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《 a resounding “no” ,but….. 》 

 高まる米中の「経済的デカップリング」が生じたとしても、アメリカ経済は案外強いの

ではないか、と一瞬見間違うような米 11 月の雇用統計でした。ニューヨークの株価は「米

中摩擦があってもアメリカ経済は強い」ことを再確認し、金曜日に大きく反発。ダウなど

の代表的株価指数は「新高値」まで残り数％のレベルまで戻した。 

同雇用統計は間違いなく非常に強かった。非農業部門の就業者数は 26 万 6000 人に達し、

マーケット予想の 18 万 7000 人を大幅に上回った。この単月での増加数は、今年 1 月の 31

万 2000 人に次ぐ。政治的に重要な失業率は 3.5％で今年 9月に記録した「1969 年以来の低

い水準」に並んだ。ちょうど半世紀ぶりの低水準ということだ。賃金の伸びも１年前に比

べて３．１％の比較的高い伸びとなった。 

「（米中の）デカップリング」という単語、それに関する議論は、今年 10 月 24 日にペン

ス副大統領が首都ワシントンのコンラッドホテルで行った外交演説の中で使ったことから

急速に一般化している。彼のこの時の使い方は以下のようなものだった。 

 

「And people sometimes ask whether the Trump administration seeks to “de-couple” 
from China. The answer is a resounding “no.” The United States seeks engagement with 
China and China’s engagement with the wider world, but engagement in a manner consistent 
with fairness, mutual respect, and the international rules of commerce.」 

 

「（トランプ政権の政策について）中国からデカップルしようとしているのかと時々聞か

れる｡でも決してそうじゃない」という否定の形で使っている。「de-couple」と似た形で使

われる単語としては「disengagement」があり、ペンス大統領もこの講演の中で

「disengagement」も、その元となる「engagement」を使っている。後者が「関与する」と

いう意味であり、「disengagement」は印象としては「非関与」という意味合いだ。 

具体的に何を意味するのか。「de-couple」はいくつかの分野で起こりうる。これまでの

米中関係から見て「人材交流」「技術交流」「資本市場」「投資」そして「貿易」「通貨」の

各分野でのデカップリングが想定される。よく考えると、アメリカは次々と中国との今ま

での緊密な関係を希薄化、または遠ざけているように見える。 

 中国から大量に押し寄せてくる留学生には徐々に厳しい目を向け、アメリカ企業も中国



人技術者の受け入れに慎重になっている｡アメリカの技術の中国への流出を警戒してのこ

とだ。5G 技術でトップを走ると見られる中国のファーウエイなどは、アメリカの市場から

閉め出されつつあり、中国企業のニューヨーク株式市場上場にも慎重な意見が出ている。

アメリカ企業の中国への投資も鈍ってきている。トランプ政権はそれを政策としつつある

ようにも見える。 

 米中の貿易量は単月の増減はあっても摩擦故に減少傾向に入っているし、アメリカは中

国がデジタル人民元の創設を急ぐ中でも「今後 5 年はアメリカはデジタル・ドルを実際に

目指す計画はない」（ムニューシン財務長官）と否定的だ。通貨でもスタンスが別れる。戦

後の大部分の期間において中国の成長に関与することを基本としてきたアメリカの対中政

策は、明らかに「中国に背を向けつつある」ように見える。 

 ペンス副大統領の講演の中での答えは「a resounding “no”」だ。彼は続けて「アメリカ

は（依然として）中国との関与、そして中国がより広い世界と関与することを求めている」

と述べている。しかし条件を付けることを忘れなかった。「その関与は公正、相互尊重の精

神、そして貿易に関する国際的なルールに沿ったものでなければならない」と語る。つま

り今の中国の各種の“行い”には「沿ってないものがある」と指摘しているのだ。 

彼の念頭にあるのは、新疆ウイグル自治区、チベットなど中国国内での人権無視状態や香

港への対応、それに中国国内で横行している知的財産権の侵害問題や国有企業優先の経済

体制などだろう。この問題は毎回のように書いているが、一つ言えることは「長い戦い」

だということだ。 

 

