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《 checking resilience of the mart 》 

 日本を含めて世界的に新型コロナウイルス感染者が大幅な再増加傾向を示す中で、マー

ケットのレジリエンス（resilience）を改めて試す一週間になりそうです。前回述べたよ

うに今のマーケットが「rolling Ws」（横ばい的に上げ下げを繰り返す現象）になっている

ことは日経 225、ニューヨークのダウ工業株 30 種平均など多くの指標チャートを 3ヶ月、6

ヶ月などのタームで見ると鮮明だ。6月の頭か初中旬からその傾向が見られる。 

 気が付くのは「Ws」の上下が時間の経過の中で狭くなって、形状としては小さな三角保

ち合いを形成しつつあること。ニューヨークの S&P500 もそうだし、欧州の主要市場も似た

ようなところがある。つまり上か下に大きく動く可能性が出ている。多くの株価指標の保

ち合い状況出現の中で、明確に下げ基調になっているのが VIX 指数。ニューヨーク市場が

独立記念日（Fourth of July）連休に入る直前の 2日木曜日の取引で、30 を明確に切った。

2日の引値は 27.68。 

 「rolling Ws」の文章を書く際に当初から「例外はこれだな」と思っていたのは米 Nasdaq

ですが、予想通り上値追いを続けた。2 日の引値は 10207.63。引値として過去最高値。日

中は高値で 10310.63 まであったが、そこはやはり高所恐怖症感があるようで高値引けはな

かなか出来ない状況はある。 

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

 週明けのマーケットが織り込まねばならない新環境は、新型コロナ感染者数の｢世界的な

再増加」だ。世界中のマスコミが経済活動の再開と同時に、この問題を大きく扱っている。

これは当然心理的にはマーケットに重荷となるはずだ。感染者の再増加は、接触型の伝統

的経済の活動抑止要因になる。実際にアメリカの一部の州では経済活動の一部を再び禁止

した。 

 例外はある。今週末の新聞に「米 IT 大手、コロナを糧に成長」と見出しに書かれている

ような銘柄群、もっと言えば主要 Nasdaq 構成銘柄だ。今の同指数の水準が過去の各種判断

基準から見て正当化されるかどうかは別にして、Nasdaq を構成している銘柄群が「コロナ

禍が続けばネットフリックスを見る人は増える」といった構造になっていることは、もう

何回も書いてきた。今のマーケットで重要なのは各銘柄の時代特性だ。 

 感染者の再増加にもかかわらず、世界各国政府はコロナ禍当初の措置として急ぎ導入し

たような国全体、そうでなくても広域へのロックダウンなどの措置を再導入しないばかり



か、経済活動再開の動きを止めるのに極めて慎重であるように見える。日本も国民が心配

するくらい首都・東京の感染者数は増加しているのに、個別対応で済ませようとしている。

日曜日に行われた東京都知事選挙では、最近めっきり経済活動抑制に慎重になった小池現

知事が勝った。「選挙に勝ったからまた再導入」との見方もあるが、就任に伴う挨拶ではそ

の様子は窺えなかった。国も全国一斉自粛の再実施などには極めて慎重に見える。 

 今週の初め時点で例外的動きとなっているのは、感染者の急増が進むアメリカの南西部

各州。カリフォルニア州はレストラン内での飲食を禁止した。テキサス州は公共の場での

マスク着用を義務づけた。しかしロックダウンはしていないし、フロリダなどの州は感染

者急増の中でも、大きな流れとしての経済再開促進の方針は放棄していない。トランプ大

統領もその傾向が強い。 

 むろん最大の理由は、「多くの住民の生活を考えれば、経済活動の再開を優先的に考えざ

るを得ない」という事情がある。途上国でその傾向は顕著だし､先進国でも多くの国でその

傾向は認められる。多くの貧困層にとって経済活動参加への道を断たれるのは、即生活苦

を意味する。 

 日銭労働者には、多くの場合必要なのは「今日の稼ぎ」だ。明日はない。彼等も一票を

持っている訳で、政治家はそれを無視できない。インドでも南アフリカでも、政治家が一

度は苛烈な感染抑制策をとっても、一定の時間がたつと感染者増の中でも経済再開の方針

を打ち出し、その後はその方針を変えようとはしない。 

 欧州は 7月に入ってイギリスを含めて経済活動の再開、国境の開放に大きく舵を切った。

「国民の 5 人に一人は観光に携わっている」というポルトガルの実情は、程度の差こそあ

れ欧州各国に言える。それが国境開放の一つの背景だ。その結果、イギリスでもスペイン

でも、そしてフランス、ドイツでも大きなクラスターが発生。国全体として見ても感染者

