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景気ウォッチング

経済 ＴＯＰＩＣＳ

１．日本経済「景気は緩やかな拡大を続け、株価は 26 年ぶりの高値」

輸出増加に伴う生産・出荷増や高収益を背景に、景気は緩やかに拡大しており、

労働需給は一段と逼迫している。個人消費に天候不順や今春急伸の反動減がみら

れるが、７～９月期実質ＧＤＰは前期比年率＋1.4％と堅調な伸び。

円レートは 108～115 円のレンジ相場を続けている。株価は史上最長の 16 連騰

を記録し、11 月入り後に 1992 年 1 月以来約 26 年ぶりの高値水準に達した。

２．米国経済「順調な景気拡大続き、米金融当局は景気判断引上げ」

米国経済は、好調な雇用・所得環境の下、堅調な消費と積極的な設備投資の好

循環がみられており、賃金・物価も安定した適温経済にある。しばらくは、こうし

た年率２％強ペースでの景気拡大基調が続くとみられており、11 月初の金融政策

決定会合では景気判断が一段と引上げられた。

こうした状況下、株価は史上最高値圏で推移し、高値更新を続けた。

３．上昇を続ける日米の株価の相違点

このところ世界の株価は上昇傾向にあり、前年比では２桁台の上昇となってい

る。確かに米国の株価はバブル初期の段階に入っていると言って良い状態にある。

しかし、日本の株価の上昇は主として海外投資家の積極買いと公的機関の買い支

えによるもので、バブルが原因ではない。ただし、国内経済の回復によってマイン

ドが明るくなっているため当面堅調な地合いが予想される。
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１．日本経済「景気は緩やかな拡大を続け、株価は 26 年ぶりの高値」

輸出増加に伴う生産・出荷増や高収益を背景に、景気は緩やかに拡大しており、

労働需給は一段と逼迫している。個人消費に天候不順や今春急伸の反動減がみら

れるが、７～９月期実質ＧＤＰは前期比年率＋1.4％と堅調な伸び。

円レートは 108～115 円のレンジ相場を続けている。株価は史上最長の 16 連

騰を記録し、1992 年 1 月以来約 26 年ぶりの高値水準に達した。

７～９月期の実質ＧＤＰは、個人消費が天

候不順や今春急伸の反動減から前期比マイ

ナス（▲0.5％）となったものの、輸出堅調と

輸入減少に支えられて、全体としては前期比

年率＋1.4％と堅調な伸びを示した。

供給面の動きを鉱工業生産指数でみると、

単月では増減を繰返しつつも、輸出の増加を

主因に全体として増加傾向を続けており、11

か月続けて前年を上回った（９月前年比＋

2.6％）。先行きも、低水準の在庫にも支えら

れて、堅調な生産が続くとみられている。

９月の第３次産業活動指数は、２か月続け

て、前月を下回った（▲0.2％）。

鉱工業生産指数と第３次産業活動指数を

加重平均した月次実質ＧＤＰは、９月に再び

前月比マイナスとなった（▲0.4％）。この結

果、９月水準は７～９月平均を下回り（▲

0.2％）、このため 10～12 月の実質ＧＤＰ成

長率は低めの伸びとなる可能性が高い。

９月の景気動向指数は、一致指数、先行指

数とも、前月大幅上昇の反動から低下した

が、均してみると両者とも上昇傾向にある。

需要項目別にみると、消費全体の方向と度

合いをあらわす消費総合指数は、9 月には天

候不順から大幅マイナスとなり（前月比▲

0.5％）、ほぼ前年並みの水準まで低下したが
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（前年比＋0.1％）、その主要要素である小売

業販売額は、11 か月続けて前年を上回ってい

る（９月前年比＋2.3％）。

９月の宿泊旅行（延べ宿泊者数）は、主力の

日本人客は 3 か月続けて前年割れとなったが、

外国人客の増加に支えられて全体では前年を

わずかに上回った（前年比＋0.7％）。乗用車新

車販売台数は、４～６月著増の反動減が続い

ており（７～９月前期比▲5.5％→10 月前月比

▲4.2％）、10 月には 12 か月ぶりに前年割れと

なった（前年比▲1.2％）。

住宅着工戸数は、低金利を背景になお高水

準ではあるが、持家、貸家が６月以降４か月続

けて前年割れとなったほか、９月には分譲も

前年割れとなったことから、全体でも３か月

続けて前年比マイナスとなった（９月前年比

▲2.9％）。

設備投資関連については、一致指標は、７～

９月に減少（資本財出荷、前期比▲0.3％）な

いし鈍化（建築着工・非居住者用、同＋1.8％）

に転じたが、先行指標である機械受注は増加

に転じており（同＋4.7％）、全体として緩やか

な増加傾向にあるとみられる。

公共工事出来高は、４～６月期に約３年ぶ

りの高い伸びを記録したあと、６月以降３か

月続けて前月比マイナスとなった。

輸出(実質ベース)は、９月にはそれまでの

急伸の反動からやや大幅な減少を示したが、

17 か月続けて前年を上回っている（９月前年

比＋2.9％）。地域別には、米国・欧州向けが反

落する一方、中国向けが再び力強い伸びを示

している。輸入(同)も、アップダウンを繰り返

しつつも、総じてみれば緩やかな増加傾向に

ある（９月同＋0.8％）。
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雇用面では、９月の有効求人倍率は 1.52

倍と、1974 年２月以来約 44 年ぶりの高水準

を続けているほか、常用雇用者数は前年比

＋2.7％、完全失業率は 2.8％と、労働需給

は極めて逼迫した状態にある。もっとも、７

～９月合計の名目賃金は前年比＋0.2％と、

物価上昇に追いつかず、物価調整後の実質

賃金は９四半期ぶりに前年割れとなった

（７～９月前年比▲0.4％）。

為替レート（円／ドル）は、年初来、108

～115 円のレンジ相場を続けている。

10 月の円建て輸出物価と円建て輸入物価

は、為替相場の動きを映じる形で、前月比上

昇し、前年比でも各＋9.7％、＋15.3％と上

昇率を高めた。交易条件（輸出物価÷輸入物

価）は、年初来、前年比マイナスを続けてい

る。

10 月の国内企業物価も、為替相場の動き

を映じる形で、前月比上昇し、前年比でも＋

3.4％と上昇率が高まった。

９月のコア消費者物価（除く生鮮食品）は、

エネルギーを中心に前年比＋0.7％と約２

年半ぶりの伸びを示しているが、エネルギ

ーを除いたコアコア消費者物価は、再び前

年比マイナス圏に低下する（９月▲0.1％）

など、弱含み地合いに変化はうかがわれな

い。

長期金利（10 年物国債利回り）は、0.0～

0.1％のレンジ相場を続けている。

株価（日経平均）は、好調な企業業績を背

景に、米国株高にもつられる格好で、10 月

初から 24 日にかけて史上最長となる 16 日

連騰を記録し、11 月入り後には 1992 年１月

以来約 26 年ぶりの高値水準に達した。
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最近の日本の主要経済指標 (とくに断らない限り季節調整済み前期・月比、 ％)

17/4-6月 17/7-9月 17/8月 17/9月 17/10月 前年比

生 生    産 2.1 0.4 2.0 ▲ 1.0 生産予測 9月2.6

産 　　鉱  工  業 出    荷 1.6 0.4 1.8 ▲ 2.5 10月　4.7 9月1.5

活 在    庫 2.0 ▲ 2.8 ▲ 0.6 0.0 11月▲0.9 9月▲2.4

動  第 3 次 産 業 活 動 指 数 1.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 9月0.6

