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《	Tariff	Truce	》	

	 世界が固唾を飲んで見守ったブエノスアイレス（「良い空気」という意味）での米中首脳

会談は､「良い空気の中終了」とは言い切れない「先送り」の､ある程度予想された弥縫・

引き延ばし策でお茶を濁して終わりました。お茶を濁していられる期間は 90 日｡	

	 「90 日の猶予」は双方にとって政治的メリットがあるから折り合ったのでしょう。トラ

ンプ大統領には「習近平ときっちり向き合った」という事実と､「中国は巨額の米国の農産

物を買うことになった」という（農家向け）宣伝文句が得られた。習近平には「時間」が

買えた｡揺らぐ国内政治基盤の再整備と､アメリカを懐柔するルートを再探索出来る。	

	 しかし 90 日など直ぐに来る。年末で「一年が過ぎるのが早い」と言っている今だからそ

の感は一段と強い。90 日は一年の１／４に過ぎない。来年 3 月からの再「先送り」はトラ

ンプ・習近平の両政治家にとって「政治的リスク」になる。ともに「決断出来ない政治家」

のレッテルを貼られることになるし､米中両国に存在する対相手国感情を悪化させて､二人

の政治家の政治基盤を揺るがす可能性がある。	

	 この「先延ばし合意」を受けて「円安・株高」になるという予想も今朝の新聞にはちら

ほら。しかし確実に言えることは､「それは time	decay」するということだ。「円安予想」

に関連してネットを見れば､先週末の米指標 10 年債の利回りは 2.993％と久しぶりに 3％の

水準を割っている。米中の対立が「on	hold」になって､その間に日米貿易摩擦にアメリカ

側の関心が向くかも知れず､私がかねて言っている「トランプの天井」が厳然と､かつ突然

に見えてくるかも知れない。その状況で円が安値を追うという事態の持続はなかなか難し

いのではないか。	
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	 既に世界のマスコミが報じているが､米中の合意事項を簡単に記しておく。合意点は三つ。

問題として残ったエリアは五つ。	

	

【合意】	

１．	 中国の構造改革を巡る 5 分野での協議開始（目安は 90 日間）	

２．	 その間は 2000 億ドル相当の中国製品に対する現在 10％の関税は 25％には引き上

げない（予定では来年 1 月 1 日の引き上げだった）	

３．	 中国はアメリカから農産品やエネルギー､工業製品を購入	



	

	 突っ込み所満載だ。「on	hold」と言って「引き分け」のように振る舞っているが､アメリ

カが中国に刃を突き付けている状況に変わりはない。双方が自粛しているという状況では

ない。2000 億ドルとは別に既に 25％の関税が課せられている 500 億ドル分は記述にないの

で恐らくそのままだろう。「農産品やエネルギー､工業製品を購入」がどの程度の規模にな

るかは記述がない。数値目標を嫌がる中国が数値を入れることに反対したのだろう。では

「5 分野での協議」とは何か	

	

【協議する 5 分野】	

１．	 米企業への技術提供強要の是正	

２．	 知的財産権の保護	

３．	 非関税障壁の是正	

４．	 サイバー攻撃の停止	

５．	 サービスと農業分野の市場開放	

	

	 「米企業への技術提供強要」「サイバー攻撃」はそもそも中国が「やっていない」という

基本的スタンスなのに入った。では中国は「やっている」と認めたのか。それが分からな

い｡しかし簡単に認めるわけはないから､要するにこの 5 項目については「アメリカ側の満

足度」次第の協議と言うことになる。「非関税障壁の是正」などはアメリカの対日協議でも

よく使われた単語だ。	

	 ということは､中国側が 90 日という期限､つまり来年 3月までに対米協議をまとめられる

かどうかは､端的に言えば「中国の譲歩次第」という展開が予想される。稼いでいるのは中

国なのだから､アメリカから「もう買わない」と言われれば国内産業を守るためにもある程

度の譲歩が必要だ。恐らく中国はトランプ大統領が単純に喜ぶ「何をいくらまで買う」と

いうような約束をせざるを得なくなるだろう。	

	 しかしトランプの周りに居る対中強硬派はそれでは済まない。「中国は世界の覇権をアメ

リカから奪取しようとしている。しかもけしからん手法で」という見方を変えないから､ト

ランプ大統領がどの地点で妥協しても､アメリカ国内には対中警戒感と不満が残る。一方の

中国には「アメリカは中国の台頭を押さえ込むとしている。それはいかがなものか」とい

う変な愛国心が生まれかねない。	

	 つまり､90 日後に一応の妥協が出来ても両国間に横たわる警戒・不信は残ると言うこと

だ。しかもその期間は 90 日といったものではなく､何十年の単位で続く。長く不安定な二

つの大国関係が続くことになる。マーケットはそれを織り込みながら､個々の事象に対応す

ることが求められる。	

	

《	just	below	》	



	 先週のマーケットで大きな駆動要因となったのは､パウエル FRB 議長のニューヨークでの

講演の中にあった一文だ。そのパラグラフを収容しておく。	

	

「For	seven	years	during	the	crisis	and	its	painful	aftermath,	the	Federal	Open	Market	

Committee	(FOMC)	kept	our	policy	interest	rate	unprecedentedly	low--in	fact,	near	

zero--to	support	the	economy	as	it	struggled	to	recover.	The	health	of	the	economy	

gradually	but	steadily	improved,	and	about	three	years	ago	the	FOMC	judged	that	the	

interests	of	households	and	businesses,	of	savers	and	borrowers,	were	no	longer	best	

served	by	such	extraordinarily	low	rates.	We	therefore	began	to	raise	our	policy	rate	

gradually	toward	levels	that	are	more	normal	in	a	healthy	economy.	Interest	rates	

are	still	low	by	historical	standards,	and	they	remain	just	below	the	broad	range	

of	estimates	of	the	level	that	would	be	neutral	for	the	economy‑‑that	is,	neither	
speeding	up	nor	slowing	down	growth.	My	FOMC	colleagues	and	I,	as	well	as	many	

private-sector	economists,	are	forecasting	continued	solid	growth,	low	unemployment,	

and	inflation	near	2	percent.」（FRB の HP から）	

	