《 December 15 is a very important date 》 

「de-couple」と言っても、程度問題だ。米中以外にも世界には日本を含めて数多くの国

があり、デカップルを目指すにしても限界はある。第三国を通じた貿易や技術交流という

のは起きるだろうし、実際に今でもそうだ。中国企業は依然として第三国経由ではアメリ

カに各種製品を輸出できるし、中国企業の東南アジア進出も加速している。完全なデカッ

プリングは今の世界では無理だ。  

それでも今まで緊密に貿易・投資の関係を深めてきた米中が「デカップリング」すると

なれば世界経済への影響は大きいし、それによってアメリカ経済も打撃を受けるというの

が一般的な見方だ。しかし今のところそうはなっていない。既に米中の貿易の大宗には 15

〜25％の関税が課せられており、その意味では「既にデカップリングの動きは相当進んで

いる」とも言えるのに。 

ペンス副大統領は米中デカップリングに関して「no」と言っている。しかし実体は進行

しているのだ。むろん「今後はこう（アメリカ経済の順調な拡大）はうまくは行かない」

という議論も出てくるし、そうかもしれない。しかし現時点でアメリカ経済に何が起きて

いるかと言えば、「1969 年以来の低い失業率、そして順調な雇用の伸び」ということだ。こ

の問題は、今後のマーケットを考える上で非常に重要だ。 



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

 アメリカが対中で追加的に関税（1600 億ドル弱の商品が対象）を課すと公言してきた 12

月 15 日は次の日曜日だ。つまり一週間を切った。この期限接近に関してクドロー国家経済

会議委員長は先週金曜日の CNBC とのインタビューで「There’s no arbitrary deadline here 
… but the fact remains that December 15 is a very important date with respect to 

a no-go or a go on tariffs．」と述べた。つまり 12 月 15 日は重要な日だと。延期の可能

性を含めて、トランプ政権は中国側の出方を待っているのだろう。 

先週も書いたが論点は案外整理されている。つまり「第 1 段階の合意に関税の rollback

を含むのか」が第一。加えて同委員長は、「If the assurances with respect to preventing 

future [intellectual property] theft are no good, if the enforcement procedures are 

no good, [Trump] has said we will not go forward. We will walk away.」とも述べて

いる。つまり「enforcement procedures」、つまり「合意の実施手続き」が重要だと言うこ

とだろう。ペンス副大統領も先に紹介した講演で、「約束を守らなかった中国」に何回も言

及している。この文章を書いているこの時点でも、結局まとまるのか、それとも追加関税

の実施延期になるのか、それとも米中交渉の決裂になるかは分からない｡ 

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

 香港では 8 日に予定通り大規模デモが行われたようだ。日経新聞の見出しは「香港で 80

万人デモ 抗議半年」となっていて、さらにデモ隊は「五大要求の実現を求めた」と書い

てある。中国や政庁が折れる気配がない中で、香港での抗議活動は今後も継続するものと

思われる｡ 

 

《 FOMC AND ECB 》 

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

１２月０９日（月曜日）  10 月国際収支 

7～9月期 GDP 確定値 

11 月景気ウオッチャー調査 

米 3年国債入札 

１２月１０日（火曜日）  11 月マネーストック 

11 月工作機械受注 

5 年国債入札 

エルニーニョ監視速報 

中国 11 月消費者物価 

中国 11 月生産者物価 

独 12 月 ZEW 景況感指数 

FOMC(～11 日) 

米 10 年国債入札 



１２月１１日（水曜日）  11 月国内企業物価指数 

10～12 月期法人企業景気予測調査 

パウエル FRB 議長会見(経済見通し発表) 

米 11 月消費者物価 

米 11 月財政収支 

ブラジル中銀政策金利発表 

１２月１２日（木曜日）  10 月機械受注 

11 月都心オフィス空室率 

インド 11 月消費者物価 

トルコ中銀金融政策決定会合 

英国議会総選挙 

ECB 定例理事会(ラガルド総裁会見) 