・  月 次 実 質 ＧＤＰ  (試算、注） 1.6 ▲ 0.1 0.3 ▲ 0.4 9月1.5

景  景気動向指数 一致指数 2.2 ▲ 0.0 2.0 ▲ 1.9 -

気     (前期・月との差） 先行指数 ▲ 0.1 1.4 2.0 ▲ 0.6 -
 消 費 総 合 指 数 （実質） 0.8 ▲ 0.6 0.1 ▲ 0.5 9月0.1

個  小 売 業 販 売 額 （全店） 1.5 ▲ 0.5 ▲ 0.7 0.3 9月2.3

人 　　　 除く燃料 1.8 ▲ 0.3 ▲ 0.7 0.2 9月2.1

消  乗用車新車販売台数 (含む軽) 6.5 ▲ 5.5 1.0 ▲ 0.7 ▲ 4.2 10月▲1.2

費  薄 型 テレビ 国内出荷台数 5.2 ▲ 10.2 10.2 ▲ 1.9 9月▲4.5

等  宿泊旅行 （延べ宿泊者数） 1.5 ▲ 2.7 ▲ 1.7 ▲ 0.8 9月0.7

 住 宅 着 工 戸 数 2.7 ▲ 4.5 ▲ 3.2 1.0 9月▲2.9

 資本財出荷 ( 国内向け） 4.8 ▲ 0.3 9.9 ▲ 6.3 9月0.0

投  機械受注 (民需、除く船舶電力) ▲ 4.7 4.7 3.4 ▲ 8.1 9月▲3.5

資  建築着工（非居住用,２か月移動平均） 3.4 1.8 1.3 6.7 9月7.4

6.3 ▲ 1.0 8月5.3

貿 ▲ 0.5 1.9 3.0 ▲ 5.4 9月2.9

易 2.9 ▲ 1.5 0.6 ▲ 3.6 9月0.8

 有 効 求 人 倍 率 （倍、水準 ） 1.49 1.52 1.52 1.52 -

雇  常　 用　 雇　用　指　数 0.8 0.6 0.1 0.3 9月2.7

用  完   全   失   業   率  （ ％ ） 2.9 2.8 2.8 2.8 -
 名 　目　 賃 　金 　指 　数 0.2 0.1 0.5 0.2 9月0.9

 為 替 レ － ト （円/ドル、水準） 111.1 111.0 109.9 110.7 112.9 10月8.8

物  輸     出     物     価 ▲ 1.4 1.0 ▲ 0.5 1.1 1.7 10月9.7

 輸     入     物     価 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 1.2 1.9 2.6 10月15.3

価  交易条件（輸出物価÷輸入物価） ▲ 0.4 1.8 0.7 ▲ 0.8 ▲ 0.9 10月▲4.9

 国  内  企  業  物  価 0.5 0.5 0.0 0.3 0.3 10月3.4

等  消費者物価  (除く生鮮食品、前年比) 0.4 0.6 0.7 0.7 -
       同        (除く食料・エネルギー、同) ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.1 -

金  10年物国債利回（期・月平均,％） 0.038 0.044 0.038 0.020 0.061 11/15日 0.040

融  株価（日経平均、円、期・月平均） 19,503 19,880 19,670 19,924 21,267 11/15日22,028

(注)

 実 質 輸 出 （通関ベース）

 実 質 輸 入 （同）

 公  共  工  事  出  来  高

月次実質ＧＤＰは、四半期でしか発表されない実質ＧＤＰを月次で捉えることができるものとして、

当研究所が統計的手法（回帰式）で作成。回帰式は、実質ＧＤＰ＝第3次産業活動指数×5.833

＋鉱工業生産指数×0.987－固定値169.8　決定係数：0.977。

最近ピーク

11/7日22,937円
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２．米国経済「順調な景気拡大続き、米金融当局は景気判断引上げ」

米国経済は、好調な雇用・所得環境の下、堅調な消費と積極的な設備投資の好

循環がみられており、賃金・物価も安定した適温経済にある。しばらくは、こう

した年率２％強ペースでの景気拡大基調が続くとみられており、11 月初の金融政

策決定会合では景気判断が一段と引上げられた。

こうした状況下、株価は史上最高値圏で推移し、高値更新を続けた。

７～９月期の実質ＧＤＰは前期比年率３％となったが、在庫増や輸入鈍化を除

いた巡航速度でみると、米国経済は年率２％強のテンポでの拡大を続けていると

みられる（詳細は後述ｐ７の参考１参照）。

鉱工業生産は、８月下旬から９月初にかけて米国南部に上陸したハリケーンに

よる被害から、エネルギー関連を中心に一時的に減少したが（８月前月比▲0.7％）、

９月には回復してきている（９月同＋0.3％）。この間、個人消費のサービス指数

は、年率２％での増加を続けており（９月前年比＋2.0％）、鉱工業生産指数(除く

エネルギー)とサービス指数を加重平均して算出した月次実質ＧＤＰも、年率２％

強のペースで増加を続けている（９月同＋2.1％）。

９月の景気先行指数は、10 か月ぶりに反落し、前年比では＋3.4％となった。

10 月の消費者信頼感指数は、前月比＋4.4％と大幅に上昇し、前年比でも＋

24.9％と上昇率を一段と高めた。小売販売額は、９月急伸（前月比＋1.9％）の後、

10 月も増加し（同＋0.2％）、前年比＋4.6％と高い伸びを続けている。

中古住宅販売戸数は、住宅価格の上昇（８月前年比＋6.6％）と販売在庫の不足

（９月前年比▲6.4％）に伴う販売鈍化が長引いており（７～９月前期比▲3.1％）、

９月には１年２か月ぶりの前年割れとなった（９月前年比▲1.5％）。

10 月のＩＳＭ景気指数（ＰＭＩ）は、製造業が 58.7％（前月差▲2.1％）、非製

造業が 60.1％（同＋0.3％）と、いずれも景気拡大持続の目安となる 50％を上回

った（ＧＤＰ成長率換算では、それぞれ年率＋4.9％、＋4.3％に相当）（*1）。

（*1）ＰＭＩは水準ではなく変化の度合いをあらわす指標で、前月比増減は景気拡大テンポ

の変化を意味する（統計作成主体ＩＳＭでは、その実質ＧＤＰ換算値も同時に公表）。

設備投資面では、設備投資指数（鉱工業生産ベース）は７～８月に反動減を示

していたが、９月には再び増加を示した（前月比＋1.1％）。また、先行指標であ

る非国防資本財受注も、高い伸びを続けている（９月前年比＋7.0％）。

財輸出（実質）は、月による振れを伴いつつも、増加傾向を維持しており（９

月前年比＋1.5％）、輸入も 12 か月続けて前年を上回った（同＋3.3％）。

雇用面では、ハリケーンの影響による非農業雇用者数の増勢鈍化が 9 月単月に

止まり、10 月には再び力強い増加（＋261 千人）に復したほか、10 月の失業率も
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4.1％と一段と低下し、約 17 年ぶりの低水準となった。もっとも、10 月の賃金は、

ハリケーン要因（*2）の剥落から、上昇率がやや鈍化した（前年比＋2.4％）

(*2) 賃金の相対的に低いサービス業等が、休業により 9 月分の集計対象外となったもの。

10 月の消費者物価（食料品・エネルギーを除くコアコアＣＰＩ）は前年比＋

1.8％と、７か月続けて２％を割り込んだが、前月（＋1.7％）よりは上昇した。

株価は、企業業績好調を材料に、史上最高値圏で推移し、高値更新を続けた。

こうした状況下、米国金融当局は、11 月初のＦＯＭＣ会合で、景気の現状判断

を「緩やかな拡大」から「着実な拡大」に引上げた（詳細はｐ８の参考２参照）。
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（参考１） ７～９月期米国実質ＧＤＰのポイントと先行き見通し

