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今月の大きなテーマ 

世界経済の展望 

経済協力開発機構（OECD）と世界銀行は、多くの国で実施されたロックダウン以降はじめてとなる最新の年間予測において、

2020 年の経済活動の大幅な縮小に伴い、回復は緩やかになる見通しを示しました。 

世界経済の見通し（前年比 GDP 変化率） 

 OECD 世界銀行 OECD/世界銀行平均 

2018 3.4 3.0 3.2 

2019 2.7 2.4 2.6 

2020 -7.6 -7.0 -7.3 

2021 2.8 4.2 3.5 

（資料） OECD Economic Outlook（2020 年 6 月）、世界銀行 Global Economic Prospects（2020 年 6 月）をもとに作成しました。 
注: 2018 年と 2019 年の数値には乖離がみられ、一部の国では経済データの収集、集計、公表に時間がかかるため、予測に基づいた数値になっています。  

経済活動の正常化の遅れは、観光、旅行、娯楽、飲食、宿泊など、個人間の交流を要する分野が打撃を受けているからです。

一部セクターは早期の回復が見込まれますが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が根絶できていないことに加えて、い

つ撲滅できるか不明瞭であるため、依然として国境は閉鎖されたままであり、移動が制限され、経済回復を阻害すると予想され

ます。 

OECD は、グローバル化の一層の後退、グローバル・サプライチェーンの崩壊、債務の増大、所得格差の拡大など、今回の危

機に付随する幾つかの副作用を指摘しました。   

世界銀行は、現在の世界的な景気後退は、過去 150 年間で 4 番目の深刻度の様相を呈しており、うち 1 番目～3 番目は 2 度

にわたる世界大戦後と 1930 年の世界大恐慌であるとの見識を示しました。  

ソース（英語）: http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/ 

ソース（英語）: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects  

人民元と米中関係 

中国人民元の為替レートは、市場と中国人民銀行（PBoC）の介入の影響を受けるハイブリッド通貨です。通常、PBoC は経済

原則に基づき通貨が変動する基準値を設定しますが、それ以外に、PBoC は政策変更を実施するために基準値を調整します。

市場は、PBoC の基準値が 2008 年以来最低水準にあることから、2020 年 5 月末以降上記通貨政策を施行しているとの見方

を示しており、また一般的には、中国当局の米国政府へのメッセージとして捉えられています。 

http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-newsletter-en
http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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米国政府は、2020 年 1 月に締結された米中貿易協定から離脱すると警告しており、その結果、米国は中国からの輸入品に再

び関税を課すことになります。米国政府は、コロナウイルスの蔓延に関与した疑いで中国に賠償金を求めると圧力をかけ、台湾

との友好的な連携を強化し、中国の香港への干渉疑惑に関連して制裁を与えると詰め寄っている状態です。  これらの行動

は、越境的な貿易の更なる減少と資本流出の増加の懸念につながっています。人民元を引き下げることで、米国製品に対する

中国製品の競争力が高まり、米国製品に対する中国の輸出が増加します。中国は既に米国債ポートフォリオの一部を売却す

る意向を示唆しており、これは米国の債券利回りの上昇につながる可能性があり、また投資家がより利回りの高い米国債の購

入を急ぐことから、米ドルの更なる上昇にもつながります。   

米国は中国を通貨操作国と認定することもでき、中国製品に課される関税はさらに高くなります。米国がイランのように中国に

制裁を課す懸念さえあります。しかし、経済的コストは、世界の他の国々だけでなく、両国の経済にとっても重要です。これは実

際には、世界貿易における米ドルの支配的な立ち位置を弱体化させる方向に大きく作用し、米国の資本市場を損ない、米国債

利回りの上昇につながる可能性があります。一方、ムニューシン米財務長官は、中国が香港に新たな国家安全保障法を制定し

たことへの報復措置として、米国は香港への資本移動を制限することを検討していると述べました。   

ソース（英語）: https://www.forbes.com/sites/eriksherman/2020/06/15/us-china-hong-kong-hang-seng-
investors/#453a945e419 

ソース（英語）: https://thediplomat.com/2020/06/for-the-us-and-china-thucydides-trap-is-closing/ 

世界自動車市場 

政府による規制措置のために消費者が家にいることを余儀なくされ、自動車販売は世界中で大きく落ち込みました。多くの国が

2020 年 3 月末から 4 月にかけてロックダウンを実施したため、4 月には販売が落ち込みましたが、5 月には若干回復しまし

た。米国では、5 月の新車販売台数は 4 月の水準を 42%上回りましたが、前年同月比では 30%を超える減少となりました。  
同様に、欧州でも 4 月ほどではないものの、5 月は大幅に減少しました。ドイツでは、自動車販売台数は 4 月は前年同月比

