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《 continued recovery in Japan 》
今週のレポートのポイントは次の通りです。
１．

４日朝発表された日銀短観は設備投資意欲、収益見通しの弱さなどに問題は残る
ものの、引き続き大手製造業を中心に業況判断が改善していることを示した。９
月に進行した円高は、今のところ企業業況判断の改善を腰折れさせてはいない

２．

この結果、日本経済の先行きに対する強気の見方は継続し、日本の株式市場への
内外からの資金流入は続いて市場は基調強い展開を示すとみられる。また、外国
為替市場では今後も円高圧力が残る展開になると予想される

３．

一方アメリカでは、金融市場に打撃になるインフレ圧力の高まりを緩和するため
に景気の減速が望ましいにも関わらず、経済の再拡大の兆しさが見えており、最
終段階には現れていないもののアメリカ経済の内部ではインフレ圧力の高まりが
みられる

４．

５日に開かれる１０月の FOMC では金利引き上げは見送られる見通しが依然強い
が、バイアスは今までの「中立」から「引き締め」に転換する可能性がある。ま
た現在の状態が続けば選挙の年となる来年よりは年内の利上げに FRB が動く可能
性が高いと言える

５．

この結果、アメリカの金融市場はこの利上げ観測を巡って神経質な展開を続けよ
う。株価はダウで１００００ドルを切る可能性があるし、ドルには下値不安が台
頭しよう

――――――――――
まず４日の９時前に発表された短観（全国企業短期経済観測調査）は、大企業・製造業の
業況判断は「良い」から「悪い」を引いた業況判断指数（DI）でマイナス２２と、引き続
きマイナス圏ではあるものの、前回６月の調査時点より１５ポイント改善した。前回６月の
調査では３月のマイナス４７から１０ポイントの改善だったが、今回はこの改善幅が拡大し
た。改善ペースが拡大しているのがポイント。これで３期連続の改善。
大企業・製造業の業況に関する６月の調査時点での９月先行き見通しはマイナス２２だっ
たから、今回の調査結果は大企業・製造業について予想通りの展開になっている。これに対
して、大企業・非製造業では DI はマイナス３１と、前回調査の先行き見通し（マイナス２
８）をやや上回る。景況感の回復が製造業に比べるとやや遅れていることが分かるが、これ

らの数字はともに事前の予想を上回っており、９月に進行した円高にも関わらず企業の景気
先行き見通しが改善していることを伺わせた。業況判断を他のセクターで見ても、中小企
業・製造業はマイナス４０と６ポイント改善。中小企業・非製造業はマイナス３１と３ポイ
ント改善した。
ただし懸念されるのは、設備投資。９９年度の設備投資計画は大企業・全産業で見て前年
度比９．４％減で６月調査と比べ１．６ポイント下方修正された。業況判断は改善している
が、設備投資にまでは積極的になれないという状況のようである。
――――――――――
業況判断が徐々に改善してきた背景としては、一部セクターでの消費の盛り上がりやアジ
ア経済の回復に伴う同地域向け輸出の改善などがあるし、あと金融システム不安も一時より
は解消しているし、公共部門の支出が続いていることも大きい。
しかし筆者は、日本の景気を見る上で「時間のファクター」と「相対的位置」を重視した
い。日本が景気の後退に陥ってから既に８年以上がたつ。この間に例えば９６年とか一時的
に景気が回復する局面はあったが、それらは長続きしなかった。この間重要なのは、企業を
取り巻く環境、それに企業で働く人間を取り巻く環境が大きく変わってきたと言うことであ
る。何事も、時間の経過があって初めて定着するものがある。意識もそうだし、システムも
そうである。
今の日本経済を見ると、企業の体制もそこで働く人間の意識もむろんばらつきはあるが、
「今後どうしたら良いか」の方向に向いているし、今の段階で向いていなければ先行きそう
いう企業は危ない。ということは、統計で見てまだ多くの問題点があるとしても方向は次の
拡大のための下準備をしているのである。景気の後退局面に入って８年という長い時間の経
過が、数字が示す以上に意識やシステムの定着という形で回復環境の整備に役立っている可
能性が高い。
また、日本経済をそれだけで見るのも、市場の行く先を見誤る危険性がある。資金は常に
「相対論」で動いている。アメリカの株に資金を置くのが良いのか、為替リスクを抱えても
日本に資金を置くのが良いのかアメリカの投資家は考えているし、最近の傾向は後者を進め
てきた。日本だけを見れば、経済には穴はいっぱいある。しかし、他の諸国の経済よりは穴
が少なければ、それは良い経済、見通しのある経済ということになる。これは「短観」だけ
をほじくって解説してみても分からない点で、筆者は相対論で見ると海外投資家の日本に対
する楽観的な見方は続くと考える。