	 注目されたのは「they	remain	just	below	the	broad	range	of	estimates	of	the	level	

that	would	be	neutral	for	the	economy」の部分だ。「依然として中立金利よりもほんの

少し低い」と伝えられた。伝えられ方としては「just	below	the	neutral	for	the	economy」

という印象だった。「だからもうあまり FRB は政策金利を上げないだろう」という見方に繋

がった。	

	 しかし文章をよく読むとそれが「単純すぎる理解」であることは明らかだ。なぜなら正

確には「the	broad	range	of	estimates	of	the	level	that	would	be	neutral	for	the	economy」

と間違いなく言っているからだ。つまり「中立金利」（neither	speeding	up	nor	slowing	down	

growth）には「broad	range	of	estimates	of	the	level」（広い幅がある）と言っている

からだ。それは当然だろう。エコノミストの中立金利の議論が止むことはない。常に論争

の的だ。幅があるのは自然だ。	

	 「その幅から見れば just	below」と言っている。と言うことは､「幅の下限」から見れば

「just	below」かもしれないが､幅の中心（もしそういうものがあるとしたら）から見れば

離れているかも知れない。そう理解するのが自然だ。しかしマーケットは「もう FRB はあ

まり利上げしないかも知れない」という一種のコンセンサスの中で動き始めた。「broad	

range	of	estimates」の存在は忘れられた。	

	 ではパウエル議長はそれを読んでこの発言をしたのか。それは分からない｡トランプ大統

領の口封じを狙ったのか､そう言っておいて物価や景気の状態を改めて見ようと思ったの

か。FRB に長く居る人が､自分のこの一言でマーケットが動くことは十分予想できたはずだ。

実際に先週末の米指標10年債は引けに掛けて利回りがスルスルと落ちて2.993％になった。



実に久しぶりの 3％割れだ。これはアメリカの株式市場の喜ぶ展開だし､実際に喜んだ。	

	 今週の一つの視点は､減速が予想されるアメリカの経済実体だろう。雇用統計も発表され

る。そしてマーケットが出すいくつかのシグナルを読むことが必要だ。摩擦案件が 90 日先

延ばしされたので､とりあえずは「経済実態を見よう」という展開か。	
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	 今週の主な予定は以下の通り。	

１２月０３日（月曜日）	 	 7～9 月期法人企業統計	

11 月新車販売台数	

米 10 月建設支出	

米 11 月 ISM 製造業景況指数	

１２月０４日（火曜日）	 	 11 月マネタリーベース	

10 年国債入札	

１２月０５日(水曜日)	 	 豪 7～9 月期 GDP	

インド準備銀行金融政策決定会合	

米 11 月 ADP 雇用統計	

米 11 月 ISM 非製造業景況指数	

ベージュブック	

タイ市場休場	

１２月０６日(木曜日)	 	 米 10 月貿易収支	

米 10 月製造業受注	

OPEC 総会	

１２月０７日(金曜日)	 	 10 月家計調査	

10 月毎月勤労統計調査	

10 月景気動向指数	

独、第 1 党のキリスト教民主同盟(CDU)党首選挙	

米 11 月雇用統計	

米 12 月ミシガン大学消費者マインド指数	

米 10 月消費者信用残高	

ブラジル 11 月消費者物価	

	

《	have	a	nice	week	》	

	 週末はいかがでしたか。徐々に寒さが増している。平年よりはまだ温かいそうですが､人

間の感覚はせいぜい過去数日間との比較ですから､昨年比はあまり実感とはならない。急に

寒くなれば時として体に悪寒が走る。そういう時には風邪を引きやすいし､実際に増えてい

る。私の回りでも徐々に増えてきた。インフルエンザも増えているという報道もある。皆

さんもお気をつけ下さい。	
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	 この土日に師走に入ったばかりだというのに､何故か「あれもう年末の数日間か」と錯覚

することが多い｡とにかく街での人出がとてつもなく多い。土曜日の銀座など歩けないほど

人が出ていた。むろん観光客が多いのですが､「それだけではない」とも感じた。買い物客

も多い｡週末のレストランを予約しようとしたら､「良い店はどこも一杯」の状態。人が多

く動き回り､街がかつての年末控えの数日の感じ。	

	 実は道路もそうです。都内の道は先週の半ばからむちゃ混んでいる。予測が付かない状

況だ。タクシーの運転手さんと話すと､「何故でしょうね」という答えと「工事を多くやっ

ていますから」という答えが半々。実際に「今は三月か？」と思うほど道路がらみの工事

が多い｡中央高速もそう。一般道でも彼方此方で。なので大渋滞が発生する。どこでも。	

	 思ったのは､「景気が良いのか」と「年末の前倒しか」の二つ。店がどこに行っても混ん

でいるというのは前者の証拠かもしれない。ボーナスも多めだったらしい。後者について

は実はこの数年感じていたのですが､「年末はむしろ静か」ということです。祝日が増えた

のでなかなか昔のような「年末的盛り上がり」がない。なので「それが前倒しされてきて

いるのでは」と思いました｡	

	 ま､いずれにせよ今年もあと一ヶ月を切った。皆様には良い師走月をお過ごし下さい。	
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