
※メルマガ配信時についていた各所へのリンクは解除し、本文のみ掲載しております。ご了承ください（トウシル編集部）。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.50】新型コロナウィルス感染拡大で大荒れの展開へ（相場暴落時に読み直すメルマガ） 

2020.2.24 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 こんにちは、DUKE。です。 

 本日は国民の祝日ですが、海外の株式市場では大暴落となっています。 

 

韓国の総合株価指数は、本日-3.8％と大暴落しました。 

原因は、韓国での感染者数が一気に拡大したためと考えられています。 

 

こちらのコロナウイルス感染 世界マップ（日経）では、 

時系列で日ごと、国ごとの感染者数の推移を確認することができます。 

 

韓国では、１週間前の２月１７日に３０名でしたが、 

２月２４日時点で７６３名と、１週間で２５倍に急拡大しました。 

 

また、同様にイタリアでは、１週間前の２月１７日に３名でしたが、 

２月２４日時点で１５２名と、１週間で５０倍に急拡大しました。 

 

両国とも、今後のさらなる感染拡大が懸念されます。 

 

中国での感染数の増加は、比較的落ち着いているものの、 

世界の地域、特に、日韓、欧州での感染拡大が、市場関係者に懸念されているものと思われます。 

 

メルマガを書いている時点（２月２４日２０時）で、欧州各国の株価指数は、以下の通りです。 

 

イタリア-4.7％、フランス-3.8％、ドイツ-3.7％、イギリス-3.5％と 

イタリアが相対的に大きな下落を見せています。 

 

世界の株価はこちらで一覧できます。 

 

また、日経平均の CFD は、-4.4％となっており、 

明日の日経も 1,000 円規模の大暴落が想定されます。 

 

世界各地に飛び火した新型コロナウイルスが、 

今後の世界経済へ大きな悪影響を及ぼすことを織り込みに行っているとものと考えられます。 

 

世界で大型イベントが中止となり、人々が外出を控えるようになり消費が減退し、と、 

今後のもろもろの景気への悪影響が出てくるのは間違いないと思います。 

 

日本では、感染拡大の初期段階に来ています。 

 

今後の対策などの状況により、急拡大するのか、ゆっくりと拡大するのか、 

またはその中間か、のどれかのルートを進むことになりそうです。 

 



日経平均の CFD は、感染急拡大のシナリオを織り込みに行っているものと思います。 

明日は、多くの市場参加者にとって、頭の痛い展開となりそうです。 

 

しかしながら、このような時でも、いつでもやることは同じです。 

それらは、以下のメルマガに書いています。今回も同じですので、必ず、読み直してください。 

 

（相場暴落時に読み直すメルマガ） 

・メルマガ Vol.45 中国発新型コロナウィルス等による暴落を受けて（相場暴落時に読み直すメルマガ） 2020.1.28 

・メルマガ Vol.41 大荒れの相場で今一度確認すべきこと 2020.1.8 

・メルマガ Vol.8 最適ポジション（再び暴落日にて）2019.8.5 

・メルマガ Vol.9 要警戒モード（念の為さらなる波乱に備える）2019.8.7 

 

取り急ぎメルマガを書きましたが、 

このような相場でも、冷静に対処していただければと思います。 

 

忘れないでください。 

最も重要なことは、生き残ることです。 

 

DUKE。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.51】最適ポジションの変更 2020.2.25 AM7:40 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 おはようございます、DUKE。です。 

昨夜のメルマガに引き続き、緊急でのメルマガを書きます。 

 

米国株式市場は、NY ダウが 1,031 ドル安（-3.5％）、 

SP500 が-3.3％、ナスダック指数-3.7％となりました。 

 

アジア市場、欧州市場に続いての大暴落となりました。 

 

これは世界のマネーが、 

今後の景気後退の可能性をも織り込みにいっているものと判断します。 

 

過去何度も申し上げていますが、相場の先行きは誰にもわかりません。 

 

今の下落が５％で終わるのか、１０％か１５％か、 

または２０％以上の本格的な下落となるか、 

 

また、その下落がどれくらい長く続くかは誰にもわからないのです。 

 

我々ができることは、決して相場の先行きを決めつけることではなく、 

目の前のリスクに応じて、適切に行動することです。 

 

先行きを勝手に楽観して、行動を止めるようなことがあってはなりません。 

これは、相場暴落時に読み直すメルマガで、再三申し上げてきました。 



 

取り急ぎ、最適ポジションの変更をします。 

株式投資用の総資金を１００とすると・・・ 

初心者：最大２０→最大１０ 

初級者～中級者：２０～４５→１０～２５ 

 

杞憂で終わればそれはそれで良いのですが、 

もし、懸念しているような厄介なさらなる暴落が来た場合のことを憂慮しての行動です。 

 

自身がとっているリスク量を減らします。 

ジェシー・リバモアは、線路を歩いていて、 

向こうから機関車が猛スピードで走ってきたらどうするか？ 

と問いました。答えは当然のことながら、「一旦逃げる」です。 

 