〇 ７～９月期米国実質ＧＤＰは、前期比年率＋3.0％、前年比＋2.3％と、前期

に続き年率３％台の高い伸びとなった。

もっとも、内訳をみると、在庫投資と輸入鈍化が大きな寄与を示しており、

米国経済の現行巡航速度は年率２％台前半程度とみられる。

―― 先行き 10～12 月には、ハリケーンの復興需要から高目の成長が予想

されている（もっとも在庫取崩しが広範化すると成長率は鈍化する）。

〇 なお、現在議会で審議中の減税法案が成立した場合には、先行きの成長率が

年率２％台央に押し上げられる可能性が高い。

―― 成長率上振れ効果は減税案の内容次第であるが、現在公表されてい

る内容（10 年間でネット 1.5 兆ドル減税）であれば、2018 年から 2020

年にかけての成長率が累計 0.6％程度押し上げられる、との試算結果

（下表見通しに、その分が上乗せされる）。

ＦＲＢ見通し（１０月時点）                       （第４四半期、前年比％・％）

2016 年実績 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年

実質 GDP 1.6 2.4 2.1 2.0 1.8

失業率 4.7 4.3 4.1 4.1 4.2

消費デフレータ 1.8 1.6 1.9 2.0 2.0

17/1Q 17/2Q 17/3Q 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

実績 実績 一次速報 前年比 実績

1.2 3.1 3.0 2.3 1.5 2.2 2.3 2.0 1.8 

1.3 2.3 1.6 1.8 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 

0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.0 0.2 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 

0.9 0.9 0.5 0.6 ▲ 0.1 0.6 0.7 0.6 0.4 

▲ 1.5 0.0 0.7 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.0 0.0 

▲ 0.2 ▲ 0.3 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 

　輸　　　出 0.9 0.4 0.3 0.3 ▲ 0.0 0.4 0.4 0.4 0.3 

　輸　　　入　(▲） ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.5 

▲ 0.1 ▲ 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.1 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.0 1.0 2.1 1.8 1.5 n.a. n.a. n.a. n.a.

政 府 支 出

京  都  総  研  見  通  し

　ＧＤＰデフレータ

米国実質ＧＤＰ（年率）

寄
　
与
　
度

個 人 消 費

住 宅 投 資

設 備 投 資

在 庫 投 資

純 輸 出

米国実質GDPの推移と先行き見通し
（前期比年率・％、年平均の前年比・％）
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（参考２） １１月 FOMC 会合声明文のポイント

〇 11 月 1 日に公表された今次ＦＯＭＣ会合（注１）声明文のポイントは、以下の通り。

・景気判断を、前回比引上げ（前回「緩やかに回復」→今回「着実に回復」）。

・物価は、足許低下傾向にあり、様々な関連指標からみても軟調地合い。

・労働市場は、一段と逼迫してきている。

・先行きの緩やかな金利引上げを正当化する文言記述（注 2）が残されている。

（注１） 連邦公開市場委員会（Federal Open Market Committee の略）。米国の金融政策方

針を決定する機関で、討議結果は声明文の形で終了後直ちに公表される（年８回開催）。

（注２） 今次利上げ局面の最初の会合（2015 年 12 月）で、「金融緩和が徐々に解除されていっ

ても、実体経済は緩やかな拡大を続けるであろう」との文言が織り込まれ、今回も含めて、そ

の後毎回同じ文言が記述されている。

〇 上記を踏まえ、次回ＦＯＭＣ会合（12 月 13 日）において、再利上げが行わ

れる可能性が高いとの見方が、市場関係者の大勢となっている。

―― 米国金融政策は、「雇用」と「物価」の両方の安定を目指して運営するよう、

法律で定められている。

このため、物価上昇が目標未達でも、雇用安定の観点から、利上げが正当

化されると考えられている。

資産価格

消　　費 設備投資 全体 12か月間 長期期待 株・不動産

2015/10月 現状維持 expand（moderate) increase（solid） increase (solid) slowed ― run below 2% stable 記述なし

12月 利上げ expand（moderate) increase（solid） increase (solid) improve ― run below 2% little changed 記述なし

2016/ 1月 現状維持 slow increase（moderate） increase(modrerate) improve ― run below 2% little changed 記述なし

3月 現状維持 expand（moderate) increase（moderate） ｓoft strengthen ― pick up little changed 記述なし

4月 現状維持 slow moderate ｓoft improve ― run below 2% little changed 記述なし

6月 現状維持 pick up strengthen ｓoft slowed ― run below 2% little changed 記述なし

7月 現状維持 expand（moderate) grow（strong） ｓoft strengthen ― run below 2% little changed 記述なし

9月 現状維持 pick up grow（strong） ｓoft strengthen ― run below 2% little changed 記述なし

11月 現状維持 pick up rise（moderate） ｓoft strengthen ― increase some little changed 記述なし

12月 利上げ expand（moderate) rise（moderate） soft strengthen ― move up little changed 記述なし

2017/ 2月 現状維持 expand（moderate) rise（moderate） soft strengthen ― increase little changed 記述なし

3月 利上げ expand（moderate) rise（moderate） firm somewhat strengthen ― move to 2% little changed 記述なし

5月 現状維持 slow rise（only modest） firm somewhat strengthen ― rise little changed 記述なし

6月 利上げ expand（moderate) pick up expand strengthen ― decline little changed 記述なし

7月 現状維持 expand（moderate) expand expand strengthen ― decline little changed 記述なし

9月 資産圧縮 rise（moderate) expand（moderate） pick up strengthen ― decline little changed 記述なし

11月 現状維持 rise (solid) expand（moderate） pick up strengthen soft decline little changed 記述なし

政策決定 経済活動全般 労働市場
物　　　　価

ＦＯＭＣ声明文において景気判断各項目の表現に使われた英単語 （今次引上げ局面）
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（以上、東京経済調査部部長 大山陽久）

最近の米国の主要経済指標　 (とくに断らない限り季節調整済み前期・月比、 ％)

17/4-6月 17/7-9月 17/8月 17/9月 17/10月 前年比

全 実質GDP(前期比年率、商務省発表) 3.1 3.0 7-9月3.0

体 月次実質ＧＤＰ　(試算、注） 0.6 0.3 0.0 0.2 9月2.1

景気先行指数(カンファレンスボード) 1.1 1.0 0.4 ▲ 0.2 9月3.4

消費者信頼感指数 0.5 1.9 0.3 0.2 4.4 10月24.9

消 個　人　消　費　(実質) 0.8 0.6 ▲ 0.1 0.6 9月2.7

サ　ー　ビ　ス　指　数 0.6 0.4 0.0 0.3 9月2.0

費 小　売　販　売　額 0.3 1.0 ▲ 0.1 1.9 0.2 10月4.6

除　く　ガ　ソ　リ　ン 0.7 1.0 ▲ 0.3 1.5 0.4 10月4.3

等 中　古　住　宅　販　売　戸　数 ▲ 1.0 ▲ 3.1 ▲ 1.7 0.7 9月▲1.5

住　宅　価　格　（ F H F A 指 数） 0.8 0.7 8月6.6

ISM景気指数（製造業、横ばい=50） 55.8 58.6 58.8 60.8 58.7 -

ISM景気指数（非製造業、横ばい=50） 57.3 56.3 55.3 59.8 60.1 -

企 鉱　工　業　生　産 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.7 0.3 9月1.5

エネルギー （ウェイト　27.5％） 3.6 ▲ 0.0 ▲ 1.8 0.5 9月2.6

業 除くエネルギー （　〃　72.5％） 0.6 ▲ 0.5 ▲ 0.3 0.2 9月1.1

自動車・同部品 （　〃　5.1％） 0.2 ▲ 3.8 3.6 0.1 9月▲3.5

関 除く自動車・同部品 （ 〃 94.9％） 1.4 ▲ 0.2 ▲ 1.0 0.3 9月1.8

鉱 工 業 稼 働 率 （ ％ ） 76.6 76.1 75.8 76.0 9月0.5

連 設備投資（実質、四半期はＧＤＰﾍﾞｰｽ） 1.6 1.0 ▲ 0.8 1.1 9月2.3

非 国 防 資 本 財 受 注 （除く航空機） 1.6 2.9 1.3 1.3 9月7.0

財輸出（センサスベース、実質） ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 1.0 0.1 9月1.5

