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《 U.S. tech stocks are now worth more than．．． 》 

 この週末に読んで一番興味深かった記事は、「U.S. tech stocks are now worth more than 

the entire European stock market」（米ハイテク銘柄群の時価総額が、欧州株式市場全体

の時価総額を上回った）かな。CNBC がバンク・オブ・アメリカのグローバル・リサーチの

分析を元に報じていて、「欧州」の中にはドイツ、フランスなど代表的な欧大陸の国に加え

てイギリス、スイスの株式市場も含まれるという。 

 バンカメは「2007 年時点では、両者の時価総額を比べると欧州株の方が米ハイテク株の

四倍あった」と付記している。いかにこの間の Apple、Amazon など米ハイテク株の上昇が

凄まじかったのかが分かる｡日頃比較しない時価総額の変化なので、とっても面白かった。 

 GAFA を代表格とする米ハイテク株の持続的な上昇がアメリカの株式市場全体を引き上げ

ていることは間違いなく、先週末金曜日のマーケットではダウ工業株 30 種平均の終値が年

初を 0.4％ながら上回った。このコロナ禍の中で心配された米株式市場も、ダウでさえ年初

来の下げを消した。つまりコロナ禍の影響は株式市場からは消えた、ということだ。 

 ダウはまだ今年 2 月の史上 高値を更新できていないが、S&P500 は先週金曜日に史上初

めて 3500 の水準を上回った。引値は 3508.01 で当然ながら史上 高値。「他のセクターと

は別物だ」（チャートを見比べると分かる）と思わせる動きの Nasdaq は 10000 の水準超え

が 6月の半ばだったから、その後の上げも極めて顕著だ。 

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

 アメリカのハイテク株がなぜこうも上がるのかについては、これまでもこのニュースで

私の考え方を紹介してきたので繰り返しは避ける。今回は「実は米ハイテク株は社会的に

も政治的にも叩かれているのに、何故上がるのか」という話を書こうと思う｡株価の動きか

ら忘れそうだが、実は今アメリカのハイテク企業には社会的・政治的な逆風が吹いている。

包囲網が築かれつつあるように見える。 
 まず政治的には、GAFA のトップは 7 月下旬に米下院司法委員会独禁法小委員会の公聴

会に呼び出された。ビデオ会議方式だが、4 社トップが雁首さらして議員達の質問攻めにあ

った。4 社が各社提供のサービス分野で優位な立場を利用して競争を排除していると強く非

難し、関連する質問をぶつけたのだ。 
 各社トップはこれに対して強く反論。しかし議員達は納得しなかった。これら 4 社が強

力に過ぎ「なんらかの形での規制が必要だし、世論が味方している」と議員達は考えたよ



うだ。同小委員会のシシリン委員長は公聴会締めの言葉として「この中の一部の企業が、

米独禁法に違反していることが明確になった」と述べた。 
 恐らく流れからすると行政府でも議会でも米ハイテク企業に今後様々な規制を掛けるだ

ろう。これら各社が存在することの利便性は十分認識しながらも、アメリカ人が大切にす

る自由とかプライバシー領域にあまりにも入り込んできているからだ。 
 民間からも GAFA への反撃が始まっている。主にニューヨーク・タイムズなど米有力紙､

さらには英 FT なども加盟する新聞業界の団体「デジタル・コンテンツ・ネクスト」（DCN）

が、アップルに手数料減額を打診する書簡を送った。現在アップル（グーグルもそうだが）

はアプリ内課金システムを使う企業から 30%の手数料を徴収している。びっくりするほど

高い。“土管屋”がとる手数料としては他に例を見ない。 
 業界の人々はこの 30％の手数料を「Apple 税」と呼ぶ。なかなか的を射た表現だ。DCN
はアップルが一部企業の手数料を 15%に減額していることを示し、適用の条件を明示する

