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《 The mood music is pretty good 》 

 アメリカが対中追加関税を課すと明言している 12 月 15 日まであと 1ヶ月を切った｡その

切迫した現時点でも、話し合いの模様ははっきりとは伝わってこない｡悲観、楽観の両方の

報道が入れ替わり出るが、マーケットは「好景気・低金利」という基本的な環境の中で“楽

観報道”に反応しやすくなっており、それを象徴するように先週末のニューヨーク株式市

場は有力指数が史上 高値で引けた｡ 

 金曜日に株価を高値に押し上げたのはクドロー国家経済会議委員長の「We’re getting 
close. The mood music is pretty good, and that has not always been so in these things. 

」という発言だ｡ワシントンでの外交関係評議会（Council on Foreign Relations）での余

裕の言葉だ｡これだけだと「アメリカ当局者の週末を意識した株価引き上げ発言」とも思え

るが、土曜日に中国側も興味深い立場表明を行った｡国営通信社新華社だ｡ 

 CNBC の報道によると、新華社は土曜日にムニューシン米財務長官とライトハイザー通商

代表の要請で中国の劉鶴副首相が電話会談に応じ、それに関して「The two sides had 

“constructive discussions” about “each other’s core concerns” and agreed to remain in 
close contact」と報道したという｡よく読むと、「お互いの核心的関心事に関して建設的な

議論を持った」と報じているだけで、話し合いがどのくらい前進したかは不明だ｡しかし

「constructive」とは報じているのだから、少しは双方の立場への理解度が深まったり、

それに関して解決案に近づいたとも受け取れる｡しかし両方の国のトップの会談（トランプ

大統領は選挙目的もあって米国内を要求している）がセッティングされたわけではない｡つ

まり 終的に固まってはいない、と読める｡ 

 実は今週月曜日には「ミニ期限」が来る｡それは 18 日月曜日が米政府による中国通信機

器大手ファーウェイへの制裁の一部例外措置の猶予期限なのだ｡米商務省は今年 8 月 19 日

に、中国の通信機器 大手ファーウェイへの米国製品の禁輸措置に関連して、事実上の禁

輸リストである「エンティティー・リスト（EL）」への同社指定を継続した上で、さらに制

裁回避を防ぐため関連会社 46 社を追加した（同社への米国製品の輸出は商務省の許可が必

要で、今後も企業の申請は原則却下される）。 

 一方で米政権はファーウェイが既存のネットワークや携帯電話の安全性を保つために必

要な部材やソフトウエアに限り輸出することを許可してきたが、それについてはこの日に

期限がきたものの「この猶予措置は 11 月 18 日まで延ばす」と発表していた。再延長され



るのかどうか｡この決定でアメリカの対中スタンスが、どの方向にどの程度強く向いている

かが分かる｡注目だ｡ 

 12 月 15 日の期限はこれよりも重要だ｡米政府は同日にスマートフォンやノートパソコン

を含む中国製品およそ 1600 億ドル分について同日から 15％の関税を発動する計画｡この計

画はまだ撤回していない｡アメリカ政府は明らかに、この期日を中国に譲歩を要求する材料

に使っていると思われる｡この措置はむろんアメリカの消費者にとっても打撃だが、中国の

産業界に与える打撃も大きい｡なのでマーケットではこの 12 月 15 日を米中トップによる第

1段階ディールに関わる正式署名の期限と見なす見方が多い｡ 

 その期日まで 1ヶ月を切ったことが重要だ｡なのにトランプ・習近平の会談がセットもさ

れていない｡大国首脳同士の会談は、多くの場合は数ヶ月前から判明していなければならな

い｡その割には、マーケットは楽観的に見える｡もしかしたら、マーケットへの米中摩擦の

影響度は、今程度だったらあまり大きくないのかも知れないが、暗転したときには影響は

やはり大きいだろう｡ 

 恐らく今週あたりからこの期限に関する動きが出てくるだろう｡一気に「合意→両首脳の

会談設定発表」まで進むかも知れないし、「期限延長」となるかもしれない｡それは分から

ない｡しかし念頭に置いておかなくてはいけないのは、それは「第 1段階」に関する話であ

って、その後の「第 2」「第 3」「第 4」（どこまであるか知らないが）は、ずっと先の、もし

かしたら次の大統領の統治下での話になるかも知れない、ということだ｡米中関係は「a long 

way to go」ということだ｡ 

 

