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円高圧力と政治的円安・1930年代の
焼き直し相場の結末は！？

講師：石原 順氏
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ウォール街は今・・
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連銀のバランスシートの拡大予測

3出所：ゼロヘッジ



害毒をまき散らすFRB・・
とっくに連中の影響を排除しておくべきだったのだ

「安定は不安定を招く。事態がよりしっかりと安定し、事態がより長く安定してい
るほど、危機が起きたとき、より不安定になるのだ」
ハイマン・ミンスキー（米国の経済学者、1919～1996年）

「安定を理想とするのは誤りだ。不安定は資本主義のドラマに必要不可欠な部
分である。景気循環の下降局面には、経済を再び清潔かつ誠実なものにする
役割があるからだ。下降局面を抑えようとすると上昇局面を押さえつけてしまう
ことになる」
ジム・グラント（米国の金融著述家、1946年～）（1996年発言）

「忘れてはならないのは、過去6～8年にわたり世界中の金融政策が安定論者
の助言に従ってきたことである。その結果、すでに十分な害が及んでいる。とっく
に連中の影響を排除しておくべきだったのだ」（1920年代半ばから30 年代
初めの金融政策について1932年発言）
フリードリヒ・ハイエク（オーストリア学派の経済学者、1899～1992年）
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S＆P500予測
（ゼロヘッジ 2019年4月1日）

「The Fed Guarantees No Recession For 10 Years, Permanent Uptrend 
For Stocks & Housing（Fedが今後10年リセッションは起こらないと保証、永続的に上

昇する株式市場と住宅市場）」
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「これから10年、株
式市場はリセッショ
ンも下落もないと
Fedが保証、S&P
は5600まで上昇
する」

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-01/fed-guarantees-no-recession-10-
years-permanent-uptrend-stocks-housing

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-01/fed-guarantees-no-recession-10-years-permanent-uptrend-stocks-housing


S＆Pケースシラー住宅価格指数予測
（2019年4月1日 ゼロヘッジ）
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住宅価格については
「Fedは住宅市場が
次の10年上昇するの
みだと保証した、どんな
あばら家でも100万ド
ル以上の価値が出る
だろう、サンフランシス
コに至っては500万ド
ル以上になるだろう」と。

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-01/fed-guarantees-no-recession-10-
years-permanent-uptrend-stocks-housing

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-01/fed-guarantees-no-recession-10-years-permanent-uptrend-stocks-housing


1929年の大恐慌相場が底を打つまでの動きを読む・
下げ2か月(A)⇒上げ五か月(B)⇒下げ2年2か月(C)
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https://worldcyclesinstitute.com/weve-been-here-before/

https://worldcyclesinstitute.com/weve-been-here-before/


NYダウ（日足）

8出所：筆者作成



FAAMGとS&P500のパフォーマンス

出所：ゼロヘッジ
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S&P500 VS アマゾン 2005年1月～

10出所：筆者作成



S&P500の1%に過ぎない5銘柄が、
時価総額では市場の20%を占めている

11出所 ゼロヘッジ

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/SPX most concentrated ever_0.jpg?itok=734JRYr5


テクニカル分析と
順張り・逆張り売買手法
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ドル/円（日足）円高圧力と政治的円安
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日銀の追加緩和はFED
の総資産が日銀を抜い
てしまったため、ドルが暴
落したら困る米国が日銀
にやらせたものだ。外国
勢がQEインフィニティ
（無限大介入）によって、
米国債離れの動きをみせ
るなか、日本だけが米国
債を買わされているので
ある。いつもの対米従属
の一環であり、驚くことで
はない。しかし、これでは、
いわゆるソロスチャートは
機能しない。本来、円高
に振れるべきドル/円相場
が、政治的な要請によっ
て円高にならないのであ
る。

出所：筆者作成



ドル/円（日足）順張りとトレーリングストップ
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出所：筆者作成



ドル/円（日足）逆張りシステム

15出所：筆者作成



ドル/円（日足）逆張りシステム
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出所：筆者作成



ドル/円（日足）逆張りシステム

17出所：楽天MT4



ユーロ/ドル（日足）逆張りシステム

18出所：楽天MT4



ドル/円（日足）ATRチャネルと動く範囲

19出所：楽天MT4



ドル/円（日足）と新月転換

20出所：筆者作成



円のシーズナリーサイクル（過去20年間）

21
https://charts.equityclock.com/category/forex

https://charts.equityclock.com/category/forex


これからの相場をどうみるか？
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ソフトバンクグループ（日足）