今後、何も起こらなければ、それはそれでよし。 

また、元の路線に戻れば良いだけの話です。 

 

取り急ぎメルマガを書きましたが、 

このような相場でも、冷静に対処していただければと思います。 

 

忘れないでください。 

最も重要なことは、生き残ることです。 

 

DUKE。 

 

（相場暴落時に読み直すメルマガ） 

・メルマガ Vol.45 中国発新型コロナウィルス等による暴落を受けて（相場暴落時に読み直すメルマガ） 2020.1.28 

・メルマガ Vol.41 大荒れの相場で今一度確認すべきこと 2020.1.8 

・メルマガ Vol.8 最適ポジション（再び暴落日にて）2019.8.5 

・メルマガ Vol.9 要警戒モード（念の為さらなる波乱に備える）2019.8.7 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.52】悪夢の展開へ 2020.2.26 AM7:45 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 おはようございます、DUKE。です。 

 昨日早朝のメルマガに引き続き、今朝もメルマガを書くことになりました。 

私が懸念していた望ましくない展開となりました。残念です。 

 

米国株式市場は、NY ダウが 879 ドル安（-3.1％）とこの 2 日で 1,910 ドル（-6.6%）を失いました。 

SP500 が-3.0％、ナスダック指数-2.8％とこちらも同様です。 



欧州市場は、イタリア-1.4%、フランス-1.9％、ドイツ-1.9％、イギリス-1.9％と 

こちらも大幅続落となりました。 

 

日経平均 CFD や先物は、一時 21,900 円まで下落しています。 

本日も、さらなる下落が想定されます。 

 

昨日、わざわざ早朝にメルマガを配信してリスク量を半減させる判断をしたのは、 

この展開に備えてのものでした。 

 

本日以降は、信用取引をおこなっていた投資家や、過度なリスクをとっていた投資家が、 

ポジションを整理せざるを得ない展開になるものと想定します。 

 

ところどころで大きな投げ売りが発生するでしょう。 

 

昨日まで、大した調整ではないだろうと、 

たかをくくっていた市場参加者は、青ざめているものと思います。 

 

繰り返し申し上げていますが、相場の先行きは誰にもわかりません。 

 

NY ダウはすでに高値から 8.3％の下落となっていますが、 

 

これが 10％程度で終わるのか、15％か、 

または 20％以上の本格的な下落相場となるかは誰にもわかりません。 

 

また、その下落がどれくらい長く続くかは誰にもわからないのです。 

 

世の中には無責任に相場の先行きを語る市場関係者であふれていますが、 

自分を守れるのは自分しかいません。 

自分のポジションを管理できるのは、あなたしかいないのです。 

事前に決めた売買ルールに従って、昨日までにきちんと取引できていれば、 

相対的に小さなポジションになっているはずです。 

 

また、今日、お伝えしたいのは、 

この辺が底だろうと決めつけて売買してはならない、ということです。 

 

先行きを予想して売買してはならない、ということです。 

 

リーマンショックでは、底値買いを試して、 

ナンピンナンピンで死んでいった方々が多く出ました。 

 

それまでの底値の目安としてきた様々な指標を駆使してのことですが、 

あらゆる指標をぶち破って多くの退場者を出しました。 

 

たしかに、10 回のうち 9 回は、過去の指標は機能するでしょう。 

 

今回も日経平均 PBR1 倍だとか、リーマンショック時の 0.8 倍だとかという声がすでに聞こえてきます。 

しかし、その過去を見るやり方で多くの死人が出たことを忘れているようです。 

 



10 回に 1 回でも、50 回に 1 回でも、我々は死んではならないのです。 

 

市場がメルトダウンするときは、売られ過ぎと誰しもが思うところから、 

トドメの 1 発、場合によっては 2 発くるのです。 

変な色気を出して、底値拾いをするようなことは避けましょう。 

 

市場環境は、大きく変化（悪化）してしまいました。 

再度、ポジション量（リスク量）を増やす判断をするのは、まだ先になりそうです。 

取り急ぎメルマガを書きましたが、 

このような相場でも、冷静に対処していただければと思います。 

 

忘れないでください。 

最も重要なことは、生き残ることです。 

 

生きてさえいれば、いつかまたやってくる簡単な相場で儲けることができます。 

くれぐれも無理をしないように。 

 

DUKE。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.53】恐怖のステージへ 2020.2.28 AM7:40 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 おはようございます、DUKE。です。 

 残念です。今朝もメルマガを配信することになりました。 

私が懸念していた望ましくない展開が現実となっています。 

 

土曜日朝に配信しようとしていたメルマガを 

１日前倒しして配信します。 

 

昨日の米国株式市場は、 

NY ダウが 1,190 ドル安（-4.4％）、SP500 が-4.4％、ナスダック指数-4.6％と 

いまだ自律反発に失敗、暴落しました。 

 

日経平均 CFD は、21,200 円まで下落しています。 

本日、さらなる大幅下落となるのはほぼ確実です。 

 

ボラティリティが急激に高まり、 

日経 VI は、昨日時点で一時 32 ポイント近くまで急騰しました。 

 