《 Powell: The US economy is likely to continue to grow 》 

 先週はパウエル FRB 議長が議会で証言したが、前回の FOMC で明らかになった「いったん

利下げを休止｡現行の金利水準を据え置く」との姿勢を改めて示唆するにとどまった。今週

はその前回 FOMC の議事録が 20 日に公表される｡どのような意見が出されたのかが注目され

る｡金融政策以外で同議長の発言で注目できたのは景気判断に関する部分｡同議長は下院予

算委員会で「（アメリカ経済に関して）リセッションの可能性が現時点で高まっていると考

えられる理由は一切無い」との見方を表明した｡利下げ打ち止めの正当性を主張した印象

だ｡ 

 経済指標はいくつか発表される｡アメリカがらみでは 19 日に 10 月住宅着工件数、21 日に

10 月中古住宅販売件数と 11 月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が出る｡欧州関係では

22 日にユーロ圏 11 月製造業 PMI(購買担当者指数)が発表される。日本では 21 日の 10 月工

作機械受注(確報値)、20 日の 10 月貿易統計などが注目か｡ 

 香港情勢は引き続き重要だ｡この週末も学生が立てこもった大学への警官隊の攻勢が報

道されるなど緊迫している｡もっとも大規模な集会は平和的だったとも報じられている｡香

港情勢の動きは速い｡この週末には、香港に駐屯する中国人民解放軍がデモ隊の残したバリ

ケードや障害物の撤去などの活動に参加したという。16 日のことだ｡軍服を脱ぎ、短パンと



おそろいの T シャツ姿で｡公共放送ＲＴＨＫが伝えた｡人民解放軍の香港駐留部隊は昨年１

０月も台風後の清掃に加わったことがあるそうだが、６月に大規模デモが起きて以降、街

頭に展開するのは初めて。デモ隊をけん制するとともに、香港市民の反中意識を和らげる

効果を狙った可能性もあるとされる。 

 報道によると、人民解放軍の私服姿の兵士の数は数十人｡九竜地区の駐屯地から外出し、

近くの路上で復旧活動に参加。路上のブロックや鉄柵などを路肩に片付け、スコップやほ

うきで小石を除去した。ＲＴＨＫによると駐留部隊は「自発的参加」を主張し、香港政府

は「（駐留部隊の）協力は求めていない」と述べている｡しかし一部の民主派議員は香港基

本法などに反していると指摘し、「市民に解放軍を慣れさせ、徐々に解放軍の行動を合理化

することを意図している」と非難しているという。 

 関連するが、今朝筆者は知り合いの香港の駐在員に今香港がどうなっているのかを SNS

を使って聞いてみた｡台湾の留学生などが大挙して帰国しているとのニュースがあったか

らだ｡返信は以下の通りだった｡ご参考までに｡「まだ香港にいらっしゃいますか」で始まる

筆者の質問に対して返ってきた返事は以下だ｡ 

 

 『香港にいます。局所的に過激な衝突が続いています。先週はセントラルでウィークデ

ーの白昼に催涙弾が打たれたのは衝撃的でした。昨日はご存じのように尖沙嘴の理科大で

火が上がる始末。普段困るのは、交通機関(MTR やバス)に影響出ている点。それと週末や夜

間に安全や帰宅を心配してあまり出歩けない点でしょうか。それ以外に身に迫った危険は

今のところないです｡ 

  留学生は中国人、台湾人が大挙して帰っているとは聞きます。ビジネスメンで欧米人

は帰っているのかもしれないですが、あまり聞きません。日本人は家族を帰す動きは多少

あるもののあまり聞いていません。』 

 

