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〈巻 頭 言〉 

 

「会長就任にあたって」 

 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

 会長 大場 昭義 

 

 私は資産運用業に 30年以上に亘って携わってまいりましたが、いま、かつてないほど資産運用

に対する社会的な期待が高まっていると感じています。 

 アベノミクスに掲げられた持続的成長に関する議論は、伊藤レポートや両コード等の策定を経

て、具体的な成果も見られるようになりましたが、直近ではスチュワードシップ・コードのフォ

ローアップ会議の意見書に見られる通り、如何に「形式」を「実質」に深化させるか、という論

点に移っています。 

 資産運用業が果たすべき役割は言うまでもなくこれら議論の中核です。企業が中長期的に企業

価値を向上させ、それを投資家に還元するという「好循環」の実現に向けた役割を積極的に果た

していくことが、我が国における資産運用業の飛躍につながると考えます。 

 

 そのためにも、所管の大臣が、業界全体の信頼確保の重要性について繰り返し言及されている

ように、信頼されるための地道な取り組みが欠かせません。 

 先月末に「顧客本位の業務運営に関する原則」が示され、インベストメント・チェーンに携わ

る金融事業者や、当協会を含む業界諸団体が、信頼向上のための取り組みを進めているところで

あります。このような取り組みを着実に進め、業界に対する信頼を回復、向上させることが業界

発展の基盤として必要です。 

 

 

協会が取り組むべき優先課題は以下の通りです。 

 第一に、業界全体に対する信頼の確保です。自主規制ルールの運営等を通じたコンプライアン

ス徹底はもちろんですが、顧客本位の業務運営に係る取り組みの更なる向上と発信を会員各社に

促すことで、業界に対する信頼の向上につなげ、もって国民の資産形成に貢献していきたいと考

えています。 
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 第二に、人材の育成です。昨年度の日証協資産運用等ワーキングの報告書では、高度金融人材

の育成がテーマとして挙げられました。残念ながら、我が国の資産運用業は歴史が浅いこともあっ

て、資産運用に精通した人材の厚みが乏しいと言われています。加えて最近では、インフラスト

ラクチャー、再生エネルギー施設等運用対象の拡大や顧客ニーズに即した運用手法の多様化は目

覚ましく、これらに対応できる人材を育成することは資産運用会社にとって急務であります。ま

た、改定版のスチュワードシップ・コードでは、機関投資家の経営陣に対しスチュワードシップ

責任を実効的に果たすための適切な能力、経験が求められているところです。人材育成に関連す

る議論に積極的に関与し、具体的な成果に繋げられるよう後押ししていきたいと考えています。 

 

 第三に、我が国における株式市場のリターン向上への貢献です。企業が持続的に価値を向上さ

せることで、持続的なリターンが生まれ、投資家がその恩恵を受けるという、「好循環」の中で資

産運用業の発展があるものと考えます。 

 持続的成長の実現を目的としたスチュワードシップ活動の実効性向上のため、当協会において

はいち早くアンケートを実施し、ベストプラクティスの共有を行ってきました。このような取り

組みを継続するとともに、パッシブ運用におけるエンゲージメントの在り方や、アクティブ運用

の存在意義等に関してアセットオーナーをはじめとする関係者との議論を深めていきたいと考え

ています。 

 

 

協会はこうした課題に主体的に取り組む会員の皆様をサポートして参ります。よろしくお願い申

しあげます。 
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●第 33 回定時総会の開催 

 

 平成 29年６月 19日、東京証券会館８階ホールにて第 33回定時総会を開催しました。 

 総会では、平成 28 年度事業報告および公益目的支出計画実施報告がなされた後、平成 28 年度財務

諸表等および平成 29 年度役員選任について審議が行われ、いずれも原案どおり可決・承認されまし

た。 

 また、同日開催された理事会において、協会長に大場昭義が、副会長には石川昌秀、渡邊国夫、 

松井昭憲が、副会長専務理事には長尾和彦が選定されました。 

 なお、総会議案の詳細につきましては当協会ウェブサイト、協会ディスクロージャー資料をご覧く

ださい。 

 ※URL:http://www.jiaa.or.jp/profile/disclosure.html 

 