の数は大幅な増加となっている。その数だけ見ると「また封鎖が必要か」と思うような状

況だ。 

 しかしほぼ全ての政治家はその道を選ばない。日本でも西村担当大臣は繰り返し「全国

的な自粛は誰もが希望しない」と言っている｡一時は「stay home」を連呼して自粛の先頭

に立っていたような小池さんも、すっかり立ち位置を変えたように見える。 

  

《 tend to be younger 》 

 世界のほぼ全ての国と地域に広がった新型コロナウイルス動向とその中味を見るなど出

来ないことだが、一つ筆者が気付いたことがある。もしかしたらそれが「経済活動再開の

方針維持」の誘因になっているかもしれない。 

 それは「最近の新規感染者のかなりの部分が、重症化の危険性の低い微症状や無症状で

終わる若者だ」と言うことだ。日本、特に東京の最近の新規感染者に占める若者（20〜30

代）比率は時に 6割とか 7割に達する。 

 この週末に CNBC の「‘The growth is exponential’ — Florida and Texas report surge 



of coronavirus cases over Fourth of July」という記事に注目した。フロリダ、テキサ

ス両州での感染者の急増は“指数関数的”と報じた記事だが、「おや」と思った部分があっ

た。それは「両州の新規感染者が土曜日にフロリダでは 11,445 人、テキサスでは 8,258 人

でそれぞれ過去最高になった」という文章の後に出てくる。 

 

 「Florida reported Saturday that 14.1% of those tested for the virus were positive 

while Texas reported a positive rate of 13.1%, both well above the 5% threshold that 

the World Health Organization advises as a safe level for governments to reopen 

business.  

 Those testing positive in Florida tend to be younger, with a median age of 35 as 

of Saturday. In Texas, available data shows a large portion of those testing positive 

are between 20 and 39 years old.」 

 

 とある。文章はさらに、「（これだけ新規感染者が増えても）フロリダでの死者の数は依

然として減少傾向にある」となっていたこと。これに関連して、筆者はニューヨーク州で

患者数も死者の数も急増していた 3〜4 月頃の数字を改めて見て思ったのは､「感染者も死

者も高齢者が多い」ということだ。35 歳（土曜日現在のフロリダ州の感染陽性者の平均年

齢）よりはるかに高かった。 

 よく知られるようになったが、高齢者は現在のコロナ禍ではハイリスク・グループなの

で、感染者が出れば死者も増える。しかし今は感染者が多く見つかっても若者が中心。な

ので死に至るケースが少ない、とも理解できる。 

 これは今の日本にも言える。世間やメディアの関心は感染者の数に行っているが､筆者は

ずっとその日亡くなった方の数にも注目している。二桁になる日はほぼなく、5人以下が普

通だし、最近ではゼロの日も多い｡むろん、新規感染者の数の増加が、最終的に回復で終わ

るのか、それとも残念ながら死に至るのか判明するには、時間の経過が必要だ。なので今

の世界的な感染者数の増加が、死者の増加に繋がらないとは言えない。 

 しかし筆者は以下の可能性があると思っている｡ 

 

１． 新型コロナウイルス感染拡大の初期において顕著に症状悪化に見舞われたのは当然

ながら高齢者であって、こうした人達の症状悪化が結果的に死に至ったケースが多か

った。なので、感染者の増加と死に至った人の数はともに増加した 

２． その間若者も感染していたと思われるが、微症状か無症状の人が多く入院に至るケー

スは少なかったし、検査能力が世界的に限られていた初期段階ではそもそも若者への

検査は少なかった 

３． 感染拡大からしばらくすると「高齢者は重症化のリスクが高い」というのが世界的常

識になって、高齢者は自ら感染リスクを制御する行動を取ったし、世界的に老人ホー



ムなどでの対策が進み、「感染→入院→重症化→死」に至る高齢者が減った 

４． この間に各国で検査態勢が充実して、無症状の若者にまで検査が行き渡るようになっ

て初めて「若者にも感染が広がっている」という隠された実体が見えてきた。しかし

彼等が死に至るケースは稀である 

 

