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《	U.S.	and	China	Clash	Over	Trade,	Security	》	

	 先週一週間を通してみると､マーケット全体に「下げ」が目に付いた展開でした。ドル・

円は週末には 112 円 70 銭前後とその前の「一時は 114 円乗せ､その後も 113 円台を維持」

の時期に比べると「ドルの下げ」が印象として残った。東京市場の株価はこの円高の動き

を見て週間で 569 円下げて 2 万 1680 円 34 銭での引けとなった。もっともニューヨーク市

場は週間としては値上がり。	

	 「下げ」で筆者が注目したのはアメリカの長期金利。先週末の指標 10 年債の利回りは

3.066％で 3％の水準をいつ切ってもおかしくない水準まで下げてきた。この米長期金利の

下げがドルの高値からの反落に影響しているのは明らか。この米長期金利の大幅な下げは

ここ一週間に顕著になったもので､それまでは世界のマーケットは「アメリカの金利高」と

いう想定の中で「長期金利も上昇」を念頭に置いていたが､この見方を修正する必要がある

のかどうか微妙なところに差し掛かった。アメリカの政策金利は 12 月も上がることはほぼ

確実だが､それとは別に「いつ政策金利の上げを休止するか」で FRB の中でも議論が生じて

いる。	

	 更に注目すべき「下げ」の印象を残した指標は VIX 指数と原油相場だろうか。VIX 指数は

先週の引けが 18.14 だが､それは先週金曜日の日中の下げが大きかった。米長期金利がその

日に大きく下げ､その中でニューヨークの株価が上げて展開する中で進んだもの。依然とし

て全体的に不安定なマーケットの動きの中でのレベル 20 切れは注目すべきだろう。「マー

ケットは近く安定」との目がある印象を残した。	

	 原油相場の下げは世界経済の減速懸念の強まりの中で､この 2 週間ほど続いているもの。

この問題については「オイル・シェールの天井」を筆者は常に考えている。微妙な中東情

勢の中での原油相場の下げ。米長期金利への影響も大きいので注目だ。今週早々にサウジ

記者の殺害についてのアメリカの調査結果が公表される予定で､その後のサウジの動きは

注目だ。もっともアメリカはサウジは最後までは追い込まない印象がする。	

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

	 このところマーケットが注視せざるを得ないのは米中貿易摩擦・戦争の行方だ。今朝方

のマスコミの最大の関心事は APEC 首脳会議が「首脳宣言を出せなかった。これは 1993 年

以来のこと」（各紙の見出し）という点だ。確かに「首脳宣言が出ない」というのはそれだ

け世界で緊張関係が高まっている証拠だ。特に､米中関係が尋常でないことを示している。	



	 もっとも､米政権の中でも一番包括的に対中国での強硬姿勢を示しているペンス副大統

領がトランプ大統領に代わって出席しているだけに､今回の APEC 首脳会議で米中が火花を

散らすことは最初から見えていた。習近平主席もトランプ大統領が相手ならまだしも､ペン

ス副大統領相手においそれと妥協は出来ないと考えたのだと思う。それが「首脳宣言見送

り」に繋がったのだと思われる｡日本を含め各国は振り回されている。	

	 日曜日の日経の総合 2 面には中国の習近平主席がアメリカに対して「発展を妨げるな」

と述べたのに対して､ペンス副大統領は「中国は態度を改めろ」と述べたとの大きな記事が

ある。恐らくペンス副大統領はトランプ欠席という事態の中で､アメリカの中国に対する姿

勢の厳しさを前面に打ち出したのだと思う。	

	 それはアメリカの共和党がペンス副大統領を通じて対中強硬姿勢を鮮明に打ち出した直

後だけに､理解しやすい。同副大統領はハドソン研究所で 10 月の初めに､厳しい対中警告を

発した。「中国はアメリカの民主主義に介入している。中国は知財をアメリカから窃取する

ことをやめよ」といった強い口調でのものだった。	

	 もっともペンス副大統領は今月末のブエノスアイレスでのトランプ・習のトップ会談へ

の布石も打っている。日経によれば同副大統領は「中国とはより良い関係を求めている。

米国は強硬な立場を変えないが､首脳会談では進展があるかも知れない」と述べた。「中国

に注文を付けるのは私の役割。トランプ大統領が成果を得られる可能性も」とのスタンス

だ。彼の副大統領ぶりは徹底している。	

	

