
国民全員に関係のある株式市場の話 

伊勢です、 

アート展に参加くださる 
アーティストの方を募集しております。 

詳細は運営委員の宮城さんの 
手紙を読んで頂きご応募ください。 

宮城さんからの手紙 
→https://rise-land.com/oise/content/0603art.pdf 

問い合わせは、こちらのメールに 
返信頂くので大丈夫です。 

・・・・・・・ 

さて、 

経済の話もそろそろしようと 
思います。 

経済といえば、株式市場の話です。 

日経平均とか、 
ニュースの最後に 
必ず出てきますよね。 

あの話です。 

知っている人は知っていると思うのですが 
一番株を買っているのが、誰だか分かりますか？ 

実は、 

・ 
・ 
・ 

https://rise-land.com/oise/content/0603art.pdf


『日本銀行』 

なんです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユニクロの株は20％日銀が持っている 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

知っている人は、知っていますが 
ユニクロの大株主は日銀です。 

知らない人は、 

「ユニクロは国と結託して 
悪いことをしているのか？」 

と、思うかもれませんが 
そういう話ではありません。 

今、国は、株価を支えるために 
莫大な金額を投資しています。 

株価が下がらないように 
買い支えているのです。 

で、 

流石に個別の会社の株を 
買うのは倫理的にまずいですので、 

証券会社からたくさんの会社の株が 
セットになっている上場投資信託（ETF） 
を買っています。 

マクドナルドでいうと 
ビックマックセットのように 

バーガーもポテトもコーラも 
入っているセット商品を買っている 

ということです。 



そのセットの中に 
ユニクロが入っているので 
気づいたら20％になっていた 
ということです。 

2010年から日銀は買い続けて 
いるのでこうなりました。 

TDKももうすぐ20％にいきます。 

ちなみにですが、 

日本銀行は1年間に日本の株を 
いくら買っていると思いますか？ 

・ 
・ 
・ 

去年までは、 
年間に「６兆円」ぐらいでした。 

そして、 

今年は、、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2020年は「12兆円」の購入予定 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

と、なっています。 

一気に倍増です。 

ちなみに、 

1日で最大いくら買っていると 
思いますか？ 

・ 
・ 



1200億円です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
株価が下がらない理由 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これが影響しているのは 
言うまでも無いことです。 

今、株式市場というのは 
こういう状況です。 

知っている人は当たり前なんですが 
日本の株は、かなり日銀が買っている 
ということは理解しておくと良いと思います。 

ちなみに、アメリカの中央銀行 
FRBも、5月の12日からコロナ対策で 
買い始めましたが、 

どのETF（上場投信を買ったか）が 
オープンになっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
FRB購入した社債ETFを開示 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-05-30/QB4UO5DWRGG901 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

やはり、 

iシェアーズやヴァンガード 
SPDR（スパイダー）など 
ですね。 

アメリカのすごいところは 
こういうポートフォリオが 
見られることです。 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-05-30/QB4UO5DWRGG901


例えば、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ビル・ゲイツの財団は、 
https://snowballstocks.com/20042219/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この銘柄を購入しているのが 
公表されています。 

第1位：バークシャー ・ハサウェイ(BRK.A) 
2位：ウェイスト・マネジメント(WM) 
3位：カナディアン・ナショナル・レールウェイ(CNI) 
4位：キャタピラー(CAT) 
5位：ウォルマート(WMT) 
6位：エコラボ(ECL) 
7位：クラウンキャッスル(CCI) 
8位：ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) 
9位：フェデックス(FDX) 
10位：コカ・コーラ・フェムサ 

です。 

おもしろいのは、 
ITが全然ないことですね（笑） 

フェデックス、UPSは物流、 
キャタピラーは建設重機 
ウオールマートはスーパー 

です。 

一位はバークシャー・ハサウェイです。 

バークシャーは、誰の会社か 
分かりますか？ 

世界一の投資家の会社です。 

また、ビル・ゲイツの大の親友であも 
あります。 

https://snowballstocks.com/20042219/


そう、 

ウォーレンバフェットです。 

バフェットさんのポートフォリとは 
こちらです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
バークシャー・ハサウェイ 
https://investusastock.tokyo/brk-portfolio-sell-bank-stocks-02162020/ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第1位：アップル　29.79％ 
2位：バンク・オブ・アメリカ　13.46％ 
3位：コカ・コーラ9.15％ 
4位：アメリカンエクスプレス　7.80％ 
5位：ウエルスファーゴ　7.18％ 