 ではないかと思う｡あくまで推測だが、感染者の増加と死者の数の減少を考えると一つの

筋道としては可能性ありだと思う｡ 

 これはマーケット的にも重要で、病床など医療体制に余裕があるのを確認しながら、感

染者（その大部分は若者）を一定の増加幅に抑えながらも経済の再開を進めるという方針

を続けるのは、国が取り得る政策としてあり得ると思う｡ 

 重要なのは「なぜ感染者が再増加しているのに、かつてのような措置を取らないか」を

国民に伝える人が必要だということだ。今の日本にはその役割の人がいない。むろんこれ

は相当なリスクだが、経済活動に再び大きな抑制要因をかけるのもリスクだ。特に二回、

三回と経済活動に抑制を課すのは経済の活動レベルを大きく下げて、経済（企業や消費者

を含めて）を疲弊させ、国や地方自治体の財政状況を著しく悪化させてしまう。 

 一方で筆者は「感染者の数が減れば、自然と経済活動は活発化する」とも考えている。

最近新聞によく登場するリベンジは消費でも旅行でも言える。感染者が減って国民の安心

感が増せば、消費も旅行も当然ながら増える。 

 今の日本の一般的な見方は「東京の 100 人は多い」で、例えばこれが 150 人に今週なっ

たとしたら、相当騒がしくなる。それが例え「80％は若者」であってもそうだ。今週、そ

のリスクはある。それでも経済活動に全体的な網をかけないなら、その論理を政府や都は

都民や国民に説明しなければならない。 

 しかしゆっくりと ①検査の数が増えている ②重症化のリスクの少ない若者中心 ③

感染場所もかなり分かっているので、それに応じた有効な措置を取る．．．．．．．という展開

の中で説明が行き渡れば、国民のリスク許容のレベルは上がると言える。繰り返すが、今

の日本の問題はそうした選択肢を国民に筋道立てて説明できる人（政治家であっても専門

家であっても）がいないこと。 

 繰り返すが、感染者の数は少なければ少ないほど良い。少なければ消費者は自然と経済

活動を活発化させる。その点は忘れたくない。 

  

《 watch rising tensions between U.S. and China 》 

 むろん「世界的な感染者の増加」は、マーケットにとって数多い材料の一つに過ぎない。

各国政府や中銀の措置、ワクチン・対抗薬の開発状況、各企業の経営方針など様々だ。今

週もその絡み合いの中でマーケットは進行する。 

 新型コロナウイルスが新しい感染症であることもあって、今でも様々な間違った指摘、

報道がなされている。メディアのニュースのポイントの置き方もおかしいものが多い｡社会



がそれに振り回される中で「実際はどうなのか」というのは、マーケット参加者にとって

今後も大きなポイントになると思う｡ 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０７月０６日（月曜日）  米 6月 ISM 非製造業景況指数=23 時 

タイ市場休場 

０７月０７日（火曜日）  5 月家計調査 

5 月毎月勤労統計調査 

5 月景気動向指数 

日銀「生活意識に関するアンケート調査」の結果 

30 年国債入札 

豪州準備銀行理事会 

米 3年国債入札 

０７月０８日（水曜日）  6 月景気ウオッチャー調査 

米 5月消費者信用残高 

米 10 年国債入札 

０７月０９日（木曜日）  6 月マネーストック 

5 月機械受注 

6 月工作機械受注(速報値) 

5 年国債入札 

日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ 

地域経済報告(さくらレポート) 

中国 6月生産者物価 

中国 6月消費者物価 

米 30 年国債入札 

０７月１０日（金曜日）  6 月国内企業物価 

オプション SQ 

エルニーニョ監視速報 

シンガポール総選挙 

米 6月生産者物価 

ブラジル 6月消費者物価 

 

