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今後の発行予定日は、２月１７日、３月２日、３月１６日、３月３０日、  

４月１３日、４月２７日、５月１１日、５月２５日、６月１５日、６月２９日、

７月１３日、７月２７日、８月１１日、８月２４日、９月１４日になります。 

発行予定日はレポート到着最速日の目安で、運送会社の状況等により配送が

１～５日程度遅れる場合がありますのであらかじめご了承ください。  

消費税率引き上げに伴いご購読料を変更させていただきました。２０１９年

１０月から始まる年度以降分ご購読料は、改定後価格とさせていただきます。 

２０１９年９月までに始まりました年度分ご購読料は、旧来価格とさせて  

いただきます。毎号１部送付コースは、旧来価格が２９８００円、改訂後価格

が３１５００円、毎号３部送付コースは旧来価格が４８０００円、改訂後価格

が５万円になります。２０１４年度増税時に価格を据え置き、その後ページ数

を増加しました事情を踏まえまして、新価格をお願い申し上げます。  

２０１９年度ＴＲＩ政経塾につきましては３月１７日（火）に２席の空席が

ございます。開催時間午後６時～午後９時。会場「野村コンファレンスプラザ

新宿」ボードルーム（新宿野村ビル４８階）。参加費は消費税込みで３万円に
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なります（食事代、資料代を含む）。参加ご希望者はメール： info@uekusa-

tri.co.jp またはＦＡＸ：０２０－４６２３－８８９７までお申し込み下さい。

ＴＲＩ政経塾資料および講義録音データ送付による「在宅受講コース」につき

ましては、各回１万５千円 (消費税込み )になります。希望される回を明記の上、

メール・ＦＡＸにてお申込み下さい。  

２０２０年度ＴＲＩ政経塾受講者を募集しております。  

月曜日開講Ａ日程と、火曜日開講Ｂ日程の２コースがございます。  

Ａ日程は、６月２９日、９月２８日、１２月２１日、３月２２日開講、  

Ｂ日程は、６月３０日、９月２９日、１２月２２日、３月２３日開講  

になります。開催時間は午後６時～午後９時。会場は、「野村コンファレンス

プラザ新宿」ボードルーム（新宿野村ビル４８階）、受講費は４回分の消費税

込みで１０万円になります（食事代、資料代を含む）。両日程とも定員２１名、

残席はＡ日程が２席、Ｂ日程が４席となっております。定員に達し次第、受付

を終了いたしますので受講ご希望の方はお早めにお申し込みください。  

併せまして２０２０年度在宅受講コース受講者を募集しております。政経塾

資料および録音データを送付するコースです。年間４回分５万円（消費税込み）

になります。政経塾ならびに在宅コースとも、割引価格適用の通年受講コース

お申し込みをご検討下さい。受講をご希望の方は、メール： info@uekusa-

tri.co.jp またはＦＡＸ：０２０－４６２３－８８９７にてお申し込み下さい。 

本レポートご購読代金のご入金をお願い申し上げます。レポート送付封筒に、

ご購読開始年月および、ご購読料ご入金済年度数を記載しております。ご入金

がお済みでない年度分のご購読料のご入金をお願い申し上げます。未済年数の

封筒表記を一部で開始いたしましたのでご確認ください。  

封筒印字記載「 2015/7 3」は、ご購読開始が 2015 年 7 月、ご購読料入金済

年度が 3 年度分という意味です。この場合､未納の 2018 年 7 月～ 2019 年 6 月

年度分ならびに 2019 年 7 月～ 2020 年 6 月年度分ご購読料をご入金ください。

なお、封筒右側に離れて印字されている「 1」の記載に意味はありません。  

各ご購読者様ごとの新規年度に移行した時点で、新規年度分ご入金をお願い

します。年度終了時でなく、新規年度移行時にご入金をお願いいたします  

ご入金口座は、三菱ＵＦＪ銀行  新丸の内支店  普通口座  ４３５６２５４  

スリーネーションズリサーチ株式会社。振込手数料につきましては、ご負担を
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お願いしております。銀行名が変わりましたのでご注意ください。  