残りはリンクからご覧ください 

アップルの比率がすごいですね。 

これは少し古いデータで 
航空会社やボーイングは 
既に全て売却しています。 

銀行系もウェルズ・ファーゴは 
大幅減です。 

ゴールドマンも以前より減っています。 

航空会社と銀行は 
だんだん厳しい時代 
という判断ですね。 

ちなみにです、、 

バフェットさんは、 

https://investusastock.tokyo/brk-portfolio-sell-bank-stocks-02162020/


個人資産の9割以上を、 
ビル・ゲイツと奥さんのメリンダさんの 
財団に寄付しています。 

この二人は、公私ともに 
かなり仲がいいのがうかがえます。 

・・・・・・・ 

今日は、もう少し 
ニュースの解説をします。 

今、アメリカで暴動が 
すごいですね。 

レシズム（人種主義）運動が 
世界中で盛り上がっています。 

インスタグラムや 
ウエブサイトで 
ブラックスクリーンを掲げる運動も 
広がっています。 

真っ黒な画像をアップする 
運動です。 

一部の暴徒が、お店を壊して 
商品を盗みまくっています。 

白人も一緒になって盗んでいます。 

デモはヨーロッパを含めて 
全世界で起きています。 

アメリカに住んでいる方は 
結構衝撃的な感じですよね。 

これも、コロナで自由が奪われて 
失業率が3000万人突破したことの 
フラストレーションが爆発しているのだと 
思います。 



一方でこの全世界デモは少し 
仕掛けられている感じです。 

更に、 

選挙の事前結果でも 
トランプ大統領が大苦戦。 

この時期で、対立候補に 
負けていたのは、 

カーターさんのときと 
ブッシュ父のときだけで、 

ふたりとも歴史上まれなことに 
2期やることができませんでした。 

しかし、メディアはいつでも 
反トランプなので 
この辺りの情報も気にしなくて 
良いと思います。 

トランプ大統領と 
ブッシュ父のときとの違いは 
トランプ大統領はFRBと 
仲が良いので経済に強いですし 
最終的には勝つと思います。 

仮に負けて民主党政権に 
なっても、中国つぶしは 
継続です。 

それにしても、 

不思議なのが、今回の暴動で 
株価が全く影響を受けていないことです。 

逆に、全然上がっています。 

普通に考えると、 
株価が落ちても良さそうですが 
今のところ全く影響を受けていません。 



ということは、、 

どうなんでしょうね？ 

・・・・・・・ 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Ｇ７サミットを９月以降に延期４カ国追加も 
https://www.cnn.co.jp/usa/35154587.html 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トランプ大統領が 
面白いことを言っています。 

「今のG７はもう時代に合わないから 
次回は４カ国追加で呼ぼう」 

と、言っています。 

そして、議題は、 

「中国の将来について」 

話し合おうと言っています。 

呼ばれる４カ国は 
どこだと思いますか？ 

・ 
・ 
・ 
・ 

正解は、 

ロシア 
オーストラリア 

https://www.cnn.co.jp/usa/35154587.html


インド 
韓国 

です。 

この4カ国はなぜ 
呼ばれたか分かりますでしょうか？ 

1.ロシア 
中国とアメリカどっち側につくのかを確認 

2.オーストラリア 
ファイブアイズのグループなので 
アメリカの味方として新秩序に入れたい 

WHOと中国の関係を厳しく追求して 
中国から関税をかけられています。 

アメリカ陣営でかなり頑張っているので 
新秩序（ニューオーダー）でメインプレイヤーに 
引き上げられると思います。 

3.インド 
中国とアメリカどっちにつくのか？ 

結構、最近まで中国寄りでした。 

この間トランプさんがインドに行ったので 
本格的にひっくり返そうとしていると思います。 

4.韓国 
中国側でいいのかの最終確認、 
最後通牒だと思います。 

もしかしたら、会議自体を呼ばれても 
欠席するかもしれません。 

アメリカの持つ最後の切り札は 
中国が大量に持っている 
アメリカ国債の差し押さえです。 



これをやられたら 
流石に中国政府も転覆すると 
思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本はどうなのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本は、というと 
やはりアメリカとは 
かなり仲が良いです。 

コロナ期間でもアメリカとの行き来が 
唯一できたぐらいの関係です。 

ただ、繰り返しですが 
本当に心配なのが 
自民党議員の8割は中国から 
利権をもらっているとのことです。 

だから、習近平国家主席を日本に呼んで 
天皇陛下と合わせようみたいな 
話になります。 

8割の議員さんが中国に 
買収されているような状態は 
そうとうまずいです。 

小池都知事もそうですが 
中国系の自民党議員はみんなマスクや 
防護服を中国に送りました。 

そして、日本国内に医療用の 
防護服もマスクもなくなりました。 

カジノの問題で、自民党の議員さんが 
去年、検察に挙げられたのを覚えて 
いますか？ 

検察庁というのは、アメリカの 
出先機関と言われているくらい 
つながりが強いです。 



あれは、中国系議員たちへの 
警告と捉えて良いと思います。 

日本は安倍晋三さんの次は 
どうなるのか？ 

ここは、中国側からの 
激しいプロパガンダが 
行われると思います。 

アメリカ側の議員のバッシングも 
どんどん起こると思います。 

プロパガンダに影響されすぎず 
大局で、日本の未来をみんなで 
考えましょう。 

・・・・・ 

以上、お伊勢さんニュース解説でした。 

最後まで、お読みくださり 
ありがとうございました。 

また、メールします。 

伊勢隆一郎


