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《 markets don’t pay much attention to the election 》 

 2020 米大統領選挙とマーケットとの関係について特徴的な点は、後者が前者をあまり気

にしていないのではないかという点だ。全ての大統領選挙年の株価の動きを覚えているわ

けではないが、過去においては「民主党候補が有利だと株売り材料、共和党候補だと株価

にフェーバー」といった見方が強くみられた。 

 しかし今年の場合、それがほぼない。当初は「バイデン候補の経済政策にマーケットは

警戒感を持つ。同氏が有利になれば株価押し下げ材料」といった見方があった。しかしこ

れだけバイデン候補の優勢がはっきりしているにもかかわらず、マーケットがそれを懸念

している形跡は見当たらない。先週末のニューヨークの株式市場でも三指数がそろって上

昇し、Nasdaq は言うに及ばず S&P500 も史上最高値を更新した。 

 バイデン候補が掲げる公約には「大企業に対する課税強化」など、マーケットが懸念し

てもおかしくない政策が入っている。しかしマーケットは気にしない。大企業の象徴で課

税されたら多少は業績圧迫要因になること間違いなしのアップルは、先週も一日で 4％ほど

上げることもあった。状況から見て「大統領選挙のマーケットへの影響」を敢えて取り上

げる必要があるのか、と思うほどだ。 

 もっとも「The S&P 500′s return to a record doesn’t tell the full story with 60% 

of stocks still with losses」（CNBC）という見方もある。この記事は「Between the prior 

market high on Feb. 19 and new high on Aug. 18, 38% of stocks in the index made gains 

while the remaining 62% posted losses.」という事実を指摘している。何を言っている

かというと､「指数を押し上げているのは 38％の限られた株」という点だ。つまり置いて行

かれている銘柄の方が多いということだ。 

 なので「バイデン有利の中での株高は、一部の銘柄先導で進んでいる。株式市場全体は

やはり大統領選挙の動向を気にしているのではないか」との見方も出来る。38％を構成す

る銘柄全部を検証することは出来ないが、非接触型のビジネスモデルで確かに「大統領が

誰になろうと伸びるビジネスを展開しているアメリカの企業」は直ぐに頭に浮かぶ。それ

らの企業が今のアメリカ市場の株高を演出しているとしたら、マーケットを二つに分けて

考える必要があると考えることも出来る。 

 もっとも「では指数組み入れ銘柄の 62％の株価は、実際にバイデン大統領が実現した場

合に水準を切り下げるのか」と考えると、そうではないだろう。「上げている銘柄との格差



が更に広がる」と考えるのには無理がある。むしろ先行する 38％に引っ張られるとも考え

られる。逆に今先行している 38％の銘柄が「高値修正」に直面し、ラグしている 62％の方

に接近する可能性もある。 

 一方で、共和党、民主党に政策で過去におけるほど大きな違いはないのではないか、と

の見方も出来る。民主党は党大会で外交政策としては「同盟重視」を打ち出し、国内政策

としては「国民全体を包摂する社会・医療政策」などを打ち出した｡しかしトランプ政権に

それが全くないかというとそうでもない。 

 トランプ政権は発足当初から大統領本人が「次の選挙でも勝つ」を目標にしてきている

ので、ある意味国民（の一部かも知れないが）に顔を向けた政策（それが国際常識から見

れば常軌を逸していても）があった。それがより分断的だっただけだ。 

 共和党の党大会が開かれるのは今週で、トランプ政権が二期目に向けてどのような政策

を打ち出すかは見物だ。二期目は「次の選挙は別の候補で戦う」のが今の決まりであって、

トランプ政権はある意味、一期目にあった予測可能性を失う。それが出てから両党の政策

を分析したい。 

 

