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                                      2019 年 8 月 13 日 

グローバル・マーケット・レター 

                              

           金融市場部 

エコノミック・データ 

                                   

日付 経済指標 内容 予想比／前回比 

8/5 

（月） 

米：ISM非製造業景況指数(7月） 

中：サービス部門購買担当者指数(7月) 

53.7 

51.6 

 

 

 

8/6 

（火） 

日：景気一致指数 (6月) 

米：求人件数(6月) 

100.4 

735万件 

 

 

 

8/7 

（水） 

独：鉱工業生産(6月) 

米：消費者信用残高(6月) 

前月比▲1.5％ 

前月比 $146億 

   

8/8 

（木） 

日：景気ウォッチャー現況調査(7月） 

中：貿易収支(7月） 

41.2 

$450.6億 

 

 

 

 

8/9 

（金） 

日：GDP成長率(4-6月期） 

英：GDP成長率(4-6月期） 

年率 1.8％  

前年比 1.2％ 

  

 

 

                                   出所（Bloomberg） 

マクロ経済 

・米国 

ISM 景況指数など足元で米経済の鈍化を示す指標が目立ってきた。対中関税第 4 弾に対し中国は通貨

安で報復した形だが、米側は即座に中国を為替操作国に認定するなど報復合戦の様相を呈しつつある。

トランプ大統領が 9 月の米中貿易協議中止を仄めかす一方で、香港ではデモが過激化しフライトが欠

航となるなど、不確実性が高まっており市場はリスク回避モードとなっている。 

・欧州 

独 6 月鉱工業生産は前月比▲1.5％で 10 年ぶりの落込みとなった。独政府は気候変動対策として財政

均衡目標を断念し追加の国債発行を検討し始めたが、市場は低迷する独経済対策として財政支出拡大

を期待している。伊では連立を組む同盟と五つ星との対立激化で、サルビーニ副首相が 10 月解散総選

挙を呼びかけ五つ星デイマイオ党首も応じる模様だが、コンテ首相は不信任案採決に反対を表明。今

後解散権を持つマッタレラ大統領の判断に委ねられる。 

・日本 

4-6 月期 GDP 成長率は 1-3 月期の高成長からの減速が危惧されたが、ふたを開けてみれば前期比年率

+1.8％、1-3 月期も+2.2％から+2.8％へ上方修正されるなど、日本経済は 1％程度と見られる潜在成長

率を内需主導で大きく上回る成長が続く。同時に発表された GDP デフレーターも前年比+0.4％と上振

れ、内需の堅調さを裏付ける。一方で景気先行指数や景気ウォッチャー調査は低迷しており、米中貿

易戦争など不確実性要因が先行き経済見通しの重しとなっているようだ。 
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・ブラジル 

米中貿易戦争に加えアルゼンチン大統領予備選で左派が大幅リードしたことを嫌気して先週のブラジル

株式・通貨は下落傾向。ただし、7 月の総合購買担当者指数や 6 月小売売上高は前月比改善したうえ、

注目の年金改革法案は下院 2 回の採決で承認され、今後上院へと審議が移される。上院では年金改革派

の勢力が下院より多く、法案成立の可能性が高まったとして CDS 市場でブラジルの信用力が改善してお

り、株・通貨の下落も一時的な動きに留まると思われる。 

 

世界株式 

 
出所（Bloomberg） 

・日本 

米中貿易戦争の悪影響で日本企業の先行き減益懸念が広がり日本株は低迷、日経平均の PBR は 1.03

倍とほぼ解散価値まで下落している。過去 PBR が大きく 1 倍割れとなったのはリーマンショック時だ

が、4-6 月期 GDP 成長率も堅調で、今回がリーマンショックに匹敵する景気減速局面とは考えづらい

ため日本株の下値は限定的と思われる。 

 

世界債券 

 

 

 

 

 

 

 

   出所（Bloomberg） 

 

 

現地通貨ベース 円貨ベース

ダウ工業株 米国 26,287.44 -0.75% 12.69% 8.46%

S&P500種 米国 2,918.65 -0.46% 16.43% 12.05%

ボベスパ ブラジル 103,996.20 1.29% 18.33% 11.13%

ﾕｰﾛ・ｽﾄｯｸｽ50 ユーロ圏 3,333.74 -1.26% 11.07% 4.65%

FT 英国 7,253.85 -2.07% 7.81% -1.72%

DAX ドイツ 11,693.80 -1.50% 10.75% 3.73%

日経平均 日本 20,684.82 -1.91% 3.35% 3.35%

上海総合 中国 2,774.75 -3.25% 11.26% 3.58%

ASX200 オーストラリア 6,584.43 -2.72% 16.61% 8.25%

SENSEX インド 37,581.91 1.25% 4.20% -1.61%

　　（北・南米）

　　（欧州）

　　（アジア・太平洋）

年初来%
直近値(8/9） 先週比%

債券利回り 2年債 5年債 10年債 先週比（10年債）

米国 1.65 1.58 1.75 -0.10 

英国 0.44 0.33 0.48 -0.07 

フランス -0.76 -0.68 -0.27 -0.03 

ドイツ -0.86 -0.82 -0.58 -0.08 

イタリア 0.35 1.20 1.81 0.27

スペイン -0.49 -0.25 0.26 0.02

日本 -0.27 -0.30 -0.22 -0.05 

オーストラリア 0.74 0.68 0.96 -0.13 
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・米国 