今週は、新型コロナウイルスに振り回された相場展開となっていますが、 

引き続き来週以降も、ボラティリティの非常に高い展開が想定されます。 

 

大荒れの展開です。 

 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?cid=5&idx=nk225vi


誰しもが恐怖を感じる段階にようやくなってきました。 

 

本日も、信用取引をおこなっていた投資家や、過度なリスクをとっていた投資家が、 

ポジションを整理せざるを得ない展開になるでしょう。 

 

引き続き、ところどころで大きな投げ売りが発生するでしょう。 

リスクを軽視していた投資家は、これで退場となるでしょう。 

 

水曜日には、ようやく政府から大型イベントの自粛要請が出ました。 

木曜日には、全国の小中学校の春休みまでの休校要請も出ました。 

 

夏のオリンピックがありますから、当然と言えば当然ですね。 

 

初動が大事なのは言うまでもありませんが、 

手遅れになっていないことを祈るばかりです。 

 

遅かれ早かれ、どこかのタイミングで自律反発も当然あるでしょう。 

日米欧でも、追加の経済対策も想定されます。 

 

今週は非常に重要な週です。あなたが事前に決めた売買ルールに従って、 

行動できたかどうかをしっかりと振り返ってください。 

 

現在は、まさに大荒れの海の状態です。 

無理して泳ぐ必要はありません。 

 

おそらくみなさんのポジション量は小さくなっているかゼロだと思いますので、 

あわてず騒がず、これも経験値として積み重ねていきましょう。 

 

相場には逆らわず、しなるように対応していくしかありません。 

 

保有株を売却してポジションがない方は、ゆっくりと相場を眺める時です。 

 

あわてて買い出動する必要はありません。 

今まで気になっていた銘柄、買いたいなと思っていた銘柄の値動きを確認するようにしてください。 

 

日経平均よりも相対的に強い動きをしているかが、 

今後の重要なチェックポイントになります。 

 

繰り返しになりますが、ボトムフィッシング（底値拾い）は避けるようにしましょう。 

 

我々がやっている投資法は、最安値を買うことを目的としていません。 

最適なタイミングで、適切な価格で株を買い、効率的に儲けることこそが肝です。 

 

少なくとも、現在はそのタイミングではありません。 

 

このような相場の下落局面での行動が、その後のパフォーマンスを決めます。 

投資家にとって、今が最も重要な時期です。 

 

日経平均の長期の週足チャートを見てください。 

 



2015 年 8 月から 2016 年 2 月の下落、その後の反転上昇。 

2018 年 10 月から 12 月の下落、その後の反転上昇。相場は繰り返します。 

 

今のようなタイミングに何をやったかが、その後のパフォーマンスを決めるのです。 

 

今月は損切りが続いた方も多いのではないかと思います。 

損が出て、落ち込んでいる方も多いのではないでしょうか。 

 

しかし、今後、やるべき反省はきちんとやり、次の魚を捕まえる準備をしておきましょう。 

 

このような時こそ、しっかりと個別銘柄のウォッチ、調査をしておくのです。 

次の 2 倍株、3 倍株は、このような相場でも強い耐性を持っています。 

 

一歩一歩、自分にできそうなところから、少しずつ少しずつで構いません。 

 

何度も言いますが、実践が大事です。 

ほんの少しでも実践すれば、それだけ前に進みます。 

 

何もやらなければ、前には進みません。 

あせらずたゆまず、ご自分のペースでゆっくりとやりましょう。 

 

今週末は、相場下落時の対応に関する動画を配信予定です。 

おそらく、ここが成功する投資家とあきらめて脱落してしまう投資家の分かれ道だと思います。 

 

必ず視聴してください。 

 

必要に応じて、今週の一連のメルマガも読み直してください。 

 

最も重要なことは、生き残ることと繰り返し申し上げてきましたが、 

もはや塾生のみなさんが無事であることを祈るばかりです。 

 

DUKE。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.55】まだ危機は去っていない（Cash is King） 2020.3.3 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

こんにちは、DUKE。です。 

 

「2 月 25 日（暴落初日）早朝のメルマガのおかげで、 

ポジションを整理し、災難を逃れました、かすり傷程度で済みました」 

という感謝のお言葉を多く頂いています。 

 

それはそれでありがたいのですが、気になったのは、 

 

何かもう危機は去ったかのように勘違いしている方がいないか 

と懸念し、メルマガを書いています。 



 

「おかげさまで難を逃れ、キャッシュポジションがほとんどです、 

次はどうすればいいのでしょうか？」 

「暴落のバーゲンセールが終わってしまうのではないでしょうか？ 

（早く買わなくていいのでしょうか？）」 

このような質問がきています。 

 

まずは、このようなことを言えること自体が、 

多くの個人投資家の立場と異なるので素晴らしいことと思います。 

しかしながら、私の意図が伝わっていないところもあるようですので、 

今一度、お伝えしたいと思います。 

 

再度、申し上げますが、 

現在はたいへんボラティリティが高く、荒れた海の状態です。 

日経 VI は、今日時点で 37.5 となりました。 

平時の 2 倍ほどのボラティリティ（振れ幅）です。 

ボラティリティは我々の敵です。 

 