《 re -e x p a n d i n g A m e r i c a n e c o n o m y 》
一方、アメリカ経済については先週の後半に発表された統計で同国経済が極めて強い状況
であることが改めて明確になった。一番目立った統計は、全米購買部協会（NAPM）のそ
れで、まず全体の数字（manufacturing business index）は８月の５４．２から９月は５
４前後への低下が予想されたにもかかわらず、５７．８に上昇。

中でも上昇が目立ったのは価格指数（prices-paid component）と納入業者出荷指数
（supplier deliveries component）。前者は８月の５９．８から６７．６に急上昇した。こ
れは１９９５年５月以来の高水準。調査対象になった２０業界のうち１４の業界が資材調達
で前月より高い価格を支払ったという。最終消費者にとどかない製品供給のパイプラインの
ところで物価上昇圧力が高まっていることが示されている。原油相場の上昇などが背景にあ
る。後者も８月の５１．１から９月は５５．９に上昇した。
これは、最終消費者に転嫁されないとしたら企業には減収か一層の生産性向上を求め、最
終消費者に転嫁されるとしたら消費者物価で見たインフレ率の上昇につながる。この数字発
表の市場に対する影響は顕著で、先週金曜日の米債券市場では指標３０年債の利回りが６．
１３９％にまで上昇した。木曜日に比べて０．９％ポイントの上昇であって、これは一日の
金利上昇幅としては雇用統計を受けて債券利回りが急騰した今年８月６日以来。
当然金利の上昇は株価に響き、金曜日の株価指数はダウ工業株３０種平均の６３ドル９５
セント安を先頭に下落した。一方、消費者の強気の姿勢も全く変わっていない。８月もアメ
リカの個人消費は所得を大幅に上回った。この結果、アメリカの貯蓄率は引き続きマイナス
でさらにいえば今年５月最低水準に落ち込んだ。
――――――――――
５日の FOMC はこうした環境下で開かれる。あとで述べるが、原油など産業基礎資材が
値上がりする中での経済活動のオーバーペースでの拡大は、将来のインフレを心配するに十
分な状況である。
しかし、今回の FOMC に関しては「利上げはない」と見る向きが多いようで、筆者もこ
の見方に基本的に賛成である。NAPM で示されたインフレ圧力も依然として潜在的なレベ
ルにとどまっているし、株価も安定していてアメリカ経済は全体的に落ち着いている。ドル
相場に対する懸念もアメリカ・サイドにはまだ小さい。
しかし次の次の FOMC が１２月（２１日）で２０００年問題の直前であることを考える
と利上げは難しい。また、来年は大統領選挙の年で利上げは政治的に歓迎されないことを考
えれば、１１月の FOMC（１６日）では利上げが行われる可能性が１０月より高まろう。
今回は利上げより可能性が大きいのは、金融政策の運営スタンスの変更である。今は「中
立」だが、これを「引き締め」にバイアスを引き上げることによって、市場に FRB がイン
フレに対する危機感を持っていることを示すことが出来る。
――――――――――
今週のスケジュール
１０月４日（月）

