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景気変動を乗り切る（1/2）

ピカイチ生活経営塾 2020

株式債権 債権現金 現金

好況 好況

不況 不況

参考文献：『あなたも「長期投資家」になろう！』 （2001.01.12 澤上篤人）

株式 株式
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景気変動を乗り切る（2/2）

通常、運用というと、ハイリスク・ハイリターン志向の人は株式投資、安定志向
の人は債権投資や預貯金中心といった具合に二分化しがちだ。

しかし、株式だけ、あるいは債権一本鎗でも景気サイクル、金利サイクルに
沿った運用は不可能である。

たとえば好景気で株高になった時、安い時期に株を仕込んでいた人は、たっぷ
り利食って利益を手にすることができる。 しかし債権しか持っていないとなると、
この機会をみすみす逃すことになるばかりでなく、債券価格の暴落で手ひどい目
を味わうことになる。

一方、景気サイクルの下り坂で株価の低迷している時期は、多くの株式銘柄は
リスクに見合うリターンをもたらしてくれない。 この時期はリスクが少なくて、そこ
そこのリターンのある債権投資にうまみがある。

つまり最も合理的な運用は、景気（金利）サイクルに沿って株式、債券、現預金、
ＭＭＦなど、運用対象を順次シフトしていくところにある。 これをアセット・アロ
ケーション（資産配分）の変更という。

ピカイチ生活経営塾 2020

『あなたも「長期投資家」になろう！』 （2001.01.12 澤上篤人）より
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長期投資と「資本論」

ピカイチ生活経営塾 2020

資本論
（資本主義のしくみ）

長期投資
（運用のしくみ）

『資本の集積』
「拡大再生産」で
「資本を拡充」

「複利の効果」で
「お金を増殖」

『資本の集中』
「競争（弱肉強食）」で
「企業を買収」

「不況時」に
「株を買増す」
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バブル崩壊への対処法（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

ビックショート

ショートホール

ビックショート：VIXを利益確定してバーゲンになった商品を買う局面

ショートホール：下落を恐れずに粛々と株を買い増す局面

『世界第 3位のヘッジファンドマネージャーに日本の庶民でもできるお金の増やし方を訊いてみた。』 （2017.10.30 塚口直史）より
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バブル崩壊への対処法（2/3）

下落に備えるには、まずは下落には 2つのタイプがあるということをしっかりと
知っておく必要があります。 1つが「ビックショート」で、もう 1つが「ショートホー
ル」と呼ばれるものです。

ビッグショートは、バブル崩壊やリーマンショックなどの金融危機時に見られる
価格変動で、場合によっては、日経平均株価やダウ平均株価のような株価指標
が半値以下になることもあるかなり大きな下落幅です。

一方で、ショートホールとは景気サイクルで発生したり、市場が一時的に調整し
たりする局面など、ビックショートに比べて大きな下落幅ではないものの、株価指
標が 1割などそれなりに下落するものを指します。

この 2つを回避することはできませんが、対応策を取ることは可能です。

まず、ビックショートに対しては、市場が下落したら反対に上がる商品を投資対
象に組み込むことです。 相場が下がったときに価格が上がるので、ビックショー
トが発生した場合には、その投資対象は大きなプラスを生み出し、全体としての
マイナス幅は軽減されることになります。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『世界第 3位のヘッジファンドマネージャーに日本の庶民でもできる
お金の増やし方を訊いてみた。』 （2017.10.30 塚口直史）より
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バブル崩壊への対処法（3/3）

そして、その投資対象の利益を確定し、ビックショートで下がって割安になった
商品を買うのです。 その後に市場が落ち着いて値を戻していく段階では、その
割安で買った商品がどんどん値上がりしていくことが期待できますので、何も対
策を取らなかった投資家よりも早く資産を回復していくことができます。

そして、私がお奨めする方法は「VIX（恐怖指数）」を投資対象としてポートフォ
リオに組み込むことになります。 VIXは、市場の変動が大きくなればなるほど価
値が上がる傾向にあり、市場が大きく下落する局面では、VIXは大きく値上がり
する特徴を持っています。