《	four	or	five	big	things	left	off	》	

	 高まる緊張の中でも､アメリカと中国の間では「間合いを詰める」作業が進行中だと考え

られる。ペンス副大統領の発言からは「米中トップ会談は多分行われる」と想像できる。

そこではもしかしたら成果が出るかもしれない。その可能性はトランプ大統領自身の口か

ら語られている。ロイター電を引用するなら先週金曜日にトランプ大統領は「U.S.	may	not	

impose	more	tariffs	on	China」と述べた。	

	 アメリカが現時点で 3000 億ドル弱の中国製品に掛けている関税率はほぼ 10％で､予定で

は来年の 1 月 1 日から 25％に引き上げられる。トランプ大統領は中国への脅しとして「中

国の対米輸出全体への関税率引き上げ」にも言及している。トランプ氏が言う「more	tariffs	

on	China」が具体的に何を指すのか分からない｡しかし現時点での大統領発言から分かった

ことは､「規模的にも税率的にも､アメリカが中国製品にもっと関税をかけなくて済む可能

性が出てきた」ということだ。	

	 では具体的にどのような水面下での話し合いが行われ､進展があったのか。中国はどうや

ら先週初めの段階で 142 項目の行動計画をアメリカに提出したようだ。これはトランプ大

統領自身が言っている。トランプ大統領は記者団に対して「China	would	like	to	make	a	

deal.」と。しかしロイターは「There	were	“four	or	five	big	things	left	off”	the	list	
of	142	items	sent	by	China.」とも大統領が述べているとも伝えている。	



	 一連の発言で分かるのは､中国は対米での表面的な強硬姿勢の一方で､142 項目もの「行動

計画」をアメリカに書面で“提出”しているということだ。さらに重要なのは､話し合いは

「4〜5 項目のペンディングの問題」に絞られたということ。	

	 そもそも中国がアメリカに書面で「行動計画」を出したと言うこと自体が注目だ。恐ら

く中国側としてはこのままアメリカと対立を続けるのは中国にとって良くないとの判断が

ある。	

	 ロイターによれば 142 の中国の行動計画（回答）は三つのカテゴリーに分類されるとい

う。	

	

１．	 issues	China	was	willing	to	negotiate	for	further	action	

２．	 issues	it	was	already	working	on	

３．	 issues	considered	off	limits	

	

	 一番目は「中国がさらなる行動でアメリカと交渉の用意がある問題」､2 番目が「既に中

国が取り組んでいる問題」そして最後 3 番目の「off	limits」は「アメリカに立ち入らせ

ない問題」と理解できる。	

	 トランプ大統領が「“four	or	five	big	things	left	off”」と言っている部分は､恐らく
その大部分が第三分類の中に入るのだと思う。それは明らかにされていないが､いくつかは