ことを求めた。 
 
《 Fortnite fight 》 
 実はもっとドラマチックなことが起きている。人気ゲーム「フォートナイト」（オンライ

ンの参加者で生き残りをかけて戦うバトルゲーム）の製造元であるエピック・ゲームズ社

がアップルとグーグルのアプリ配信・課金システムが独占禁止法違反にあたるとして連邦

地裁に提訴したのだ。 

 この巨大米 IT ２社は､スマホの基本ソフト（iOS と Android）で 100％近い圧倒的な地位

を占める。繰り返すが、我々がどの課金アプリ（事務アプリ､各種ゲームなど）をダウンロ

ードし､それを課金利用（アイテムの購入などを含めて）してもこの 2社に 30％の手数料が

転がり込む仕組みになっている。 

 エピック社は「この 30％という手数料は高すぎる」として回避を決断､独自の課金システ

ムを「フォートナイト」に導入した。これに対してアップルとグーグルは「規約違反」を

理由にエピック社のアプリを配信システムから締め出した。我々のスマホからダウンロー

ドできなくしたのだ。筆者は iPhone だが､実際に App Store を検索してもエピック社のア

プリは今は出てこない。 

 実は、巨大 IT 企業と交渉する力を持つアプリ開発企業はこれまで少なかった。エピック

社は違った。「フォートナイト」は世界で 3億 5千万人以上のユーザーを持ち、ゲーム機や

パソコンからも利用できる。つまり必ずしもスマホ依存ではないゲームなのだ。エピック

はそこをバネに、有力開発会社としてアップルとグーグルの商慣行に直接的に異議を唱え

訴訟に打って出た。 

 重要なのはここからだ。それは「この訴訟が米ハイテク業界に打撃になるか？」という

問題意識。違うと思う。「GAFA など大手支配」が定着して「寡占状態」が生まれた業界を、

このエピック社の訴訟勝利が、業界活性化に向けて全体を大きく変える可能性があると筆



者は考える。米ハイテク企業としての GAFA は我々にとって馴染みだが、既に既視感や飽き

が生じている。「まだこの顔ぶれか」という。 

 しかしエピック社が勝訴すれば、米ハイテク業界の力関係は大きく変わる｡業界全体への

影響は必至で、大きなパワーシフトが起きるだろう。プラットフォーマーが収益力を落と

し､コンテンツを育てるアプリ開発会社が伸びる。そして業界に競争原理が再び機能する環

境が整う。 

 その結果は､我々の IT 利用コストの大幅な低下がおき、新たで多様なコンテンツを中味

とするアプリが増加し､それを開発する企業が俄然注目される世界となる。ワクワクする展

開で､日本企業にも大きなチャンスが生まれる。「古い馴染み」は勢いを失うかも知れない

が、新しい企業が伸び、新顔がマーケットに登場する。それこそ株式市場の活性化に繋が

る。そう考えることが出来る。 

 議会や政府、それに民間の反撃開始にもかかわらず跳梁跋扈している米ハイテク企業の

株価が、「この程度の反撃では大丈夫」と判断して高値トライを続けているのか、それとも

「業界にアプリ開発会社など新顔が登場するのは良いこと」と将来を見据えて判断してい

るのかは不明だ。しかし変化し続け、常に新顔が現れる可能性のある米ハイテク業界は、「新

たな投資先」を求める世界の資金にとっては魅力的であり続けるだろう。 

 欧州や日本の株式市場がハイテク株に牽引された高値を追うアメリカ株式市場にラグし

ている理由は改めて書かない。新顔が少なすぎる。古い名前ばかり。これではマーケット

は沸き立たない。 

 

《 no new faces in Japan 》 

 安倍首相が退陣を表明した。何よりも株安・円高の悪しき連鎖から日本を救った功績は

大きかったと思う。 後は「黒田総裁のバズーカ頼み」という面もあったが、アベノミク

スは金財一体の政策だったから、そのダッシュは大きな成功を収めた。なによりも 7 年半

という政治の安定を日本にもたらした功績は大きいし、この間に日本の国際的スタンディ

ングも上がった。 

 しかし、もし日本の時価総額トップが入れ替わるような新規企業の台頭があったなら、

私は「大」をいくつあげても良いアベノミクスの成果・成功になったのにと思う。 近の

日経の有料会員用記事によると、アベノミクスの期間中ずっと日本の企業における時価総

額トップはトヨタ自動車だった。しかも図抜けて。接近する企業もない状態。トヨタはも

ちろん私も大好きな企業だし、その頑張りは認める。MIRAI でもお世話になった。 

 しかし国の産業の新陳代謝という観点からはどうだろう。そのトヨタの時価総額は生産

台数では何分の一かのテスラにはるかに抜かれた。今でもフォードとトヨタの時価総額を

合わせたよりテスラの時価総額の方が上だ。それは褒められた事ではない。直近の日本の

時価総額 2 位はソフトバンクでこれも既視感があるし、rising ではない。3 位はキーエン

ス。もっと新顔が出てくることが期待されている。 



 しかしアベノミクスはそれが出来なかった。次の政権の大きな課題だろう。無論これは

政権の問題である以上に、日本の産業構造や慣行の問題ではある。「新しい顔」が出てくれ

ば日本の株式市場はもっと活性化する。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０８月３１日（月曜日）  7 月商業動態統計 

7 月鉱工業生産 

中国 8月製造業 PMI 

インド 4～6月期 GDP 

英国休場 

０９月０１日（火曜日）  7 月失業率・有効求人倍率 

4～6月期法人企業統計 

8 月自動車販売台数 

10 年国債入札 

ユーロ圏 7月失業率 

米 8月 ISM 製造業景況指数 

米 7月建設支出 

０９月０２日（水曜日）  8 月マネタリーベース 

米 8月 ADP 雇用統計 

米 7月製造業受注 

ベージュブック 

０９月０３日（木曜日）  30 年国債入札 

米 7月貿易収支 

米 8月 ISM 非製造業景況指数 

０９月０４日（金曜日）  日経平均定期入れ替え発表(9 月上旬) 

    米 8 月雇用統計=21 時 30 分 

 

