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《 rolling Ws 》 

 週末に気になった単語は「rolling Ws」でした。「rolling」を使った一番有名な表記は

「The Rolling Stones」が正式名称のイギリスのロックグループで、我々日本人は「rolling」

を普通「回転する」と覚えている。しかし rolling には「(船・飛行機などの)横揺れ、(波

の)うねり、(地面の)ゆるやかな起伏」といった意味合いもある。「飛行機がローリングし

た」といった形で。 

 この単語（rolling Ws）を使っていたのは CNBC の記事で、「Although the stock market 

was suggesting a V-shaped recovery, the more likely scenario is rolling Ws」とな

っていた。マーケットに携わっている人間だったら「W」は「相場の動き」と直ぐに分かる｡

上がったり下がったりが繰り返すのが相場。その一定期間のムーブメントの切り出しで一

番多い形状は確かに「W」だ。それが繰り返すから「Ws」だ。「rolling Ws」とはとても面

白い表現だ。 

 基本的には景気の先行きに関しての使い方だろうが、それは当面の相場の動きであるか

も知れない。ドル・円などはずっと「rolling Ws」で、最近の原油相場もそれに近い。し

かし株式相場は、最近は「rolling Ws」とは呼べない大きな動きの連続だった。非常に大

きな断崖もあった。 

 しかし今後数週間の株式相場も、景気の先行きと同様に「rolling Ws」になるかも知れ

ないという記事の趣旨だ｡それには賛同できる部分もある。大きく下げた後に反発し、そし

て今はなかなかそのまま上に抜けることが出来ない展開。ニューヨークのダウ平均などに

その動きを見ることができる。しかし筆者は全体的にはそうかもしれないが、依然として

株式のマーケットは「sharply and widely」な「rolling Ws」な展開だろうと思う｡ 

 過去一週間で、先週書いた『リスクを覚悟の上で、世界中の政治家は新型コロナウイル

ス禍と経済の折り合い地点を「感染リスクの高い方向」に収斂させつつある』ことが明確

になった。まことにリスクフルだ。世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は 19 日、

前日の世界の新規感染者が 15 万人超と過去最大となったことを指摘し、「パンデミック（世

界的流行）は加速している」との見方を表明し、都市封鎖などの解除による気の緩みに危

機感を示した。 

 コロナ禍を押さえ込んだとされる世界各地で「感染の再拡大」の兆しが見られる。しか

し「経済活動の再開」の動きは続くだろう。北京の市場周りは封鎖に近い状態だが、他の



中国のほぼ全土で経済再開の動きは続いている。アメリカでは南部を中心に感染者の再拡

大が顕著で、直近では一日の感染者が 3 万人に達している。しかしトランプ大統領は今年

秋の大統領選挙を控えて、大規模選挙集会を強行開始した。スタッフに多数の感染者が出

ても続行の意向だ。 

 韓国ではソウルを中心に一日当たり 50 人前後の感染者が出ているが、学校の再開日程を

ややずらした程度だ。ドイツでは食肉工場でクラスターが発生したが、かなりの数のドイ

ツ人は同じ頃、スペインのマヨルカ島にバカンスに出掛けた。フランスのマクロン大統領

は「新型コロナウイルスに対する勝利」を国民向け演説で宣言した。最近はその手のニュ

ースが多い｡というより、世界の放送局はそうしたニュースを優先して選んでいる。 

 しかし世界の人々の心に「躊躇する心」が残っていることは明らかだ。中国の経済統計

を見ても生産増・消費不振が明らかだし、トランプ大統領の大規模選挙集会はいつもの超

満員ではなく、会場では上階に空席が目立ち、会場外に準備した予備席はまったく使われ

ないまま撤収された。 

 消費がアメリカのようにリベンジ的に増加しても、それが続くかどうかは不明だ。「感染

状況次第で今後の行動を決める」という人は多いだろう｡一旦はリバウンドしたあとの

「rolling Ws」は、消費を含めてマーケットなど様々な場所で見られるだろう。 

 「rolling Ws」を最終的に終わらせるのは言うまでもなくワクチンや対抗薬の登場。こ

の分野では先週、オックスフォード大学の 16 日の発表が注目された。「抗炎症薬のデキサ

メタゾンが新型コロナウイルスの重症患者の死亡率を下げた」という研究結果だった。デ

キサメタゾンは、人類が長い間様々な疾患の治療に使っていた薬で、低価格で手に入りや

すい。オックスフォード大学は「死亡率の低下が確認された薬は初めて」として、BBC など

も大きく報道した。 

 しかし報道内容をよく見ると「デキサメタゾンの投与により人工呼吸器が必要な患者の

死亡は 3分の 1、酸素吸入をする患者の死亡は 5分の 1、それぞれ少なくなったことが分か

った」というもの。4万人をはるかに超えているイギリスの死者数を「数千人救えたかも知

れない」という内容だった。むろん価値はあるが、「新型コロナウイルスに対する対抗薬」

というにはやや力不足。WHO はデキサメタゾンに関して「重症患者のみ利用を」と注意喚起

している。 

 