企 業 収 益 （ G  D P ベ ー ス ） 1.5 4-6月6.2

雇 非農業雇用者増減（前期・月差、千人） 484 471 208 18 261 10月1.4

用 失 　業　 率 　（ 　％ 　） 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1 -

時 間 当 た り 賃 金 （ 前 年 比 ） 2.5 2.7 2.6 2.8 2.4 -

消費者物価（コア・コア、前年比） 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 -

物 輸　出　物　価　（前期・月比） ▲ 0.7 0.7 1.0 0.6 9月2.9

輸　入　物　価　（前期・月比） ▲ 1.3 0.2 0.9 0.7 9月2.7

価 交易条件 （輸出物価÷輸入物価) ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.2 9月0.2

原油価格（WTI、ドル/バレル) 48.3 48.2 48.1 49.8 51.6 11/15日 55.3

金 フェデラル・ファンド・レート（期・月平均％） 0.95 1.15 1.16 1.15 1.15 11/15日 1.16

融 10年物国債利回（期・月平均％） 2.26 2.24 2.21 2.20 2.36 11/15日 2.32

株価（NYダウ、ドル、期・月平均） 20,980 21,890 21,914 22,173 23,036 11/15日 23,271

 （注)実質ＧＤＰ（鉱工業生産指数とサービス指数の合成）＝サービス指数×150.4＋鉱工業生産指数(除くエネルギー) 既往ピーク

　 　×8.097－1214.65　　決定係数＝0.994、前月比のウェイトは前月1、当月2、翌月1の3か月加重移動平均。
11/8日23,563
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３．上昇を続ける日米の株価の相違点

（要旨）

このところ世界の株価は上昇傾向にあり、前年との比較では２桁台の上昇

となっている。このため一部にはバブルの様相を帯びてきたのではないかと

いった見方も聞かれるようになってきた。確かに、米国の株価はバブル初期

の段階に入っていると言って良い状態にある。しかし、日本の場合には海外

投資家が円安に伴う企業業績の改善や国内経済の緩やかな回復・拡大を評価

して買いを積極化して上昇を続けてきたわけであるから、国内要因によるバ

ブルではない。

なぜ米国の株価がバブル初期の段階にあると断言できるかというと、この

ところの企業収益と株価の関係が、2000 年前後のＩＴバブル期や 2006～07

年の住宅バブル期の初期と良く似ているからである。バブルの生成期におい

ては、はじめは企業収益と株価は大体同じ率（１対１の割合）で増加・上昇

する。ところがそうした状態が続くとやがて株価は企業収益の増加の度合い

を上回るようになり、更には企業収益が減少に転じても株価が上昇する状態

になる。今は企業収益の増加１に対し株価の上昇は 10 前後であるから、かな

り楽観的な状態ということになる。

もっとも、そのような状態になれば株価が直ちに下落するかというと、過

去においては必ずしもそうでなかった。住宅バブル期には企業収益が減少し

ても１年間は株価が下落せず、むしろ上昇を続けた。ＩＴバブル期も同様で、

株価が下落したのは企業収益がマイナスに転じたなんと３年後であった。こ

れは驚くべきことであるが、そうであるなら株価の急落は当分起こり得ない

かもしれない。ただし、米国民が過去２回のバブル期の経験を正しく反省し、

企業収益の減少に冷静に対応するようになっていれば、企業収益の悪化懸念

が強まれば直ちに株価は急落するだろう。

他方、日本の株価が上昇を続けているのは主として海外投資家の積極買い

と公的機関の買い支えによるものである。海外投資家は個々の日本企業の収

益状況等に詳しくないため、円安になれば輸出企業を中心とする日本の代表

的な企業の株式を購入してきた。このため、株価を円の対ドルレート、景気

先行指標等を説明変数とする回帰式をつくり、株価の変動要因を計算してみ

ると、５割程度は円安で説明できる。ただし、国内経済の復調を背景に先行

きの株価に対するマインドが明るくなってきているのは確かである。北朝鮮

問題の悪化などをきっかけに海外投資家が大きく売りに転じない限り、日本

の株価も当面は底堅い展開が続く可能性がある。
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（１）はじめに

このところ世界の株価は上昇傾向にあり、日本の株価は１年間で＋25％上昇し

た。米国の株価も＋24％、イタリアも＋34％、フランスも＋17％と、国により差

はあるが、多くの国々で２桁台の上昇となった（図１）。

なかでも米国の株価は国内経済が緩やかに拡大を続けている中で大型の法人

税減税実施期待なども加わり、連日のよう

に既往最高値を更新してきた。日本の株価

は、1980 年代後半のバブル期に最高値を

付けた後は長らく低迷していたが、世界経

済の回復に伴って輸出が増加を続けてい

るうえ、企業収益の改善も着実に進んでい

ることなどが好感され、11 月７日には

1992 年１月以来の高値を記録した。この

ため一部にはバブルの様相を帯びてきた

のではないかといった見方も聞かれるよ

うになっている。株価がバブルの状態にあ

るということは、株価が経済実態から遊離

していることを意味し経済の体温計としての機能を果たしていないことを意味し

ている。しかも、バブルは必ずいつかは弾けて大きな傷跡を残すだけに、現状を

正しく理解することは重要である。そこで本ペーパーでは、このような立場から

米国と日本の株価について考えてみた。

（２）米国の株式市場等の現状

一般に株価は企業収益が増加すると

きに上昇し、企業収益が減少するときに

下落するとされている。そこで、米国の

株価と企業収益を、1980 年から最近時

点までの平均値を 100 とする指数の形

にして並べてみた（図２）。多くの期間

で両者は正の共変関係にあり、企業収益

の増加（減少）→株価の上昇（下落）と

いう関係にある。ただし、時期によって

は無視できない乖離がある。特に、株価

指数から企業収益指数を差し引いた乖

     　　　　　　　図１　主要国の株価

（データ出所）日本経済新聞社、各国証券取引所等
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　　　　　図２　米国の株価と企業収益（1980年以降）

（注）2017年3Qと4Qの企業収益は2Qの前期比増加率と同じと仮定。

（データ出所）ダウ・ジョーンズ社、米商務省
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離が大きくプラスになっているのは、2000 年初前後の①ＩＴバブル期、2007 年前