●各種研修の実施状況 

○佐々木証券取引等監視委員会事務局長の講演会について 

 

 平成 29 年６月 19 日に開催された第 33 回定時

総会終了後、証券取引等監視委員会の佐々木清隆

事務局長を講師に迎え、「証券取引等監視委員会

の現状と今後の方向性」というテーマでご講演を

いただきました。講演では、証券監視委中期活動

方針と証券市場での不公正取引の傾向等について

解説いただきました。 

 

 

協 会の動 き
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●事業日誌 （平成 29 年４月１日～平成 29年６月 30日） 
 
29.４.26 第 363 回理事会 

 （１）役員の退任について 

 （２）理事会の出席者について 

 （３）平成 29 年度会長候補者選考委員会委員長報告 

 （４）平成 29 年度協会役員候補者の推薦について 

 （５）業務規程の一部改正について 

 （６）入会承認および退会等報告について（入会６件、退会７件、会員資格の変更３件） 

 （７）会員の処分について 

 （８）その他報告 

５.24 第 364 回理事会 

 （１）第 33 回定時総会の開催および提出議案等について 

 （２）個人情報の保護に関する法律の全面施行に伴う「会員における個人情報の適正な取扱い

の確保について」および「個人情報の保護に関する取扱指針」の一部改正について 

 （３）ラップ業務に関する業務運営基準４（４）イ（ロ）に定める金商法第 37 条の４に規定す

る書面を省略する場合の取扱いについて 

 （４）入会承認および退会等報告（入会３件、退会３件） 

 （５）その他報告 

６.７ 第 40 回業務委員会 

 （１）「顧客本位の業務運営に関する原則」の確定について 

 （２）「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正につ

いて（個人情報保護法等の改正に伴う金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針等の

改正） 

 （３）「金融機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」の改正について 

 （４）業務規程の一部改正について 

 （５）個人情報の保護に関する法律の全面施行に伴う「会員における個人情報の適正な取扱い

の確保について」および「個人情報の保護に関する取扱指針」の一部改正について 

 （６）「金融庁への提出書類における役員等の氏名の使用に係る内閣府令等及び監督指針等の

改正案」に対するパブリックコメントの結果等について 

 （７）企業年金連合会の 2016 年度資産運用実態調査について 

 （８）業務各部会の一年間の活動状況について 

６.７ 第 168 回自主規制委員会（書面） 

 （１）自主規制ルール遵守状況等調査票（投資一任）の集計結果について 

 （２）自主規制ルール遵守状況等調査票（不動産・運用）および自主規制ルール遵守状況等調

査票（不動産・助言）の集計結果について 

 （３）自主規制ルール遵守状況等調査票（ファンド）の集計結果について 

 （４）自主規制ルール遵守状況等調査票（ラップ）の集計結果について 

 （５）「顧客本位の業務運営に関する原則」（案）について 

６.７ プレス発表 

 ・契約資産残高統計（平成 29 年３月末） 
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６.９ 第 365 回理事会 

 （１）業務委員会委員長報告 

 （２）自主規制委員会委員長報告 

 （３）自主規制ルール遵守状況等調査票（投資一任）の集計結果について 

 （４）自主規制ルール遵守状況等調査票（不動産・運用）および同（不動産・助言）の集計結

果について 

 （５）自主規制ルール遵守状況等調査票（ファンド）の集計結果について 

 （６）自主規制ルール遵守状況等調査票（ラップ）の集計結果について 

 （７）「顧客本位の業務運営に関する原則」（案）に対する質問の結果について 

 （８）入会承認および退会等報告（入会３件） 

 （９）その他報告 

６.16 第 169 回自主規制委員会 

 （１）スチュワードシップ・コード（改訂版）の確定について 

 （２）「ラップ業務に関する業務運営基準４（４）イ(ロ）」に定める金商法第 37 条の４に規

定する書面を省略する場合の取扱いについて 

 （３）自主規制各部会の一年間の活動状況について 

６.19 第 33 回定時総会（於：東京証券会館） 

６.19 第 366 回理事会 

 （１）会長の選定について 

 （２）副会長および専務理事の選定等について 

６.19 証券取引等監視委員会 佐々木事務局長講演会（於：東京証券会館） 

 ・証券取引等監視委員会の現状と今後の方向性－中期活動方針（ 2017 .1）との関連で－ 

６.19 プレス発表（於：兜倶楽部） 

 （１）定時総会開催結果の報告 

 （２）新会長就任挨拶 
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●会員の動き（平成 29 年４月１日～６月 30 日） 

