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《	a	historic	year	for	the	stock	mart	?	》	

	 世界のマーケットは､やや驚くような数字が飛び交う中で 2019 年を終えようとしている。

為替（ドル・円）の年間を通してのあまりにものナロウバンドは､それはそれで当然印象的。

しかし世界､特にニューヨークの株式市場は「よくこの環境下でここまで上値を試した」と

今になって改めて驚く上げ幅で 1 年を終えようとしている。積み上がった数字は大きく､と

ても印象的だ。	

	 ニューヨーク株式市場の全体的動きを も良く示すと言われる S&P500 は､先週末の段階

で今年これまでの上げ幅は 28.5％に達した（先週に 3200 乗せ）。これは 2013 年の上げ幅

29.6％まで 1％ポイント余で手が届く。もしあと 10 日を残す期間（営業日は 6 日ほど）で

2013 年の年間上げ幅を超えれば､それは 1997 年の年間 31％以来の､22 年ぶりの年間上昇率

となる。	

	 現時点でのニューヨーク市場関係者の大方の見方は､「株式市場は年間を通じて米中貿易

摩擦という大きな不確定要素を抱えながら､大きな流れとして上値追いを続けてきた。今そ

の米中貿易摩擦が第 1 段階の合意によって緩和の方向に向かっているのだから､クリスマ

ス・ラリーの季節でもあり､株価は当然上値追いになる」というものだ。	

	 CNBC によると､「1950 年以降を見ると各年の 後の 5 営業日でニューヨークの株式市場

は平均 1.3％上昇した」という。単純に先週金曜日までの今年これまでの同指標の上げ幅に

1.3％を乗せすれば､2019 年の年間上げ幅は S&P500 で 29.8％」となる。ほぼほぼ年間で 3

割値上がりするということだ。これはどう見ても驚きだ。	

	 今までも何回も書いてきたが､この上昇の中で我々は「今までのマーケットの常識の見直

し」を迫られてきた。この間に米中間貿易に対する関税率はかなりの部分で 25％に上がっ

た。これは戦前の関税引き上げ競争の中で見られたような高率な関税率だ。世界経済の大

幅減速を見る向きが多かったが､少なくとも各国のこれまでの雇用の数字を見ると「世界経

済は好調」と言える。さすがに設備投資や鉱工業生産の面では変調が見られるが､富を生み

出す仕掛けが､モノ以外の分野に移行する中で引き続き消費は各国で堅調だ。	

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

	 だからこそなのだが､2020 年については当然警戒論が出ている。この週末の日経ヴェリタ

スの見出しは「今こそリスク総点検	 日米高値	 変調サイン見逃さない」だ。書き出しは

「いい天気だと思っていたのに､気付けば暗雲がすぐそばに迫っていたー」。同紙は､「含み



益のある資産の一部を利益確定売りすることにした」とする一部国内資産運用会社のファ

ンドマネジャーの話を引用した後で、リスク要因として次の 6 項目を挙げている｡	

	

１．	 VIX 先物売りが 大規模に（投機筋建玉の売越幅が過去 高水準）	

２．	 膨らむ未公開株ファンド（ガバナンスに懸念と）	

３．	 PER14.5 倍	 昨年春以来の高水準（業績回復なき株高）	

４．	 アメリカで銀行の貸し出し DI が悪化	

５．	 中国では景気回復に黄信号	

６．	 日本では工作機械受注のマイナスが続く	

	

	 要するに市場環境は悪くなっているし､「ファンダメンタルズの裏付けが乏しくなってき

た」との見方を紹介。それらに筆者が加えるならば､アメリカでは CLO 問題､世界的には低

金利継続の中で消費者段階の債務が積み上がっていること（それもあって､スウェーデン中

銀はマイナス金利の打ち切りを決定）､中国関連でも国営企業部門・地方政府部門の膨大な

債務などが問題だろう。	

	 無論新聞は「両論併記」だから､その直ぐ後に「もちろん､今すぐ悲観的になる必要はな

い」という声も収録している。当然ながら､ 終判断は各段階の読者が下すべきものだ。	

	

《	a	good	thing	for	the	U.S.,China	and	the	entire	world	》	

	 足元で進みつつある事態は､世界経済にとっては「そうは言ってもプラス」というものが

多い｡だからこその株上昇だ。例えば中国の国営通信社である新華社によれば､習近平主席

は「中国とアメリカの間で合意に達した第 1段階の経済・貿易取り決めは､アメリカと中国､

それに世界全体にとって良い事だ。両国は接触を保ち､できる限り速やかに合意文書に署名

したい」と述べたという。	

	 もっとも台湾､香港､新疆ウイグル自治区やチベットなどの問題に対するアメリカの口出

しには「深刻な懸念」を表明することを忘れなかった。一方トランプ大統領はその習主席

と電話会談をした直後にツイッターに	

	

	 Had	a	very	good	talk	with	President	Xi	of	China	concerning	our	giant	Trade	Deal.	

