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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★      

         巻頭言     元時事通信記者 篠田憲明 

「ＩＰＥＦ」は対中包囲網構築が目的―バイデン米大統領の苦肉の策 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 米国のバイデン大統領は 20 日、日本、韓国への公式訪問をスタートさせた。

ウクライナが戦争、フィンランド・スウェーデンのＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）

加盟申請、北朝鮮の弾道ミサイル発射、緊迫する台湾情勢など、多岐にわたり複

雑な国際情勢にあって、米国大統領自らの極東訪問に関心が寄せられている。バ

イデン氏は中間選挙を今秋に控え、「分断国家」米国に横たわる様々な内政問題

が未解決のままである。バイデン大統領の訪日を機に２４日には「ＱＵＡＤ（日

米豪印安全保障戦略対話）」の首脳会議が東京で行われるのが今回の極東訪問の

主目的とされるが、実はバイデン氏自身が提唱した「ＩＰＥＦ構想」を「ＱＵＡ

Ｄ（日米豪印安全保障戦略対話）」の首脳会議でも提案するという。ＱＵＡＤは

自由、民主主義を標榜する法治国家とされる日本、米国、豪州にインドを加えた

インド太平洋地域の安全保障の枠組みというべきもので、2004 年のインドネシ

ア・スマトラ大地震と津波の国際的支援をこの 4 か国が主導したことをきっか

けに始まったが、ＱＵＡＤ、ＩＰＥＦとも、これに地域の超大国・中国を除外し

ているのが共通項。中国は新疆ウイグル自治区内でのウイグル族弾圧を強めて

おり、米国はこれを非人道的行為として非難。同時に豪州と中国の外交的摩擦や

インド・中国の国境紛争などのある国々が一緒になって、南シナ海などの領有権

を主張「覇権主義的」行動を強める中国に対抗していこうというわけだ。要する

に米国が今世紀最大のライバル国・中国に対する包囲網構築こそが最大の目的

であろう。 

ロシアのウクライナ侵攻に対して中国は必ずしも批判的態度を取っていない。

バイデン氏は、日本、韓国との同盟を強化して「今世紀最大の競争相手」とされ

る対中の後ろ盾にしようとの方針が見て取れる。この地域には貿易関税撤廃或

いは引き下げを目指す「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）」がある。ところが、

トランプ大統領（当時）が 2017年に永久離脱を表明して以来、日本、豪州など

が主導して参加各国の批准が進め、現在のメンバー１１か国でスタートする運

びだ。これに英国、中国、台湾などが参加を表明しているが、インドの参加は困
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難が予想される。また、米国は今年 11月に中間選挙を控えており、労働組合な

どをお主な支持層としている民主党は「ＴＰＰ復帰」なんてご法度。このＩＰＥ

Ｆは「議会の承認不要の緩い枠組みだから中間選挙には響かない」と大統領側近

は読んでいるようだ。しかもバイデン大統領が狙う「対中国包囲網」にはインド

の加盟が不可欠とあって、この際、バイデン氏は“苦肉の策”とも言うべき「Ｉ

ＰＥＦ（インド・太平洋経済枠組み）構想」を編み出したというわけだ。            

（憲明） 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

    勝池レポート  アジア資産運用アドバイザー 勝池和夫 

         「インド株投信は種である」 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★                                

 以下はドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェ（1844～1900 年）の言葉

です。 

「樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答

えるだろう。しかし実際には種なのだ。」 

 