 協会の会員は、投資運用業のうち、①投資一任業務（従来からの有価証券の一任運用、および不

動産等を原資産とする金融商品の一任業務）を行う会員、②ファンド運用業務（ベンチャー企業育

成や事業再生等を目的として組成されたファンドの運用を行う業務）を行う会員、投資助言・代理

業を行う会員で構成されています。 

 平成 29年６月末現在の会員数は、次のとおりです。 

会員数 投資運用会員 投資助言・代理会員 

757 273 484 

 

○入会会員一覧 

・投資運用業者の入会      １件 

業者名 協会入会日 

株式会社 FOLIO 平 29 年４月 28 日 

 

・投資助言・代理業者の入会   11 件 

業者名 協会入会日 

教保生命アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 平 29 年４月 28 日 

株式会社 IBJ 平 29 年４月 28 日 

株式会社エム・サンクス 平 29 年５月２日 

日神アセットマネジメント株式会社 平 29 年５月８日 

株式会社ジール 平 29 年５月 12 日 

DoubleLine Investment Management North Asia Ltd. 平 29 年５月 25 日 

株式会社サンライズ投資顧問 平 29 年５月 31 日 

東京トラストキャピタル株式会社 平 29 年６月 12 日 

道慈キャピタル株式会社 平 29 年６月 12 日 

クリサス・リテール・アセット・マネジメント株式会社 平 29 年６月 13 日 

SB インベストメントアドバイザーズジャパン株式会社 平 29 年６月 16 日 

 

○退会会員一覧（６社） 

 

業者名 退会日 資格喪失理由 

株式会社みんかブルトレードパートナーズ 平 29 年３月 31 日 投資助言・代理業登録の廃止 

FC パートナーズ株式会社 平 29 年４月３日 投資助言・代理業登録の廃止 

ながら・アセット・マネジメント株式会社 平 29 年５月２日 会費未納による資格喪失 

株式会社奥村資産管理事務所 平 29 年５月 12 日 退会意思表明のため 

エネクス・アセットマネジメント株式会社 平 29 年６月 29 日 
投資一任業、投資助言・代理業登録の
廃止 

株式会社 HIKARI プライベート・エクイティ 平 29 年６月 30 日 投資運用業登録の廃止 

 

※当協会ウェブサイトに最新の会員名一覧（電話番号入り）を掲載しています。 

 詳細につきましては、そちらをご覧ください。 

URL：http://www.jiaa.or.jp/profile/kaiin.html 
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苦情相談の状況（平成 29 年４月～平成 29 年６月） 

 

●苦情相談の状況 

（１）協会は、お客様等からの会員の行う業務に関する相談、苦情対応及びあっせん業務を、特定非

営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」（FINMAC）に業務委託しています。 
（２）平成 29 年４月～平成 29 年６月に FINMAC が対応した苦情・相談、あっせんは、苦情が７件、