China	has	already	started	large	scale	purchaes	of	agricultural	product	&	more.	Formal	

signing	being	arranged.	Also	talked	about	North	Korea,	where	we	are	working	with	China,	

&	Hong	Kong	(progress!).	

	 	

	 と書いた。中国がアメリカからの大規模な穀物買い付けを始めたことを宣伝。文章の

後の「Hong	Kong	(progress!)」はいまいち意味不明だが､それでも両首脳がここまで書い

たら「テーブルのひっくり返し」はまあないだろう､と思える。	



	 しかし考えてみれば､12月 15日に予定されていた1600億ドルの中国の対米輸出について

追加関税の賦課が見送られたこと､一部の関税率が 15％から半分になったこと以外では､米

中貿易のかなりの部分には依然として 25％という高い関税が掛けられている｡一般的に「世

界経済や貿易にとって好ましくない」とされる状況は続いているのだ。	

	 金利や関税率が実体経済に影響を及ぼすのには､常に一定の時間を要する。それによって

経済活動や物流の経路が徐々にしか調整されないためだ。なので今まで世界で公表されて

きた各種の統計は､企業や消費者が新しい情勢に十分には対応しているのではない状態の

ものだったかも知れない。そういう意味では､今後の統計の出方は非常に重要だ。	

	 — 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 
	 今週の主な予定は以下の通り｡	

１２月２３日（月曜日）	 	 安倍首相、中国訪問(～25 日)	

米 11 月耐久財受注	

米 11 月シカゴ連銀全米活動指数	

米 11 月新築住宅販売件数	

米 2 年国債入札	

１２月２４日（火曜日）	 	 10 月 30、31 日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨	

2 年国債入札	

日中韓サミット開催、日中首脳会談・日韓首脳会談	

予定(中国・成都)	

米 5 年国債入札	

１２月２５日（水曜日）	 	 11 月企業向けサービス価格指数	

クリスマス	

１２月２６日（木曜日）	 	 年内受け渡し 終日	

黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演	

米 7 年国債入札	

ボクシングデー	

１２月２７日（金曜日）	 	 11 月失業率・有効求人倍率	

11 月商業動態統計	 	

12 月 18、19 日開催の日銀金融政策決定会合	

の「主な意見」	

11 月鉱工業生産	

	

アメリカでは先週､下院がトランプ大統領の弾劾訴追を決めた。しかしニューヨークの株

はマイナス方向には微動だにせず。というか大きく値を伸ばした。弾劾裁判では裁判所に

あたる上院が､共和党員の造反なしで無罪を宣告する可能性がほぼ 100％だからだ。	

それよりもこの週末の一連の記事で筆者が興味を持ったのは､「米福音派の有力誌､トラ



ンプ大統領の罷免呼びかけ」という CNN 報道だ。同誌の編集長は､「弾劾公聴会を通じ（中

略）トランプ大統領が個人的な利益のために権限を乱用したこと､憲法上の誓いを裏切った

ことが明確になったと思う」と述べている。	

キリスト教福音派の支持はトランプ当選に大きな力になったと見られている。それだけ

に CNN が「米福音派の有力誌」と紹介する「クリスチャニティー・トゥデー」の記事は興

味深い。ただし同誌が福音派の人々にどの程度影響力があるのかは､今後調べる必要がある。

現段階では筆者には不明。	

今週は 23 日からの安倍首相の中国訪問と、日中韓サミット(24 日)および中韓両首脳と安

倍首相の会談(同)が予定されている。マーケットでは特定銘柄に影響するくらいかも知れ

ない。国内では小売企業の 9～11 月期決算発表も出始める。	

23 日に米 11 月新築住宅販売件数、米 11 月耐久財受注、25 日に国内で 11 月企業向けサ

ービス価格指数、27 日に 11 月失業率と有効求人倍率、同鉱工業生産や 12 月 18、19 日開催

分の日銀金融政策決定会合「主な意見」の公表が控える。為替市場のドル・円は 109 円台

の前半にドル高が進行した後は､閑散相場となっている。	

	