 なお、原則として、銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせて

いただいておりますことをご了承賜りますようお願い申し上げます。  

ご入金に際しましては、ご入金者様を判別できないケースがありますので、

必ず「レポートご購読者様氏名」をご入力下さいますようお願い申し上げます。 

また、当初のご案内ならびにレポート末尾に明記しておりますように、本誌

のご購読は自動継続とさせていただいております。ご講読中止の節には、各自

の新規年度に入ります前に、ＦＡＸまたはメールにてご連絡下さい。未入金の

ご購読料があります場合はご購読中止時に一括精算をお願いしております。  

 

【お知らせ】 

祥伝社新書『国家はいつも嘘をつく―日本国民を欺く

９のペテン』（祥伝社新書、税別８４０円）を好評販売中

です。「鳩山友紀夫氏らと連帯して政治運動を展開する  

著者が、本書で「国家が国民を欺く 9 のペテン」を摘出

して読者に問う。「 9 のペテン」とは――  

①「アベノミクス」の嘘、②「民営化」の嘘、  

③「働き方改革」の嘘、④「２０２０東京五輪」の嘘、 

⑤「日航ジャンボ機１２３便の嘘」、⑥「平和安全法制」

の嘘、⑦「刑事司法」の嘘、⑧ ｢ＴＰＰプラス」の嘘､ 

⑨ ｢消費税で社会保障」の嘘  国家の騙しの手口を知ることが必要です。  

詩想社新書『 25％の人が政治を私物化する国 -消費税ゼロ･最低賃金 1500 円

で日本が変わる -』も好評販売中です。  

「政治家から、官僚、財界人、学者などまで、社会の中枢

にいながら、その地位と権力を利用して、自己利益のみ

を追求する人々が増殖している。まさに平気で国を私物

化する人々が跋扈する、このような日本社会を現出させ

ているのは、選挙に対する国民の関心の低さである。  

国会で自公が７割の議席を確保しているが､そもそも

有権者の半分しか選挙に行っておらず、さらにその半分

しか自公には投票していない。実は誰よりも熱心に選挙
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に参加しているこの２５％の人々こそ、国の巨大な財政資金にかかわる利権を

持ち、政治の利権化構造の基盤を担う人たちだ。」（ amazon 内容紹介より）。ご

高覧お願い申し上げます。  

２０２０年版ＴＲＩレポートは３月初旬発刊の予定です。ご期待ください。 

 

１．【概観】株価支援材料出尽くしの影響 

チャート分析上、日米株価に下落警戒シグナルが灯っている。買われ過ぎ、

売られ過ぎを判定する際に有用なＲＳＩ変動を観測すると、内外株価に買われ

過ぎのシグナルが表示されていることが分かる。ＮＹダウは史上最高値を更新

し続けており、３万ドルの大台まで６２７ドルの地点にまで到達した。  

２０１９年株価変動の中核要因になったのが米中貿易戦争要因だった。昨年

１２月に米中第一段階合意が成立し、本年１月１５日に署名が行われた。米中

貿易戦争が拡大方向から収束の方向へ極めて重要な第一歩を印した。  

しかし、第二段階の合意がいつ、どのように成立するのかは見えていない。

高率関税は残されたままである。産業補助金、技術移転などについて、最終的

な米中合意が成立するには時間を要することが予想される。その間、米中間の

高率関税が残存することになる。先端技術分野の覇権争いは熾烈であり、米国

は中国企業ファーウェイ排除を徹底的に実行する構えを示している。  

この点を踏まえると、米中第一段階合意の署名が当面の材料出尽くしと受け  

ＮＹダウの推移（２０１７年１月～２０２０年１月）  
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日経平均株価の推移（２０１７年１月～２０２０年１月）  

 