相談が 43 件、あっせんが２件（表１）となっており、それぞれの具体的内容は表２、表３のよ

うになっています。 
 

苦情・相談の状況（平成 29 年４月～29 年６月） 

 
（表１）受付状況    （単位：件）

区分 投資運用会員 投資助言・代理会員 その他 合計 

苦  情 5 2 0 7 

相  談 24 13 6 43 

あっせん 0 2 0 2 

合  計 29 17 6 52 

 （注)・その他には、一般的な問合せや非会員に対する苦情・相談を記載（以下同じ）。 

・苦情とは、会員の行う業務に関し、会員に責任若しくは責務に基づく行為を求めるもの、

又は、損害が発生するとして賠償若しくは改善を求めるものなど、会員に不満足を表明す

るものをいう（苦情及び紛争の解決のための業務委託等に関する規則第２条）。 
 
（表２）苦情の内容    （単位：件）

区分 投資運用会員 投資助言・代理会員 その他 合計 

（１）勧誘・契約に関する苦情 3 1 0 4 

（２）会費つり上げ 0 0 0 0 

（３）運用、助言内容の不満 2 1 0 3 

（４）契約不履行等 0 0 0 0 

（５）その他の苦情 0 0 0 0 

合  計 5 2 0 7 

 
（表３）相談の内容    （単位：件）

区分 投資運用会員 投資助言・代理会員 その他 合計 

（１）業者の内容 0 3 0 3 

（２）契約・勧誘に関する相談 2 1 0 3 

（３）途中解約 8 2 1 11 

（４）運用、助言内容の相談 6 1 1 8 

（５）その他の相談 8 6 4 18 

合  計 24 13 6 43 
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統計数値で見る投資顧問業 
 

 
 
 
 
 
 
 

１．契約資産残高は 261 兆円 

 
※投資一任、投資助言、ファンドの契約資産の合計 
※数値は、各年全て３月末時点の残高（以下同様） 

 

 平成 29 年３月末の契約資産残高は、261 兆 6,633 億円となり、３月末ベースでは５年連続過去最

高を更新しました。これは、平成 24 年の秋以降、良好な市場環境を背景として増加傾向が継続して

いるなか、国内年金資金および年金以外（国内）の契約資産額が増加したことによるものです。 

 契約資産の内訳を見ると、国内年金資金の割合が約 49％となっており、当業界において年金資金

の存在が非常に大きいことが分かります。年金の資金は、公的年金（年金積立金管理運用独立行政法

人など）と私的年金（企業年金基金など）に分けることができますが、その残高推移は次のとおりで

す。 
 

 
日本投資顧問業協会では、四半期ごとに投資運用会員の契約資産に関する統計を作成し、協会の

ホームページ（下記）で公開しています。今回掲載したデータ以外にも、多種の詳細なデータを公

開していますので、是非ご覧ください。 
 

日本投資顧問業協会ホームページ統計資料：http://www.jiaa.or.jp/toukei/ 
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 国内の公的年金の残高は、平成 24 年３月末以降、継続的に増加しており、平成 29 年３月末の残高

は 101 兆円で、国内年金資産残高の約 79％となっています。 

 
２．ラップ口座：契約残高、件数ともに増加 

 
 
 平成 29 年３月末のラップ口座の契約状況は、契約件数が 56 万 4,622 件、契約残高が６兆 5,702 億

円となり、過去最高を更新しました。 
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江戸時代の米相場と本間宗久の投資戦略 
 

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 取締役会長 

一橋大学大学院国際企業戦略研究科 非常勤講師 

山口勝業 CFA・CMA 

 
連載第３回 『宗久翁秘録』で読み解く行動ファイナンス  

 

 もし米相場がランダムウォークで、効率的市場仮説が示すように情報が市場参加者にあまねく共有

されていれば、誰か一人だけが継続的に勝ち続けることはできない。本間宗久が酒田の米相場で連戦

連勝を重ねて財を築いたのは、「七日早」飛脚を利用した情報の優位性があったからかもしれない。し

かし、そうした優位性がない堂島や江戸でも勝てたのはなぜだろうか。彼はたんに運が良かったにす

ぎないのだろうか。それとも相場に勝ち続けるなんらかの優位性を持っていたのだろうか。 

 今回は『宗久翁秘録』に記された訓示のなかから、現代の行動ファイナンスにも通じる投資戦略の

秘訣をとりあげる。『秘録』に限らず、教訓や家訓をはじめ幕府の公的な訓令などの史料で「…すべか

らず」とか「…せよ」という記述があるときは、じっさいには多くの人々がそれとは反対の行動をと

りがちであったことを暗示している。いわば史料の裏側を読み取るわけである。 

 

まず投資戦略を立てよ 

 

 『秘録』ではまず第１条で、取引を始める前に投資戦略・方針を立て、あせらずに落ち着いて取り

組むことを説いている。「急いては事を仕損じる」というわけだ。 

米
こめ

商
あきない

は附
つき

出
だ

し大切の事。米商は、附出し大切なり。附出し悪しき時は、決して手違いになるなり。

又、商内進み急ぐべからず。急ぐ時は附出し悪しきと同じ。売買共、今日より外商い場なしと進み

立つ時、三日待つべし。是傳なり。 

「附
つき

出
だ

し」とは最初の投資計画のことである。まず、じっくりと作戦を練り、落ち着いて売買に臨

まねばならない。計画がいい加減だと必ず失敗する。あわててはいけない。あわてて行動するのは、

無計画のまま手を出すのと同じだ。売るにせよ、買うにせよ、「今日が絶好のタイミングだ」と思っ

ても、心を落ち着かせて三日待ってみるべきだ。 

 