９月の日銀短観
米８月住宅完工

１０月５日（火）

８月全世帯家計調査
米ＦＯＭＣ
米８月景気先行指数

米９月非製造業ＮＡＰＭ指数
１０月６日（水）

８月景気動向指数速報値
８月の米製造業新規受注

１０月７日（木）

ＥＣＢ理事会
英中銀金融政策委員会

１０月８日（金）

９月卸売物価指数
米９月の雇用統計

――――――――――
先週は金、半導体、原油などが大きく値上がりした。金は今後５年間市場への金売却を抑
制するとの１５の欧州中央銀行の決定を受けたもの。先週末時点で３００ドルに回復。安値
からは５０ドル近い上昇。むろん、昨年同期の４００ドルに比べれば依然として低い水準だ
が、ニューヨークの株式市場からも資金が流れている模様。
半導体メモリーの上昇は、台湾大地震とも関係がある。品薄になって値上がりしているの
は６４メガ DRAM（記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー）。６月末が一個
４．２ドルだったのが、９月末には５倍近い１９ドル〜２０ドルに達している。背景は、（１）
世界的にパソコン需要が好調 （２）次世代品への生産移行に伴い６４メガの生産力が低下
（３）台湾中部大地震による供給不安―など。NEC や東芝、三菱電機などは次世代の１２
８メガビット品や、採算性の高い携帯電話向けフラッシュ・メモリー（電気的に一括消去乙
再書き込み可能な読み出しメモリー）などへの生産シフトを進めていた。デルのパソコンに
１０万円を切るものがなくなるなどの影響が出ている。
原油は OPEC の減産合意遵守姿勢の強さや、アジア経済の回復、アメリカの好景気など
を背景とするもの。９０年代のデフレ経済からの転換かどうかはまだ判断できないが、今週
もこうした産業基礎資材の一部で出てきた値上がりの傾向には注目したい。

《 have a nice week 》
週末は如何でしたか。今朝などはかなり涼しくなって、夏の感覚で寝ていた人は朝涼しさ
もあってひやっとしたのではないでしょうか。「もしかしたら風邪を引くのではいか」と。
考えれば１０月もかなり入ってきた。涼しくなり、そして寒くなるのは自然です。
――――――――――
週末の最大のニュースと言えば、ソニーのファウンダーで名誉会長の盛田さんが亡くなら
れたことでしょう。携帯電話に通信社の至急メールが入ったのが、たまたま新宿駅にいた昼
前でした。元気で活躍し続けてほしかった経済人の一番手の人だった。病気で倒れられたの
は９３年。経団連の会長にほぼ決まっていて、なられる直前だったと思います。最近はニュ
ースにも登場されずに、「どうしておられるか．．．」とたまに思い出していたところでした。
実は、盛田さんには７０年代の後半に私がニューヨークに居たときにソニーのビデオテー
プ工場かなにかがオープンしたというのでそこに見学に連れていってもらったことがある。

