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《 Rebuild America 》 

 今週は年末接近の中アメリカで感謝祭休日が入ったりして「shortened week」の印象が

強いが、今朝は将来マーケットに響きそうないくつもの興味深いニュースが入ってきてい

て、忙しい週になりそうだ。マーケットの人間には馴染みの深いマイケル・ブルームバー

グ氏が 77 歳にして来年の米大統領選挙への民主党候補としての参入を日曜日に正式表明。

一方香港では実施が懸念された区議会選挙が予定通り日曜日に行われ、記録的な投票率の

中で、民主派が過去に例のない得票率で歴史的大勝に向かっている。 

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

以前から観測が絶えなかったブルームバーグ氏の米大統領選挙参入だが、この日曜日に正

式なものになった。彼はツイッターに「I’m running for president to defeat Donald Trump 
and rebuild America. I believe my unique set of experiences in business, government, 

and philanthropy will enable me to win and lead.」と書き込んだ。ネットを見ると CNBC

などのサイトに「Mike Bloomberg 2020 Rebuild America」というビデオが大量に流れてい

る。既にかなりの広告費を使っていると言うことだ。ビデオの 後に出てくる彼自身が使

っているウリ言葉は「job creater,leader,problem solver」などだが、 大の標語は

「Rebuild America」。 

 既に彼の大統領選を睨んだウェブサイト（https://www.mikebloomberg.com）が立ち上が

っていて、「We cannot afford four more years of President Trump’s reckless and unethical 
actions. He represents an existential threat to our country and our values. If he 

wins another term in office, we may never recover from the damage.」と書き込んで

いる。「もう 4年間もやらせるわけにはいかない」という訳だ。その上でアメリカが抱える

課題として以下の 7点を挙げている。 

 

We have an economy that is tilted against most Americans. 

We have a health care system that costs too much and doesn’t cover everyone. 
We have communities ravaged by gun violence. 

We have schools that aren’t preparing our children for success in an increasingly  
high-tech world. 

We have an immigration system that is cruel and dysfunctional. 



We have a climate crisis that is growing worse by the day. 

We have special interests that corrupt Washington and block progress on all of these  

issues. 

 

彼は「私ならこれらの問題を解決できる」と主張している。週末の正式発表だったので、

まだ民主党の各候補者の陣営や共和党からの反応は出ていないが、彼が今になって出馬を

決意した状況は理解できる。 大の理由は、「今出ても勝てるかも知れない」という民主党

の本命不在だ。彼は「自分は元共和党員ながら民主党の救世主になり、かつトランプ大統

領に選挙で勝てる」と考えたのだろう。その可能性はある。民主党は先行したバイデン元

副大統領がふらつき気味で、ウォーレン候補、サンダース候補では「あまりにも左」で逆

にトランプ大統領の再選を後押ししてしまうのではないかという懸念が民主党の中にもあ

る。 

 ブルームバーグ氏が強調しているのは、「中産階級に生まれ、一部屋のオフィスからビジ

ネスを始め、大企業を育て、12 年間もニューヨークの市長をした」という実績だ。確かに

それはアメリカでもユニークな経歴だと言える。しかし一方で 77 歳という高齢もあるし、

「金持ちの 後の遊び」と多くの国民から受け取られる危険性もある。参入が遅れたこと

からアイオワなど当初の二つの党員集会や予備選をパスして、その後からのレース参入を

狙っていると言われる｡彼の戦略の詳細が明らかになるにつれ民主党員、それに国民の受け

止めは明確になるだろう。今の段階での即断は危険だ。 

 