61.1%減、5 月は同 49.5%減となりました。英国では、5 月は前年同月比 89%減、4 月は同 97.3%減でした。日本では 5 月に

業績が悪化しました。日本の自動車販売台数は 4 月に前年同月比 28.6%減でしたが、5 月には同 44.9%減となりました。一

方、中国の 5 月の自動車販売台数は前年同月比で 11.7%増加しました。このため、中国は売上が増加している唯一の主要市

場となっています。世界の産業界にとっては、状況は改善されましたが、予断は許されない状況です。    

ソース（英語）: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-
update-2020-05.html   

郊外住宅の新たな需要 

デロイトのグローバル・チーフ・エコノミスト、Ira Kalish は最近、ニューヨーク市が今年初旬にコロナウイルスのホットスポットに

なった理由の一つは人口密度が高いために社会的距離を置くことが難しいからだと指摘しました。  ニューヨーク市民がこの問

題に関心を持つようになった根拠もあります。人々は、マンハッタンの小さなアパートからオフィススペース付きの大きな家に買

い替えようとしているため、最近ではニューヨーク郊外の住宅への需要がかなり高まっていると伝えられているのです。この動き

は、一つには、オフィスビルを行き来するとき、特にエレベーターに乗って高いオフィスビルで仕事をしようとするとき、社会的距

離を保つことが非常に困難であるため、在宅勤務の必要性が高まったことに由来している可能性が高いといえます。このこと

は、企業が Zoom 時代のニーズを再評価する中で、オフィス需要が急激に減少する可能性があることを示唆しています。 

この動きはニューヨーク市外に広がる可能性もあります。第二次世界大戦後最初の 40 年間で、米国では、幹線道路の建設や

一戸建て住宅のための優遇された住宅ローンによって、都市部から郊外への大きな人口移動がありました。そして、1990 年以

降、若者が都市生活を選択するという逆の現象が起こり、多くの米国の都市が復活・強化されました。また逆転が起こる可能性

はあるのでしょうか。その結果、都市経済が弱体化し、再び都市政府の財政的なストレスが生じるのでしょうか。興味深いこと

に、最近の調査によると、現在在宅勤務をしている人の 66%が、危機が去った後も在宅勤務を続けることができれば、引っ越し

を検討すると回答しています。一方、ワクチンや治療法がすぐに利用できるようになれば、この問題はすんなり解決するかもし

れません。 

 

国・地域別のアップデート 

1. 日本 

最近発表された月別データによると、日本の景気後退は当初の予想より深刻である可能性があります。例えば、4 月の日本の

鉱工業生産は前年同月比 15%低下と、2009 年以来の低水準を記録し、民間エコノミストの予想以上に落ち込みました。前月

比では 9.8%低下しました。特に鉱工業生産指数の内訳である自動車工業セクターの数値は月比 36.6%減となりました。小売

売上高は、消費者が一般商品、衣料品、自動車への支出を抑制したため、前月比 9.6%減少しました。5 月も打撃が続いた可

能性が高く、政府は非常事態宣言を発令し、東京都を含む最後の県は 5 月 25 日に営業再開の認可を受けたばかりです。  

ソース（英語）: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/29/business/economy-business/coronavirus-factories-
retail/#.XugzcEUzaUk  

https://www.forbes.com/sites/eriksherman/2020/06/15/us-china-hong-kong-hang-seng-investors/#453a945e419
https://www.forbes.com/sites/eriksherman/2020/06/15/us-china-hong-kong-hang-seng-investors/#453a945e419
https://thediplomat.com/2020/06/for-the-us-and-china-thucydides-trap-is-closing/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-update-2020-05.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-update-2020-05.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/29/business/economy-business/coronavirus-factories-retail/#.XugzcEUzaUk
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/29/business/economy-business/coronavirus-factories-retail/#.XugzcEUzaUk


3 

 