大荒れの海へ船を出せば、船は大きな波（ボラティリティ）を受けます。 

大きな波ですから、上へのうねりに乗って上昇することもあれば、 

そこから急降下して、舳先から海へ突っ込むこともあります。 

 

 

最悪なのは、三方から波が来て激しく衝突する三角波に出くわすことです。 

 

まさに三角にとがった険しく異常に高い大波の上へ乗り上げ、 

あとはそこから急降下、転覆し、沈没です。死です。 

 

ではどうしたらいいか？ 

 

答えは簡単です。陸に退避して、嵐が過ぎ去るのを待つことです。 

嵐の中で何が起きているかを安全なところから観察するのです。 

 

この大嵐の中、船を出し、 

漁（底値買いや短期トレーディング）をするメリットが本当にあるのでしょうか？ 

 

最悪、死の危険を冒してまで漁をする意味は何でしょうか？ 

それは、心の底にあるギャンブルをしたいという気持ちなのではないでしょうか？ 

 

今は、（機会を失して）儲けそこなうことを心配する時ではありません。 

お金を失うことを心配すべき時です。あなたの資本を守るべき時なのです。 



新型のコロナウイルスは、未曾有の大暴落をもたらしました。 

誰しもが売られ過ぎと思うところまで売られました。 

 

しかし、新型コロナ感染マップ（日経）を見るとどうでしょう？ 

現在も確実に世界に広がっています。すでに全 5 大陸に広がりました。 

 

中東、欧州で広がっているのは周知の事実ですが、 

問題はアメリカです。 

 

FRB は、次回の FOMC で利下げをする構えです。 

 

しかし、利下げでは、人体への物理的な感染は防げません。 

今回ばかりは、FRB をもってしても、米国民を救う手立てを持っていないのです。 

 

投資は常に最悪の状況を想定しておく必要があります。 

 

どうでしょう？感染マップのアメリカの赤い丸は、現時点では小さな丸です。 

 

感染者は 62 名（おそらくこれは古いデータで直近で約 100 名）しかいません。 

この赤い丸が、韓国並みの 4,000 人規模に急拡大した時、何が起きるでしょうか？ 

 

カリフォルニア州は 2 月 27 日、33 人の陽性反応を確認したと発表しました。 

 

同時に、州内で 8,400 人以上を経過観察の対象としています。 

アメリカ国内では初めての感染経路が不明なケースです。 

 

初の「市中感染」の可能性があります。 

 

今日の TBS ニュースによると、 

アメリカ国内の死者は、40 代から 80 代の男女あわせて 6 人となりました。 

 

ワシントン州、フロリダ州など 10 の州で 

 

感染もしくは感染の疑いがある患者が確認され、 

更なる感染拡大の恐れが出ています。 

 

また、ニューヨークでも初の感染者が確認されました。 

 

今日のヤフーニュースによると、 

多くの店でマスク、アルコール消毒液、衛生商品、抗菌用のお手拭きなどが売り切れ状態となったようです。 

 

ニューヨークポストは、 

「Panicked New York shoppers stock up at Costco amid coronavirus fears」 

（新型コロナウイルスの恐怖でパニックに陥ったニューヨーカーがコストコで買いだめ) 

とする記事を出しています。 

 

こちらの記事（画像付）を見ると、パニック状態の人々が、 

 

今後の自宅での隔離生活に備えてコストコに詰めかけ、 



水や米などを備蓄のために買いだめしたとあります。 

 

日本と同様の様子となっています。 

 

世界保健機関（WHO）は 2 日、 

新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）の世界的流行は「未知の領域」に突入したと発表しました。 

 

同時に、このウイルスは「独特」の特徴があるが、 

正しい措置を取れば封じ込められるとも話しています。 

 

ブルームバーグによると、 

トランプ大統領は製薬会社へ、ワクチンの開発を急ぐよう指示を出しました。 

 

製薬会社側は抗ウイルス薬が数カ月以内、 

ワクチンは来年までに準備が整うとの見通しを示したようです。 

 

今後も、良いニュース、悪いニュース、両方が飛び交うことになると思います。 

その内容により、市場は上に下に振れることになるでしょう。 

 

ボラティリティの高い状態というのは、そういうことです。 

 

翌日、大きくギャップアップして始まる可能性もあれば、 

逆に大きくギャップダウンして始まる可能性もあるということです。 

 

個別銘柄では、もっと激しい動きになります。 

 

今日のように、寄付きでギャップアップして高く始まったかと思ったら、 

あっという間にマイナスへ転じる株が続出しました。 

 

すけべ心を出して、儲けようと拙速に買い出動した投機家が、 

ものの数時間で大きな損失を被るパタ―ンです。 

 

労多くして、メンタルをすり減らして損するパターンと言えます。 

 

現状は、通常の相場環境ではありません。 

不確実性があまりにも高く、リスクがあまりにも高すぎます。 

 