 この言葉を今日の日本の投資家へのアドバイスとして捉えると、資産形成に

とって最も大切なものは、毎月分配型投信の分配金ではなく、将来投資元本が大

きく増加する可能性を有する成長株投信である、になるかも知れません。日本の

投資家の金融資産の中には、果実に期待した分配型投信が、まるで果物の老舗千

疋屋の店頭のように並んでいます。それでは資産という樹木の生育は限られま

す。重要なのは、将来大きな樹木に成長する可能性を秘めた種を厳選し、それを

植え、芽が出たらすぐに摘んでしまうことなく大切に育てることだと思います。

節税効果が大きいニーサやイデコはそのための苗床の様なものです。私は、その

種の一つとしてインド株投信に期待しています。そして、その種が将来、ベンガ

ル菩提樹のような世界最大で最強の樹木に育つまでじっくりと見守っていこう

と思っています。 

 日本では 4 月から高校の家庭科で金融教育の授業が始まっています。家庭科

での資産形成の話には多少戸惑いがあるでしょうが、上記のように中学校で習

った草木から樹木の育成に譬えて説明すると分かりやすいかも知れませんね。 
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

     ムッシュ望月の今月の映画＋相場展望 

      映画は世につれ、世は映画につれ、世相を反映する相場 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

１，今月の映画鑑賞： 

 

4 月は 8 本の作品に出合いました。通算では 44 本で、予定よりも鑑賞作品が少

ないとなりました。まん延防止法の解除もあり、少しですが仕事が忙しくなりま

した。「ファンタスティックビースト」、「とんび」、「ふたつの部屋、ふたりの暮

らし」、「ボケますから宜しくお願い致します（記録映画）」等印象に残る映画が

ありました。今回は、フランス映画「ふたつ部屋、ふたりの暮らし」をご紹介し

ます。同作品は、フィリッポ・メネゲッティ監督による 2019 年のドラマ映画 

で、第 93 回アカデミー賞国際長編映画賞にフランス代表作として出品され、」」

最終選考 15 作品に残りましたが、ノミネートはされませんでした。ドイツとフ

ランスを代表する 70 代の大女優の圧倒な演技にまず魅了されます。二人は、二

人で好きなイタリアで生活することを夢見ながら生活しています。回りの家族 

からは猛反対され可能性が高いので、二人は秘かに実現に向けて動きます。何度

も壁にぶつかり、突破し、二人で生き抜いて行きます。諦めない姿に圧倒され、 

いつしか応援する側となります。1980 年生まれの監督が、新しい成熟の時代を 

上手く描いた良作です。遺言書の大切さ、パートナーに認められるものは、考え

させられる作品です。 

 

２，相場展望：6月前半までは強気対応で 

日経平均、NY ダウ、ナスダックの株価の動きから今後の相場を考えていきます。市場

の悪材料は、米の金利の引き上げ、ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源高、小麦等の

食材の値上がりがあり、国内では「悪い円安」発言等に市場は揺られています、それぞ

れの株式市場は悪材料を織り込む形で調整色を強めています。特に日経平均は構成

する銘柄のソフトバンクＧに影響されることが分かります。2002年 3月期は 4兆 9000 

億円の黒字、2023年 3月期は１兆７０００億円の赤字と大幅に利益がブレています。昨

年１１月の中間決算以降、中国株の下落やナスダック市場の変調から下降トレンドに

入り、５月１２日の決算発表を契機に株価は反転に転じました。この動きと同様に、日

経平均は昨年 9 月 18 日の高値 30795 円でピークを付け、2022 年 3 月 12 日の安値

24681 円まで 6114 円下落、下落率で約 20％、ベアマーケットの手前で止まりました。

米ナスダックは、昨年 11 月 16 日の高値 16216Ｐ、今年 5 月 13 日安値 11108Ｐまで

5108Ｐ、下落率 32.5％となり、ベアマーケット入りとなりました。下落率で見る限りはリー
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マンショック並みと言えます。NY ダウは 1 月 7 日の高値 36952 ドルから 5 月 13 日安

値 31228 ドルまで 5724 ドル、下落率 15.5％とベアマーケット入りとはなっていません。

下落率が高いのはナスダック中心の GAFAM（グロース銘柄）銘柄で、金利上昇に弱

い銘柄群ということになります。日経平均はナスダック市場に連動性が高い特徴があり

ますが、東京市場は全体には円安の影響で増益に転じた会社が増えています。EV関

連銘柄は、資源高、リチウム価格の上昇の影響により、売上上昇にかかわらず利益が

伸び悩んでいる企業が見受けられます。ここで取り上げた田中化学は、売上は大幅上

昇、しかし利益は赤字と不思議な現象も見られます。一時的に 1000円の攻防を経験 

しましたが、典型的な悪材料出尽くしで上昇に転じています。6 月の重要スケジュール

は、3日の米雇用統計、10日のメジャーSQ、14～15日の FOMCです。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

