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《 Dow rips to a record high, now up nearly 18% on the year 》 

 日本が文化の日の振替休日の間に、ニューヨークの株価は代表的 3 指数揃っての史上

高値更新となった。既に先週から史上 高値更新中だった S&P500 と Nasdaq に加えて、週

明けはダウ工業株 30 種平均も引値が 2万 7462.11 ドルと、7月中旬に付けた過去 高値（2

万 7359 ドル）を上回って取引を終えた。火曜日の朝段階で世界の主要な株価を 3ヶ月チャ

ートで見ると、ニューヨークの各指数のような高値更新となっているかどうかは別にして、

上値を追っている市場が多いことが分かる｡東京や上海もその例外ではない。 

世界 大の株式市場（ニューヨーク）を 3指数揃っての史上 高値に押し上げたのは、主

に三つのファクターだった。「米中貿易摩擦の改善期待」「堅調と思慮されるアメリカ経済」

「企業業績の好調」。 

 

１． ウォール・ストリート・ジャーナルが先週末に、米中が 10 月中旬に暫定合意した貿

易交渉の「第 1 段階」（phase one deal）合意の署名場所に関して、「トランプ米大

統領はアイオワ州を考えている」と報じた 

２． ロス商務長官は 3日、中国通信機器大手ファーウェイへの輸出免許について、「アメ

リカの一部企業にもう間もなく（very shortly）出される」と述べた 

３． 先週末発表になった米 10 月の雇用統計は、GM のストなどで非農業部門の就業者数

が8万未満になるとの予想もあったが、実際には前月から12万8000人も増加した。

加えて 8、9 月分の雇用者数も計 9 万 5000 人上方改定され、アメリカ経済が個人消

費を下支えに引き続き強く推移する可能性が示唆された 

４． 次々に発表される第３・四半期の米企業業績が、大部分のケースにおいて好調であ

ること。ロイター通信などの調査によると、S&P500 を構成している銘柄のほぼ 7割

近くが予想を上回る決算数字を発表している 

 

 などが特に指摘できる。 初の二つの米中貿易がらみのニュースは興味深い。もし仮

に本当にアメリカのアイオワ州が署名場所に選ばれるなら、「中国の習近平・国家主席が

アメリカまでわざわざ来る」という意味において、「中国が妥協したがっている」という

印象を世界に与える。なので、筆者はすんなりと習近平主席がアイオワを訪問するかど

うかについては、やや疑問だ。「何かのついで」だったら分かる｡ 



 アイオワはアメリカの大統領選出プロセスの中では、歴史的に非常に重要な州｡予備選

の開催が早い。今回の米中間のディールが「農業中心」「選挙目当て」であるにしても、

仮に習主席が「そのためだけにアメリカに来る」としたら重要性はなおさらだ。 

 ロス商務長官の日曜日の発言も気になる。米中の「第 1 段階合意」が単に農業分野に

とどまらない可能性を示す。恐らく中国の構造問題（国営企業への支援など）は先送り

になるだろう。アメリカにとっても中国にとっても、国内的に非常にセンシティブな問

題だからだ。容易に妥協できない側面を持つ。 

しかし「構造問題の一部」とも言えるファーウエイに関して米中が本当に歩み寄ったと

したら、米中貿易摩擦の先行きに対するマーケットの見方はかなり変わるし、その現象

は既に起きていると考えられる。早とちりかも知れないが。 

 

《 U.S. Stocks Outpacing the Rest of the World 》 

 トランプ大統領は週明けのニューヨークにおけるダウ指数の新高値更新に関連して、

「Stock Market hits RECORD HIGH. Spend your money well!」とツイートした。あたか

も自分の功績であると主張しながら打ってはいないのが特徴だが、「トランプ政権下では、

基調株価は上げ続けている」という印象を残すには十分だ。 

 もっとも、世界各地の株価を 3 ヶ月チャートで見ると、ほとんどのマーケットが上昇

基調であることが分かる｡国内に政治問題を抱えている一部の国を除けば、「世界的な株

高」とも言える。その背景は、 

 

