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《 phase one deal 》 

 週明けの海外市場で当然ながら芽生えたのは､トランプ大統領が「第一段階の取引」

（phase one deal）」と呼んだ合意への歓迎の気持ちを残しながらも､その実際的中味への

疑念でした。大統領の発表そのものが曖昧で､当事者のそれぞれの発表が微妙に齟齬し､か

つ正式文書が出来上がっているわけでもない。 

今後 大五週間掛けて交渉をまとめ上げ､11 月にチリで開かれるアジア太平洋経済協力会

議（APEC）首脳会議で習近平主席と正式に署名する手筈だ､とトランプ大統領。マーケット

が直ちに「米中が合意」と確信できなかったのは自然だ。東京が連休中に既に週明けの取

引が行われたニューヨークは､日中プラスで推移する時間が長かったものの､プラス水準を

維持できず､代表的 3指数の引値はそれぞれ先週末比小幅安で終わった。 

 トランプ大統領などアメリカ側が「第一段階の取引」と称している､部分的かつ暫定的な

合意の中味は 

  

１． 農産品については中国が 400 億ドル（約 4 兆 3 千億円）から 500 億ドルの米農産品

を購入する（中国の対米農産品輸入の過去 高額は年約 260 億ドル） 

２． 金融面では、中国が人民元に関わる通貨政策で透明性を示す（為替に関する合意で、

米政権が意図的に人民元安に誘導しているとして 8 月に指定した「為替操作国」の

扱いは今後検討） 

３． また中国が米金融機関に市場を開放していく方針を表明 

４． 関税に関しては、トランプ米政権は 10 月 15 日に予定していた中国製品への制裁関

税の引き上げを先送りする（但し 12 月の引き上げに関しては未定） 

 

などで、知的財産権などの特定分野でも話し合いに進展があったとしている。二日間に及

ぶワシントンでの閣僚協議を受けて 11日にトランプ大統領がホワイトハウスで開いた中国

の劉鶴副首相との会談を受けて明らかにしたもの。 

同大統領は「とても重大な『第 1 段階』の合意に達した」と述べた｡これについて中国国

営新華社は 12 日、「双方は率直で効率がよく、建設的な議論をした。農業、知的財産の保

護、為替、金融サービス、貿易協力の拡大、技術移転、紛争解決などの分野で実質的な進

展があった」との中国政府の立場を伝えた。中国側には「合意」との認識は強くないよう



だ。それもそうだろう。話し合いから合意文書が出てきた訳でもなく､それはこれから作り､

署名はあっても 11 月というのだから。トランプ大統領の性格を考えれば軽々しく「合意」

などとは言えない。 

そもそも今回の米中協議は､米中間で一番難しい問題を先送りした感がある。例えば中国

の過剰な産業補助金や国有企業の優遇策など。中国の国家構造､産業構造そのものに関わる

問題。トランプ大統領は「第 1 段階を終えた後、第 2 段階をすぐ始める」としているが、

構造問題での中国の抵抗姿勢は強い。中国はまた、通信機器 大手である華為技術（ファ

ーウェイ）への禁輸措置の一部緩和を狙うだろう。しかしアメリカは５ G における同社の

覇権確立をなんとしても阻止したい意向。根深い対立は残ったままだ。 

 