《 Wolf Warrior Diplomacy 》 

 中国が香港に対して用意している「香港国家安全法案」の概要が明らかになった。中国

の国会に相当する全国人民代表大会（全人代）常務委員会が 20 日に同法案を審議、3 日間

の日程を終えたため。同法案は今回は最終採決されずに審議継続となったが、7月上旬まで

に成立する可能性が強い。国家安全法は香港の立法会（議会）の審議を経ずに頭越しに施

行される見通し。 

 中国国営の新華社が伝えた法案概要によると、法案は 6章 66 条で構成。香港の他の法律



と矛盾する場合は、国家安全法が優先される規定も盛り込むという。つまり現在の香港の

法律の上位に立つということだ。国家安全関連の裁判を担う裁判官を香港行政長官（今の

行政長官は中国寄りだ）が指定できるようにもする。外国人裁判官を重要な審理から排除

する狙いのようだ。 

 さらに問題なのは、中国政府が香港に出先機関「国家安全維持公署」を設けること。国

家安全に関する情報の収集・分析や国家安全を脅かす犯罪事件の処理などを担うとしてい

る。香港での過激な抗議活動などでは、この中国の出先機関が香港で法執行することを想

定している模様。 

 香港の市民は「反中国の発言をしただけで逮捕・拘束される危険性」を指摘している。

国際情勢の変化の中で、ケースバイケースで中国が実際に法執行をどのように展開するか

は読めない部分があるが、香港の人達の懸念には十分な根拠がある。チベットや新疆ウイ

グル自治区では現地の人々の政治的発言は、党の方針に反するものは直ちに罪に問われる。 

 数号前に筆者は中国の「戦狼外交」を少し取りあげた。言葉の説明が足りなかったので、

少し説明しておく。新幹線で読める JR の WEDGE のウェブサイトに桒原響子さん（日本国際

問題研究所研究員・未来工学研究所研究員・京都大学レジリエンス実践ユニット特任助

教）がうまく説明しているので、それを借用する。 

 

『ちなみに、「戦狼外交」とは、2015 年と 2017 年にシリーズで公開された中国のアクショ

ン映画「ウルフ・オブ・ウォー（英語表記：Wolf Warrior）」になぞらえた、過激な外交官

による中国の好戦的な外交手法である。同作品は、中国人民解放軍特殊部隊「戦狼（Wolf 

Warrior）」の元隊員の主人公が、演習途中でアメリカ人傭兵軍団の襲撃にあい仲間を失っ

たことから、傭兵軍団と死闘を繰り広げる物語である。映画が大ヒットを記録した時期の

前後、米中間では貿易摩擦が問題となり、両国の技術的優位性や国際社会での影響力をめ

ぐり対立を繰り広げていたことが背景となり、中国の政府関係者や外交官が戦狼的とも攻

撃的ともいえる手法で広報合戦を展開するようになったといわれている』 

 

 世界のテレビを見ていると、恐らく各国政府のスポークスマンの中で一番頻繁に登場す

るのは、今は中国の報道官だ。つい最近まではホワイトハウスの報道官だったが、今は外

交報道の檜舞台はワシントンから北京に移った。それだけ中国が世界と問題を抱えている、

世界のメディアが取りあげたくなる刺激的な発言をするということだろう。 

 その一番手が趙立堅（ちょうりつけん）副報道局長だ。「新型コロナウイルスはアメリカ

軍が武漢に持ち込んだものかも知れない」という発言をしたことで一躍有名になった。こ

の発言には中国の駐米大使など内部の人からも「根拠がない」と批判され、結局は謝罪に

追い込まれた。 

 しかしその後も中国政府を代弁して強い言葉を発し続けている。今の中国は彼の口など

を通じて、聞かれれば世界のあらゆる事象にコメントし、世界各国の反中国の動きに警告



を発し、時に報復し、「戦狼外交」を主導しているように見える。 

 中国は今、オランダやオーストラリアと事を構えている。インドとは死者まで出る国境

紛争を引き起こした。むろん最大の標的はアメリカだ。最近筆者は中国の国営テレビがア

メリカのポンペイオ国務長官を、「ポンペイオ、ポンペイオ」と呼び捨てにするのを聞いた｡

過去に例がない。驚いた。 

 なぜ中国がそこまで世界の出来事に口を出すかと言えば､最後の所では「追い詰められた

感」があるのだと思う｡新型コロナの最初の感染拡大国となって、それが一層際立ってきた。

中国を見る世界の目は厳しい。社会主義国特有の防御本能が働いているとも思える。 

 今のところ、習近平指導部は「戦狼外交」を変える意向はないようだ。中国経済ととも

に、その外交姿勢（香港問題を含めて）は世界のマーケットに大きく影響する。まだこの

問題は取りあげたい。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０６月２２日（月曜日）  5 月コンビニエンスストア売上高 