感情のコントロールが大事 

 

 第 93 条では「他人の利益を羨ましく思うな」と諌めている。相場が順調に上昇をしつづけていると、

自分より先に買っていた人は儲かっている。他人が儲かっている様子を知ると羨ましくなり、自分が

出遅れたことを後悔しがちだ。 

人の商を、羨むべからざる事。但し、羨しく思ふ時は、その時の相場の位をわきまえず、ただ羨ま

しく思う心ばかりにてする故、手違いになるなり。 
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他人の利益を羨むと「今からでも遅くはないから自分も買いに走ろう」という気持ちについなりがち

だ。しかし、こうした気持ちで他人の後追いをすると必ず失敗する。時すでに遅し。上昇相場はもう

最終局面で、自分が買う頃には高値づかみになりがちだからだ。 

 また、怒りを抑えるのも大事だ。怒りでカッとなって冷静さを失って行動するとろくなことはない。

第 94条では「腹立ちまぎれに売買するな」と説いている。 

腹立ち売買いたすべからざるの事。腹立ち売り、腹立ち買い、決してすべからず、大いに慎むべし。 

相場が下がると自分では予想していたのに逆に上昇しはじめたとすると、「くそッ！乗り遅れた」と腹

を立てて後から買いに走って、高値づかみをさせられる。反対に予想に反して相場が下がり始めると、

保有している資産価値が日に日に目減りするので「くそッ！損がどんどん増えるばかりだ」と腹を立

てて、「えい、売ってしまえ」と底値で売りたたくことになる。どちらにしても、腹立ち紛れの行動は

禁物だ。 

 

過剰反応とハーディング 

 

 「豊年に売りなし」という米相場の格言がある。豊作の年は供給過剰になるので、売り圧力が強く

なって値下がりするはずだ、と予想されがちである。多くの人々が豊作のニュースを共有すると、そ

れに過剰反応して米相場は最初のうちは低迷するが、かえってその後値上がりすることが多い。第 58

条では「豊年では売るべからず」という。 

当地作豊年の時、米売るべからず。秋冬のうち、底値段出候節買入、春へ持越す時は、決して利運

なり。豊年と諸国へ聞ゆる故、春に成り入船多く、又は冬買（注：航海が困難な冬場に来て買付の

予約をする他国の商人）来るなり。秋冬の内は、作合に連れ、引下げ居る者なり。春上げざれば、

五六月頃決して上る者なり。 

豊作の知らせを受けて秋から冬にかけて米が値下がりしたところで買い入れておき、そのまま翌年春

まで持ち越せば、春先に値が回復しなくとも、５月か６月頃には値がきっと上がるはずだ。なぜなら

豊作だと全国に知れ渡れば、諸国から買い付けの商人たちが次々とやってくるからだ。 

 宗久は『秘録』のなかで、くりかえし逆張り戦略を唱えている。人々の市場心理が一方に偏ってい

る場合には過剰反応であることが多いが、実際にはそれと逆のことが起きやすい。例えば米の値段が

だんだんと上る時は、諸国で不測の事態が起きた、大坂の相場が上っている、幕府が御用米を買い上

げるなどの風説が流れて、ますます人気が強くなる。これが投機家たちのハーディング行動をもたら

す。ハーディングとは動物の群れがとるような群衆行動で、他人の行動を見たり聞いたりして、つら

れて多くの人が同調行動をとることである。 

 多くの人々が一斉に買いに走るのを見ると、自分もつい買いたい気持ちになるものだが、そのとき

こそ他人とは逆の行動にでるべきだ、と宗久はいう。逆張り戦略だ。第３条と第４条では実際の具体

的なケースを示している。 

心を転じ売方に付候事肝要也。是則ち火中へ飛入思切、一統騒立節は、人々西に走らば、我は東に

向ふ時は、極めて利運なり。人の戻る頃、後れ馳に西に向ふては、何時も利を得ることなし。 

下げ相場のときも同様で、意を決して逆に買いに回れ、という。 

米段々下げ、（中略）人気も揃い弱く、何程下がるも知れ難く、我が考も弱かるべしと思ふ節、心を

轉じ買入るべきなり。此思切、海中へ飛入心持甚だ成悪き者なれども、其節疑の気を生ぜず買ふべ

し、極めて利運なり。 
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近視眼的損失回避と「心の会計」 

 