グローバリゼーショ
ンとファイナンシャ
リゼーションは、拡
大が止まると死ぬ
ということが十分
に理解されていな
い。

サメが前方に泳ぐ
のをやめると死ぬ
のと同じように、グ
ローバリゼーション
とファイナンシャリ
ゼーションはその
拡大が止まると死
んでしまう。その実
行可能性は拡大
に依存するからだ。
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出所：楽天MT4



レイ・ダリオ TED Connects
「コロナウイルスが世界経済に与える意味」
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https://www.ted.com/talks/ray_dalio_what_coronavirus_means_for_the_global_e
conomy/up-next#t-144651

https://www.ted.com/talks/ray_dalio_what_coronavirus_means_for_the_global_economy/up-next#t-144651


Ray Dalio TED Connects
そうだ、これは 不況ではない。これは壊れたのだ。お金と

信用を作るメカニズムが壊れたのだ。

Q:いま、世界大恐慌に向かっているのだろうか?

A:定義次第だが答えはイエスだ。大恐慌というのは刺激的な言葉だ。そしても
のすごく怖い。大恐慌はどういう意味なのか?例えば1930年代に起きたこと。
1929年から1932年には経済 が急降下した。失業は2桁で、経済の落ち込
みは大体10%。その状態にあるということか?答えはイエスだ。

1933年にどう対処したか?彼らがしたことは沢山のお金を刷り、政府は今と同
じような政策を出してきた。利息はゼロ%、全く同じ動きだ。そしてそのお金が景
気の拡大を 引き起こした。株価が戻り(直前の)最高値を超えるのにどのくらい
かかるか?経済が前の最 高値を超えるのにどのくらいかかるか?それは時間がか
かる。今その状況にいるかと聞かれればそれはイエスだ。

歴史的に何度も経験した。それには構造的な問題がある。そうだ、これは 不況
ではない。これは壊れたのだ。お金と信用を作るメカニズムが壊れたのだ。
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株式市場は明確にリーマン・ショック後の上昇トレンドの大
天井を打った。次の焦点は、1930年の繰り返しになるかだ。

グッゲンハイムパートナーズのCEOスコット・マイナードは、「株式市場は明確に
リーマン・ショック後の上昇トレンドの大天井を打った。次の焦点は、1930年の
繰り返しになるかだ」と、ツイートした。

「投資運用会社グッゲンハイム・インベストメンツのスコット・マイナード最高投資
責任者（ＣＩＯ）は、Ｓ＆Ｐ500種株価指数の上昇は持続不可能であり、
下落局面に入った際には1200まで低下する可能性があると語った。

マイナード氏は17日のパネルで、「数週間前にリバランスを行い、債券から株式
に資金を移していま様子見している投資家は、恐らくまたリバランスを考えたほ
うが良いだろう」と語った。Ｓ＆Ｐ500種はこの先「1500や1600、または
1200を付ける可能性がある」という。現在の米株式相場は 「流動性のみに支
えられている」との見方も示した。

（4月18日 ブルームバーグ 「Ｓ＆Ｐ500種、1200まで下げる可能性－
グッゲンハイムのマイナード氏」）

26



S&P500（日足）と200日ボリンジャーバンド

27出所：筆者作成



経済のV字回復は起こりそうもない

出所：グッゲンハイムインベストメンツ

投資運用会社グッゲンハイム・パートナーズのス
コット・マイナードは、「第3四半期に景気がV字
回復を遂げ、GDPがパンデミック（世界的な
大流行）前の水準に回復すると考えるのは非
現実的だ」、「打撃を受けた企業や個人を支援
するために政府はできる限りを尽くしているが、
それでも支援策は不十分かつ的外れであり、多
くの意図せぬ結果をもたらすだろう」と述べてい
る。そして経済活動がコロナウイルス危機に陥る
前の水準に回復するには、４年かかる可能性
があるとの考えを示した。
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この状況は2008～2009年や2001～2002年と
違うほか、1989～1992年とも異なっている。