止められる可能性がある。このタイミングでコロナウイルスによる感染症肺炎

の伝染拡大が報じられている。本レポートは２０１８年１月２９日号に「株価

高値波乱局面への移行」と題して「ＮＹダウの上昇スピードが速く、何らかの

調整が求められる局面が接近している」と記述した。この直後から株価調整が

始動した。この局面ではＦＲＢ議長交代に伴う不安心理拡大が重なった。  

 今回は株価下落可能性が高まる局面で、年初のイランと米国の衝突、コロナ

ウィルス拡大という事象が重なっている。日経平均株価については三尊天井を

形成する可能性を指摘してきた。２０１８年１０月高値２４４４８円を明確に

突破できれば、チャート的には基調の強さを確認できるが、この水準を超えず

に反落する場合は、逆に目先調整局面入りの可能性が高まる。  

 日銀の黒田総裁は消費税増税の影響が軽微であるとの見解を示したが、真実

を語っているのか疑わしい。黒田氏のベースは財務省であり、財務省の希望的

観測を流布している疑いが強い。消費税増税の影響は極めて重大であると考え

られる。この局面では米国株価動向が日本株価に与える影響も大きい。  

 第４節で米中通商交渉と上海総合指数推移について考察するが、米中交渉の

先行指標としての機能を発揮する上海総合指数が、３０００ポイントの大台を

割り込んだ。コロナウィルスの影響が大きいが、この点も重視しておきたい。 

トランプ大統領は大統領再選に全精力を注いでおり、まずは弾劾裁判を突破

する必要がある。しかし、そのためには共和党のサポートが不可欠で、大統領
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の政策運営に共和党軍産勢力の意向が強く反映されることになる。中東情勢の

緊迫化背景にこの事情があることを見落とせない。ウィルスリスクに加えて、

地政学リスクが顕在化しやすい状況が持続することになる。株価下落圧力への

警戒が必要な局面が到来している。  

 

２．【株価】ＦＲＢ・米中・消費税三大要因  

２０１８年から２０２０年にかけて、日本株価変動をもたらした三大要因は

①米国金融政策、②米中貿易戦争、③日本消費税増税であった。２０１９年は

年初と年末の株価水準を比較すると大幅株高だが、下記チャートが示すように、

２０１８年１０月高値を含めると、２０１８年１０－１２月期の株価急落を、

１年かけても取り戻せなかったというのが実態である。２０１８年１０月高値

の２４４４８円をまだ突破できていない。  

２０１８年１月末から３月末にかけて株価が急落した。パウエルＦＲＢ議長

誕生への不安心理が広がった。リスクはパウエル議長が議会証言で払拭した。 

２０１８年１０月に高値が記録されたが１０－１２月に、米利上げ加速観測、

米中貿易戦争拡大、日本消費税増税具体指示が重なった (「三役揃い踏み」 )。 

流れを変えたのは２０１９年１月４日のパウエル発言①だった。米金融政策

の方向転換が示唆された。株価上昇を反転させたのが５月５日トランプ大統領

ツイート (トランプショック① )だった。この株価下落を止めたのが、パウエル  

日経平均株価の推移 (２０１８年１月～２０２０年１月 )  
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ＮＹダウの推移 (２０１８年１月～２０２０年１月 ) 

 

上海総合指数の推移 (２０１８年１月～２０２０年１月 ) 

 

発言②だった。利下げ実施を示唆したのである。ところが８月１日にトランプ

ツイート（トランプショック②）が生じた。株価は再反落した。  

そして、最大の転換点になったのが９月５日の米中交渉再開日程公表だった。

その後、紆余曲折があったが１２月の第一段階合意成立、１月１５日の署名に

つながった。しかし、署名実現でこの材料は出尽くしになった感が強い。  

日本では２０１９年１０月に消費税率１０％が実施された。この影響で日本

株価には右肩下がりの上値抵抗線が生じていたが、日本株価は２０１９年９月

に、この上値抵抗線を突破した。米中貿易戦争の方向転換の影響力の大きさが
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理解される。しかし、２０１８年１０月高値を突破できない間に第一段階合意