週末をまたいで、もし、アメリカで感染が急拡大したら、 

ブラックマンデーの再来となるでしょう。 

 

アメリカでのパニックは日本を超えるものと思います。 

様々な経済活動が停止することも十二分に考えられます。 

 

逆に、即効性のある効果的な薬や、劇的な治療法が判明、 

といったグッドニュースが出たら、ハッピーマンデーになるでしょう。 

 

まさに、サイコロを振って、どっちがでるかわからない状態と言えます。 

どっちの目が出るかは、誰にもわからないのです。 



 

我々はそのようなギャンブルをする必要はありません。 

陸にあがり、安全な場所から、嵐の様子を観察すればよいのです。 

 

私は、今回の新型コロナウィルスは、 

最終的には人類の力で解決できると信じています。 

 

しかしながら、その前に、 

さらなるバッドニュースが出ることは往々にしてあるものです。 

 

経験則からいくと、 

今後、再度の底を試しに行くことになります。 

 

昨日、自律反発しましたが、今日は異様に弱い動きに映りました。 

今後の景気後退のリスクをも織り込みにいっているとも考えられます。 

 

しばらくは、Cash is King の状態です。 

 

拙速な行動は控えましょう。 

現状は非常にリスクが高い、いや、高過ぎます。 

 

あなたの資産を増やすことではなく、 

減らさないことを第一として考えて欲しいと思います。 

 

あなたが気になっていた銘柄の調査、あなたのウォッチ銘柄の値動きの観察、 

当塾の動画セミナーの復習、あなたの取引の振り返り、読書などに時間を使ってください。 

 

周りの投資家、トレーダーが神経をすり減らしてトレードしている時に、 

あなたは一歩引いたところで、将来へ向けて、確実に知識と経験を積み上げていってください。 

 

DUKE。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.56】歴史から考えるリスク管理（1987 年：ブラックマンデー）：週間集計データ 

2020.3.7 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

こんにちは、DUKE。です。 

今週もお疲れ様でした。 

 

先週のメルマガに書いた通り、 

引き続きボラティリティの高い展開となりました。 

 

日経 VI は 36.4point となり、まだまだ大荒れの状態です。 

米国の VIX も、現地 5 日終了時点で 36.5 と高止まり状態です。 

 



NY ダウの時系列データを見るとわかりますが、 

2 月 24 日以降 3 月 5 日まで、前日比約 3％またはそれ以上動いた日が、7 日もあります。 

 

9 営業日中 7 日です。まさに異常事態です。 

NY ダウが 1,000 ドルも上に下に動くことが珍しくなくなってきました。 

投機筋の動きも活発になっていることも挙げられますが、 

 

新型コロナウィルスによる米国経済および世界経済への影響を 

市場が計りかねているようにも見えます。 

 

米連邦準備理事会（FRB）は 3 日、 

臨時の米連邦公開市場委員会（FOMC）を開き、政策金利を 0.5%引き下げました。 

 

しかし、今までのところ、株価の下落には歯止めがかかっていません。 

 

前回も申し上げた通り、利下げでは物理的な人体への感染を防げない、 

と市場関係者が考えているからだと思われます。 

 

また、その緊急性が、深刻度がより高いことをメッセージとして送ったことにもなります。 

 

そして、資金はより安全な米国債へ流れているようです。 

メルマガを書いている現時点（日本時間 3 月 6 日 23 時半）で、10 年米国債の利回りは 0.7％と急落しています。 

 

米カリフォルニア州は、4 日、非常事態宣言を出しました。 

新型コロナウイルスによる初の死者が確認されました。 

 

同時に、2,500 人乗船（半数がカリフォルニア州の住民）のクルーズ船「グランド・プリンセス」号で、 

集団感染が起き、船はサンフランシスコ沖に停泊を余儀なくされているようです。（日経） 

 

米国ジョンズ・ホプキンズ大学のシステム科学工学センター（Johns. Hopkins CSSE）の 

世界感染マップ（Active case）では、より詳細に米国内での広がりが把握できます。 

 

すでに米国の累計感染者数は 233 名（うち死亡者 12 名、治癒者 8 名）となっています。 

 

繰り返しになりますが、 

今後は、この米国での感染の広がりがカギを握ると考えています。 

 

中国以外の世界では、確実に影響が広がっています。 

 

この新型コロナウィルスについては、さまざまな見解があり、 

また、データの見方もさまざまです。 

 

大きな問題にはならないと言う人もいれば、大きな危機になると言う人もいます。 

 

いずれにしろ、現時点で新型コロナウィルスの世界への感染がどの程度となるのか、 

そして、世界経済への影響度がどれくらいなのかを正確に測れる人はいないと思います。 

 

それが、市場関係者が一番嫌う「不確実性」というものです。 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56408990V00C20A3EAF000/


 

その不確実性が、高いボラティリティをもたらしていると考えられます。 

そして、いまだ、その状況が続いているのです。 

 

中国については、上海総合指数が急落から戻して落ち着いた推移であることから、 

現時点では大きな脅威とならないと市場は判断しているようです。 

 