容易に想像が付く。例えば「中国製造 2025」の取扱だ。アメリカはそれを特に嫌がってい

る。しかし中国はこの計画を「2049 年に建国 100 年を迎えるにあたっての礎」と考える。

この点の米中乖離は大きいと思う。	

	 米中間のミゾは「狭まっているが､依然として深い」というのが当たっていると思う。妥

協は出来るのか。今は米中が距離と相手の出方を見計らっている段階と言える。その駆け

引きの中では「APEC 首脳会談での共同声明の見送り」などは､両国にとっては「十分に織り

込み済み」だったのではないか。はっきりしているのは､着地点がまだ見えないこと。よっ

てマーケットの不安定な状態は続くだろう。	

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

	 今週の主な予定は以下の通り。	

１１月１９日（月曜日）	 	 10 月貿易統計	

米 11 月 NAHB 住宅市場指数	

メキシコ市場休場	

１１月２０日（火曜日）	 	 20 年国債入札	

米 10 月住宅着工件数	

米 10 月建設許可件数	

マレーシア、インドネシア、ブラジル市場休場	

１１月２１日（水曜日）	 	 9 月全産業活動指数	



10 月訪日外客数	

欧州委員会はイタリアへの制裁を財務相理事会	

に勧告する可能性	

米 10 月耐久財受注	

米 10 月 CB 景気先行総合指数	

米 10 月中古住宅販売件数	

米 10 年インフレ連動国債入札	

インド市場休場	

１１月２２日（木曜日）	 	 10 月消費者物価指数	

感謝祭で米国市場休場	

１１月２３日（金曜日）	 	 勤労感謝の日	

博覧会国際事務局(BIE)総会で大阪が立候補	

している 2025 年万博の開催国が決定	

米ブラックフライデー	

インド市場休場	

	

《	have	a	nice	week	》	

	 週末はいかがでしたか。今朝は特にそうですが､この数日でかなり寒くなってきた印象が

する。これが平年並みなのか､それともまだ温かいのか知りませんが､一つはっきりしてい

るのは「寒暖の差が大きくないと紅葉が綺麗にならない」という点｡それを日本全国で感じ

るこの頃。都内でもそうで､「ちょっと残念だな」と思っています｡日本の紅葉はもっと鮮

やかだった筈。最近は「鮮やかな紅葉」はライトアップの時くらいしか見られない。	

	 今週の予定を眺めていて、木曜日がアメリカが感謝祭の休日だと気がつきました。毎年

そうなのですが、感謝祭（確か 11 月の最後の木曜日）が来ると、新しい年はもう直ぐそこ

です。ということは 2019 年が直ぐそこで､そこから 1 年半もすると日本（というより東京

ですが）はオリンピック開催。大プロジェクトです。正直なところ今の担当相で大丈夫か

と言う気がしますが、確実に時間は経過してその日は来る。	

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

	 週末は土日と奈良にいました。市民の皆さん 300 人弱を対象にした講演があったため。

最初日帰りと思ったのですが､この季節の奈良は恐らく紅葉の盛り。ちょっと寒くなって空

気も凜としているだろうし、大阪・京都に比べれば行っている回数も少ないので一泊に予

定を変更。その結果､興福寺五重塔や奈良公園内の浮見堂のライトアップも見れましたし、

一泊したのは正解と思いました｡何よりも空気が気持ち良い。	

	 「ライトアップ」というと､京都のそれはどこも押すな押すなの大盛況ですが、奈良は違

う。あまり人はいない。どちらかと言えば閑散です。奈良に来る観光客は宿泊せず大阪や

京都に帰ってしまうケースが多いと言われるが、その影響もあるかも知れない。しかしそ



れ故にゆっくり空間を占有できる。ナイスでした。特に興福寺五重塔はちょうと塔の右後

方にやや霞んだ月が位置していて､このうえない景色でした。古の歌人も同じ月を見ていた

のでしょう。詩心不足で歌は浮かんできませんでしたが。浮見堂も良かったな。静岡にも

同名のお堂があるらしい。今後機会があったら行ってみよう。	

	 日曜日の朝も早起きして､奈良公園近くのホテルの周辺を 2 時間以上散策したのですが、

特に良かったのは東大寺かな。正面の前の静寂の池にお寺の全景が映ってとっても幻想的

でした。私もスマホを持っていたので要所要所で写真を撮ったのですが、日曜日というこ

ともあるのでしょう、重い、性能の良さそうなカメラをクビに掛けたり脇に抱えた方々を

大勢見ました。確かに朝はカメラ好きにとっては外せない時間帯です。対象も数多｡	

	 今年はもうちょっと機会はないかも知れないが、また来年機会を見付けて奈良には来た

いと思いました｡それでは皆様には良い一週間を。	
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