どんなに分散投資しても、市場が下落する局面ではどうしても損失が発生して
しまいます。 投資信託の多くは、債券や株、不動産といった商品に対して分散
投資をしていますが、これらは基本的に市場が下がれば、すべて下がる商品特
性があります。

それは、海外の株や債券に投資していても同じで、今は世界中の市場がリンク
していますから、日本の株式市場が下がったらアメリカの株式市場も下がるとい
うことが多々あります。

ピカイチ生活経営塾 2020

『世界第 3位のヘッジファンドマネージャーに日本の庶民でもできる
お金の増やし方を訊いてみた。』 （2017.10.30 塚口直史）より
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ＶＩＸ（恐怖指数）とは？（1/3）

VIXに投資をするにあたっては、次の ETFが有名です。

『国際のETF VIX短期先物指数 （東証銘柄コード：1552）』

この ETF、実は注意点があります。 過去の価格推移をご覧になるとおわかり

いただけますが、基本的に右肩下がりで価格が下落していく特徴を持ち、長期保
有に向かない商品設計となっています。

よって、四季に応じて VIXを買ったとしても、基本的に価格は下がり続けるとい
うことを理解しておかなければいけません。

そして市場がクラッシュした際に大きな価格上昇が期待できるわけですが、そ
のときにちゃんと利益を取って売却する、ということをしなければなりません。

売却のタイミングとしては、アメリカで歴史上類をみないほどの下落、たとえば
リーマンショック級の暴落があったタイミングで売ることが求められます。

ピカイチ生活経営塾 2020

『世界第 3位のヘッジファンドマネージャーに日本の庶民でもできる
お金の増やし方を訊いてみた。』 （2017.10.30 塚口直史）より
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ＶＩＸ（恐怖指数）とは？（2/3）

ピカイチ生活経営塾 2020
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ＶＩＸ（恐怖指数）とは？（3/3）

ピカイチ生活経営塾 2020
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投資ストリーの分散（1/2）

億万長者は、運用利益云々といった目先の数字には興味を示しません。

むしろ、「一体なぜこのような投資を行うのか」という、運用の背景にあるストー
リーを多く入手しようとします。

実際に海外投資、特に新興国投資を行う過程では、利益を出すこともあれば
損失を出すこともあり、常に期待と恐怖が隣りあわせの状態です。 そうして血と
汗と涙でできあがった国際情報には、生々しいほどの鮮度と本質が詰まってい
ます。

億万長者は、そうしたストーリーにこそ興味を示します。 そしてそれを自分自
身で応用してビジネスに活かそうとする資質を、ほぼ 100％の確率でお持ちです。

億万長者になる秘訣は、単に資産を分散投資することではありません。

「将来こうなるのでは」と、ストーリーを組み立てて予測し、そこに向けて行動す
る。 つまり、ストーリーに、自分の時間とお金を投資することにあります。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『情報を「お金」に換えるシミュレーション思考』 （2016.08.02 塚口直史）より
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投資ストリーの分散（2/2）

一つしかストーリーを持たないことほど危険なことはありません。

そのストーリーが間違っていた場合、未来は真っ暗になってしまうからです。
自ら死を選ぶ人に共通する理由に、オンリーワンのストーリーだけを信じて生き
てきたことがあるのではないかと思っています。

大事なのは、間違ったなと思ったらすぐに別のストーリーに切り替えることがで
きるかどうかということです。

投資の世界で言う「損切り」という行為です。 間違えてもすぐに立ち直ることが
できれば、大きなダメージにはなりません。

神様ではないので、常に正しい答えが出せるわけはありません。 正しさを求
めるよりも常に立ち直るタフさの方が大切だと思います。

ピカイチ生活経営塾 2020

『情報を「お金」に換えるシミュレーション思考』 （2016.08.02 塚口直史）より
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【物語１】戦争時に持っておきたい資産（1/2）

戦争になったとき、国家が平時から戦時体制に社会のありようを強制的に変容
させていくことは歴史的な事実です。 そして、今後も変わりない姿でしょう。

そうした状況下で信じられる資産や手段は、金、どの陣営にも属さないスイスフ
ラン、生命の維持に必要な食料の確保、増発されかねない紙幣を持たないとい
う 4つでしょう。