《 Biden Pledges to Lead Empathetic Government 》 

 では予定通り実施が予定される米大統領選挙情勢はどうなっているのか。先週は民主党

の党大会がオンラインで開催され、世界のメディアが大きく取り上げた。今週は共和党の

大会がノースカロライナ州シャーロットで、既に選出された代議員 2550 人のうち 336 人が

集まって開催される。 

 大勢の人が集まって盛り上がる過去 4 年ごとのアメリカの候補選出の党大会とは様相が

異なる。共和党の大会は少数でも実際に人が集まるので完全オンライン方式の民主党大会

とは趣が異なるだろう。それでも 2016 年までのような会場の熱気はないだろう。 

 前回の大統領選挙は大番狂わせだった。その主役だった現職のトランプ大統領は、今の

ところ支持率調査で民主党のバイデン候補に差をつけられている。資質そのものが問われ

ているのは就任当初からで、それ故に今回の民主党大会では共和党の重鎮の中からも登壇

者が現れ、「トランプ氏を再選させてはならない」と訴えた。異例だ。株価の高値維持は好

材料だが、一方で雇用状況は最悪で、コロナ関連での失策も目立つ。 

 民主党のバイデン候補は党大会で、アメリカの分断を助長したトランプ大統領を意識し

ながらも名指しはせず、「私が頼みとするのはアメリカの最良の部分であって、最悪の部分

ではない。私は光と手を携えていく」と述べて、アメリカ国民に団結を呼び掛けた。今ま

で熱量が低いと言われていたバイデン候補だが、指名受諾演説は力強く、聞き入ってしま

う演説だった。アメリカのメディアは「（今回彼は）アメリカ国民にメッセージを届けるの

に成功した」と評した。 

 民主党陣営の目玉はカマラ・ハリス副大統領候補だ。タミル系インド人の母とアフリカ

系ジャマイカ人の父の間に生まれた。両親とも著名な研究者・学者で、本人も利発、弁舌



爽やかだ。「カマラ」は｢ハスの花｣を意味するらしいが、確かに華もある。笑顔が素晴らし

い。彼女以外の両党正副候補には新味はないので、検事だった履歴を含めてハリス民主党

副大統領候補は今後あらゆる面から検証され、時に賞賛、時に攻撃されることになろう。 

 では予想通りバイデン率いる民主党政権が 4 年ぶりに政権復帰するだろうか。日本とし

ても同盟関係を重視する方針を打ち出した挑戦者の方が安心できるし、予測可能性も高い。

トランプ大統領の一期目の最大の目標が「再選されること」だったことは既に述べた。そ

れ故に､ある程度政策も予測出来た。「支持者第一」がそれだ。 

 しかし二期目はその縛りがなくなるので、何をするか分からない面がある｡二期目の大統

領は｢レガシー作り｣を誰でも狙うが、例えばオバマ大統領のそれは次のトランプ氏がこと

ごとくひっくり返した。 

 ではトランプ大統領にとっての｢レガシー｣とは何か。それももしかしたら我々の想像が

及ばないものかも知れない。繰り返すが、その意味で二期目のトランプ大統領にはリスク

がある。その危うさを指摘していたのはボルトン前大統領補佐官だ。共和党員でさえ、第

二期のトランプ政権の先行きを危ぶむ。 

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

 しかしバイデン・ハリス民主党正副大統領候補にもいくつかの懸念がある。現在 77歳（大

統領になる時は 78 歳）のバイデン候補の高齢問題は既に頻繁に指摘されているが､やはり

体力と気力の衰えは表情などに見て取れる。年齢による衰えはたった数ヶ月でも著しく進

む可能性がある。 

 今後確実に議論の対象になるのは、ハリス副大統領候補だ。検察官の履歴はアメリカで

はあまり国民受けしない。また彼女が「次のアメリカ大統領の職に最も近い人物」になる

ことをよく思わない米国民は少なくないだろう。特に中西部のアメリカ人はそう考えるか

も知れない。今回の米大統領選挙は民主党の両候補者・政策が素晴らしいので選択すると

いうよりは、トランプ政権に対する信任・不信任の面が強い。 

 ということは、トランプ大統領が選挙投票日までに国民の信頼を回復することが出来れ

ば、彼が選ばれる可能性も残る。株価が高いのは、資産運用をもっぱら株式市場で行って

いるアメリカの人々にとっては嬉しいことだ。失敗続きだった外交政策でも、UAE とイスラ

エルを国交正常化にまで導いた。 

 

