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五十嵐レポート 2018 年 12 月 28 日 

 

年末の乱高下は新年の相場を暗示しているのか 

 

年末にかけ大幅に下落した日米の株価 

日米の株価は 10 月初めにそれぞれ年初来高値を更新した。それが、年末を控えた足元で

は年初来安値を更新するという波乱ぶりだ。具体的には、NY ダウは 10 月 3 日のピーク

（26,828.39 ドル）から 12 月 27 日（23,138.82 ドル）までの間に 3,700 ドル弱、13.8％下落

した。一方、日経平均は 10 月 2 日のピーク（24,270.62 円）から 12 月 27 日（20,077.62 円）

にかけて 4,190 円強、17.3％も下落している。 

数字だけを見ると、NY ダウよりも日経平均の方が下落率は大きいが、下落を主導したの

は NY ダウの方であって、日経平均ではないだろう。わが国の株式市場では外国人投資家の

取引シェアが圧倒的に大きく、彼らの売りが NY 以上に東京の株価を押し下げることになっ

たとみられる。 

図 1 は NY ダウについて、株価と PER（株価収益倍率）の推移を重ねたものだ。9 年以上

続く景気回復の下で株価の上昇も続いてきたが、2015 年の踊り場を経て、16 年以降かなり

の急ピッチで上昇したことが分かる。 

 

図 1 NY ダウと PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この間、株価と PER が同時に上昇している。「PER＝株価／一株当たり予想収益」だか

ら、16 年以降、予想収益の改善を上回るペースで株価が上昇したことを示している。株価

の水準がバブル的であるかどうかは議論が分かれるだろうが、少なくともその間の株価の

上昇には「企業業績の十分な裏付けはなかった」とは言えるのではないか。 

10

12

14

16

18

20

22

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18

ダウ株価 PER（右軸）（出所）Bloomberg

（ドル） （倍）



 
 

 
 

- 2 - 

この間の株価の上昇を主導したのは、アップル、アマゾン、グーグル、フェイスブック、

ネットフリックス等の IT 銘柄だ。同時に、18 年に入ってからの株価の下落を主導したのも

これらの銘柄である。その動きの原動力は「業績」よりは「期待」だ。期待が膨らむ過程

で大幅な上昇が実現し、業績が悪化していなくても「期待したほどではなかった」り、「期

待がしぼむ」ことで株価が下落するといった展開だ。そのあたりを反映しているのが、18

年に入ってからの PER の下落だと言えるだろう。 

とくに、10 月以降の大幅な NY 株価下落は、市場が「期待を膨らませすぎているのでは

ないか」という「恐怖感」を抱いているところに、ネガティブなニュースが相次いだため

に起こったのだと理解することができると思う。 

ちなみに、日経平均について同様のグラフを描いてみると図 2 のようになる。 

 

図 2 日経平均株価と PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大局的に見ると、2012 年末から始まった現在の景気回復局面の下で、株価は大幅に上昇

（回復？）したと評価できるが、その間、PER の上昇は見られない。これは株価の上昇と

企業業績の回復が同じようなテンポで進んできたことを意味する。この間の日経平均株価

は、「地に足がついた上昇」を続けてきたわけだ。2 万円を超える株価水準は高すぎないし、

バブル的水準でもないと言えるだろう。 

では、「業績と連動してきた」日経平均株価が、「NY ダウの動きとも連動しやすい」の

はなぜか。日本の「企業業績」と「NY ダウ」が連動しているのか？ 恐らくその答えはイ

エスなのだろう。少なくとも今回の景気回復局面を振り返る限り、株価上昇の原動力は、

輸出企業および輸出関連企業の業績改善だったと言えるだろう。円安が、円ベースで評価

したこれらの企業の業績を改善させるとともに、NY ダウの上昇が象徴する「米国経済が主

導する世界経済の回復」が日本の輸出増加に寄与してきたわけだ。 
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逆に言えば、NY ダウが上昇しなくなったり、あるいは下落に転じたり、また世界経済の

回復にブレーキがかかったりすれば、日経平均はその影響をもろに蒙るだろうということ

も予想できる。2019 年はそれが試される年になるのだろう。 

 