戦争に勝つためであれば、使える信用を極限まで使っていくのが国家の真の
姿です。

戦争を含めて想定外のことが起きる世の中になってきている以上、自国通貨
以外に資産を分散させておくことが大切です。

金塊は、その永遠の輝きに代表されるように劣化することのない金属であり、
貨幣が必要とする要素である「価値の保存」を最も満たすものです。

また、貴金属という性格上、国家破綻リスクなどから自由であり、その存在に限
りがあるために政府と中央銀行の癒着によって、発行量が無限となることもある
紙幣と比べて比較優位があります。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『一流の投資家は「世界史」で儲ける』 （2018.08.01 塚口直史）より
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【物語１】戦争時に持っておきたい資産（2/2）

世界大戦などの大きな戦争が起こったとしても中立の維持を普段から宣言して
いる国はスイスの他に、オーストリアやラオス、トルクメニスタンなどがあります。

しかし、永世中立国の通貨でかつ国際的に通用する単独通貨はスイスフラン
以外にはありません。

私たちも戦時下になってはじめて食料確保にあくせくするよりは日頃から、家庭
菜園の保有や、せめて、近所の野菜屋さんや肉屋さんなどと仲良くしておくこと
が必要なのではないでしょうか。

お金や財産が生命の維持に必要なモノに対して比較劣位に陥る事態が戦時
下ではあるといえます。

戦時下のなりふり構わない国家は、軍需物資の調達に必要な資金を得るため
に通貨発行益を狙って極度に通貨価値を希薄化させるという近視眼的で安易な
方法を採用しがちです。

歴史を振り返ると、戦争を経て国家の信用が希薄化するときには、紙幣の価
値は暴落、物価は暴騰という結果になっています。

ピカイチ生活経営塾 2020

『一流の投資家は「世界史」で儲ける』 （2018.08.01 塚口直史）より
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【物語２】最後のバブルがやって来る（1/2）

コロナショックがあっても、経済は一時的に不況になるだけのことだ。

それは瞬間風速は史上最強だが、トータルの影響はそれほど大きくない。 す
ぐに回復に向かうだろう。

もちろん、その回復がどの程度かという点に関しては、議論が分かれる。 しか
し、逆に言えば、その程度だ。 回復するスピード、戻ったときの経済の水準の高
さという相対的な程度の話として議論する水準の危機、不況なのだ。 普通の不
況にすぎない。

そして、これから再びバブルが起きる。 次は、コロナショックへの経済対策と
称する大規模な財政出動によるバブルだ。

そして、この短期バブルが最後となり、短期バブルを繰り返した中期のバブル
循環が終焉を迎える。

この中期循環は、オイルショック後始まったもので、冷戦終了によりバブル拡大
局面を迎え、それがかなりの期間にわたって継続し、大規模に膨らんだ中期バ
ブルの循環となった。

それが、コロナショックによる世界財政出動バブルで終わるのである。

終わるというのはどういうことか。 （次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より
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【物語２】最後のバブルがやって来る（2/2）

これまで、短期バブル循環が終わるたびに、次のバブルをつくることによって、
本質的なバブル崩壊の事後処理を先送りしてきた。

リーマンショックで世界金融バブルが終わったが、その本質的な処理はせずに、
大規模金融緩和でごまかし、先送りしてきた。 その結果、国債バブル、ソブリン
バブルが起き、低金利低成長の中、株式も不動産も長期にわたって上昇を続け
た。

それ以上にバブルになったのが、ジャンク債市場であり、規模が大幅に拡大し
た。 スタートアップおよびユニコーンと呼ばれる上場前の新興企業市場は、価
格付けが異常な水準になった。 ベンチャーキャピタル市場バブルとなった。

これらのバブルがコロナショックで崩壊した。 10年間の短期バブル循環が終
わった。

そして、これからアフターコロナバブルが始まるのである。

今後、救済という名の下に大規模で混乱した、議論や理屈抜きの、節操のない
世界大規模財政出動が行われる。 いやすでに行われている。 この結果、財政
破綻が起きる。

その結果、バブル崩壊を救うためのバブルをつくる手段がついに尽き果て、
1990年の冷戦終了からの中期バブル循環が終焉を迎えるのである。

ピカイチ生活経営塾 2020

『アフターバブル』 （2020.09.17 小幡績）より