しかしながら、武漢で一旦落ち着いたものが、生産活動を開始した途端に、 

今度は GDP のより大きい広東省などで大きく感染が拡大したら、状況は一変します。 

 

日本では、この２週間が今後の成否を分ける重要な期間になります。 

全国の小中学校、高校は、政府からの春休みまでの臨時休校要請を受けて、休校を決めています。 

 

ユネスコ（国連教育科学文化機関）のまとめによると、日本を含めた世界 15 か国で休校措置がとられており、 

約 2.9 億人の子供たちが学校に行けない状況になっています。 

 

政府は、中韓からの入国制限強化に動きました。 

 

「中韓両国からの入国者に対する検疫を強化し、指定する場所で 2 週間の待機を要請する」と発表、 

 

また、「中国、韓国からの入国者総数を抑制」と 

「航空便の到着を成田国際空港と関西国際空港に限定する」よう求めました。 

 

「船舶についても、両国からの旅客運送の停止」を提起、「ビザの効力停止」も盛り込んでいます。（日経） 

 

インバウンド関係事業者には、さらなる打撃となるのは想像に難くないでしょう。 

札幌では、夜のすすきのが干上がっているようです。（日経） 

 

上記のさまざまな事象を受けて、今週の日経平均株価は 20,749 円と今年の最安値で終えました。 

今後の日本の景気後退の影響をも織り込み始めたようにも思えます。 

 

みなさんには、ボトムフィッシング（底値買い）は控えるように、ずっと申し上げてきましたが、 

今週の値動きを見れば理由は明白かと思います。 

 

さて、今日は歴史を振り返りたいと思います。 

 

株式市場では、いかに恐ろしいことが起こり得るかを理解して頂きたいと思います。 

みなさん、おそらく名前は聞いたことがあると思いますが、「ブラックマンデー」です。 

 

ブラックマンデーは、株式市場が極端に売られ過ぎている局面から、 

メルトダウン（市場崩壊）した事例です。 

 

1987 年 10 月 5 日から 16 日の 9 営業日（約 2 週間）で、 

NY ダウは 15％の大幅下落をしていました。 

 

ちょうど今と同じ状況です。 

 



NY ダウは、2 月 21 日を起点として、直近の安値までおおよそ 15％安まで売られ、 

下値模索の状態となっています。 

 

そして、ブラックマンデーでは、週明けの 10 月 19 日月曜日、 

たったの 1 日で 22.6％という歴史的な大暴落となりました。 

 

理由はさまざまに言われていますが、 

主に、米国の双子の赤字の拡大、ルーブル合意の信頼性の破綻、西ドイツの利上げ、 

金融工学を使った自動売買プログラムによる下落の加速などです。 

 

覚えておいて頂きたいのは、 

 

「誰しもが売られ過ぎだと考えている局面で、 

さらにそこから株価指数が 1 日で 20％超も暴落するというメルトダウンが起きた歴史がある」ということです。 

（以下、日足チャート参照） 

 

 

（チャートは Trading View） ※クリックすると大きな画像で見られます。 

 

ブラックマンデー：1987 年 10 月 5 日から 16 日の 9 営業日で、NY ダウは 15％の大幅下落をした。 

週明けの 10 月 19 日月曜日、たったの 1 日で 22.6％という歴史的な大暴落となった。 

 

パニックがパニックを呼び、売りが売りを呼ぶ展開です。歴史は繰り返します。 

現代においても、自動売買プログラムによる影響が指摘されていますが、当時となんら変わりません。 

 

人間の恐怖心は、ファンダメンタルズを超えて、判断に影響を及ぼすことがあります。 

 

一部の機関投資家は、ボラティリティが高まると、 

株式のエクスポージャー比率を下げる戦略をとっていることは周知の事実です。 

 

さて、今回は大丈夫でしょうか？ 
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それは誰にもわかりません。 

 

ただ、我々にできることは、適切なリスク管理をすることだけです。 

謙虚に歴史から学び、絶対に死なないことを最優先とし、適切なポジションをとることです。 

 

今回のケースでは、暴落直前の 2 月 25 日早朝 8 時に、 

緊急メルマガで最適ポジション（リスク量）の変更をおこないました。 

 

株式投資に使う資金を 100 とした場合、 

初心者の方は、現物株を最大でも 10、キャッシュポジション 90 となります。 

 

最悪の想定（ブラックマンデー規模の大暴落が起きた場合）では、 

ここから現物株が 50％下落しても 10 が 5 になるだけです。 

 

もし、これまでの下落を受けてなお保有をしているなら、 

8 が 4 になる（本来は 10％の損切りがマストですが）ということもあるでしょう。 

 

連続のストップ安で逃げ場がなくなるという想定です。 

 

その場合でも、投資資金は 94 残ります。最悪でも 6％の毀損で済むのです。 

 

このような想定をあらかじめしておくことが、メンタル的にも重要です。 

 

それは、すでに最大損失を自分で把握し、心で受け入れているからです。 

心の準備ができているから、相場が本当に急落しても、冷静な判断ができるのです。 

 