要因が材料出尽くしになった。高値更新が遠のきつつあるように見える。  

上海総合指数は２０１８年１月末から１年間下落を続けた。米中貿易戦争が

拡大の一途を辿ったからだ。２０１９年１月のパウエル発言①を契機に急反発

した。米中交渉も好転の兆しが見えた。しかし、５月のトランプショック①に

よって反落。その後は緩やかなラウンドボトムを形成してきた。しかし、本年

１月再び３０００ポイントを割り込んだ。コロナウィルス要因と米中第二段階

交渉不透明感が背景になっている可能性がある。  

中国株価の底値形成が崩れてしまうのかどうか。慎重な見極めが必要になる。

上海総合指数が米中交渉の変化を先取りする変動を示しただけに、今後の上海

指数の推移に徹底的なマークが必要になる。  

 

３．【米国】大統領行動を牽制する米軍産複合体 

 昨年９月１０日トランプ大統領がボルトン補佐官を更迭した。その直後から

トランプ大統領のウクライナ疑惑が取り沙汰されるようになった。本誌では、

２０１９年９月３０日発行号で、ウクライナ疑惑核心をボルトン補佐官が捕捉

しているとの記述を示した。現在、トランプ大統領に対する弾劾裁判が米上院

で開かれているが、各メディアがボルトン元補佐官の証言が焦点になると伝え

始めている。本誌の見立てが正しかったことを示している。  

９月３０日号に「ボルトン補佐官は、米国のネオコン、軍産複合体の意向を

あからさまに主張する最強硬派の高官」であることを明記した。米朝・米中の

交渉が難航している背景に米軍産複合体の介入がある。米軍産複合体にとって

国際紛争は生命線なのだ。国際紛争の大義名分が消滅することは軍産複合体の

崩壊につながる最悪の事態である。  

米朝部分合意、米中交渉進展はこの視点から妨害されてきている。トランプ

大統領は米朝交渉を進展させる意向を有していると見られるが、軍産複合体が

交渉進展を妨げる画策を展開している。イランの司令官暗殺事案もボルトン氏

による揺さぶりが背景に存在する可能性がある。ボルトン補佐官は弾劾裁判に

招致されれば証言するとの意向を示している。トランプ大統領は、これを阻止

しなければならない。そのためには議会共和党の協力が必要になる。ボルトン

元補佐官はウクライナ疑惑核心を握ることにより強い影響力を行使している。 
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トランプ大統領支持率と不支持率  

 

民主党大統領選候補者の支持率推移  

 

２０２０年大統領選の民主党候補指名争いがいよいよヤマ場を迎える。２月

３日アイオワ州、１１日ニューハンプシャー州、その後、２州の予備選を経て

３月３日にスーパーチューズデーを迎える。この１ヵ月が勝敗のカギを握る。 
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米非農業部門雇用者増加数と失業率 (２０１８年１２月～２０１９年１２月 ) 

 

ウクライナ疑惑はバイデン氏の子息に関する不正調査を依頼したとの疑惑

で、バイデン氏が民主党候補に指名されることはトランプ氏に有利に作用する

と考えられる。ウォーレン氏、ブーティジャッジ氏が指名候補に浮上する場合

にはブームが生まれる可能性がある。  

現状ではトランプ氏再選可能性が高いと見られるが、今後の株価動向と中東

情勢の変化によって状況は変化し得る。米国経済は緩やかな成長持続の軌道に

あり、経済状況の急変は見込まれていない。  

２０１９年金融政策は「引き締め持続」が一転して「ＦＯＭＣ３連続利下げ」

となった。その背景は米中貿易戦争の激化だった。結果的には米中貿易戦争が

米国経済のクールダウンをもたらしたわけで、トランプ大統領がこれを意図的

に実現したのであれば、その手法は卓越したものと評価できる。ただし、偶然

の産物かどうかを判定する根拠は存在しない。  

問題は米朝交渉にしろ米中交渉にしろ、軍産複合体から横やりが入る可能性

を排除できないことだ。トランプ大統領はボルトンを排除したが、ボルトンも

ただでは引き下がらない。トランプ大統領は軍産勢力に負債を負うことになり、

その意向を無視できなくなり、この要因が不確実性を高める原因になる。  

 