後の②住宅バブル期、そして③今回、の３つの期間である。①ＩＴバブル期、②

住宅バブル期に共通しているのは、「プラスの乖離」の後に「マイナスの乖離」が

あることである。このことは、株価が企業収益の増加のテンポを上回って「プラ

スの乖離」の時期が続くと、その後には決まって株価の下落によって株価が企業

収益の下にくる「マイナスの乖離」の時期があることを意味している。そうであ

るなら、今回もいずれ株価が大きく下落する可能性があることになる。

２つのバブル期に共通していることは、初期の段階では企業収益と株価が同じ

ように増加・上昇したことである。しかし、徐々に株価の上昇の度合いの方が企

業収益の増加の度合いを上回るようになり、その後は企業収益が減少に転じても

株価だけが上昇している。それが株価指数から企業収益指数を引いた「プラスの

乖離」を拡大させてきた。このことは、次のように考えることができる。

バブル生成の初期の段階では、人々は企業収益が増加するとそれを好感して株

価が上昇する。そうした状態が続くと、人々は徐々に将来を楽観的に考えるよう

になり、企業収益が多少伸び悩む状態になっても「株価はまだ上昇する」と考え

るようになる。そのような状態がさらに続くと、企業収益がマイナスに転じても、

「まだまだ株価は上昇する」と思い込み株価は上昇を続ける。しかし、そうした

株価の上昇は企業収益の増加に裏打ちされたものでないため、どこかのタイミン

グで売りが売りを呼んで株価の急落が始まる。それがバブル崩壊である。

このような考え方が正しいことを確認するため、横軸を企業収益、縦軸を株価

とする２つの指数の分布図を描いてみた。全体の形は、大雑把に言えば「右肩上

がり」の分布である（図３）。株価は、

企業収益が増加するときに上昇し、

企業収益が減少するときに下落する

ことを考えれば「右肩上がり」の分布

は当然の結果であるが、よく見ると、

①ＩＴバブル期、②住宅バブル期、そ

して③今回の分布は、そうした「右肩

上がり」の分布から上下に（あるいは

左右に）大きくはみ出している。①Ｉ

Ｔバブル期は、どちらかというと「左

肩上がり」になっている。②住宅バブ

ル期は「反時計回り」に大きく回転し

て元に戻っている。③今回は、企業収

　図３　米国の株価と企業収益の分布（1980年以降）

（データ出所）ダウ・ジョーンズ社、米商務省
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益がそれほど増加しない中でほぼ「一直線に上方シフト」している。

このように３つの期間における企業収益と株価の分布の軌跡は異なるが、全く

出鱈目な動きになっているわけではない。それぞれに当時の経済状態を反映した、

理解できる動きになっている。以下では、最も動きが単純で分かりやすい②住宅

バブル期について、まずその分布の形状から得られる基本的な関係を整理したあ

と、①ＩＴバブル期、③今回、の順に考えてみた。

（住宅バブル期の企業収益と株価）

住宅バブル期前後の企業収益と株価の関係は、大きく分けると４つの局面に分

けることができる（図４）。

「第１の局面」は、企業収益が増加

する中で株価が上昇している時期で、

2003 年７～９月期から 2006 年７～９

月期までの３年間はそのような軌跡

の中にあった。このような動きは、株

価が企業収益の増加とともに上昇す

る、最も典型的な関係である。

「第２の局面」は、企業収益は減少

を続けたが、それにも拘らず株価が上

昇した時期で、2006 年７～９月期から

2007 年 10～12 月期までの約１年間が

それであった。この間は、企業収益が

減少傾向にあるなかで株価が上昇を

続けたわけであるから、普通に考えればあり得ないことで、典型的なバブル期と

言っていい。まさに買いが買いを呼ぶ「熱狂」の中で株価が上昇を続けた時期で

ある。

「第３の局面」は、企業収益が減少しているのに株価上昇が続けているのはさ

すがに不自然であることに気が付き、株価が急落する時期である。2007 年 10～12

月期から 2008 年 10～12 月期までの１年間がこの期間で、リーマンショック（2008

年９月）もこの時期に発生した。

「第４の局面」は、企業収益は増加に転じたが、人々の株価に対する見方が引

続き悲観的であったため、株価が下落を続けた時期である。2008 年 10～12 月期

から翌年１～３月期までがそれで、このような時間が一定期間続くと、やがて人々

は株価の先行きに対して次第に安心するようになり、企業収益の増加とともに株

　図４　米国の株価と企業収益の分布（住宅バブル期）

（データ出所）ダウ・ジョーンズ社、米商務省
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価が上昇する「第１の局面」へと移行する。

バブル期を以上のように４つの局面に分けて整理すると、株価が上昇を続ける

「第１の局面」と「第２の局面」が広い意味でのバブルの生成期、株価が下落を

続ける「第３の局面」と「第４の局面」が広い意味でのバブルの崩壊期というこ

とになる。

（ＩＴバブル期の企業収益と株価）

ＩＴバブル期前後の企業収益と株価の分布は、住宅バブル期のような「反時計

回り」の回転ではなく、どちらかというと「左肩上がり」になっている。しかし、

株価が上昇を続けたバブルの生成期のパターンは基本的には住宅バブル期と同じ

である（図５）。

「第１の局面」は、1997 年 10～12

月期までの期間で、企業収益が増加

する中で株価は上昇した。1997 年 10

～12 月期までの１年間に企業収益は

＋11.0％増加し、株価は＋22.0％上

昇した。

「第２の局面」は、企業収益は減少

に転じたが、株価が上昇した時期で、

1997 年 10～12 月期から 2000 年 10～

12 月期までの３年間がそれである。

この時期は２つの期間に分けること

もできる。「第２の局面」の前半は、

1997 年 10～12 月期から 1999 年４～６月期までの１年半で、企業収益の減少はま

だそれほど大きくない。その間に企業収益が増加に転じた時期も含まれていたた

め株価は大幅に上昇を続けた。この間の企業収益の減少率は▲7.1％であったのに

対し、株価の上昇率は＋39.5％であった。「第２の局面」の後半は、1999 年４～６

月期から 2000 年 10～12 月期までの 1 年半で、この間に企業収益は▲18.7％減少

した。一方、株価の下落率は▲1.9％とほとんど横ばいであった。企業収益が毎期

減少を続けていたにも拘わらず株価が下落しなかったというのは、普通では考え

られないことである。しかし、人々は将来に対してまだあまり悲観していなかっ

たため、株式を手放すに至らなかったのであろう。1999 年から 2000 年にかけて

の間は、ＩＴバブルという言葉が使われたことからも明らかなように、インター

ネット関連企業がもてはやされた時期で、異様なまでの高揚感の中にあった。こ

　　図５　米国の株価と企業収益の分布（ITバブル期）

（データ出所）ダウ・ジョーンズ社、米商務省
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のため、４回にわたり政策金利が引上げられたが（フェデラルファンドレート：

1999 年６月 4.75％→2000 年５月 6.5％）、株価は小さなアップダウンを繰り返し

ながらも下落することなく横ばい圏内に止まった。

「第３の局面」は、株価に対する熱が冷め、株価が急落した時期である。2000

年 10～12 月期頃から 2001 年 10～12 月期までの１年間がその時期であった。企

業収益が減少を続けていたわけであるから、株価が下落するのは当然であった。

「第４の局面」は、企業収益は増加に転じたが、人々の株価に対するマインド

が暗かったため株価が下落を続けた時期で、2001 年 10～12 月期から 2003 年１～

３月期までの約１年半がその時期であった。この「第４の局面」は、住宅バブル

期の場合では１四半期だけであったが、ＩＴバブル期では１年半と長く、少し分

かりにくい（複雑な）軌跡になっている。理由は、その間に企業収益が大幅に回

復して株価が上昇する時期が一時的にあったためである。

興味深いことに、「第４の局面」の最後の 2003 年１～３月期における企業収益

と株価の交点の位置は、1980 年から 2017 年までの企業収益と株価の分布から計

算されるトレンド線の真上近くにある。ＩＴバブルがはじまった時期も同じ長期

トレンド線の近辺にあった。ＩＴバブルが文字通り長期トレンド線から乖離し、

再びトレンド線に戻るまでの「幻」の期間であったことになる。バブルは、人々

の過度な「楽観」と過度な「悲観」が作り出した「異常な期間」であったことは

この点からも分かる（この点は住宅バブル期も基本的には同じである）。

なお、1980 年から 2017 年までの企業収益と株価の分布が作る長期トレンド線

の傾き（勾配）は大体 45 度である。このことは、企業収益が１単位（％）増加し

たときには株価も１単位（％）上昇するというのが過去約 40 年間の米国の平均的

な関係であったことを示している。

（今回の企業収益と株価）

今回の株価上昇をバブルの過程とみる

考え方はまだ一部に限られている。しか

し、企業収益と株価の分布の軌跡を見る

と、すでに「第１の局面」の後半、ある

いは「第２の局面」の前半にあることが

分かる（図６）。なぜなら、2014 年 10～

12 月期頃までは、均してみれば企業収益

が増加を続ける中で株価が上昇を続ける

「第１の局面」であった。問題は 2014 年

　　　　図６　米国の株価と企業収益の分布（今回）

（注）2017年3Qと4Qの企業収益は2Qの前期比と同じと仮定。

（データ出所）ダウ・ジョーンズ社、米商務省
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10～12 月期以降で、その後の１年間は原油価格の大幅低下によって企業収益が減