《 huge surge of support for PRO-DEMOCRACY CAMP 》 

 今朝のもう一つの関心事は香港での区議会議員選挙結果。先週前半にデモ隊と警官隊の

衝突で街が荒れたことから実施が危ぶまれていたが、予定通り日曜日に実施された。有権

者登録が急増して 410 万（香港の人口は一般に 750 万と言われる）に達する中で、71.2％

に当たる 292 万人が投票したとされる。香港の区議会議員選挙で投票率が 70％を超えたの

は、初めてとされ、今回の騒動の中でそれだけ香港市民は投票に駆り立てられたと言える。 

 香港の有力紙サウスチャイナ・モーニング・ポストのサイトを見ると、日本時間午前 7

時現在、全議席 452 のうち議席未定は 211 で、議席確定は 241。内訳は「Pro-Democracy 201」

「Pro-Establishment 28」「Independent 12」となっている。その後午前 8 時現在では、

「Pro-Democracy」の獲得議席が 300 を超えたとの報道もある。選挙前に 7割の議席を占め

ていたのは Pro-Establishment だった。選挙の焦点は「民主派が議席の過半数を獲得でき

るか？」だとされたが、議席確定が進む中で「民主派の地滑り的大勝利」は揺るがない事

実となったと言える。 

 問題はこの圧倒的な「民主派の勝利」が今後の香港や中国にどう影響するかだ。民主選

挙を本土では行っていない中国がこの選挙結果をどうとらえ、どう反応するかが一番の注

目だし、キャリー・ラム長官率いる香港現地政府が今後市民や学生が掲げる「五大要求」



にどう対応するのかが焦点となる。五大要求とは一般的には 

 

１．条例改正案の撤回 

２．デモの「暴動」認定の取り消し 

３．警察の暴力に関する独立調査委員会の設置 

４．拘束したデモ参加者の釈放 

５．普通選挙の実現 

 

を指す。香港の行政・司法のシステムは複雑で、今回実施された区議会選挙は「もっとも

素直に民意が反映される」とされる。しかしこの上に香港特別行政区立法会（Legislative 

Council of the Hong Kong Special Administrative Region、通称は香港立法会）があっ

て、それは「中華人民共和国香港特別行政区の立法機関」とされる。ここではそもそも立

候補者が絞られる。今回の区議会選挙が香港立法会の次の選挙や構成にどのような影響を

与えるのか注目される。それがなされない場合には、香港市民の政庁や中国政府に対する

反感は強まるだろう。 

この選挙結果を受けて、デモや集会を繰り返していた学生や市民が今後どのような行動に

出るかも関心事だ。一段と過激になるのか、それとも一時的にも収束するのか。この圧倒

的な選挙結果を見て中国が取り得る香港市民に一番優しい措置は、「普通選挙の実現」を含

めて五大要求を受け入れ、「一国二制度を 2047 年以降も香港に保証する」というものだろ

う。米議会が圧倒的多数で可決した香港人権法案はトランプ大統領の署名待ちの状況だが、

今回の選挙結果は明らかに大統領に署名を迫るものになる。その場合、米中の貿易摩擦は

どうなるのか。 

同人権法案は香港に高度な自治を認めた中国の「一国二制度」が遵守されているか米政

府に毎年の検証を義務付け、結果次第では人権侵害に関与した中国当局者らへの制裁も可

能とするもの。中国政府は内政干渉だと反発を強めていたが、民意がはっきり出た以上は

中国としても簡単に否定することも難しい。 

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

 米中の貿易交渉については、先週「期限の 12 月 15 日まで一ヶ月を切った」と書いてか

ら一週間が経過した。しかし相変わらず進展具合はよく分からない｡双方がお互いに歩み寄

ろうとしていることは分かる｡今朝もブルームバーグに「China to Raise Penalties on IP 
Theft in Trade War Compromise」という記事が載っていた。 
 先週少し書いた「華為技術（ファーウェイ）とアメリカ企業の一部の取引を認める一時