       2022 年 6 月のイベントのお知らせ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

投資勉強会： 

０５月２６日（木）：１５：００～東京３E投資クラブ、リモート 

０６月０１日（水）：１６：００～花咲投資クラブ、イカス事務所 

０６月０７日（火）：１６：００～イカス投資塾、イカス事務所 

０６月０９日（木）：１３：３０～日比谷会投資クラブ、イカス事務所 

０６月１８日（土）：１３：００～アマルフィ－投資クラブ、リモート 

０６月１８日（土）：１５：００～スペリオル投資クラブ、イカス事務所 

０６月２３日（木）：１５：００～東京３E投資クラブ、リモート 

イベント： 

０６月１５日（水）：１８：００～第 30回夏の交流会、外国特派員協会 

   基調講演：雨宮京子氏（コロナやウクライナ後の相場はどうなる） 

   プチコンサート：清野友香莉氏（オペラ歌手、二期会会員） 

新しい行事スタート！！ 

０６月１４日（火）：１４：００～川柳を楽しむ会（毎月開催）、イカス事務所 

サロン・ド・知久： 

特別企画：5 月 28 日、6月 25日、7月 23日、第 4週の土曜日： 

14：00～16：00 6回シリーズ 

  講師：勝池和夫氏、「異次元の成長が期待されるインド経済」 

第 5回：22年 6月 24日（金）：18：00～21：00 倶楽部エル 

     カラオケ大会、料金は 6500 円（消費税込み、飲み放題） 
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サロンド・ド・知久 

特番：07 月 13日（水）10：00～13：00 

   講師：三宅あみ氏、横浜街歩き、昼食は北欧料理「スカンディヤ」 

新しい行事スタート！！サロン・ド・知久： 

第 16回：22年 6月 22日（水）14：00～16：00 

    講師：野口雅代氏（マジシャン）、人を繋げるマジック 

第 17回：22年 07月 20日（水）14：00～16：00 

    講師：築野友衣子氏、フランス語バージョンオリジナル紙芝居 

第 18回：22年 0８月 17日（水）14：00～16：00 

    講師：北野岳氏、カンボジアの現状 

☆You Tube「ムッシュ望月のこれが注目株だ」2021年 8月より 

毎月 2回配信、大好評！！  https://youtu.be/sal2oyMxie4 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

事務局からご案内 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

☆イカス投資塾の参加費は 1 回 3000円で、昼間講座（毎月第 2火曜日午後 4時

から 2時間）と夜間講座（毎月第 3火曜日午後 6時 30分から 2時間）があり

ます。是非ご参加ください！！個別特別相談は 1回 1時間 1万円。 

☆サロン・ド・知久：参加費 1回 2000円、勝池塾：参加費 1回 2000円、但し 

 年間費会員は 1000円 

☆投資クラブ入会希望の方は、info@toushi-club.com宛にご連絡ください。 

☆当メルマガの配信登録（無料）希望、アドレス変更、配信解除連絡はホームペ

ージからお願い致します。  www.toushi-club.com/fmerumaga.htm 

☆具体的な銘柄をご希望の場合は週刊有料メルマガをお申込みください。 

 週刊有料メルマガ：年間費用 24,000円、毎月日曜日配信です。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

イカス通信発行人：特定非営利活動法人イカス www.toushi-club.com 

 ＊当メールマガジンについてのご意見は以下のメールにお願いします 

 メール：staff@toushi-club.com     ☎：03-3432-5859 FAX:03-3432-5869 

                              発行責任者：木下宇一郎 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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