 今週は米中関係で新たな動きがあるかもしれない。米議会は矢継ぎ早に対中制裁の法案

を通しており、トランプ政権がどう出るかが注目され、それに対する中国側の反撃もあり

うる。香港の本屋からは民主派が支持するような本が撤去されているという報道もあり、

中国の主張（香港安全維持法は一国二制度を補完・完成させる）にもかかわらず、香港が



実質的に中国の一国制度に飲み込まれた事が鮮明になりつつある。 

 中国の戦狼外交はある程度「西側諸国の反撃」を覚悟していたと思われるが､オーストラ

リアを含めて中国に敵意を持つ国の増加には戸惑っていると思われる｡どのような対応に

出るか。 

 このところ支持率低迷が鮮明になっているトランプ大統領が、対中政策で何か起死回生

の国民受けする強硬策に乗り出す可能性もある。今回の事態の中で思い切ったアクション

を取らなければ、彼の岩盤支持層の離反を招きかねないからだ。対中姿勢の中味と成否は、

彼の再選戦略の行方を決しかねない。「バイデン大統領」の可能性が高まる中で、マーケッ

トがこれをどう咀嚼するかも注目だ。 

 ７月４日の独立記念日を挟む連休中、アメリカはいつものお祭り気分はなく、抑え気味

の祝賀模様だったようだ。その連休中の感染者数は今週後半に出てくる。土曜日までは毎

日 5 万人前後だったが、それが１０万とかになるとさすがにマーケットでも多くの銘柄に

はマイナス材料だろう。感染者の数の推移にも関心を払いたい。 

 公共の場でのマスク着用を義務付けた米テキサス州に比して、フロリダ州の州知事はま

だその措置の州内での採用を拒否している。アメリカでのコロナ禍対応はちぐはぐで、WHO

が一番懸念する状況となっている。気がかりな点だ。 

 経済指標では、米 6月 ISM 非製造業景況指数、米 6月 PPI などが注目か。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。九州､特に熊本県の球磨川流域を襲った水害が大きなニュースと

なった週末でした。この月曜日や火曜日も線状降水帯が上空にとどまってこれら地域に強

い雨を降らす見込みとのこと。心配です。九州ばかりでなく、日本の広い範囲で雨が続く

様子なので、皆さんもお気をつけ下さい。今朝の東京は強い雨で、湿度も異常に高い。サ

ッカーの J1 も始まり明るいニュースもあるのですが、コロナに加えて大雨と心配な事が多

い日本です｡ 

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

 先週初めにかけて宮崎県にお邪魔していました。色々な仕事の関係で。久しぶりの宮崎

でしたが、ここも雨が多かった。一日だけ晴れてそれが日曜日｡サンメッセ日南に行ったり

したのですが､モアイ像が綺麗な空と海のブルーに映えて綺麗でした。しかし人影は少なく

やはり大勢の方が外に出るのには時間がかかると思いました｡ 

 宮崎県に関しては、昨年も熊本県に近い北西部の高千穂に何日か滞在しましたが、「神々

の住む国」という印象。今回、改めてそう思いました｡鵜戸神社の岩洞窟の中に作られた社

は写真では見たことがありますが、実際に見てビックリしました。また陸地に近く歩いて

渡れる島でありながら、熱帯・亜熱帯の特異な植物が繁茂した自然の中にある青島の青島

神社なども面白かった。 

 やはり一番興味深かったのは両神社の近くでまじまじと見ることが出来る隆起海床かな。



「鬼の洗濯板」と呼ばれるのが納得出来る。『新第三紀（７００万年前）海床に堆積した砂

岩と泥岩の規則的互層が傾き「走向北三十度東、傾斜二十度東」海上に露出し、波浪の浸

蝕を受け堅さの違いにより凹凸を生じたものである』と解説されていたが、「これは人間で

は出来ない事」と思いました｡ 

 自然の力の偉大さが改めて感じる事が出来る風景でした。最近 NHK がジオ・ジャパンと

かいう番組で日本列島の成り立ちを何回かに分けて放送していましたが、あの時のシーン

を思い浮かべながら、今も地球が生きているとしたら（そうなんですが）、いつかまたとん

でもない自然現象が起きるのだろうな、と思いました｡ 

 先週は持参機器の不具合によってこのニュースを出せませんでした。また今週からはお

休みの時以外は書いていこうと思います｡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。》 