的ライセンス」の延長問題に関しては、アメリカ商務省は 18 日に再延長を行った。アメリ

カも中国に歩み寄りの姿勢は示している。一つ可能性としてあるのは発動期限の延期だ。

来週からはもう 12 月に入るので、その頃には米中摩擦の第 1 段階に関する何らかの方向性

が出てくる可能性がある。今のところ一番可能性が高いのは延長かもしれない。 



 
《 Is market just pretending ? 》 
筆者が 近しばしば考えているのは、「実はマーケットはメディアが騒ぐほどには米中摩

擦を懸念していないのではないか」ということだ。既に双方は相手国の物品に 25％とかの

高い関税を掛けている｡確かに米中の経済や貿易関係は悪化しているし、それが世界経済や

企業業績にも影を落としている。設備投資が不振だ。しかしマーケットはニューヨークの

株価を代表に「高値追い」だ。なので「実は米中貿易摩擦を言われているほどにはマーケ

ットは気にしていない」とも言える。 
問題なのは、それが米中摩擦の先行き（解決）への間違った楽観的予測に依存したものな

のか、それとも実際に経済の構造変化などを反映した根拠あるものなのか、という点だ。

確かに歴史的には貿易摩擦・貿易戦争は、両国関係の悪化、国内経済の崩れ（生産や雇用

の減少）から人類は戦争への道を歩んだ経緯もある。 
しかし考えてみれば、今の世界における経済活動はかなりサービス化している。我々の

日常の支出にしてもそうだ。サービス支出が全体支出のかなりの部分を占める。実際の物

品の購入に相当する部分は少ない。関税は主に物品にかかる。今の世界的な消費堅調には､

「消費構造がサービス中心になった」という背景があるのかも知れない。 
厳密に過去の経済構造と比較したわけではない。しかし恐らく今の方が「関税の相互引き

上げ」で打撃を受ける経済分野は 70 年前、50 年前、さらには 25 年前よりかなり小さいと

思える。もしそうだとするならば、米中貿易摩擦に関する悪いニュースに脚気反応を起こ

してマーケットが株価を短期間下げてもそのニュースが忘れられると直ぐに戻す、そして

時には史上 高値を更新するのは、｢実は米中摩擦が今程度だったら世界経済はその変質

（サービス化）の中で十分吸収可能なのではないか｣と市場が判断しているとも思える。そ

してこのマーケットの判断は正しいのかも知れない、ということが重要だ。 
改めて書くが､それは「経済堅調なのに（金融）緩和」という特殊事情の中での出来事と

考える事も可能だ。経済堅調なのに、世界的にインフレは低い。しかし考えてみれば今の

世界的な低インフレはここ当分続きそうだ。“アマゾン・エフェクト”は時代を象徴する言

葉だし、それ以外にも世界では物価が上昇しにくい環境が整っている。賃金の安い労働力

を見付けるのはまだ可能だし、工場の無人化、ロボット化も進展している。この環境は続

く。 
もっとも｢世界的に設備投資が弱い｣という現状は、米中貿易摩擦の激化によって引き起こ

されている｡なので世界経済にとってもそしてマーケットにとっても「米中貿易摩擦が緩和

に向かう」ことが歓迎すべきである事に変化はない。そうした視点を持って 12 月 15 日の

期限を見守りたい。「期限の先延ばし」の可能性も含めて。 
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

１１月２５日（月曜日）  独 11 月 Ifo 景況感指数 



米 10 月シカゴ連銀全米活動指数 

米 2年国債入札 

１１月２６日（火曜日）  10 月企業向けサービス価格指数 

40 年国債入札 

米 9月 FHFA 住宅価格指数 

米 9月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数 

米 10 月新築住宅販売件数 

米 11 月 CB 消費者信頼感指数 

米 5年国債入札 

１１月２７日（水曜日）  米 7～9月期 GDP 改定値 

米 10 月耐久財受注 

米 10 月個人所得・個人支出 

米 10 月中古住宅販売仮契約 

ベージュブック 

米 7年国債入札 

１１月２８日（木曜日）  10 月商業動態統計 

2 年国債入札 

米感謝祭 

１１月２９日（金曜日）  10 月失業率・有効求人倍率 

10 月鉱工業生産 

韓国中銀政策金利発表 

インド 7～9月期 GDP 

米ブラックフライデー 

 