EU 首脳会議(～13 日) 

米 11 月生産者物価 

米 30 年国債入札 

米下院の 2019 年会期末 

１２月１３日（金曜日）  12 月調査日銀短観 

メジャーSQ 

米 11 月輸出入物価 

米 11 月小売売上高 

米 10 月企業在庫 

 

 今週の経済指標・イベントを見ると、日本関連では 7－9 月期 GDP(国内総生産)確定値(9

日)、11 月景気ウオッチャー調査(同)、11 月工作機械受注(速報値、10 日)、10 月機械受注

(12 日)などがあり、13 日には 12 月調査日銀短観も公表される。海外では中国で 11 月の消

費者物価と生産者物価が 10 日に公表。 

今週は 10－11 日に FOMC が開かれるが、今回の雇用統計を見ても追加緩和の必要はない。

それよりも FRB が景気の現状や今後の見通しに関して声明にどのような文言を入れるのか、

あと注目されるのは、12 日の英国議会総選挙や ECB 理事会など。イギリスの総選挙はこれ

まで数回は「予想外」の連続だっただけに結果が注目だ。「合意なき離脱」の可能性が強ま

るかも知れない。ECB 理事会は、ラガルド総裁の就任後初。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。朝晩は東京でも 5 度を下回る温度という寒い週末でした。しか

も夕方暗くなるのが早い。毎週金曜日に早朝の番組を長くやっているのですが、局に向か

うときに空が暗いのはなかなか辛い。空気は凜と締まって良いのですが。早く夜明けが早



くなって欲しいと思います｡ 

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

 秋と言えば紅葉ですが、先週見た紅葉では日比谷公園や青山絵画館前が綺麗でした。遠

出しなくても、地元にも綺麗な紅葉がある。日比谷公園には池が二つあって、地下鉄霞ヶ

関駅の日比谷公園出口から出たところと、もう一つは日比谷交差点近く。紅葉が綺麗なの

は霞ヶ関サイドの池の周りです。特に夕刻は「いったい自分はどこに居るのだろう」と思

うほど都会離れした紅葉が観られる。 

 今だと時間は午後 3 時過ぎくらい。お日様が西にかなり傾いた頃。池の東側に立つと、

池にかかる広葉樹の紅葉がお日様にキラキラ光って、実に綺麗です。その間から鶴が噴水

を吹き上げている。山全体が紅葉と言った日光的景観も素晴らしいのですが、ポイントを

絞れば東京にもいくつも紅葉の見所があるなと思っているのです｡ミッドタウン六本木の

ある檜町公園も良かった。 

 青山絵画館前の銀杏並木は人が多すぎるのが難点で、 近は外国の方も多い｡あまりにも

地面は人が多いので、目を上にやったら面白いことに気が付きました。何十本あるか知り

ませんが、銀杏の木の先端の高さが綺麗に揃っているのです｡銀杏の木もよく剪定されてい

て、綺麗な細長い、そして胴部分が締まった形をしている。「職人達の素晴らしい技だな」

と思いました｡全ての葉が落ちた冬から春に並木の剪定作業が行われている。毎年見掛ける

のですが、その時既に「次の秋から冬口に掛けての銀杏並木が綺麗になるように」と作業

が行われているのだと思うと､「実に素晴らしいことだ」と思う｡ 

 銀杏の木は日本全国津々浦々にある。それぞれ綺麗です。例えば大阪城の京橋口の銀杏

は、実に黄色鮮やかで、豊富に黄色い葉っぱが付いている。直ぐ近くの肥後石と共に秋に

行くと実に印象的です。のびやかで豊かという印象。対して青山絵画館前の銀杏並木は、

大規模な剪定作業の結果としての美しさを堪能できる。今年は「銀杏の木の背丈が揃って

いる」と気が付いただけでも行って良かったと思います。 

 それでは、皆さんには良い一週間を。 
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