財務省によると、日本は 2019 年末時点で世界最大の債権国であり、日本政府、企業、個人が保有する対外純資産残高は過

去最高の 364.53 兆円（3 兆 4000 億ドル）に達しました。これは、日本企業の海外直接投資の増加や、国内投資家の保有する

外国株式の価格上昇を反映していて、前年比 6.8%増と、比較可能な 1996 年以降では最高となりました。日本は 29 年連続で

世界最大の対外債権国の座を維持する結果となりました。 

ソース（英語）: https://mainichi.jp/english/articles/20200526/p2g/00m/0bu/058000c  

日銀と政府の新たな懸念材料はデフレの再燃です。2020 年 4 月の全国消費者物価指数 （生鮮食品を除く総合指数） は、前

年同月比 0.2%下落しました。その後、5 月の価格は再び前年同月比 0.2%下落しました。物価下落の背景には 2 つの要因が

あります。1 つは国内、もう 1 つは国外です。国外の理由は石油価格の下落に関係しています。世界経済が減速するにつれ

て、石油の需要が減少し、価格が下落しました。国内の理由は旅行と関連があります。観光客の流入が急に止まったことや、国

民の移動を制限するための国の措置により、旅行サービスやホテルの需要は減少し、それに伴い、これらのサービス価格も低

下しました。 

日銀の金融政策はすでに限界に達しており、日本経済が第二次世界大戦以来最悪の不況に陥る可能性が高い今、日銀が物

価を刺激することは難しいようです。 

ソース（英語）: https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-inflation/japans-deflation-gathers-momentum-as-prices-
extend-declines-idUKKBN23Q03X  

2. 米国 

全米経済研究所（NBER）は 2020 年 6 月 8 日、2009 年 6 月から 128 カ月続いていた景気拡大局面に終止符を打ち、2020 年

2 月から景気後退局面に突入したと発表しました。景気拡大期間は 128 カ月で、1854 年以降の米国の景気循環の中で最長と

なりました。これまでの記録は、1991 年 3 月から 2001 年 3 月までの 120 カ月間の事業拡大によるものでした。 

ソース（英語）: https://www.nber.org/cycles/june2020.html  

3. 中国 

COVID-19 の大流行が続く一方で、中国の現在の経済状況は複雑な様相を呈しているという月刊データがいくつか出版されて

います。中国ではこの 2 カ月間、新たな患者が出ていない日数が続いていますが、中国当局は、主に食品市場に関連して、

2020 年 6 月中旬に北京での新たな患者数が大幅に増加したことを明らかにしました。これを受けて、政府は新たな封鎖措置を

実施しました。政府は新たな感染発生を抑えようと躍起になっていて、さまざまな地域での経済再開の政令を撤回することを望

んでいます。   

5 月の鉱工業生産は前年同月比 4.4%増加し、全体的な活動が危機前の水準に近いことを示しています。製造業は 5.2%増加

し、自動車部門は 12.2%増加しました。建設機械も大幅に増加しました。これは、インフラに対する政府支出の増加に関連して

います。しかし、米国の宇宙機関 NASA の報告で、衛星画像技術によると、中国の二酸化窒素の排出量は 6 月上旬に前年同

月比で 12.3%減少したとしています。これは、化石燃料の燃焼を反映しているため、全体的な生産の代理変数であるとみなさ

れています。 

2020 年 5 月の小売売上高は前年同月比で 2.8%減少しました。危機以前、小売売上高は年率 7 から 8%で増加していました。

小売売上高は、危機前の成長が続いていた場合よりも 10～11%低い水準にとどまっています。   

今年 1～5 月の固定資産投資は、前年同期比 6.3%減少しました。投資が危機以前に約 5.5%の割合で増加していたことを考

えると、このことは、コロナウイルス危機がなかった場合に発生したと考えられる投資支出の水準よりも約 12%低いことを意味

します。公共投資は前年比 1.9%減、民間投資は同 9.6%減と、全体的な投資の弱さを補填しました。製造業への投資は大幅に

減少しましたが、公共インフラへの投資は大幅に増加し、5 月は前年同月比で 10.8%増加しました。地方債の主な財源は、地

方債の大量発行です。実際、5 月には約 1,830 億ドルが発行され、その資金のほとんどがインフラ・プロジェクトに流れました。

インフラへの公共投資により、建設関連の車両やセメントの需要が急増しました。このように、中国政府は景気浮揚のために再

び財政刺激策に乗り出した模様です。 

ソ ー ス （ 英 語 ） : https://www.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-factory-output-perks-up-but-
consumers-stay-cautious-idUSKBN23M0FL  

