運は究極には自分の習慣の累積だったということに想いを致すことになろう。



基調講演
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「景気循環」の基本経路と相場循環を知る

■ミクロを見る前にマクロを見る

銘柄をいくら研究しても市場の大局を見誤ったら儲けることは難しい。

別の言い方で言えばミクロで掘り下げる前に、全体のマクロを見ろということだ。

マクロを間違えばミクロでいくら研究しても儲からない。

マクロは大きな川の流れである。

激流に逆らって川上に泳いでも前に進みにくい。泳ぎの下手な者でも激流に乗っていればある程度どんどん進む。



「巨視動学」と「微視静学」
マクロ･ダイナミクス ミクロ･スタティクス
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■政治が決める「多面体としての市場」
＊平成バブル崩壊後の失われた13年の間でも、財政出動により株価は大きく上昇

＊長期安定政権は相場の上昇持続に大きく影響



「経済は変動する。変動は消滅振動しないし、
減衰振動して均衡点に行くこともない、発散振動することも、単調発散することもなく、成長と結びついて循環する」
＝「景気循環論」－(1)

■景気循環論の基本と株価変動との関係-1

「株価変動は景気循環に或るリードタイムを持って約80％の蓋然性を以て先行する」
＝「株価の景気先行性」－(2)
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■景気循環論の基本と株価変動との関係-2
「景気循環」と「株価」、そして「投資家の心理過程」

相場がどの局面の位置しているかを把握することが、中長期の「投資事」の大前提となる。
＊「不景気の株高」局面（青春期相場）を逃さないことが、金融資産構築の王道

＊「景気局面」と「株価の方向性」
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■「青春期･壮年期･老年期相場」
＊次の「壮年期相場」と、どう対峙するかが重要である。

＊「青春期相場」（「不景気の株高」局面）こそが、金融資産を一気に構築するときである。
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「事前質問」に対する応答

「参加者の方々と私の
成功例・失敗例から学ぶ」
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■「業(ごう)」というもの

完全に出来あがった心得、あるいは行動癖を持って市場の中に入って行く者など、この世にいないということである。
心得というものはある程度時間をかけて、様々な失敗や成功から、その蓄積から学ぶものである。
本から学ぶものは少ない。本も大いに読まなければいけないが、多くの場合は心得は失敗から学ぶ。成功は毒にさえなる。
このようなものは、もちろん大いに自分の糧(かて)とはなるが、それそのものが心得として身に着くものではない。

心得は行動の中から蓄積される。多くは失敗から学ぶ。
失敗したときに何を思い、何を後悔したか、これらを克明に記録しておくことを薦めたい。
その記録集を後日何度も読み直すのだ。それは貴重な蓄財へのテキストとなる。
同じことが本に書いて あっても自分の行動を通した記録と人が書いたものとは１００万倍もちがう。

「動中の心得、静中(じょうちゅう)の心得の何層倍も効くものなり」という禅語がある。これである。
しかも、記録することによって心が落ち着くという副次効果もある。



■ 勝負事・投資事の成功例 [ 2015年 6502 東芝の売買 ]
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■ 勝負事の失敗例

[ 2000年 9435 光通信の売買 ] [ 2016年 7211 三菱自動車 ]
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■ 新興市場銘柄･成功例:4493ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ(東証ﾏｻﾞｰｽﾞ市場)
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＊実際の報告書の一部

[ 2020年売買 ] 
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■ 新興市場銘柄･失敗例:4434ｻｰﾊﾞｰﾜｰｸｽ(東証ﾏｻﾞｰｽﾞ市場)

｢ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞでの成功｣が｢毒｣となった

[ 2020年に売買、現在も保有中 ] ＊実際の報告書の一部



私のこれまでの

｢大通り銘柄｣の大勢下限水準での

「実践例」
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■自分の土俵で相撲とる

私は、自分が判らないものには投資しない。得意分野で勝負するすることにしている。

つまり、バイオ、ＩＴ、薬品株には触らない（米・モデルナの失敗例）。私は薬学の知識がなく、また厚労省がそれを認可するかどうかを読
めない。こういうものついての投資はしない。触れない。バイオなどは全く判らない。判らないものについては触れない。

兵法書・南斉書の王敬則伝 に言う「三十六策、逃ぐるを以て上策とす」である。判りやすいものを触れる。鉄鋼、自動車、造船、電気、建設、
証券、銀行、商社など、こういうビジネスモデルが判りやすいものにしか投資しない。