米国の利上げ 

さて、今年の NY ダウの乱高下とも言える動きの要因は何か。ざっくり言えば、米国・世

界景気（に対する見方）とトランプ政権の政策なのだろう。景気については、Fed が続けて

いる利上げと米国景気との関係、中国経済の動向などがポイントだ。 

米国経済は好調だ。景気回復が 10 年目に入っているにもかかわらず、インフレにもなっ

ていないし、低金利も維持されている。とはいえ、失業率が 3％台と、半世紀ぶりの水準に

まで低下し、賃金の上昇率も徐々に高まり（加速し）つつある。Fed にとっては、アクセル

を踏むのはやめて、必要に応じて小刻みにブレーキをタップすることで、スピードを調整

したい局面にあると言える。さらに言えば、いずれやってくる次の景気後退局面において、

不況をできるだけ浅くかつ短期間で終わらせるために、有効な利下げができる余地を今の

うちに作っておきたいという思いもある。 

今の利上げは、まさにそうした意図で行われているもので、2.25％～2.50％という現在の

FF レートの水準は、まだ少し低すぎるというのが Fed の見解だ。しかし、ほぼゼロだった

金利がここまで上昇してきた影響は当然ある。長期金利の上昇で、ローンを使って購入さ

れる住宅や自動車の販売が落ちている。また「米国金利が上昇している」ことで、新興国

から資金が流出しつつあることも、弱い国にとっては深刻な問題になりえる。 

米国経済がすぐにも不況に陥るとは誰も考えていないだろうが、もうこれ以上の利上げ

は不要だとか、やるべきではないという意見はある。トランプ大統領はその代表格？だ。

新年に入って、Fed がそれでも利上げを続けるという姿勢を見せれば、景気の先行きに対す

る弱気の見方が増えて、長期金利の低下と株価の下落が同時に起こる（ 近のような）状

況が続きそうだ。とくに株価は、「上がりすぎているのではないか」という懸念を市場は

払拭できないので、Fed の利上げに他のネガティブな要因が加わると、さらに大きく下げる

余地はまだありそうだ。 

 

米中問題の行方 

他のネガティブな要因の筆頭は中国経済だろう。そうでなくても心配していたところに

米国との貿易摩擦問題が加わったという感じだ。世界金融危機（リーマンショック）後の

「投資のやりすぎ」、「借金のしすぎ」の後始末、つまりバランスシートの縮小を断行せ

ざるを得ないことが景気の足を引っ張るというのに、米国との衝突がさらに景気を悪化さ

せかねない状況にある。 

以前にも書いたが、米中の争いはもはや貿易摩擦問題を超えている。米国の貿易赤字の

半分が対中国貿易で生じているといった問題だけなら、中国が米国からの輸入の増加策を

様々に提案することで摩擦を緩和することは可能だろう。 
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しかし、 近のファーウェイの経営幹部逮捕の問題からもうかがえるように、米国は中

国を本気で叩くつもりなのだろう。「中国製造 2025」という計画は、25 年までの 10 年で

終わる計画ではない、15 年にはすでに製造大国であった中国が、25 年には「製造強国」の

仲間入りを果たし、35 年にはその中堅となり、45 年（49 年は建国 100 周年）にはトップに

立つといった遠大な計画の一部なのだ。米国は中国の力を認め、恐れるからこそ、今のう

ちに叩いておきたいと考えているのではないか。 

中国は日本とは違って、米国の同盟国ではない。圧力をかければ言うことを聞く国でも

ない。それどころか、外部からの圧力は内政干渉だと受け止め、圧力をかければかけるほ

ど反発してくるような国だ。12 月 18 日の改革開放 40 周年記念式典で習主席は、「改める

べきでないものや、改められないものは断固改めない」、「何をどう改めるかは、『中国

の特色ある社会主義』を発展させるかどうかが尺度になる」と言っている。西洋的価値を

認めない異質の国なのである。 

10 月初めにペンス副大統領が行った演説は、歴代の米政権は中国に甘すぎたという認識

だ。今後、米国は国益を守るために果敢に行動すると言っている。ハイテク産業を強化し

ていきたい中国に対して、様々な手段を使って牽制（妨害）してくるだろう。追加関税も

その一つだ。 

中国の輸出や海外事業の伸びが抑えられることは避けがたいであろうから、中国の成長

率は明らかに鈍化するだろう。それは輸入の伸びにも影響する。また、駆け込みで増えて

いた米国の輸入も、反動減を経た後、改めて伸びを落とすだろう。結果として、世界貿易

の伸びが鈍化することになる。新年は、ここ 2～3 年続いた世界経済好調の原動力に陰りが

見え始める年になりそうだ。 

 

日本にも試練の年？ 

日本経済はどうか。景気回復の主たる原動力は輸出であり、世界貿易の伸びが鈍化すれ

ば、日本の輸出はそれ以上に落ちることになる。そうした輸出数量の伸び鈍化（落ち込み）

は生産を下押しし、景気を悪化させる。これは為替レートとは関係ない部分だ。加えて、

かりに円高が進行することになれば、株価に も大きな影響力を持つ「輸出企業の収益」

の悪化が加わる。 

1 月から始まる予定の米国との貿易交渉は、政府の説明とは違って日米 FTA 交渉に発展

する可能性が高そうだ。その過程で、トランプ流の脅し（異次元緩和への牽制、自動車へ

の追加関税等）に市場が反応して円高が進む可能性は小さくない。そのことは本来は景気

には関係ないのだが、為替市場の反応が大きければ、株価が大幅に下落するような事態も

ありえよう。「地に足がついた」株価であるだけに、業績が伸びなくなると上昇も期待で

きなくなる。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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