４．【中国】米中第二段階合意の見通し 

 米中貿易戦争は第１弾から第４弾まで拡大されてきた。昨年９月までは拡大

の一途をたどったが、９月５日の交渉再開日程公表から潮流が転換した。  
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米中貿易戦争の経緯  

 

米中第一段階合意のイメージ（出典：朝日デジタル）  

 

 第３弾の関税率２５％の３０％への引き上げが１０月合意で見送られた。  

 １２月の第一段階合意で第４弾の１２月１５日発動分が見送られ、９月１日

発動分の関税率が１５％から７．５％に引き下げられることになった。  

 しかし、これ以外の関税は残存する。極めて保護主義的色彩の強い高率関税

が残存する。ただし、米国は今回合意成立により中国を為替操作国リストから

除外した。米国が中国に求めている産業補助金全廃は第二段階協議に持ち越さ

れた。同時に中国が米国に求めている関税撤廃も持ち越しになる。  

 トランプ大統領は早期に第二段階の交渉を始めるとしているが具体化して

はいない。大統領選に向けて、制裁関税維持をアピールすることも考えられ、 
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人民元円レートの推移 (２０１５年１月～２０２０年１月 ) 

 

中国製造業ＰＭＩの推移 (２０１４年１２月～２０１９年１２月 ) 

 

上海総合指数の推移 (２０１５年１月～２０２０年１月 ) 
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上海総合指数の推移 (２０１９年１月～２０２０年１月 ) 

 

早期の決着は見込まれていない。  

直近１年間の上海総合指数推移を見ると、米中通商交渉の重要局面で、上海

総合指数が交渉結果を先取りするかのような変動を示していることが分かる。

２０１９年５月のトランプショック①前に上海指数が下落している。８月１日

のトランプショック②前に上海指数が下落している。ショックが発生した後は

材料出尽くしの反応を示している。９月５日交渉再開日程公表前に上海指数が

上昇している。１２月１２日の米中第一段階合意成立前に上海指数が上昇して

いる。上海指数に極めて高い市場先見能力があるのか、上海市場に高度の機密

情報が流れ込んでいるのか。いずれかの可能性が高いを考えられる。  

１月２３日に上海指数が８４ポイント安の２９７６ポイントまで下落した。

３０００ポイントの大台を割り込んだ。上海指数が２８５０ポイントを割ると、

ラウンドボトムの底値形成が崩れることになる。ウィルス要因なのか米中交渉

要因なのか、原因を特定することも重要になる。  

株式市場全体の流れを掴むうえで上海指数の動向が極めて重要な指標性を

発揮している点を常に念頭に置く必要がある。  

 

５．【日本】消費税増税の影響軽微は事実か 

 １月２１日に日銀の政策決定会合が開催され金利据え置きを決めた。その後、

黒田総裁が記者会見した。黒田氏は「消費税の影響は軽微であり、一時的だ」

と述べた。メディアはこれをそのまま伝えている。しかし黒田氏は２０１４年  
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景気動向指数の推移 (２００８年１月～２０１９年１０月 ) 

 

東証株価指標（２０２０年１月２３日現在）  

 

増税の際にも同様の発言をしている。しかし、このときも消費税増税の影響は

極めて甚大だった。黒田氏は消費税増税を熱烈推進する財務省に心の本籍地を

残したままなのである。消費税増税のためにはすべてを犠牲にしても構わない

との考えを有していると考えられる。  

現実には消費税増税の影響は極めて深刻だと考えられる。消費をすると消費

金額の１０％の現金を懲罰として没収される。消費税は「消費懲罰税」である。

個人が消費を徹底的に抑制しようとするのは極めて順当である。ポイント還元

などの対策が講じられているが、消費を促進する効果はない。税負担額を抑制

するために、利用できるものは何でも利用しようとしているだけである。消費  
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消費税・所得税住民税・法人三税増減収額の推移 (１９８９～２０１９年度 ) 