米 5月シカゴ連銀全米活動指数 

米 5月中古住宅販売件数 

米アップル、世界開発者会議をオンラインで開催 

０６月２３日（火曜日）  米 5月新築住宅販売件数 

米 2年国債入札 

０６月２４日（水曜日）  6 月 15、16 日開催の日銀金融政策決定会合 

の「主な意見」 

5 月企業向けサービス価格指数 

NZ 準備銀行金融政策決定会合 

タイ中銀金融政策決定会合 

独 6月 Ifo 景況感指数 

米 4月 FHFA 住宅価格指数  

米 5年国債入札 

０６月２５日（木曜日）  4 月全産業活動指数 

20 年国債入札 

トルコ中銀金融政策決定会合 

米 1～3月期 GDP 確報値 

米 5月耐久財受注 

米 7年国債入札 

メキシコ中銀金融政策決定会合 

中国、台湾、香港市場休場(中国、台湾市場は 

26 日まで) 



０６月２６日（金曜日）  米 5月個人所得・個人支出 

 

 ジョン・ボルトン前大統領補佐官の出版予定本は、中味が一部漏れてきている。結局は

「トランプ大統領の頭の中には自分の再選しかない」ということで、予想通りだった。「驚

くべき情報不足」もその通り。トランプ政権は出版差し止めを求め提訴したが、連邦最高

裁はこれを却下。また、オバマ前政権による「若い不法移民達」（しばしばドリーマーと呼

ばれる）の救済措置（DACA）を廃止するとのトランプ政権の決定を連邦最高裁は認めない

判断を示した。トランプ大統領には明らかに逆風が吹いている。しかし 40％とされる岩盤

支持層は依然として大きく崩れていない。 

 経済指標については、国内で 23 日に 5月工作機械受注の確報が出る。速報の総額は市場

予想に反して前月比マイナスとなったが、地域別の動向には要注目。24 日には資金繰り支

援枠を拡大した 6 月 15、16 日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」が公表される。

25 日は 4月全産業活動指数が出る。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。梅雨入りを実感するように､雨の多い季節です。東京で天気が良

かったのは最近では土曜日だけ。日曜日の部分日食も見ることはできず。しかし沖縄や本

土の日本海側などは綺麗に見ることが出来たようで､羨ましいと思いました｡次に日本で見

られるのは 3 年後とか。今年の梅雨は短いとの見通しもありますが､まだ始まったばかり。

しばらくは雨続きの天気のようです。 

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

 それにしての先週の 19 日はとても驚きました。急に街に出てくる人が多くなり､道路も

とっても混んだ。言うまでもなく同日に新型コロナ禍関連の各種自粛要請が全面解除され

たためでしょう。18 日までとは全く違った。その変わり様は鮮明で、18 日までは都内の主

要道路はやや車が多くてもナビの路線表示が赤（渋滞発生）になることはほとんどなかっ

た。しかし 19 日はそこかしこで大きな渋滞が発生し､特に夕方にはナビの主要道路の表示

はあちこちで真っ赤になった。 

 また街に繰り出す人の数は大きく増えた。18 日までは、中央通りなど銀座の人通りは明

らかに少なかった。自粛レベルが徐々に緩和されてもその事情は変わらなかった｡しかし 19

日は雨模様だったにも関わらず実に大勢の方が銀座を歩いていた。JR 有楽町の駅近くに新

しいユニクロの大型店舗が開店したこともあるのかと思ったが､行ってみるとユニクロの

新店舗がそれほど混んでいたわけではない。エアリズムのマスクも簡単に手に入った。な

ので､基本的にエリア全体で人出が多くなったのだと思う｡ 

 改めて日本においては､政府の方針が人々の行動様式に大きな影響を与えると実感しま

した。企業・団体などは政府の判断を行動様式変容の一つの目安にしたのでしょうね。個

人は自らの危機意識で行動し、宣言が下されようが解除されようが、行動をある程度自分



で制御する。そういう人も少なからず居ると思うし､私もそのタイプです。自粛中も解除後

も、あまり行動は変わらない｡ 

 しかしそうでない方も多かったようです｡やはり政府の判断が多くの人の判断基準にな

ったと思われる｡これは興味深かった。海外では平気で政府の方針に対する反対デモが起き

る。しかし日本では目立つものはなかった気がする。これは良い悪いの問題ではなく､面白

い現象だと思いました｡ 

 無観客ですがプロ野球も始まりましたね。球音が心地よい。それでは皆様には良い一週

間を。 
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