《 the new normal 》 

 難題を残してまでなぜ両国は妥協したかのような形を作り、それを世界、それにマーケ

ット（株式市場）に示す必要があったのか。トランプ大統領には「来年選挙を控えている」

という時間軸の問題がある。米中の決裂を嫌気して株価が急落し、彼にとって誇れない株

価レベルで大統領選挙を迎えることは避けたい。根本的なところでは相違点が多くとも、

「両国による妥協成立の可能性はある」とマーケットに思わせて､高値を維持したまま選挙

戦を迎えたい。 

一方習近平氏はこれ以上の中国製品に対するアメリカの関税引き上げを避けなければ､中

国経済が底割れして失業者が増える危険性がある。それは避けたい。共産党支配の根拠と

なっている「経済での成功」が危うくなってしまうリスクだ。やはり今の中国経済には「輸

出市場としてのアメリカ」が必要で､アメリカの要求を全ては拒否できない。 

もっとも CNBC が直近で報じているところによると､中国は「第一段階の取引」に関する文

書に習近平氏が署名する前に､もう一度アメリカとの協議の場を設けて､詳細を詰めること

を希望しているようだ。その場合には中国側の代表は劉鶴副首相が務めるという。ムニュ

ーシン財務長官は「合意が出来れば 12 月からの対中関税の追加引き上げは見送るが､出来

ない場合には予定通り実施する」と協議後も脅している。中国側は､この 12 月からの対中

関税の追加引き上げを､アメリカに確実に見送って欲しいと考えているようだ。 

 米中関係は今後も､今回のような玉虫色の合意と､しかしその一方で底流として流れるお

互いへの警戒心､敵対心の中で推移するだろう。外から見ていると時に悪くなり､そして時

に少し良くなる。その繰り返しだ。それは世界経済が綺麗な晴れ間を見ないまま進むと言

うことでもある。日本の立ち位置はアメリカに基軸を置くにしても､中国とどう向き合うか

という難しい問題を抱えたままだ。 

 その点に関してロイター通信の配信した「Are U.S.-Chinese tariffs on almost 

everything the 'new normal'?」という記事は興味深い。米中での話し合いの中味は､今ま

でお互いが掛け合った 20％前後の高い関税率を撤廃するかどうかという内容ではない。「こ

れ以上の関税引き上げをするか､しないか」の話し合いだ。なので､米中が高い関税（20％



以上の）を掛け合うのが「the new normal」（新たな通常）ではないのか､とこの記事。こ

の問題意識は当たっている。 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 世界貿易に携わっている企業にしてみれば､関税が前の水準に引き下げられるにせよ､

「the new normal」にせよ､見通しが立てば設備投資が決断しやすくなる。設備投資には長

期視点がどうしても必要で､先が見えてこそ大きな投資の場所やタイミングを決められる

というものだ。関税が前の水準に引き下げられるのだったら､中国に工場を作るのも一つの

方策だろう。しかし「the new normal」が本当に日常になるのなら､中国以外のどこかの国

（国内を含めて）に投資先を振り替えねばならない。 

 なので､今回の米中の「第一段階の取引」程度の合意が出来たとしても､企業の設備投資

が動き出す環境が出来たとは言えない。そもそも「では第二段階ではどのような合意が？」

ということになって､企業は相変わらず様子見を続けるしかない。当面の設備投資先を決め

るにしても暫定的・部分的なものに限定する必要が出てくる。ということは､様々な経済指

数で出始めている企業の先行きへの気迷いは晴れないことになる。 

 全体的に今回の合意は「米中の打算による暫定合意」だと言える。それでもマーケット

は「全面対立」にならなかったことに安堵する。それは正しい。しかし考えれば､双方とも

国内政治課題からして「全面対決」の道は選べない。相互に妥協できる分野を出し合って、

トランプ大統領の言う「第一段階の取引」（phase one deal）を絞り出したと言える。しか

し一方で米中は､世界における覇権を巡る争いを展開中だ。 

 

《 Cho Kuk stepped down as justice minister 》 

この週末には日本にも関係するもう一つの大きなニュースがあった。それは韓国の曺国

（チョ・グク）法相の 14 日午後になっての突然の辞任発表。親族の疑惑について検察が捜

査を進めていることを受けて､「これ以上、私の家族のことで大統領と政府に負担をかけて

はいけないと判断した」と辞任の理由を述べた。就任から 35 日目での辞任。疑惑が広く指

摘されてきた中で法相任命を強行した文大統領の求心力が低下するのは必至だ。 

マーケットとしての関心は「文政権の政策が変わるのか」だが､それは期待薄だろう。そ

もそも韓国の世論は「南南分断」と呼ばれる状態にある。つまり保守と革新がほぼ人口の

半分を分け合う形になっている。曺氏は辞任に関する声明文の中で政権が公約としてきた

検察改革について､「私はたき付け役にすぎず、私の役目は終わった」と言及､「次の法相

に使命は果たして欲しい」と述べた。曺氏は 14 日午前には特捜部の組織的・権限的縮小な

どの検察改革案を発表したばかりだ。 

問題は､保革の分断の中でも低い割合では存在する無党派層が反文在寅に転ずるにしても､

今までは文大統領を支持していた岩盤革新勢力の中で､反旗を翻す向きが出るかどうかだ。

保守系野党「自由韓国党」の黄教安代表は「法相辞任は時既に遅しだ」と批判しているが､

問題は保守のサイドに陣営をまとめ上げる政治家がいるかどうかだ。 



—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

１０月１４日（月曜日）  中国 9月貿易収支 

インド 9月消費者物価 

ノーベル経済学賞発表 

IMF・世銀年次総会と関連会合(～20 日、ワシントン) 

１０月１５日（火曜日）  8 月第 3次産業活動指数 

日銀支店長会議 

地域経済報告(さくらレポート) 

IT 技術とエレクトロニクスの国際展示会 

「シーテック 2019」(～18 日) 

中国 9月消費者物価 

中国 9月生産者物価 

独 10 月 ZEW 景況感指数 

米 10 月 NY 連銀製造業景気指数 

１０月１６日（水曜日）  9 月訪日外客数 

韓国中銀政策金利発表 

米 9月小売売上高 

米 10 月 NAHB 住宅市場指数 

米 8月企業在庫 

ベージュブック 

米 8月対米証券投資 

１０月１７日（木曜日）  9 月首都圏新規マンション発売 

5 年国債入札 

EU 首脳会議(～18 日) 