少したため、少し分かりにくい（複雑な）形になっている。

単純に2014年 10～12月期から2017年 10～12月期までの期間を直線で結ぶと、

企業収益は▲4.4％、株価は＋34.9％であるから、企業収益が減少している中で株

価が上昇する「左肩上がり」の形状で、そうであるなら「第２の局面」（つまり「バ

ブル期」）ということになる。

しかし、期間を 2015 年 10～12 月期から 2017 年 10～12 月期までに限ってみる

と、企業収益＋11.2％、株価は＋34.0％といずれもプラスであるから「右肩上が

り」の「第１の局面」ということになる。足許の企業収益は小幅ながら増加を続

け、米国経済は緩やかに拡大を続けているため、このような見方の方が納得しや

すいかもしれない。とはいえ、右肩上がりの勾配はほとんど垂直に近い状態にあ

る（企業収益が１単位増えると株価は３単位上昇する関係。直近の１年間ではこ

れが１対 10 近くになっている）。1980 年から 2017 年までの企業収益と株価の分

布が作るトレンド線と比べても勾配はかなり急であるから、「第２の局面」に限り

なく近いバブル初期の段階にあると言えよう。

最近の米国の株価上昇の要因としては以下の諸点が指摘されている。

第１点は、国内経済が堅調で、先行きに対する信頼感が強まっていることであ

る。トランプ大統領による減税等の景気刺激策が現実味を帯びてきたことなども

好材料視されている。米国経済が堅調である背景には、新興国を含めた世界経済

が 2016 年後半から好調で、各国で輸出の増加が目立っていること、原油価格の低

下によって個人消費が好調であることなどがある。

第２点は、ＦＲＢによる金融の正常化と政策金利の引き上げがはじまっている

が、そもそも非常に低い水準からの金利変更で、米国をはじめ多くの国々には潤

沢なマネーが行き渡っていることである。実体経済は堅調であるとは言っても、

かつてのような高い成長が実現するわけではないため、資金がタイト化する懸念

は基本的には小さい。しかも、ＦＲＢは実体経済に悪影響を及ぼさない範囲での

金融正常化、金利引上げを今後も続けると再三述べているため、当面株価が下落

に転じる可能性は小さいと考えられている。過去２回のバブル期においても、企

業収益が減少を続ける中で１年以上にわたり株価は上昇あるいは横ばい圏内にあ

った。北朝鮮関連の地政学リスクや、中東情勢の悪化によって原油価格が再び高

騰するといったリスクが現実化しない限り、米国の株価は当面堅調な地合いを維

持する可能性が高いように思われる。

では、どのような状態になると米国の株価は急落するのであろうか。過去２回

のバブル崩壊期の経験が示唆していることは、企業収益がマイナスに転じたら直
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ちに株価が急落するわけではなかった、ということである。住宅バブル期には企

業収益が減少しても約１年間は株価が上昇を続け、下落したのはその後であった。

ＩＴバブル期の場合にはなんと３年後であった。これは驚くべきことであるが、

そうであるなら株価の急落は当分起こり得ないことになる※。ただし、可能性は小

さいが、米国民が過去２回の経験を正しく反省して企業収益の減少に敏感に反応

するようにすでになっていた場合には、企業収益の悪化懸念が強まれば直ちに株

価は急落するかもしれない。

（米国の住宅価格）

米国のバブルについて考える場合には、住宅価格の上昇が続いていることにも

留意が必要である。米国では特に２つの住宅価格指数が重視されているが、いず

れもここ数年ほぼ一貫して上昇している。しかし、上昇の度合いには大きな違い

があり、一方は 2007 年の住宅バブル期を大幅に上回っているが、他方はまだ住宅

バブル期を下回っている（図７）。

このうち米連邦住宅金融庁（ＦＨＦ

Ａ）が発表している住宅価格指数は、

2017 年７～９月期には 2007 年のピーク

を＋11.7％上回る既往最高の水準にあ

る。前回の住宅バブル期の水準をすでに

超えているわけであるから、それはバブ

ルと言って良い。これに対し、Ｓ＆Ｐケ

ース・シラー住宅価格指数は、2007 年の

ピークをまだ▲3.8％下回っているので

バブルとは言えないかもしれない。

なぜ２つの住宅価格指数にこのよう

な違いがあるかというと、前者は高額所

得者向け住宅のウェイトが高く、後者は前回の住宅バブル期に見落とされていた

低所得者向け住宅のウェイトが高いことがある。実は、前回の住宅バブル期には

低所得者向け住宅価格が大幅に上昇したが、それを適切にあらわす指標が存在し

なかった。このため、その反省のもとに作られたＳ＆Ｐケース・シラー住宅価格

指数では低所得者向け住宅のウェイトが高く設定され、多くの識者はケース・シ

ラー指数を重視するようになった。同指数の生みの親であるロバート・シラーエ

ール大学教授は 2013 年にその功績が評価されてノーベル経済学賞を受賞した。

しかし、皮肉なことに、今回の住宅価格の上昇局面においては、低所得者向け

図７　米国の2つの住宅価格指数

（データ出所）米連邦住宅金融庁(FHFA)、S＆P
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住宅はかつての反省もありそれほど上昇していない。多くの識者はＳ＆Ｐケース・