 

を徹底的に抑制しようとの考え方を変えるための施策は打たれていない。  

 １９８９年度から２０１９年度までの３１年間の消費税収累計額は３９７

兆円である。他方、この期間の所得税・住民税減収累計額は２７５兆円、法人

三税減収累計額は２９８兆円である。所得税・法人税の減収累計額は消費税収

累計額よりも１７６兆円も多い。  

 これでは財政再建にも社会保障制度拡充にもつながるわけがない。庶民は、

消費税でむしり取られ、社会保障給付減と社会保険料負担増で、三重に苦しめ

られている。  

足元では企業収益も減益の方向にあり、この面からも株価上昇圧力は乏しい。 

 

６．【金利】金利反転の一巡 

 １月２８－２９日にＦＯＭＣが開催される。金利変更は見込まれていない。 

ＦＲＢは昨年１２月ＦＯＭＣで２０２０年の金利見通しについて、利下げなし

を示している。２０２０年以降は金利を再び引き上げる方向感が示されている。 

 ただし、現状ではインフレ率が低位に抑制されているため近い将来の利上げ

は見込まれない。米中貿易戦争による景気抑制効果が効いていると判断できる。 
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金融政策決定会合の日程  

 

米国長期金利の推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

ドル表示金価格の推移（２０１０年１月～２０２０年１月）   

 

 昨年９月以降、米中貿易戦争の方向が転換したことを受けて、米長期金利が  

日銀政策決定会合 FOMC

2019年 9月18日－19日 9月17日－18日＊

10月30日－31日* 10月29日－10月30日

12月18日－19日 12月10日－11日＊

2020年 1月20日－21日* 1月28日－29日

3月18日－19日 3月17日ー18日＊

4月27日－28日* 4月28日ー29日

6月15日－16日 6月9日－10日＊

7月21日－22日* 7月28日－7月29日
9月16日－17日 9月15日－16日＊

10月28日－29日* 11月4日－5日
12月17日－18日 12月15日－16日＊
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日本長期金利の推移（２０１５年１月～２０２０年１月）  

 

東証ＲＥＩＴ指数の推移 (２０１５年１月～２０２０年１月 )  

 

上昇に転じた。これを受けてドル表示金価格は反落した。  

しかし、目先、内外市場で株価の一定水準の調整が生じる場合には金利上昇

が弱まる可能性が高い。すでに金価格が変化を織り込み始めた可能性がある。 

日本の長期金利も米国長期金利反転上昇の変化を受けて上昇に転じた。これ

を背景に東証ＲＥＩＴ指数が低下した。しかし、日本長期金利も内外株価調整

が発生すれば上昇力を弱め、反落することも考えられる。ＲＥＩＴ指数は持ち

直す可能性が生じる。上海総合指数変化を睨みながら、目先の株式市場調整が

生じるのかどうか、慎重に見極める必要がある。  

全体として内外金利の急激な上昇リスクは後退していると判断できる。  
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７．【為替】米金利とドル円レート 

 ドル円レート変動にもっとも強い影響を与えているのが米国長期金利変動

である。本誌では、為替レート変動の予測に際して米国長期金利トレンド変化

を最重視してきている。その結果として、為替トレンドを的確に予測してきて

いる。２０１８年１０月が重要な金融変動転換点になるとの予測を直ちに提示

した。さらに、昨年９月の米中交渉変化によって重要な金融変動転換点が形成

される可能性を９月時点で明記した。  

 下記チャートはドル円が米国長期金利と強い連動関係を有していることを

明確に示している。昨年９月以降、米長期金利上昇＝米ドル上昇の波動が形成  

米国長期金利の推移（２０１８年１月～２０２０年１月）  

 