市場関係者の中には、このような 33 年前の出来事が、 

今回は起こらないだろうと考える人は多いと思います。 

 

しかし、私から見ると、このようなリスクを軽視している市場関係者は、 

リスク管理の甘い楽天家か、自分の金では相場を張っていない評論家のどちらかです。 

 

本当にそうなった時に、死ぬほど悔やむことになるか、 

または、他人の金が減るだけだから関係ない、と開き直るかのどちらかでしょう。 

 

本当にそうなった時に、想定外だった、と言うでしょう。 

株価指数がこれだけ下がったのだから、ファンドの成績が大幅にマイナスになっても仕方ない、と開き直るでしょう。 

 

しかし、我々個人投資家は、命の次に大切な金をリスクにさらしているのです。 

株価指数が大幅マイナスだからといって、自分のお金が減ることは許容できないのです。 

想定外は許されないのです。 

 

あなたの大切なお金は、あなたが守るしかないのです。 

 



今回のような暴落局面は何度も繰り返します。 

通常のケースでは、多少の傷跡は残しながらも、嵐は過ぎ去るでしょう。 

 

私は、ここからメルトダウンが起こる確率はかなり低いと思っています。 

 

しかし、もし、ブラックマンデーのようなメルトダウンが起きたら、 

致命傷を負う市場参加者が続出し、退場者、死亡者であふれるでしょう。 

 

ここまでの話は大げさに聞こえたと思いますが、これがリスクを管理するということです。 

 

株式市場は人類の英知が集まる場所ですので、 

どこかの段階で、より正確にウィルスの影響を織り込みに行くものと思います。 

 

それは日米の株価指数を見ていれば、今後わかるでしょう。 

 

前回のメルマガでも書いた通りですが、 

当然ながら、グッドニュースが出れば、株価は急回復に向かうでしょう。 

 

その可能性は十分にあります。 

しかし、逆にバッドニュースが出ることも、十分にあるでしょう。 

 

どちらのサイコロの目が出るのかは、誰にもわからないのです。 

 

儲け損なうことを心配するよりも、 

あなたの大事な資金を守る局面であることを理解していただければと思います。 

 

陸にあがったまま、嵐が過ぎ去るのを安全な場所から眺めることにしましょう。 

焦る必要はありません。 

 

それでは、今週も週間集計データをお送りします。 

（省略） 

 

それでは良い週末を！気分転換も重要ですよ！ 

 

DUKE。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【新高値ブレイク投資塾：メルマガ Vol.58】続く波瀾相場と IT セクター 2020.3.10 AM7:10 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

こんにちは、DUKE。です。 

昨日は日経平均が 19,698 円と 2 万円をあっさりと下割れ、 

1,050 円（5.1%）安と暴落しました。 



 

メルマガで書いた通りのボラティリティの高い展開で始まりました。 

 

日経平均 VI は、一時 48.8 まで上昇しました。異常に高い数値です。 

日経 VI は、例えば 20 である場合、1 カ月先の日経平均が 7 割弱の確率で 

上下 6％程度（年率では 20%）の騰落率に収まると想定していることを意味します。 

 

NY ダウの終値は、23,851 ドルとなり、 

2,013 ドル(7.8%)安と激しい値動きでした。 

 

米国市場の VIX 指数は、一時 62 となり、 

日本よりも激しいものとなっています。 

 

寄付き直後にサーキットブレーカーが発動し、一時売買停止となりました。 

 

サーキットブレーカー制度は、 

2010 年に米国株が瞬間的に 1,000 ドル近く下げた『フラッシュクラッシュ』を 

防げなかったことをきっかけに改正され、現在は以下のようなルールになっています。 

• Level 1 - 9:30～15:25 の間に S&P 500 が前日終値より 7%下落したら 15 分間取引を停止する。 

• Level 2 - 9:30～15:25 の間に S&P 500 が同 13%下落したら 15 分間取引を停止する。 

• Level 3 - 時間帯に関係なく S&P 500 が同 20%下落したらその日は取引を停止する。 

この Level１が発動しました。 

 

急落のきっかけとなったのは、どうやら原油安のようです。 

 

米原油先物は一時、1 バレル 27 ドル台と前週末から 30%急落しました。 

1 日 14 ドルの下落は 2008 年 9 月の金融危機以来の下げ幅となりました。 

 

ロシアとの追加減産協議が不調に終わったサウジアラビアが 

シェア重視の増産姿勢に転じ、供給過剰が懸念された模様です。（日経） 

 

原油安は、資源国の信用不安や、 

シェールオイル企業群の破綻懸念を招いた可能性が高そうです。 

 

資源国系ファンドが株式の売りに転換するという懸念もあったようです。 

いずれにしろ今週はまだまだ大荒れの展開が続くでしょう。 

上に下に振れるところですが、今のところ、下へ一方的に振れる展開となっています。 

 

世界のマネーはより安全な資産へ動いています。 

米 10 年国債利回りは、一時 0.36％と急落しました。 

また、米 30 年国債利回りは、一時 0.83％と急落し、より安全な国債の買いが殺到しました。 

為替もドル円が、一時 101 円台に入るなど、激しい動きになりました。 

 