NYダウの1929年と2020年のアナログモデル
（パターン分析）

29出所：ゼロヘッジ



NYダウ（月足） 1924年～1935年

30出所：筆者作成



NYダウ（月足） 1926年～1954年 長い調整・・

31出所：筆者作成



景気後退期の日経平均の下落は平均29％である。

1951年以降、日本は景気後退期を15回経験しているが、景気後退
期の日経平均の下落は平均29％である。今回の新型コロナウイルス
のパンデミックは世界同時不況であり、普通に考えると、過去の景気後
退期の平均的な下落ではすまない可能性が高い。

現在の相場の急落は「リーマン・ショックと似ている」とか、「衝撃はリーマ
ン・ショック以上」と報道されているが、仮にそうなれば、1万1,000円レ
ベルまで日経平均は下げることになる。この段階では、GPIF（年金積
立金管理運用独立行政法人）の損失は50兆円、日銀のETF（上場
投資信託）の含み損は13兆円に達する。

その前に、日経平均が1万3,000円になると、日銀のETFの含み損が
10兆円になり、日銀は債務超過に陥る。
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バフェット指標とバリューゾーン
＊株が投資するに値する価値を生むのは、下のバフェット指標の
黄色の帯のゾーン、70～50のレベルまで下落した時である。

33
出所：マーケットウォッチ



バークシャー・ハサウェイの株式ポートフォリオの
期間損益と累計損益

34出所：日本経済新聞社 前田昌孝編集委員



ダウ平均の動き

35
出所：日本経済新聞社 前田昌孝編集委員



2番底回避の可能性は3分の１程度

36出所：日本経済新聞社 前田昌孝編集委員



エリオット波動の基本と波の個性
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NYダウ（週足）と波動カウント

38出所：筆者作成



日経平均（月足）と波動カウント

39出所：筆者作成



日経平均と価格維持操作による日柄調整

40出所：筆者作成
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◆外国為替証拠金取引（FX）のリスクと費用等について
外国為替証拠金取引(FX)の取引にかかるリスク
外国為替証拠金取引（FX）は、取引通貨の価格変動や、スワップポイントの支払いにより、損失が生じるおそれがあります。また、外国為替証拠金取引（FX）は

少額の証拠金で、その差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。また、その損失額は差
し入れた証拠金を上回るおそれがあります。
外国為替証拠金取引（FX）の取引にかかる費用等
外国為替証拠金取引（FX）の取引手数料は無料です。なお、取引にあたっては各通貨の売付価格と買付価格には差（スプレッド）があります。スプレッドは通
貨ペアごとに異なります。
証拠金について
〔楽天FX口座〕
レバレッジコースに応じて取引金額の4%～100%(最大レバレッジ25倍)の証拠金が必要となります。
(法人のお客様の場合は、取引金額に当社が定める証拠金率(*)を乗じた金額以上の証拠金が必要となります。)
〔楽天MT4口座〕
想定元本の4％以上の証拠金が必要となります。(法人のお客様の場合は、想定元本に当社が定める証拠金率(*)を乗じた金額以上の証拠金が必要となりま
す。)
*当社は、金融先物取引業協会が算出した「為替リスク想定比率」以上となる証拠金率を通貨ペアごとに定めております。「為替リスク想定比率」とは、金融商
品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを使い算出されるものです。
スプレッドについて【（例外あり）について】

通常時は広告表示のスプレッドでお取引いただいておりますが、為替市場における取引高の低下又は売買が一方向に集中しているなどの状況においてはス
プレッドが広がる場合があります。また、広告表示の値は実際の取引時のスプレッドを保証するものではなく、お客様の約定結果による実質的なスプレッドが
広告表示の値と合致しない場合がありますのでご注意ください。なお、スプレッドの拡大は、以下のような状況において発生する場合があります。
■平日早朝時（概ね6時30分～7時30分※サマータイム期間中は一時間繰り上がります）■国内外の金融市場休場日（海外のクリスマス休暇や年末年始な
ど）■主要経済指標の発表前後■震災などの天変地異や政変又は金融・経済関連の重大な出来事などの突発事象の発生時

◆ご注意事項
本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご
自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使
用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了解ください。

お客様よりご提示いただきました情報以外で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し、実際とは異なることが
ございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものではございません。尚、お取引を締結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもご
ざいませんので、予めご了承くださいます様お願い申し上げます。

商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会