 米中の対立は「攻めるアメリカ、面子を保つために対応している中国」という現状の構

図だ。その前は密かに中国がアメリカを浸蝕していた。この件については既に過去の号で

述べた。中国は先週中距離弾道ミサイル 4 発（「グアムキラー」「空母キラー」とか呼ばれ

る種だった模様）の発射を含め、南シナ海で軍事演習を実施した。これはその前のアメリ

カ軍の演習に対抗したもの。 

 アメリカは加えて中国による南シナ海の軍事拠点化に加わったとして、中国の国有企業

などを制裁対象に加えた。確かに米中の偶発的な軍事衝突の懸念はあるが、中国は少なく

とも米大統領選挙までは本腰を入れた攻撃的姿勢には出ないだろう。大洪水の影響で、今

後の国内食糧供給に懸念があるとも伝えられ、その結果はアメリカからの穀物輸入増加と



なる可能性もある。ドル・円は地政学リスクを意識した動きも見えるが、限界があると考

える。 

 ジャクソンホールでのパウエル議長の「長期的に 2％のインフレ目標達成」「具体的には、

インフレ率が 2％を長く下回った後では、2％超えた際にも金融政策を直ちに引き締めには

動かさない」というフォワードガイダンスは予想された線だ。株式市場の一時的に好感さ

れた程度。今後の焦点はイールド・カーブ・コントロールをどうするか。 

 米経済指標では 8 月 ISM（供給管理協会）製造業景気指数、8 月 ISM 非製造業景気指数、

8 月雇用統計と重要度の高い指標が出る。雇用統計は大統領選挙の争点の一つとなる材料

（雇用状況）を提供する可能性がある。 

 新型コロナについては、ロシアに続き英アストラゼネカや米国のモデルナ、ファイザー

といった製薬会社によるワクチン開発が 終段階にあるが、これが広く普及し、世界の人々

が安心して社会・経済活動が出来るようになるにはかなりの時間がかかりそうだ。 

 自民党の総裁選挙の実施細目は今週決まるだろう。党員投票をどうするかも含めて。菅

官房長官の出馬が確実視される中で、今週から来週に掛けて次期総理・総裁に関してはか

なり絞られてくるだろう。マーケット的なポイントは、その主要政策であり、日本の外交

的スタンディングの変化だ。 

 

《 have a nice week 》 

 相変わらず暑い一週間でしたが、皆様にはいかがお過ごしでしたか。確かに暑い｡しかし

ふと気が付くと､季節は進んでいるとも思える。虫の声が強くなってきたように思えるし、

朝晩の風には少し秋めいたものを感じる。そういえば明日からは 9月です。 

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

 スポーツでいろいろ記憶に残る事があった先週でした。中でも強く印象に残ったのは池

江璃花子選手かな。競技プールに戻ってきて、病後初の泳ぎを披露してくれた。彼女のレ

ース後の涙の綺麗だったこと。もの凄い思いがこもっていたと思う。 

 彼女の HP（https://www.rikako-ikee.jp）を改めて見たのですが、退院したのが 19 年の

12 月 17 日｡それまでが約 10 ヶ月の闘病生活。競技人生に関しては、「医師と相談しながら

水中トレーニングが可能になり次第開始します。それまでは基礎体力をつけながら陸上ト

レーニングをしていく予定です」と。競技プールに戻ってきたということは、それらの練

習・トレーニングを着実に積み重ねてきたと言うことだと思う。 

 そしてオリンピックに関しては「2024 年のパリ五輪出場、メダル獲得という目標」と書

いている。日本人は直ぐ「来年の東京は？」と思うのですが､彼女ははっきりと「パリ」と

述べている。決然とした態度で素晴らしいと思う。彼女には心から頑張って欲しいと思い

ました。 

 もう一人はウエスタン・サザン・オープン（US オープンの前哨戦）の大坂なおみ選手。

「私はアスリートである以前に黒人女性だ。黒人女性として自分がテニスのプレーをする



よりも、現下（at hand）に注目して貰わねばならないもっと重要な事があると感じている」

とツイートして準決勝をボイコット。協会が競技全体を翌金曜日に延期する措置を取った

こともあり、「世界の関心を集め、目的は達した」という大坂さんの思いもあって競技に復

帰。そして勝った｡ 

 そのアタイアには「Black lives matter」とプリントされていたが、この一連の流れに

対する女子テニス協会（WTA）やテニス界の反応はどうだったかというと、「“This is really 

the moment in time that we can truly, truly change things. We are going to continue 

to use our platform at the U.S. Open for positive change, for equality and for 

justice.”」と女性テニス界の伝説ビリー・ジーン・キングさん。テレビとのインタビュー

で述べていた。彼女自身が、女子テニスが男子テニスと対等になることに尽力し、戦った

人。 

 大坂さんは結局足の不調で決勝戦を戦うことなくこの大会を終わりましたが NBA、MLB な

ど米スポーツ界全体に広がった大きなうねりの、重要な一環を大坂なおみ選手が担った形。

彼女は国内が主な戦いの場である NBA、MLB の選手と違って、終始世界を飛び回って戦って

いる選手であり、そのインパクトは大きかったと思う。 

 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

上げます。》 