《 Trump Trails Biden, but Polls Show Some Strengths 》 

 この週末にウォール・ストリート・ジャーナルは次のようなタイトルの記事を配信した。

「Trump Trails Biden, but Polls Show the President Has Some Strengths」というもの。

この記事も指摘しているが、前回 2016 年の大統領選挙は圧倒的にヒラリー・クリントン候

補有利の中で展開した。2016 年の今の時点でのヒラリー候補とトランプ候補の支持率の差

は非常に大きかった。そして世界も「ヒラリー勝利」を疑わなかった。選挙投票日までヒ

ラリー氏本人も含めて｢民主党の勝利｣を信じた。しかしトランプは勝った｡ 



 ウォール・ストリート・ジャーナルは「今回もトランプ氏は支持率でバイデン氏の後追

いをしているが、2016 年の現時点ほどではない」とし、「Some Strengths」として次の 6点

を挙げている。 

 

An improved image among white voters 

Holding steady with Hispanics 

Rising interest among Republicans 

Up-for-grabs voters lean Republican 

Trump leads in the economic argument 

Voters dislike both parties 

 

 上から 4番目の「Up-for-grabs voters」は「だれでも手に入れられる、獲得競争の対象

となっている投票者」という意味だ。現時点で投票先を決めていないが、投票には行く有

権者。ウォール・ストリート・ジャーナルは世論調査結果として「彼等は共和党に傾きや

すい」と言っている｡ 

 「Voters dislike both parties」というのは重要だ。詰まるところ「民主党に対する支

持も盛り上がっていない」ということだ。やはりここでもバイデン氏その人に対する支持

率、支持の熱量の低さが問題となる。民主党が排出した直近の大統領はオバマだが、その

時の熱量は高かった。 

 なので「まだ予断を許さない」というのが私の判断だ。トランプに対してはあらゆる方

面から批判・非難の矢が飛んできている。直近ではトランプ氏の姉が彼に酷い評価を下し

ている。それは第一期の選挙戦の最中から見られた現象だ。それでも彼は勝ち、多くの問

題を抱えながら一期目を終えようとしている。 

 大統領選挙まで 3 ヶ月を切ったが､これからの日々は長い。何が起きるか分からない｡バ

イデン氏が体調を崩すかも知れない。前回に続いて米大統領選挙の予測で間違いたくない

から言っているのではない。世界の人々の意識は多様で、特にアメリカは日本から見えな

い部分も多い。現時点ではバイデン有利だとは思うが､それほど確信は持てない。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０８月２４日（月曜日）  米 7月シカゴ連銀全米活動指数 

米共和党の党大会(～27 日) 

０８月２５日（火曜日）  20 年国債入札 

独 8月 Ifo 景況感指数 

米 6月 FHFA 住宅価格指数 

米 6月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数 

米 8月 CB 消費者信頼感指数 



米 7月新築住宅販売件数 

米 2年国債入札 

０８月２６日（水曜日）  7 月企業向けサービス価格指数 

米 7月耐久財受注   

米 5年国債入札 

０８月２７日（木曜日）  6 月全産業活動指数 

7 月工作機械受注(確報値) 

2 年国債入札  

米 4～6月期 GDP 改定値 

米 7月中古住宅販売仮契約 

米 7年国債入札 

トランプ米大統領、共和党の党大会で大統領 

候補の指名受諾演説 

ジャクソンホール会議のオンライン開催(～28 日) 

０８月２８日（金曜日）  米 7月個人所得・個人支出 

 

 米ワイオミング州ジャクソンホールでの経済シンポジウムが注目だろう。今年はオンラ

イン形式で、外部の人間も視聴できる形で行われる。各国中銀首脳らの発言に注目が集ま

る。特にパウエル FRB 議長が今後の金融政策運営にどのように触れるかがポイント。イー

ルドカーブ・コントロールには消極的であることはこれまでの発言や FOMC 議事録で明らか

だが、フォワード・ガイダンスの中味まで触れるのかどうか。例えば国内インフレが目標

の 2％を上回ったときの政策運営に関してなど。 

 米共和党大会(24～27 日)については既に触れた。指標では国内で 26 日に 7月企業向けサ

ービス価格指数、27 日に 7 月工作機械受注の確報値と 6 月全産業活動指数が発表される。

アメリカでは 25 日に 6 月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数、8 月 CB 消費者信頼感指数、