ニューヨークからソニーの社用機で確かテキサス州に飛んだ思う。小型ジェットで盛田さん
と奥様と私とあとはソニーの社員数人で。そのころ社用機をもっている日本の会社はソニー
だけだったと思う。
愛知・名古屋の造り酒屋の息子さん。この造り酒屋は、１４代、３００年も続いていると
いう。機械の世界にのめり込んだ最初のきっかけは、蓄音機だったそうだ。新しモノ好き。
それからはその手のものを集めて、大学も大阪帝国大学理学部物理学科。ご長男だったそう
ですが、ご兄弟か誰かはまだ酒屋を続けておられると言う話でした。盛田さんは自由にやり
たいことをした。そのやりたいことが井深さんと作った東京通信工業になり、それがソニー
になって日本を代表するようなデジタル・コングロマリッドになろうとしている。AV 機器
メーカーのころもありましたが、もうソニーをそう呼ぶ人はいないでしょう。
米国で「企業ブランド」と言って世論調査をしたら、「Sony」がトップだったそうだ。
GE とか米国の大手企業を押しのけて。私もこの週末に知ったのですが、この名前はラテン
語の「音」を意味する「sonus」と英語の「やんちゃぼうず」の意味の「sonny boy」から
発想して作った名前だという。短くて、類似の言葉がないという意味では出色の社名で、「エ
クソン」（exxon）が巨額の資金を使って「短くて類似がない」社名を決めたことを考えれ
ば、安価だが素晴らしい名前です。この名前は、ソニーの成功の一因を担っていると思う。
そんなに巨額の資金を使っても、結局「エクソン」の社名は日本では使えていない。Sony は
世界どこでもそのまんまです。
日本の企業で一番世界に溶け込んだ会社でした。なぜ溶け込めたか。二つ理由があると思
う。一つはモノを作ったこと。トランジスター・ラジオから始まって、前回のピークはウォ
ークマンでしょうか。あとはトリニトロンのテレビ。放送機材とかいくつか得意分野をもっ
ていましたが、やはりテレビとウォークマンという二つの製品はこの会社をワールド・ワイ
ドにした。モノは、肝心な箇所に英語でも何でもつけておけばそのものの良さで売れる。映
画など文化や言葉を伴うものはそうはいかない。ソニーも映画では失敗しました。
二番目のポイントは、「遊び心」を製品にしたということだと思う。ウォークマンはその
点でも優れている。井深さん（麻雀好きだったそうです）の「飛行機の中でも音楽を聴きた
い」という我が儘から生まれたと聞きました。何でもそうですが、最後のところでは製品は
「遊び心」がないと売れない。爆発的には。人間は最後はどんな局面でも、遊び心がないと
熱中できないのです。だから人々を熱中させようとしたら、製品のどこかに「遊び心」がな
いといけない。ソニーの多くの製品にはそれがあったし、それは何回かの失敗の後「遊び心
だけを追求した」（開発担当の内藤さん）パソコン（VAIO）に現れて今の成功がある。
プレステ２はまだちらっと見ただけですが、これも「遊び心」が充満していれば、成功す
るでしょう。１１月に出るとも言われている digital memory walkman もそうです。64 の
メモリー・スティックは当面高値止まりするでしょうから一挙に普及するとは思いませんが、
少なくとも言えるのはスティックのような極小記憶媒体の普及で FD が支配していた過去
２０年くらいのコンピューター記憶媒体システムに革命が起きそうな気配です。たぶん５年

後には、FD はとんでもない時代遅れのものになる可能性が大。digital memory walkman は
その先鞭を切る可能性がある。
ただし「モノ」と「遊び心」だけで成長できる時代からソニーは明らかに脱出しなければ
ならない時期にきていると思う。戦略を見れば、この会社はそれを意識もしている。最近の
ソニーの製品には、「digital dream kids」とあちこちに書いてある。VAIO の出荷ベースの
背景を見れば分かります。でこの一種の理想は、たぶん世界中の「kids」を、しかも年齢を
問わずに心に「子供心」がある人間全部を含有しているに違いない。日本という国や日本語
という言葉や、そして普遍的でない文化の壁を越えなければならない。ソニーだからそれが
出来るとは限らない、と私は思っていて、それが出来るかどうかがこれからのこの会社の一
番のポイントだと思うのです。
たぶん盛田さんはこの数年間は自分が作った会社の状況を詳細に把握はしておられなか
ったと思う。しかし、「digital dream kids」という標語を作ったのが今の社長の出井さんだ
と聞けば、造り酒屋の息子がやんちゃでちょっと自由な気分で作った会社が、その心を忘れ
ていないことは分かる。私はいつも思うのです。造り酒屋の粋な遊びの心が宿っているから
あの会社は他の会社より成功する（失敗もたくさんあるのですが）のだと。逆に言えば、そ
れをなくしたら終わりということです。
でも大きな人を失ったものですね。合掌。
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