また全体の動きに応じて投資する。全体の動きに逆らうような投資はしない。また森の中をかき分けていって、木の中をかき分けてその下
の草を見る、その下の苔を見るというような緻密なこともやらない。つまり大雑把である。そして成功している者は、大抵は大雑把である。
大局さえ読めばいいのだ。



■ いつ買うか
「一足一刀の間境」「睡猫の位」「勝ち易きに勝つ」

「大通り銘柄の本気買い」
■ 何を買うか－私の実例

「短期好機の小規模買い」

トヨタ･日立･川重･三井不･東電
＊アベノミクス相場の「青春期」における具体的売買銘柄

■ 長い老年期相場の過ごし方
「国策で守られた(？) 東芝」

「『国策銘柄』で『異常株価』の 東電」

＊大底形成の各種パターン
○いざなぎ景気の終焉（銘柄別） ○ブラックマンデー（V字型）
○リーマンショック（Wボトム･トリプルボトム）
○旧民主党時代（ソーサ型･鍋底型）
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いすゞ自動車・三菱UFJ・（住金・東急不動産）
＊日本経済の大底形成時における具体的売買銘柄



■ 私の実践例： 7202いすゞ自動車
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■ 私の実践例： 8306三菱UFJ
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■ 私の実践例：ﾄﾖﾀ･日立･川崎重工･三井不動産
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＊資本移動：18.10 併 5→1

＊資本移動：17.10 併 10→1



■ 9501 私の実践例：東京電力HD
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2021年相場の見通し
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・バブル懸念と向き合いながら、
どう2021年相場へ対応するか

・またその心構え

■投資には待つべきときがある

「何もしない」は意思を伴ってするなら立派な相場行動だ。ぼんやり暮らして何もしないのではない。確固たる意思の所産として売り
も買いもしないで相場を見続けていく。これは確固たる意思の所産であれば、立派な相場行動である。

一足一刀の間境（いっそくいっとうのまざかい）をもって市場と対峙するのだ。市場の真ん中に入ってしまっては駄目だ。真ん中に
入ってしまったら撹乱されるだけだ。嵐の真ん中に居る奴ほど風の方向が分からないものだ、と邦訳されている格言がウォール街にあ
る。と言って、遠く離れて見ていても大底圏内を見ることは出来ない。

一足一刀の間境をもって市場と対峙して確固たる意思の所産として何もしない。これは、売り・買い・休む、酒田三法の休むという
相場行動である。人が儲かっているときに自分は何もしない。これは一つの焦りを感じるであろう。焦るなと言っても人は焦る。「感
情」ではなくて「勘定一筋」で行くべきだ。俺はここは休むのだ。酒田三法の一つの休むとい方法をとるのだ、と言い聞かせ、感情で
はなく勘定一筋で行くのだ。



■ バブル懸念と向き合う相場
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＊中央銀行による過剰流動性の供給

＊日米の長期株価推移＊NYダウの超長期株価推移（1900年以降）

＊米国市場シラーPER（1900年以降）



■ 日経平均株価・TOPIX
＊一部値嵩株に影響を大きく受ける「日経平均株価」

25

＊市場全体を示す「TOPIX（東証株価指数）」



■ 「PBR」と日経平均株価
＊「2004年以降」

におけるPBR水準と日経平均株価の推移
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＊「アベノミクス相場始動以降」
におけるPBR水準と日経平均株価の推移



■ 投資で勝ち続ける「賢者」の掟
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〈株式資産構築の掟 その１〉

儲け易い方法でこそカネは貯まる。

そして「バイ・アンド・ホールド」でなければ金融資産は構築されない

〈株式資産構築の掟 その２〉

方針を決め買った株は下がればナンピンする。また下がったらまたナンピンする。とことんナンピンする

〈株式資産構築の掟 その３〉

自律した生活の中にこそ儲けの種は芽生え、金融資産として構築される

（「質実に生きる」、「質素」とは違う）

〈株式資産構築の掟 その４〉

儲けたら自律して生きる。ケチするのではない。自律的に生きるのだ



【 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 : https://yamazakikazukuni.com/

※ 株式投資は、金利や為替等の金融商品市場の指標、物価や社会情勢の変動により損失が生じる恐れがあります。
投資の最終判断はご自身で行っていただきますようお願い致します。
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