～中略～ 

 

信用取引をおこなっている投機家が、 



追証回避のため、投げ売りさせられている状況です。 

 

投げが投げを呼ぶ展開が見受けられました。 

 

このようなボラティリティの高いときに、 

信用取引をすることは、自殺行為であることは、よく覚えておきましょう。 

 

個人投資家パフォーマンスランキング下位の方が、 

その後どうなったか、他山の石として見ておくのもよいと思います。 

 

自分の失敗から学ぶのではなく、他者の失敗から学べるのであれば、 

それに越したことはありません。 

 

夜間の日経先物は、18,890 円で終わっています。 

今日も大幅安でのスタートが予想されます。 

 

引き続き、余計な底値買いをしないように心がけましょう。 

 

ド天井で持ち株を売ることができないのと同じように、 

ド大底で株を買うなんてことはできません。 

 

新型コロナウィルスが発端となりましたが、 

 

その後、原油安が起こり、世界的な景気後退の気配が濃厚となり、 

信用不安も感じられるようになってきました。 

 

市場は負の連鎖を引き起こしており、 

本当に底がどこにあるのか見通せない極めて危険な状況です。 

 

まずは、ボラティリティが落ち着くのを待ちましょう。 

 

さて、一昨日の日曜日に、 

情報通信セクターのすべてのチャートをチェックしてみました。 

参考までに、その時点で、まぁまぁチャートが悪くないものを以下に挙げておきます。 

（すいませんが、昨日で状況が大きく変わってしまった銘柄も含まれていると思います。） 

 

あくまでテクニカルの観点から見たものだけであり、 

ファンダメンタルズや株価指標は一切見ておりません。 

 

また時価総額の大きいものも含まれています。 

当然ながら、推奨銘柄ではありません。 

 

IT セクターは、新型コロナウイルス問題が終息後も、 

引き続き、働き方改革、在宅ワークなど、さまざまな需要が見込まれます。 

 

10 倍株の出やすい業界であり、今後の注目セクターでもあると思われるため、 

今のうちから銘柄調査をしておくと良いと思います。 



 

このような相場ですが、落ち着いて、安全な所から相場を観察していただければと思います。 

歴史は繰り返します。今回の急落パターンをしっかりと覚えておきましょう。 

 

NEC ネッツエスアイ 

コムチュア 

ビーグリー 

J ストリーム 

インフォコム 

システムサポート 

アルテリア 

AMAZIA 

スマレジ 

サーバーワークス 

オービック 

ジャストシステム 

オプティム 

テクマトリックス 

IIJ 

eBASE 

東計電算 

大塚商会 

サイボウズ 

チェンジ 

テラスカイ 

ISID 

アルゴグラフィックス 

ビジネス太田昭和 

カプコン 

SCSK 



NSD 

学研 

AI インサイド 

JTOWER 

フリー 

メドレー 

HENNGE 

ギフティ 

 

良い１日を！ 

 

DUKE。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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こんにちは、DUKE。です。 

 

さきほど、米国のトランプ大統領が、 

「英国を除く欧州全域から米国への渡航を停止する」と表明しました。 

 

明日 13 日から 30 日間の実施です。（NHK ニュース） 

 

これを受けて、日本の株式市場が大きく下落しています。 

また、米国株式市場の時間外取引も同様の状況となっています。 

 

日経平均株価は、前場終了時点で 18,412 円（1,003 円安、-5.2％）となっています。 

 

私が、ずっと懸念してきた 

ブラックマンデーの再来のような形になってしまいました。 

 

誰もが売られ過ぎと思う局面からのメルトダウンです。 

 

リスク管理を甘く見ていた市場参加者は、 

これでまた退場することになると思います。 

 

みなさんも、BOX 割れでの売却ルール、 

損切りルールが命綱であることを本当の意味で実感していることと思います。 

 



着実に経験値を積んでいます。 

これは今後に生きる経験です。今の気持ちを忘れないようにしましょう。 

 

当塾では、２月２５日早朝に、緊急メルマガで最適ポジションの変更（リスク量の半減）をおこない、その後も、くれぐれも底値

買いをしないように、繰り返し申し上げてきました。 

 

現在も引き続き、大荒れの海となっています。 

ボラティリティが極めて高く、船を出せば、無事ではすみません。 

 

陸にあがったまま、嵐が過ぎ去るのを 

安全な場所から眺めることにしましょう。 

 

ボラティリティは我々の敵です。 

 

くれぐれも拙速な買い出動をして、 

無用な損を出さないようにして下さい。 

 

市場は負の連鎖を引き起こしており、 

本当に底がどこにあるのか見通せない極めて危険な状況です。 

 

儲け損なうことを心配するよりも、 

あなたの大事な資金を守る局面であることは、再三申し上げている通りです。 

 

焦る必要は全くありません。 

 

まずは、ボラティリティが落ち着くのを待ちましょう。 

落ち着いて、引き続き安全な所から相場を観察していただければと思います。 

 

DUKE。 

 