シラー住宅価格指数がまだバブル期の水準に達していないため、住宅バブルをそ

れほど問題視していないわけである。現実には住宅価格の上昇によって利益を得

た人々が株式投資を行い、それによって得た利益がまた住宅購入に回る…という

行動が広がっているにも拘わらず、である。

（３）日本の株式市場の現状

次に、日本の株価と企業収益につい

て考えてみた。日本の場合も、多くの

期間で両者は共変関係にある。しか

し、米国のケースと同様に、企業収益

と株価を全期間の平均値＝100とする

指数の形で並べてみると、変化のタイ

ミングは似ているが、変化の度合いは

異なっている（図８）。原因は、1980

年代前半のバブル期に株価が企業収

益の増加の度合いをあまりにも大幅

に超えて上昇したことにある。この結

果、バブル期には株価指数が企業収益

指数を大きく上回り、2000 年以降は

逆に株価指数が企業収益指数の下にある。このため、株価指数から企業収益指数

を差し引いた値は、2000 年以降ほとんどの期間でマイナスである。このことは、

約 40 年という期間で企業収益と株価の関係を考えると、日本経済がバブルになっ

たのは 1980 年代後半だけで、その後はバブルとは程遠い状態にあることを意味し

ている。株価がこのところ連騰を続けているとは言っても、未だ 1980 年代のピー

クに比べれば６割前後の水準であり、かつてのバブル期のように多くの人々が高

揚感の中にあるわけでもないので、それは納得のいく結論である。

ただし、比較の期間を 2007 年以降の約 10 年間に短縮して企業収益の平均値と

株価の平均値を指数の形で並べてみると、両者はもう少し似た動きになっていて、

「プラスの乖離」も生じている。異次元金融緩和がはじまった 2012 年末以降の株

価上昇によって企業収益との乖離はプラスに転じ、最近でもプラスの状態が維持

されている（次頁の図９）。日本の場合にはリーマンショックを機に企業収益が株

価以上に大幅に減少したため両者の乖離はその後長期にわたってマイナスであり

続けた。乖離がプラスに転じたのは日本銀行の異次元金融緩和を機に円安が進行

　　　　　図８　日本の株価と企業収益（1980年以降）

（注）1980年以降の全期間の平均値とした場合には、企業収益と株価の

　　　相関係数は0.352に過ぎないが、期間を半分に分け、1980年から99

　　　年までに限定すると0.833、2000年以降では0.787となる。

（データ出所）財務省、日本経済新聞社

▲ 100

▲ 50

0

50

100

150

200

250

▲ 100

▲ 50

0

50

100

150

200

250

80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16

株価－企業収益

日本の企業収益（法人企業調査）

日本の株価（日経平均）

全期間平均＝100

80年代後半

バブル期

年



19

し、企業収益が改善、株価が上昇するようになってからである。ただし、「プラス

の乖離」の度合いはまだそれほど大きなものではなく、2009 年と 2015 年のピー

クを下回っている。

日本は米国のように株式市場が

バブル的状態になっているわけで

もないのに、なぜ株価が連日高値を

記録しているのであろうか。

結論は、主として海外投資家の投

資スタンスにある。日本の株式市場

に参加している経済主体を、海外投

資家、国内の法人・個人・信託銀行・

証券会社等に分け、それぞれのネッ

ト買い越し額（2010 年１月以降の累

積値）を計算してみると、株高の局

面で株式を主に買っているのは海

外投資家であるのが分かる（図 10）。

公的機関もコンスタントに買い越

している。公的機関とは、ＧＰＩＦ

（年金積立金管理運用独立行政法

人）の買いが含まれている信託銀行

と、日本銀行によるＥＴＦ（上場投

資信託）買いが含まれている証券会

社の自己売買の合計である。とりわ

け日本銀行のＥＴＦ買いの場合に

は、株価が値下がり状態にあると買

い注文を出して株価の下落を防い

でいると言われている。これに対し

大きく売り越しているのは個人で、

法人も僅かながら売り越している。

海外投資家のネット買い越し額

と株価の前月比変化率を並べてみ

ると、似たようなタイミングで両者

が変化している（次頁の図 11）。このことは、海外投資家が買う（売る）と株価が

上昇（下落）する関係にあることを示している。

　　　　　図９　日本の株価と企業収益（2007年以降）

（データ出所）財務省、日本経済新聞社
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　　　図10　日本の株価と主な売買先

（注）買い越し額、売り越し額は株価で割った実質値。
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また、海外投資家のネット買い越し額の累積値を円の対ドルレートと並べてみ

ると、これも大体同じような動きに

なっている（図 12）。このことは、海

外投資家は日本企業の個々の収益状

況等について詳しくないため、円安

になれば輸出企業を中心に日本の代

表的な企業の株式を購入している可

能性を示唆している。

要するに、海外投資家の積極買い

と、公的機関による買い支えが日本

の株高の主因である、ということで

ある。

また、そうであるなら、株価は次

の３つの指標によって説明できるは

ずである。

第１の指標は、円の対ドルレート

で、円安・ドル高になると日本の株

価が上昇し、円高・ドル安になると

株価が下落する関係である。円安（円

高）になると輸出企業の採算が改善

（悪化）し、輸出数量も増えやすい

（減りやすい）ため、企業収益にプ

ラス（マイナス）に働くことが期待

されてきた。

第２の指標は、内閣府が公表して

いる景気先行指数である。景気の先

行きが明るくなると株価が上昇し、

先行き見通しが悪化すると株価は下

落するはずであるから、このような

指標が株価と関係していても不自然

ではない。

第３の指標は、先述のＧＰＩＦや日本銀行によるＥＴＦ買いなどの公的機関の

累積買い越し額の合計額である。

これら３つの指標を用いて株価変動がどの程度まで説明できるかを統計的な手

　　　　　　図11　日本の株価と海外投資家の買い越し額

（注）右軸のゼロ以上が買い越し、ゼロ以下が売り越しをあらわす。

（データ出所）日本経済新聞社、東京証券取引所
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　　　　図12　海外投資家のネット買い越し額と円レート

（データ出所）日本銀行、東京証券取引所
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法で計算してみると、有意な関係を確認できる（図 13）。

株価の変動に最も大きな影響を与えてきたのは円レートであった。日経平均株

価は 2012 年末から最近時点までの約５年間で＋13,500 円上昇したが、このうち

の＋7,200 円（寄与率 53％）は円安に

よるものであった。景気見通しの改

善による部分は全体の＋2,200 円（同

16％）、ＧＰＩＦ等の公的機関は＋

1,300 円（同 10％）であった。この

間、推計誤差は＋2,800 円（21％）で

あった。推計誤差は、統計上は前の３

つの要因で説明できない部分で、多

くの場合には人々のマインドの影響

などが含まれている。

要するに、日本のここ数年来の株

価の上昇は、円安の進行を眺めた海

外投資家の買い越し額の増加によっ

て実現した部分が半分程度あり、残

りは国内経済の復調、公的機関の買

い支え、マインドの改善などにあっ

たことになる。2012 年末から最近時

点までの約５年間を、大幅な株価上

昇期、株価下落期、その後の回復期と

３つに分けてみても、その基本的な

動きは円レートの変化によるところ

が大きかった。

ただし、2017 年に入ってからの株

価の上昇は円安では説明できない。

円レートは 108 円から 115 円のレン

ジ相場になっているからである。最近の株高は、景気先行指数の上昇と推計誤差

の増加によるものである。推計誤差は 2016 年９月の米トランプ大統領選出を機に

プラスになったあと、一時落ち込んでいたが、徐々にプラス幅を拡大し、足許で

は＋2,000 円近く株価を押し上げている。

「推計誤差」が一時落ち込んだ時期には、米国でオバマケア修正法案が議会を

通らなかったこと、米国によるシリア攻撃を機に北朝鮮問題が深刻化したこと、

　　　　図13　日本の株価の変動要因

日本の株価＝円レート要因×201＋公的要因×298＋景気予測要因×229－30,435

の推計値　 　　　　　   （ｔ値30.0）  　　　（ｔ値9.7）     　　（ｔ値9.7）　　　　　（ｔ値14.6）

（注）公的要因は信託銀行と証券会社自己売買のネット買い越し額の累積合計、景

　　　況感要因は景気先行指数の加重移動平均（ウェイト：前月1、当月2、翌月1）。

（データ出所）日本経済新聞社、内閣府、日本銀行、東京証券取引所
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安倍政権に対する不安感などが指摘されてきた。本年９月以降の株価上昇の局面