27 日に 4～6月期 GDP 改定値が出る。 

  

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。お盆をはるかに過ぎましたが、私の周囲には夏休みの雰囲気が

残る。都内を走る地方ナンバーの車はまだまだ多い｡8 月末まではこれまでと同じように暑

いという予報だし、この雰囲気は残るのでしょう。今年は多くの方の夏休み取得がいつも

の年とは違うので、人の動きもそれほど明確ではない。お盆で新幹線や空の国内線が満杯

とか。なかった。 

 暑いと言えば､私も日傘デビューしました。先週木曜日の午後 2時くらい。どうしても外

出が必要。しかし 35 度を超えていてそのまま出たのでは「あまりにも危険」と思ったので。

恥ずかしいとかそういう問題じゃない。「必要」と考え、即普段使っていない折りたたみ式



の傘を手にしました。 

 地面に映ったその姿の写真を SNS に載せたら､「私も．．．俺も．．．」と多くの方が「もう

やってますよ」とカミングアウトしてきた。日傘をさす男を「日傘男子」と呼ぶらしいの

ですが、今年から私もその仲間です。日傘を差すのは生まれてこの方全く初めて。平気で

初めてのことが出来たのは、それはそれで嬉しい。 

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

 続くコロナ禍に対しては、段々腹が立ってきました。「夏も終わり」と思って､「今年の

夏は何をしたか？」と自問したら、何もしていない。毎年テーマを決めて海外に行ってい

るか､国内だと車での北海道一周とか、与那国とか。とにかく動き回っていた。しかし考え

たら 6月に宮崎に行ったきり､その後は東京から一歩も動かず。フラストレーションがたま

ってきたのだと思います｡皆さんもそうでしょう。 

 「誰のせいだ」と考えたら、言うまでもなく新型コロナウイルスが元凶です。旅はまだ

しも、大勢で、または親しい数人で集まって会食し、長い時間話をするのも遠慮される。

双方にとって懸念が残るからです。「今はやめておこう」という雰囲気が出来上がってしま

っている。 

 以前フランスのテレビで施設に入っているおばあちゃんが、「誰と会ってもいけないって

言われているの。誰かとお話ぐらいしてもいいじゃないの。家族も私に会いにはここに来

られないのよ」とテレビ局のアナウンサーに文句を言っていたのをなぜかよく覚えていて、

今改めて「そうだよな」と思っています｡ 

 徐々に反発したい気分になってくる。フランスやスペインなど海外では、若者達が敢え

て感染予防の観点からするとリスキーなパーティを開いたりしている。あれは良くない。

しかし気持ちは分かる｡だって新型コロナウイルスは人間の根源的な欲求（会う、集まる、

一緒に食べる）を抑えつけているわけですから。日本の若者が道を歩いているときはきち

んとマスクをしているのに、友人との会食になるととたんにマスクを外して長時間話をす

るのも、一種の「現状に対する抵抗」のように思える。 

 しかしこのウイルスはそこを決して見逃さない。実に邪悪です。邪悪な存在は警戒しな

いといけない。尾身さんなどは「今の局面のピークは越えたと思われる」と先週言ってい

ましたが､その場合今年の秋や冬はどうなるのか。WHO のテドロス事務局長は、「（スペイン

風邪の例を見ても）今後 2 年以内に終息する可能性がある」と言っていますが､「今から 2

年か。長い」と思いました｡ 

 ピーク越えにしても「あと 2 年で終息の可能性」にしても全体の話であって、その間に

私を含めて各個人が感染したら軽症で済むかも知れないが、重くなるかも知れない。非合

理なリスクをとって敢えてそれを試す気はない。なのでやはり合理的に警戒する。そうす

ると「新型コロナウイルスが憎くなる」という構図です。困ったものだ。 

 皆様には良い一週間をお過ごし下さい。 
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