《	have	a	nice	yearend	and	a	happy	new	year	》	

	 週末はいかがでしたか。冬至も過ぎて本当に年末接近。あと一週間余で 2020 年です。で

も「新年を迎える」という気があまりしないのは何故でしょうか。気候がそうは言っても

温かいから	 ？	 それとも年末の風景が変わってきたから	 ？	

	 しかし我々の気分がどうであれ､やはり 2019 年は終わり､そして 2020 年が来る。どんな

年になるのでしょうか。あと残り一週間余でマーケットの大きな変動はあるのでしょう

か	 ？疑問符の多い年末です。株高に関して言うと､ちょっと思い出すのは 1989 年の日本

の年末かな。年明けとともに大きくマーケットの様相は変わった｡今だと様相が大きく変わ

る可能性があるのはアメリカですが､「もうはまだなり､まだはもうなり」という言葉もあ

る。ま､来年も真剣にマーケットを見つめていきましょう。	

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

	 近実際にやってみて面白かったのは､都内（だけではないと思いますが）に雨後の筍の

ように出来ている新種ホテルの実体験。私のラジオ NIKKEI の番組（ラウンドアップ､Podcast

でも配信	）でも少し喋ったのですが､その後も機会があれば見させてもらっている。だっ

てあれだけ増えて供給過剰にならないかと思うくらい出来て､それでもまだ出来続けてい

る。外国人旅行者も含めて､どんな方が泊まっているのか､中がどうなっているのか知りた

いじゃないですか。	

	 初に興味を持ったのは赤坂の二丁目交番の目の前に出来た「変なホテル」です。長崎

のハウステンボスに 初できて､その後彼方此方に出来ているらしい。よく通りかかるので

「よし､ここから」と実際に泊まってみました。受付が二台の人間型ロボットですからね。

ネットでの予約を前提に出来ていて､ロボットの前のタブレット型のコンピューターにカ



タカナで名前を入れるところから始まります。通常は。私は予約なしに行って､ロボットに

話しかけていたら､奧からホテル従業員が出てきて､「それだったら､私が手続きを」と言っ

てやってくれた。	

	 私以外にもチェックインの方が居て､その方もニヤニヤしながら手続き。やっぱ興味先行

なんだと思います｡彼の友人も来て､「これが．．．．」とか話している。笑いました。多分ネ

ットで予約していたら､何から何まで人を介さずに支払いまで終わるシステムになってい

るのだと思う｡当然先払いです。	

	 部屋は必要分のスペースのみ。しかしテレビは大きいし､グーグル・ホームは備え付けだ

し､貸し出しスマホはあるし､ズボンの空気洗浄機もある。なかなか 先端をいっている｡競

争は激しいから､特徴を出さないと。「旅には狭いが､出張に来たのなら十分」だと思いまし

た｡ホテルの周囲を見ると､トヨタのカーシェアもあるし､貸し自転車も 3 台。コインランド

リーも立派なのがあったし､ジムもあったような。行きませんでしたが｡	

	 レストランは 1 階､ロビーは 2 階という作り。夜たまに通りかかると､イギリスパブ風の

このレストランでは外国人が騒いでいることが多いのですが､宿泊者ではないかと思う。た

またま私が宿泊したのはラグビーのワールドカップの 中だったので､半分以上が外国人

だったように思う｡アジア系も多かった｡お値段はいわゆるシティホテルの三分の一程度の

1 万円前後。競争しているだけあって､ネットで見ると赤坂地区の新しいホテルは大体が値

段は一緒。	

	 「海外から年間 3000 万人以上来る訪日外国人の一部は､こうしたホテルで割安に日本で

の旅行を楽しんでいるのか」と思いました｡もちろん有名ホテル・旅館に宿泊する訪日客も

多い｡しかしビルが建て直しになるとほぼ確実に新しいホテルが出来る都心の状況を見る

と､「こうしたホテルはもっと増えるかも知れない」とも思う｡そのうち､東京（だけではな

いでしょうが）はホテルだらけになる。	

	 書き出すと止まらなくなる｡この続きは来年と言うことで。その他のホテルもいろいろ調

べました。だって前を通りかかるだけでは面白くないじゃないですか。「中はどうなってい

るのか」を調べないと。	

	 それでは皆様には､良い年末年始をお過ごし下さい。	
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