米 9月住宅着工件数 

米 9月建設許可件数 

米 10 月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数 

米 9月鉱工業生産・設備稼働率 

米 5年インフレ連動国債入札 

１０月１８日（金曜日）  9 月消費者物価 

中国 9月都市部固定資産投資 

中国 9月工業生産 

中国 9月小売売上高 

中国 7～9月期 GDP 

米 9 月 CB 景気先行総合指数 



米政府、対 EU 報復関税を発動 

 

 米中で大きな経済指標が発表される。米中貿易摩擦が一休みになるなかで､それぞれの経

済の現状に対する関心は高まるだろう。10 月ももう半ば。ジョンソン英首相が唱える 10 月

末離脱が迫っている。同首相は EU との 後の交渉を行っているが､合意が出来るかどうか

は不明だ。「合意なき離脱」となれば､世界経済は大きな不安要因を抱える事になる。 

 

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。日本を週末に襲った台風 19号は､甚大な被害をもたらしました。

今でも日本各地で浸水､崖崩れなどの被害が生じており､大勢の方が被害者になられ､その

数もまだ増え続けている。北陸新幹線の車両基地が大きく浸水した。茶色い水に浸った新

幹線車輌の映像は衝撃的でした。15 号といい 19 号といい､かつての日本の常識の範囲を超

えている。河川の堤防､住宅地の高さ不足など､日本の国土が極めて脆弱なことが明らかに

なった。今後の大きな日本にとっての課題だ。 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 そうした中でも行われたラグビー・ワールドカップ。一次リーグでの日本にとっての

終戦。次の段階に進めるのか､それとも敗退かの対スコットランド戦は､見た人間誰をも魅

了しました。日本人だけではなく世界を。敗戦したスコットランドでも日本の見事な戦い

を賞賛する声が大きかったと伝えられている。 

 筆者が試合後に考えたのは､選手がよく口にしていた"犠牲"です。いかほどのものだった

のかと。家族や友人との時間､他にやりたいことの我慢､他の思考さえも捨象したラグビー

への集中。恐らく他にも沢山あるだろう。そしてそれは一人一人違う。しかし彼等は口を

揃える。「犠牲を払った」と。それはとてつもなく大きなものだったに違いない。 

 しかし彼等が払った犠牲の果実もまた､実に大きなものだったと思う。外野がとやかく言

えない彼等の自分達への自己満､戦略への確信､チームメンバーやコーチへの信頼以外に、

実は「国を動かした」印象さえする。オリンピック・パラリンピック控えという環境から

ではなく､壁を打ち破った日本チームへの､日本全体の賞賛､そこから生まれるそこはかと

ない日本という国全体への自信。「ラグビーで出来た。どの競技・分野でも日本は出来る」

という静かな確信。「人口減」というもやもやもすっ飛ばした。彼等は「国際チーム・日本」

だった。 

 それにしても何という戦いか。アイルランド､スコットランドというラグビーの世界では

キラ星達を破っての首位通過。世界を驚かすに十分だ。BBC のトム・イングリッシュ記者の

文章に賞賛が溢れていた｡ 

 

 「Japan were a blizzard of invention and pace. Their accuracy while going like the 

clappers was astounding. Any mistakes Scotland made were eaten whole. It was 



relentless. Absolutely relentless. And magnificent. 」（「日本は新しい手法と絶妙な

ペース配分を嵐の如く示し続けた。とても速く､そして懸命に試合を進める中での彼等の正

確さは驚くべきものだった。スコットランドが犯した過ちは､全て完璧に日本の餌食になっ

た。それは容赦のないものだった。絶対的に。そしてそれは素晴らしく､壮大でさえあっ

た。」） 

 

 これ以上の賞賛を私は見たことがない。そう､世界は日本がどこまで進めるかに興味を持

った。「Scotland are heading home. Japan? Who knows how far they're heading. 」と

イングリッシュ記者は書いた。確かに「Who knows」だ。南アは４年前のチームとは違う､

と聞く｡しかし日本チームは公言してきた決勝トーナメント進出を無傷で果たした。泣ける

ほど素晴らしい。 

 フジテレビの月曜の番組で､この２週間ほど私の隣には廣瀬俊朗さんがいる。173 センチ

という小柄なラガーマンだ。元日本代表キャプテン。屈辱の歴史からの脱出を知る一人。

彼とは番組の中でも良く話す。彼は言う｡「ラグビーで 初に捨てなければならないのは恐

怖心だ．．．」と。それはそうだ。あの巨体とのぶつかり合い。興奮がなければ出来ない。 

その興奮が日本全体のものになった。実に様々な人の努力の結果だ。エディー・ジョーン

ズ､そして今のジェイミー・ジョセフという二人のコーチ。協会の人達の尽力。しかし一番

犠牲を払ったのは選手達だろう。一年で 240 日もの合宿。アンビリバボ。そして戦いは続

き､日本全体も興奮状態を持続する。よき事だ。積み重ねた"必然"の勝利。その先にあるの

は､また必然だろう。 

 皆様には良い一週間を。 
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