 早朝なのに返信してくれたこの駐在員の方には感謝です｡香港にはまた機会を作って行

きたい｡ 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

１１月１８日（月曜日）  米 11 月 NAHB 住宅市場指数 

米 9月対米証券投資 

米政府によるファーウェイへの制裁措置の 

一部猶予期限 

メキシコ市場休場 

１１月１９日（火曜日）  米 10 月建設許可件数 

１１月２０日（水曜日）  10 月貿易統計 

安倍首相通算在任日数歴代 1位に 



10 月訪日外客数 

10 月 29、30 日開催の FOMC 議事録 

１１月２１日（木曜日）  9 月全産業活動指数 

インドネシア中銀政策金利発表 

米 11 月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数 

米 10 月 CB 景気先行総合指数 

米 10 月中古住宅販売件数 

米 10 年インフレ連動国債入札 

１１月２２日（金曜日）  10 月消費者物価 

G20 外相会合(～23 日、名古屋) 

  

 過去一週間の新聞記事では、土曜日日経の『揺らぐ「円安歓迎論」』が面白かった｡「チ

ャートは語る」のシリーズの「為替と日本経済」の㊤｡副見出しは「マイナス効果 3倍に 輸

出は連動弱く」が全てを物語っている｡円安のマイナス効果が過去に比べて 3倍になり、円

安だからと言って輸出の連動性は小さいということ｡日本の製品の高級化（為替変動に左右

されにくい）などに加えて企業の為替変動への対処が進んだ事もあるのでしょう｡今後の円

相場を考える上で重要です｡ 

 マーケットでは「円安→輸出主導の日本経済にプラス」との見方は脚気反応時の思考パ

ターンとしては有力なのですが、 近はその見方は直ぐに剥げるようになっている｡ 

 

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。東京の都心でも木々が少しずつ赤や黄色の色を帯びてきている｡

夜間の温度が一定以下に下がると紅葉が加速するそうで、そういう時期に来たと言うこと

でしょう｡考えると、今年もあと一ヶ月半もない｡ 

 先週は、渋谷の新しいビルであるスクランブルスクエアを観察しに行ったり、三鷹駅の

北にある NTT の武蔵野研究開発センタに 新技術を見に行ったりなかなか忙しかった｡渋谷

は依然大工事中ですが、一部の区域・ビルは出来つつある｡渋谷は大きな変貌の 中です｡

行くと必ず通れるルートが違う｡しかし地下などは大分綺麗になってきて､完成するととっ

ても渋谷らしくなくなるのではないか、という心配もあります｡ 

 新宿や池袋に比べて、渋谷はこれまで「高いビル」というものがセルリアンくらいしか

なかった｡それが今はニョッキにょっきです｡渋谷らしい場所の一つだった宮下公園も綺麗

な駐車場に変身しつつあって、「渋谷らしい」という区域は 09 アラウンドなど数カ所にな

ってきた｡スクランブル交差点から道玄坂や東急デパートに繋がる一帯が主です｡その他の

駅回りは今後高層ビルが立ち並ぶ区域になって､むろん新宿の西口とは違った意味で新た

な都心を形成すると思える｡駅に隣接して高層ビルが建つ様は、新宿というよりは名古屋に

近い｡ 



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

 開業したばかりのスクランブルスクエアは、確か 7 階辺りまでが商業エリアで、ショッ

プやレストランが入っていて、その上は基本的にはオフィス｡展望台の SHIBUYA SKY がある

上階は 44 階の上だったかな｡そこに到達するのが一苦労｡スマホで QR コードを読んで登

録し、メールが来るのを待ってクレジットカードで入金し（確か 1800 円だった）、やっと

上に上がれる時間帯に上に上がれる｡事前に PC で予約しておけば話は早いのですが、思い

立っていくと大変｡ 

 しかし晴れた日だと、渋谷は周囲に高いビルがないだけに綺麗です｡今の季節は空気が澄

んでいる日が多い｡11 月中は現金お断りの入場ですから狙い目です｡渋谷から見る東京の街

もまた面白い｡東京タワーとスカイツリーが同じサイドに見える｡少し風が強い日だとビル

はゆらりゆらり揺れているのですが、それはどこでも同じ｡レインボーブリッジもそうです｡

気にしなければ良いが､ガラス張りの窓際にはなかなか近づきがたい｡しかし色々良い写真

が撮れました｡夕方は西日なので、陽を浴びて六本木、新宿、丸の内、大手町なども非常に

綺麗に見える｡お勧めです｡ 

 NTT の研究所で見た 新技術については、また来週にでも書きます｡それでは皆様には良

い一週間を｡ 
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