 相場の動向が当初の読みと違った場合には、投機家の心は揺れる。第 34条では短期的に相場の読み

が少しはずれたからといって、早々に手仕舞いしないこと、と説いている。 

霜月限、底を見極め買付、余程の利分付候節、相場持合候か、又少々引下ることあり。其節利息勘

定致し、先達上げの節売返さんと思ふことあり、甚だ心得違なり。底を買出す時は、落引（注：追

証）なき前に、決して売らざる者なり。 

例えば陰暦 11月限月の先物（注：酒田の帳合米取引では毎月末が限日）を底値で買いつけておいたの

で、一時的には利益が乗ったものの、その後相場が膠着状態になったり、やや下ったりすることがあ

る。この状態のときには「先日ちょっと相場が良かったときに売っておけばよかった」と後悔したく

なるが、そう思うのはとんでもない過ちだ。底値だと思って買い付けたら、追証を迫られないかぎり

絶対に売ってはならない。 

 酒田の米会所では翌月に持越しする買米には、売り方に利息を払う慣習になっていた。前項の引用

文で「利息勘定致し」とあるのは、この利息支払いのことである。これを気にして、先日相場が上っ

たときに売っておけばよかったと思うことがある。これは利息支払いの損得勘定と、相場の値上がり

値下がりの損得勘定を、別々の財布で考えてしまう「心の会計」（mental accounting）に陥っている

状態である。 

 

後悔と保有効果 

 

 売買タイミングを逃して後悔することはしばしばある。ただし、この先さらなる値上がり益を取逃

がした場合の機会コストに対する後悔は笑って済ませるが、値下がりして損失を抱えた場合の後悔は

痛みが大きい。第 59 条では二種類の後悔について述べている。 

後悔に二ツあり、是を心得べし。高下の節、今五六日待つ時は、十分取るべき利を、勝を急ぎ二三

分取逃がし候後悔、是は笑うて仕舞ふ後悔なり。又七八分利運の米、慾に迷ひ仕舞兼候内、引下げ

損出る後悔、是苦労致候上の後悔故、甚だ心氣を痛むる後悔なり。慎み心得べき事也。 

すでに売却してしまったポジションには「笑うて仕舞ふ後悔」として頓着しないのは保有効果のせい

である。保有効果というのは、いま持っている物は愛着があってなかなか手放せないが、いったん処

分してしまったものは意外とあっさり忘れてしまう心理状態である。 

 一方、損失がかさんでも思い切って損切りができないのも保有効果のためだ。値上がりの前に買い

そこなった逸失利益の痛みよりも、値下がりで含み損を抱えた痛みのほうが大きいからである。これ

はダニエル・カーネマンらが示唆したプロスペクト理論が示す価値関数の形状が、損失側で急勾配に

なっており、利得側で緩やかになっていることで示されている。 

 

利用可能性ヒューリスティクスと自信過剰バイアス 

 

 宗久が「當地」というときは酒田を指している。酒田の米商人は庄内地方の天候や作付け状況、酒

田港への米買い船の出入りなど、地元の情勢だけを見て相場動向を判断しがちだ。たしかにファンダ

メンタル情報は大事なのだが、身近な情報だけにたよると短絡的思考、つまり利用可能性ヒューリス

ティクスに陥る危険性がある。 

 『秘伝』第９条では「何れ其年々、不作の浅深、天災、古米の多少、九州国々の様子にて大坂高下

出次第、當地に高下出ずる故、油断すべからず、誠に変化極まりなし」と、地元の情報だけでなく全

国の情報を総合的に判断して、大坂の相場動向を注視せよという。 

 予想が当たって儲かっているときは、つい欲をだしてもっと儲かるのではないか、と思いがちであ

る。しかし、欲に目がくらんではいけない。例えば第 39 条では、 

数月思入能、八九分通仕当り候時、必ず勝に乗るべからず。唯無難に取留ることを専らにすべし。

必ず必ず慾を深ふし迷ふ可からず。 
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と、儲かっていても深追いせずに、適当なところで利益を確定したほうがよい、と勧めている。後の