 アメリカ経済の強さの持続性を計れる期間に入ってきました。金曜日はブラックフライ

デー。シーズンのアメリカの小売売上高に関しては「4％前後伸びる」との見方が多いよう

ですが、実際にはどうなるのか。 

経済指標ですが、アメリカ関係では 11 月消費者信頼感指数、10 月新築住宅販売件数、7

－9 月期 GDP（国内総生産）改定値、10 月耐久財受注、10 月個人所得・消費支出などが発

表予定で、ベージュブック（米地区連銀経済報告）も公表される。国内で 29 日に 10 月鉱

工業生産や同有効求人倍率、11 月都区部消費者物価指数など。25 日にパウエル FRB 議長が

講演する。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。嫌な寒い雨が印象に残った週末ですが、この雨がちの天気は今

週の前半も続きそうです。もっとも温度は変動しやすいようで、日曜日は温度が上がった



ので雨もそうは気にならなかった。土曜日のような「寒い雨」は避けたいのですが､それは

我々が決められることではない。 

ところで先週渋谷スクランブルスクエア（通称として“シブスク”が使われつつある）に

ついて書いた中で、ファッションやレストランなどの入っている階に関して間違った記述

をしてしまいました。商業エリアは 14 階までで、レストラン階は基本 12 階と 13 階です。

何か別のビルと勘違いしました。訂正しておきます。しかし晴れた夕暮れの渋谷スカイ（屋

上展望台）は 高です。是非お試しを。 

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

 ところで、先々週三鷹まで行って 4時間近く見学させて頂いた NTT の「R&D FORUM 2019」

は日本の IT 産業に対する私のやや悲観的な見方を少しは楽観的な方向に戻してくれるもの

でした。 

NTT の研究開発部門が社内で行っている様々な技術の研究開発具合を関係者に開示すると

いう方向性を持ったものでしたが、私もできる限り様々な技術を見させて頂きました。展

示を見ようという気分にさせてくれたのは 

 

「NTT が研究している 6G 技術」 

「一度充電すると一年間使える電池」 

 

などでしたが、それらは研究の初期段階でした。それ以外でも「これは面白い」という

研究がかなり数多く展示されていて、それぞれのブースの担当者が熱心に説明してくれた。 

初に「面白い」と思ったのはデジタル・ツインかな。この技術は以前からあるものです

が、今回見た NTT のデジタル・ツインは異なった経験を積んだと仮想した自分と、今の自

分を対話させる技術。使われたのは｢子供に何を習わせるか悩む主婦｣を主人公に、「ピアノ

を習った私」「スポーツをやった私」の 2人のデジタル・ツインを二つのスクリーンに登場

させ、3 人で話をするという設定だった。なかなか面白い実演を一回半ほど見てしまった。 

 デジタル・ツインは、例えば自分の車のツインをコンピューター上に作って、各機器が

うまく機能しているかどうかをチェックするなど、様々な用途が期待できる。小松製作所

が溜池の本社で「世界中の自社製の大型土木機器のファンクションを監視できる」という

のも、同じような技術を使っているのでしょう。非常に応用範囲が広い技術であることは

間違いなく、私の印象では会場で も多くの方々が熱心に見学していた。 

NTT さんなので、むろん AI がらみに加えて新しい通信技術（5G など）に関する展示もあ

って、「日本も結構やっているんだ」と思えました。日本のハイテク企業は、モノ作りのエ

リアではかなり退潮が激しい。世界を先導していた携帯電話の世界から、世界をリードす

るスマホ作りには進めていない。5G は先を行くチャンスだが、その兆しは見えない。ヤフ

ーとラインの合体など動きはあるが、やはり GAFA などの激しい動きには一歩遅れている印

象がしていた。 



そういう意味では友人のＮさんに誘われて今回行った展示会は、「IT 分野における今後の

日本」を考える上では参考になった。今後も日本の 新技術が世界に劣後するのではなく、

先頭を走れるように期待した。 

 それでは皆様には良い一週間を。 

 
《当「ニュース」は三井住友トラスト基礎研究所主席研究員の伊藤（E-mail ycaster＠gol.com）の相場

見解を記したものであり、三井住友信託銀行の見通しとは必ずしも一致しません。本ニュースのデータ

は各種の情報源から入手したものですが、正確性、完全性を全面的に保証するものではありません。

また、作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的

としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し

上げます。》 