では、緊張化した北朝鮮問題が少し後退してきたこと、衆議院選での大勝もあり

安倍政権に対する信任が海外投資家の間で高まったこと、更には米国の株価が高

騰を続けていること、などが指摘されている。上述の統計分析結果は、こうした

株価に与えるさまざまな要因を数字で（視覚的に）確認できるところに価値があ

りそうである。

では、今後の日本の株価についてはどう考えたらいいのか。先行きのことはあ

くまで予測の範囲に止まるが、円レート要因、公的要因、景気予測要因、推計誤

差という４つの切り口で整理すると、アップダウンはあるとしても当面は堅調な

地合いが続く可能性がある。

（円レート要因）

円の対ドルレートは先述のように均してみれば 108 円から 115 円のレンジでほ

とんど横ばい圏内にあるが、今後１年間程度の間は円安・ドル高方向に変化する

可能性が高い。理由は、米国の長期債利回りが趨勢としてみれば緩やかに上昇を

続ける可能性が高いからである。

（公的要因）

ＧＰＩＦの場合にはポートフォリオの多様化の観点から今後も一定量の株式を

購入し続けるものと予想されている。日本銀行によるＥＴＦ買いは、2017 年は年

間６兆円が予想されている。株価が上昇しているため、本来であれば購入を中止

すべきであるが、日本銀行ではその必要はないとしている。

（景気予測要因）

足許の日本の景気は世界経済の復調によって輸出が増加を続けているうえ、個

人消費も緩やかに増加し、設備投資も相応に増えている。国内には短期的には特

に大きなリスク要因が見当たらない。

（推計誤差）

推計誤差は内外の政治情勢等を反映する不安定な部分である。米国の株価と同

様、北朝鮮問題や中東石油情勢等が深刻化しない限り当面大きなマイナス要因に

はならないかもしれない。ただし、推計誤差は株価を２割近く押し上げていて、

2010 年以降では最も高い水準にあることには留意が必要である。

※ 日本の 1980 年代後半のバブル期においては、企業収益の増加とともに株価が上昇し、

企業収益の下落とともに株価が下落し、米国のような企業収益の減少下で株価が上昇し

た時期というのは明確には特定できない。こうした日米間の違いは国民性の違いと関係が

あるかもしれない。多くの米国民は株式投資に前向きであるが、日本国民の多くは低利で

も金融機関にほとんどの金融資産を預けている。こうした資産運用の姿勢の差も国民性の

違いによるところが大きいかもしれない。

以上



23

ところでＢＯＸ ─ アマゾン革命の影響

ところで、10 月 27 日から東京ビッグサイトで開催された「東京モーターショー2017」

の概要がテレビで報道されていた。車の後ろからではなく横のドアから荷物の出し入れが

楽にできる車、リフト機能を内蔵し車椅子のまま乗降できる小型乗用車などが紹介されて

いた。車は日々「進化」していると感じる内容であった。

しかし、その少し後のテレビで、アマゾン・ドット・コム（以下アマゾンという）が留

守宅にも商品を配達する方法（「アマゾン・キー」）を米国で始めるとの報道があり、少し

考え込んでしまった。留守宅への配送が人手不足で苦労している運送会社の頭を悩ませて

いて、家の外に宅配ボックスを設置する動きが少しずつ拡がっている。ところが、今回の

アマゾンのサービスは、留守のために受取人がいないなら、留守宅のドアを配達員が開け

て家の中に入り、宅配物を置いて帰ろうというものであるから、「不在なら諦める」とい

う日本企業の発想とは逆である。不在宅に入る方法は、独自のデジタル技術で配達員がそ

の家の鍵を開け、玄関に荷物を置いておくというものである。外出先の家人はスマホを使

って予め玄関や居間に設置した専用の監視カメラで配達員の動きが確認できる。アマゾン

では不在時の宅配だけでなく、顧客ニーズがあれば家の掃除やペットの散歩の代行なども

これを機に引き受けるという。「押してもだめなら引いてみる」（本ケースに則して言えば

「引いてもだめなら押してみる」）という言葉が当てはまる「逆転の発想」である。

そのような商法との比較では、先述の東京ビッグサイトの新たな自動車は、「もっと便

利な車を」という、これまでの延長線上のものであることになる。「アマゾン・キー」がこ

れまでの延長線上ではなく、一歩飛躍したものであるのと明らかに異なる。

先日ある新聞に、寝る前に注文すると翌朝には新鮮な食材が自宅に届けられるので「も

う止められない」と話す女性会社員の言葉が紹介されていた。生鮮品宅配サービス「アマ

ゾンフレッシュ」である。日本の大手コンビニ企業もアマゾンに対抗するため、他社と連

携して生鮮品を宅配するサービスをスタートさせつつある。これはもう完全な「流通革命」

である。本からはじまったネット通販が、いまや家電、日常品、車、さらには生鮮食料品

にまで拡がってきている。既存の商店や卸業者等にとっては存在意義に関わる重大事であ

る。

しかも、アマゾンはＩＴを駆使し、「引いてもだめなら押してみる」という言葉がその

まま当てはまるような「自由な発想」のできる企業である。このような企業に対しては、

独自で対抗できなければ傘下に入るしかないが、生き残れる保証はない。アマゾンに対抗

しようとする先は、アマゾンに出来ないサービスを付加して頑張るしかない。どちらも知

恵と汗の出し比べであるが、既得権を早く得た方に圧倒的に勝ち目があるだろう。

先般発刊された長谷川慶太郎氏の著書「2018 長谷川慶太郎の大局を読む」（徳間書店、

2017.10.31）によると、中国のネット通販は日本以上に進んでいて、「北京市や上海市な

どの都市部では野菜や果物を注文して 30 分から１時間以内に自宅に届けてくれるネット
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通販」が登場しているという。こうしたネット通販の拡大を受け、中国では百貨店やスー

パーなどの実店舗が苦境に陥っているという。ネット通販は品揃えが豊富で価格も安い。

しかも、指定したところに短時間で配達してくれるため、既存の店舗が対抗出来る余地は

限られている。

アマゾンのお膝元である米国の場合には、すでに「アマゾン・ショック」が現実のもの

となっている。玩具の大手販売店であるトイザラスは９月に破産申請した。米国では、ア

マゾンが食品スーパーを買収すると報道されるとスーパーの株価が大きく値を下げ、アマ

ゾンがあるサービス業に進出すると報道されると同種のサービスを行っている企業の株

価が大きく値下がりするという。アマゾンの動きが心配で夜もぐっすり眠れない経営者が

増えているとも言われている。

こうしたアマゾンの「脅威」に対しては、「広く」ではなく「深く」事業を展開するこ

とが重要であるとの考え方がある。アマゾンは「広く」あらゆる物やサービスに手を拡げ

ている「プラットホーム」であるから「深く」はない。「深く」掘り起こすことによって独

自性を発揮すれば対抗できるというわけである。しかし、アマゾンでは、事業を水平に展

開するが、ライバルとの競争は垂直に深く入り込む方針にあるといわれている。したがっ

て、当然のことながら競争は熾烈になる。

これまでの方法でアマゾンに対抗するのは容易でない。ユニクロを運営しているファ

ーストリテイリングの柳井正会長兼社長は記者会見で、「アマゾンは脅威ではない」、「ア

マゾンのプラットホームを使い、ユニクロの服を売ることは考えていない」と発言したと

いう。心強い発言ではあるが、それが可能な企業は限られているかもしれない。

アマゾンの存在はまったく別の意味で中国の政治体制を変えるかも知れない、との見

方もある。長谷川慶太郎氏は前著で以下のように述べている。

「…水面下でネット通販は確実に共産党の基盤を揺さぶっている…なぜなら、自由主

義市場経済のネット通販は中国の国民に自分の自由意志で選択するという楽しさと喜び

を教えてしまったからだ。この中国の国民の自由意志が政治に向かったなら、共産党一党

独裁は危うくなる」

下部構造（経済）が上部構造（政治）を変えるとすれば、ここでも「逆転」が起きるこ

とになる。

（2017 年 11 月 16 日 東京経済調査部長 村山晴彦）
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