米中貿易戦争に加え、アルゼンチンの大統領予備選に係る新興国全般に広がる株・通貨安を受け、安

全資産とされる米国債が買われ米金利は急低下、市場は FRB による年内複数回の追加利下げを織込ん

だ。需給面でも先進国債券の中で辛うじて金利が残る米国債への資金流入は加速傾向で、当面米国債

は売られづらい状況が続こう。 

 

 為 替 

（ドル・円チャート）              （ユーロ・円チャート） 

  

（豪ドル・円チャート）             （ブラジルレアル・円チャート） 

  

出所（Bloomberg） 

 

今週の予定 

8月 12日(月) 米：財務収支(7月) 

8月 13日(火) 独：ZEW景況感調査(8月)、米：消費者物価指数(7月) 

8月 14日(水) 日：機械受注(6月)、ﾕｰﾛ：GDP成長率(4-6月期)、鉱工業生産(6月)  

8月 15日(木) 日：鉱工業生産(6月)、米：小売売上高(7月)、鉱工業生産(7月) 

8月 16日(金) ﾕｰﾛ：貿易収支(6月)、米：住宅着工件数(7月) 
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今週のトピック---米中貿易戦争 

 

米国の対中警戒感の広がりは米国の覇権が脅かされつつあることに起因しており、中国の GDP 成長

率を 6％と仮定した場合、2030 年にも中国が GDP 世界 1 位になる計算(図 1)。歴史的に覇権国家が入替

るときは戦争が避けられない場合が多く、1800 年代に英国から米国へと入替った時にも米英戦争があっ

た(図 2)。その後、第二次大戦前のドイツおよび 1980 年代の日本が米国に肉薄、今回は中国との貿易戦

争だが、米国側は今のうちに中国の勢力弱体化を狙っているというのが本音と思われる。 

 

 

現在米国は、対中関税第 4 弾として中国からの輸入品 3,000 億ドル分への 10％の関税適用を 9/1 から

開始すると発表するなど対中攻撃の手を緩めない。5 月の米中協議内容のうち中国への技術移転の強要

や中国内規制に関する部分を中国側が勝手に削除したことに対する報復で、中国側は米大統領選までの

交渉引延ばしを狙っていたところで意表を突かれた形。トランプ大統領にとり対中譲歩が却って支持率

低下に繋がる恐れがあるため、強硬路線は当面変わらない可能性が高い。一方の中国は米国からの輸入

品ほぼすべてに関税適用済みなので、報復措置は米農産品購入停止と為替の元安となった。ちなみに関

税分 10％を元安で調整した場合、4 月までの元レート 6.7 元/$を 7.4 元/$まで通貨安とすれば、今回関税

分に関し中国側元の受取り代金も米国側ドルの購入代金も以前と変わらない(図 3)。

 

1980 年代の日本は国防を米国に依存していた立場上、プラザ合意で円高を受入れ、続く関税によって

景気停滞となった。中国は通貨政策で米国に従う可能性が低いため、今回米国はまず関税カードを切っ

たが、一方の中国は日本経済を良く研究しているため対抗措置として元安カードを切ったと思われる。

しかしながら、元安戦略は米ドル債務の返済に対し元建て債務の増加となるため諸刃の剣。現在、中国

企業によるドル建て債券発行残は約$8,500 億と試算され、通貨安で元換算債務が膨らむとアジア通貨危

機の再来となる危険性がある。                担当 清水 
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図 2. 1800 年代の米英 GDP 推移 図１.日米中の GDP 推移予想 

図 3.米国の対中関税を元安で調整（1$の商品を中国が米国へ輸出） 

($10 億) ($10 億) 
出所(IMF、世銀)  
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に迫るも、
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【金融商品取引法に係る重要事項】  

手数料等について  

当社との取引にあたっては、各金融商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば国内の金融商品取引市場に上場さ

れている株式等の場合は、約定金額に対して最大 0.108％＋577,800 円（税込）、最低 1.242％（税込）の委託手数料をお支払いただきま

す。また、外国の金融商品市場に上場されている外国株式の場合は、約定金額に対して最大 0.270％＋117,720 円（税込）、最低 0.864％

（税込）の他に現地委託手数料、及び租税公課その他の費用等が発生する場合があります。また、募集・売出し等又は当社との相対取引

により購入される場合は、購入対価のみお支払いいただきます。 外貨建ての金融商品等の場合、円貨と外貨、又は異なる通貨間で交換

する際の為替レートは、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものといたします。  

リスク等について 

当社が取扱う各金融商品には、株式相場、金利水準、不動産相場、商品相場等の変動等や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発

行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等（以下「裏付け資産」といいます。）

の価格や評価額の変動に伴い、金融商品等の価格が変動することにより損失が生ずるおそれがあります。また、発行者又は保証会社等の

業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、金融商品等の価

格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。  

 

上記の手数料等およびリスク等は、金融商品ごとに異なりますので、当該金融商品等の契約締結前交付書面や目論見書、又はお客さま向

け資料等をよくお読みください。なお、詳細については、当社担当営業員までお問い合わせください。 

 

商号等 ： あおぞら証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1764 号  
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