１． FRB の利下げ、日銀によるフォワード・ガイダンスの緩和方向への修正などが予想

通りの展開だった。世界的に金利は再び下方を向いていて、近い将来にそれが上昇

に転じる可能性は低い。これは「金利高」という株価の競争相手が消えたことを意

味する 

２． 10 月末に予定されていたイギリスの EU からの離脱（“合意なき”を含めて）をマ

ーケットは半ば織り込みつつあったが、土壇場になって「再延長→総選挙」と決ま

って、このドタバタ劇に関するリスク心理が大きく低下した 

３． 米ロの軍隊の異常接近などで懸念された中東情勢も、大きな衝突もなく時を刻んで

おり、指導者バグダディを殺害された IS も、「（アメリカへの）復讐警告」を出し

たものの、具体的な動きは見せていない 

 

などの要因が挙げられる｡実際のところ VIX 指数の過去三ヶ月チャートを見ると、世界の

株価とは逆に下を向いており、日本時間の火曜日朝の段階では 12.78 と過去三ヶ月では見

られない水準に低下している。 

 もっとも、世界的株高と言ってもウォール・ストリート・ジャーナルが「U.S. Stocks 

Outpacing the Rest of the World」と書いている通り、アメリカが傑出している事実は変



わらない｡日本の株価の動きを見ても、アメリカに比べれば遙かに「（上昇への）逡巡」を

感じる。世界のマネーを集める魅力の差とか、マーケットを構成している企業群の力の差

などいろいろある。この面における「アメリカ優位」はまだ暫くは続きそうだ。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

１１月０４日（月曜日）  インドネシア 7～9月期 GDP 

米 9 月製造業受注 

１１月０５日（火曜日）  10 月マネタリーベース 

豪州準備銀行理事会 

米 9月貿易収支 

米 10 月 ISM 非製造業景況指数 

米 3年国債入札 

１１月０６日（水）  9 月 18、19 日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨 

10 年国債入札 

米 10 年国債入札 

１１月０７日（木）  10 月都心オフィス空室率 

英国金融政策発表 

米 9月消費者信用残高 

米 30 年国債入札 

ブラジル 10 月消費者物価 

１１月０８日（金）  9 月毎月勤労統計調査 

9 月景気動向指数 

10 年物価連動国債 

オプション SQ 

米 11 月ミシガン大学消費者マインド指数 

中国 10 月の貿易統計 

 

 今週は、米指標では 10 月 ISM（米供給管理協会）製造業景況指数、10 月 ISM 非製造業景

況指数、11 月ミシガン大学消費者マインド指数・速報値などが注目。中国税関総署が 8 日

に発表する 10 月の貿易統計(ドル建て)は、前月が輸出 3%減（前年同期比）、輸入 9%減だっ

ただけに、「その後」ということで注目される。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。大分秋らしくなってきました。執筆時点の東京の温度をアップ

ル・ウォッチで見たら 11 度。しかし朝方には 10 度を下回ったとのニュースが。これはさ

すがに寒い。油断して寝ると風邪を引く気温です。私は既に日曜日辺りから薄手のダウン



を着ていますが、朝晩はちょうどいい。しかしお日様が出ている日中は暑い｡相変わらず着

るものに迷う日々です。 

 ラグビーのワールドカップ、終わってしまいましたね。「楽しかった」という記憶が、体

のあちこちに残る 44 日間でした。目や耳や脳に。日本ではラグビーが俄に国民的興味の対

象となった。それに相応しい日本チームの健闘もありました。 後の 後に準優勝に終わ

ったイングランドの多くの選手が銀メダルを粗末に扱ったのが残念でしたが、それは母国

で強い批判が出ているとのこと。そういう意味では、「世界に良い影響を残した日本でのラ

グビー・ワールドカップ」と言える。 

 特に準決勝にまで残ったウエールズが、事前キャンプ（北九州）を行った福岡の地元紙

に日本語で感謝を記した全面広告を掲載したのには、驚きました。「北九州は私たちウェー

ルズ国民にとって、特別な場所になりました」と感謝を示した。「粋だよね」「 後に感動

のメッセージ。泣けます」とファンの間に反響を呼び起こした。ウエールズの応援歌を現

地語で歌う北九州の小学生達は本当に素晴らしかった。 

 「大成功」「 も偉大な」と組織委員会のトップも日本に対する感謝の言葉を残した。嬉

しいじゃないですか。ニュージーランドなど各国の代表が慣れないお辞儀をしているのも、

ほほえましかった。良き大会でした。まだ観れていない試合もある。NHK さんなどが再放送

をするでしょう。それが楽しみ。 

 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
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