ドル円の推移（２０１８年１月～２０２０年１月）  
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ユーロ円の推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

ユーロドルの推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

された。しかし、目先、株価調整等により経済への下方圧力が生じる場合は、

米長期金利が低下し、ドル円が円高方向にやや回帰する可能性がある。この点

に留意が求められる。  

ユーロはラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁就任に伴い、先行き経済への

楽観論が示されたことでユーロが小幅反発した。これも本誌予測通りの展開だ。

しかし、ＥＣＢがインフレ率上昇の遅れを強調し始めた。金融緩和強化が示唆

されたわけで、ユーロは再び軟調に転じる可能性がある。  

 

８．【新興国・資源価格】堅調推移ではあるが 
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ＦＴＳＥＴＭ１００の推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

ハンセン指数の推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

ＫＯＳＰＩの推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  
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ボベスパ指数の推移（２０１５年１月～２０２０年１月）  

 

ＷＴＩの推移（２０１０年１月～２０２０年１月）  

 

英国・香港・韓国の株価指数はすべて堅調推移を示している。メディアは、

英国・香港・韓国の経済崩壊を強く予測してきたが、すべて異なる現実が観察

されている。韓国株価は文政権発足後に急騰し、その後反落したが、再び堅調

な推移を示し始めている。日本の報道のトーンとはまったく異なる。  

ブラジル・ボベスパ指数、ロシア・ＲＴＳ指数も堅調推移を続けている。  

新興国経済は、全体として堅調推移を続けている。しかし、主要国において

株価調整が生じれば、新興国にも影響が広がることになる。予断を持たずに、

今後の動向を注視するべきだ。  

 

９．【投資戦略】押し目買いの継続 
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 相場のリズムとして目先の株価調整発生リスクに注意が必要。逆張り発想で。 

参考銘柄  投資判断は厳格な自己責任に基づかれますようお願いいたします。 

日経平均先物 (売り )             １月２３日  ２３，７９５円  

 

株価三尊天井を形成する可能性。米国株価の影響が大きい。米国株価調整なら

連動して日本株価も調整する可能性。予断を持たずに損切りルール徹底で対処。 

６１７８  日本郵政             １月２３日  １，０２１．０円  

日本郵政グループの持株会社。ゆうちょ銀行、かんぽ生命金融２社に利益依存。

膨大な一等地不動産保有。ハゲタカが狙いをつけた銘柄で安値仕込みの可能性。 
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６８１５  ユニデン              １月２３日  ２，１５０円  

 

無線機器やコードレス電話主力。米国、豪州中心に海外事業比率高い。不動産

事業拡充。３月決算。配当利回り５％超予想。期末配当取りに伴う動きを狙う。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――  

レポート保護のために、天地を逆にして封入させていただいております。  

次号の『金利・為替・株価特報』発行予定日は２月１７日 (月 )になります。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――  

『金利・為替・株価特報』２０２０年１月２７日号＝３４１号  

発行日   月２回発行（原則として毎月第３、第５月曜日に発行）   

料  金   ２０１９年１０月以降の新規年度分より  毎号３部＝年間５万円  

 毎号１部＝年間３万１５００円（いずれも送料・消費税込み）  

発行元   スリーネーションズリサーチ株式会社  

ＦＡＸ   ０２０―４６２３－８８９７   

メール   info@uekusa-tri.co.jp  

振込先   スリーネーションズリサーチ株式会社  代表取締役  植草一秀   

     三菱ＵＦＪ銀行  新丸の内支店  普通口座  ４３５６２５４  

本誌ご購読開始から１年経過後は１年単位の自動継続のお取り扱いをさせて

いただいております。ご購読継続を希望されない場合には、新規の年度に入り

ます前にＦＡＸかメールにてご連絡くださいますようお願い申し上げます。  

小社の許可の無い、複写、複製、転載、電子的な手法による入力等を禁じます。  

mailto:info@uekusa-tri.co.jp