第 80条でも「商仕當る時は、見切大切なり」と述べ、さらに第 127 条では、 

 「必ず強慾を思はず、無難に手取（利益確定）して商仕舞、休むこと第一也」という。第 149 条で

は、相場が調子よく上り続けていると「慾に迷ひ勝に乗じ、高値の處にて、分限不相応の金高買重る

故、手違いになる」と警告している。 

 売買のタイミングに関して現代まで伝えられている相場格言に、「もうはまだなり、まだはもうなり」

というのがある。もう買い（売り）時だと思っても、じつはまだ早い。まだもう少し待ってからと思っ

てもじつはすでにその時だ、という意味である。『秘伝』121 条「まふはまだなり、まだはまうなり、

と云ふことあり」では、「数日最早時分と思ひ取かかるに、見計らひ悪しければ、間違ひになるなり。

まだまだと見合せ居る内に、遅るることあり」とあり、現代に残る相場格言は 250 年前から言われて

きたことがわかる。 

 

「三位の伝」のもう一つの解釈 

 

 本連載第１回で紹介した説では、宗久が座禅で悟った「三位の法」とは風・幡・心である、という

解釈だった。「風」とは需要と供給を形成する相場の外部のファンダメンタルズ要因、「幡」は米相場

の動きそのもののテクニカル要因、そして「心」を米商人や投資家の行動ファイナンス的な心理要因

と解釈してきた。これは一つの解釈ではあるものの、「三位の法」はこれとは違う解釈もできる謎の言

葉である。 

 『秘伝』にはしばしば「三位の（秘）傳」という言葉が登場する。この言葉の定義は『秘伝』本文

中どこにも見当たらないのだが、例えば次のような文脈で使われている。 

「…二つ仕舞、三つ十分、四つ轉じ、三位の秘傳なり」（第 14 条） 

「天井値段出る後は、さっぱりと仕舞、三四十日休み、三位の傳を以て米の強弱を考へ、商仕掛く

べし。」（第 124 条） 

これは投資判断と売買行動をどの段階で行うべきかを示唆していると解釈できる。例えば、第一段階

では熟慮のうえに戦略をたてて、まず買いのポジションをとる。予想が当たったら深追いせずに第二

段階ではポジションを売って、いったん手仕舞うこと。それでもなお人々が強気のままで熱狂してい

れば、相場はそのまま上昇を続けるだろう。しかしどこかで天井がくるはずなので、第三段階はもう

十分に上がりきったかどうかを見極めることである。そして最も重要な第四段階では、相場の転換点

が近いと感じたら、思い切って逆に空売りに回るのだ。 

 第 65 条「米商の秘傳 気を轉ずる事」では、「是非上ぐべしと、買気進み立候説も、是亦気を轉じ

賣るべし、米商の秘傳なり」とある。人々も自分も「まだ上がる」と思いがちなときは、「まだはもう

なり」ですでに天井に近いので、今度は空売りを仕掛けるのである。 

 宗久が一貫して主張しているのは、浅薄な考えにもとづいて日々の相場の小さな上げ下げを追わず

に、数か月にわたる相場のサイクルを考えて売り買いをすべきだ、という点だ。だから宗久はあまり

頻繁に売買を繰り返さない。第 148 条「年中の内 両三度より商場なき事」では、確信をもって買い

（または売り）の取引を仕掛けるタイミングは年に三回ほどしかない、という。一回あたりの勝負は

２～３カ月の間で、この間は買いまたは売りのポジションを維持するつもりで腹をすえて取り組め、

と述べている。 

 他にもまだ数多くの興味深い条項があるが、これらの遺訓だけを見ても今日の行動ファイナンスの

命題に通じる共通性が多く認められる。投機的市場における人間の心理と行動は、250 年以上前の江

戸時代でも現代でも本質的に同じなのである。 
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