4. 欧州連合とユーロ圏 

欧州連合（EU）の 2020 年 4 月の鉱工業生産は、前年同月比 27.2%減、前月比 17.1%減でした。これは過去最大の年間減少

です。資本財は 40.8%減、耐久消費財は 45.4%減でした。一方、非耐久消費財の生産は 12.5%減にとどまり、エネルギー生

産は 12.4%減でした。ドイツの鉱工業生産は前年より 30.2%減少しました。2位の経済大国であるフランスと 3位のイタリアは、

それぞれ 34.9%減少、42.5%減少しました。4 位の経済大国スペインは、34.3%の減少でした。  

ソ ー ス （ 英 語 ） : https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-production/euro-zone-april-industrial-output-
plunge-worst-on-record-recovery-seen-idUSKBN23J1KK  

https://mainichi.jp/english/articles/20200526/p2g/00m/0bu/058000c
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-inflation/japans-deflation-gathers-momentum-as-prices-extend-declines-idUKKBN23Q03X
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-inflation/japans-deflation-gathers-momentum-as-prices-extend-declines-idUKKBN23Q03X
https://www.nber.org/cycles/june2020.html
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-factory-output-perks-up-but-consumers-stay-cautious-idUSKBN23M0FL
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-factory-output-perks-up-but-consumers-stay-cautious-idUSKBN23M0FL
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-production/euro-zone-april-industrial-output-plunge-worst-on-record-recovery-seen-idUSKBN23J1KK
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-production/euro-zone-april-industrial-output-plunge-worst-on-record-recovery-seen-idUSKBN23J1KK
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欧州中央銀行（ECB）は、資産購入プログラムの規模を 6,000 億ユーロ増額しました。これは当初予定していた 7,500 億ユー

ロの国債購入に追加したもので、総額は 1 兆 3,500 億ユーロになります。「パンデミック緊急購入計画（PEPP）」 として知られ

る購入計画が拡大されているのは、ECB が景気後退の深刻さと弱い回復のリスクを懸念しているからです。ECB のクリスティ

ーン・ラガルド総裁は、不確実性の高さが消費者と企業の支出に打撃を与えていると述べました。その結果、ECB はユーロ圏

の実質 GDP が 2020 年に 2019 年比で 8.7%縮小すると予測しています。   

ソース（英語）: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html 

今日、世界金融危機の余波のように、ユーロ加盟国の財政の支払能力についての懸念が拭い切れません。今回の ECB 金融

安定化レビューでは、加盟国の政府債務が 2019 年の対 GDP 比 86%から 2020 年には 100%を超え、特にイタリアとギリシャ

の債務が高い水準に達するとされています。これは、2020 年に GDP の約 6～8%という巨額の財政赤字を計上したことと、ロ

ックダウンに伴う実質 GDP の急激な減少に起因しています。さらに ECB は、いくつかの加盟国が来年、多額の債務借り換え

の必要性に直面すると指摘しました。当然、経済成長が始まれば、債務残高の対 GDP 比は低下します。それでも、早期の兆

候は正常への回帰が遅いことを示唆します。これは、一つには、ヨーロッパの消費者が所得の非常に大きな部分を貯蓄する傾

向に由来します。実際、欧州委員会は世帯貯蓄率が 2019 年の 12.8%から 2020 年には 19%に上昇すると推定しています。

その結果、政府が消費者向け事業への規制を緩和しても、消費支出の拡大余地は縮小します。貯蓄は、消費機会の減少、資

産価値の低下、社会的交流に対する不安、将来に対する不安などにより増加しています。 

この懸念は、政府債務の急激な増加が持続不可能であるという事実から派生しています。2011 年のユーロ圏債務危機以降、

各国の支払能力に疑問が生じるたびに、投資家は国債の利回りを急上昇させ、債務の借り換えに余計な圧力をかけてきまし

た。経済危機の深刻さと長期化は、債務の持続可能性をさらに圧迫します。報告書は、 「そのような展開は、特にイタリアとポ

ルトガル、そして銀行格付けが非投資適格等級に最も近いスペインにおいて、中央銀行関係の負のフィードバックの循環を再

び活性化させる可能性がある。」 としています。ECB の警告は、ECB 自身が加盟国の国債を大量に買い入れているにもかか

わらず発出されました。EU が近いうちに資金を借りて加盟国に補助金を提供する可能性があるにもかかわらず、です。ECB
が懸念しているのは、中央銀行による大規模な債務買い入れがあったとしても、各国政府がこれらの債務の返済に苦慮し、金

融市場の混乱につながる可能性があることです。 

ソース（英語）: https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f66.en.html 

ドイツは、ユーロ圏の債務危機以来、特にアンゲラ・メルケル首相とヴォルフガング・ショイブレ前財務相によって、ユーロ圏の財

政の正統性と保守主義を擁護してきました。ECB や国際通貨基金（IMF）などユーロ圏諸国の指導者たちは何年もの間、ドイツ

に財政政策を緩和し財政黒字の一部を使うよう求めてきました。この危機以前にメルケル首相は、ユーロ圏経済を刺激するた

めに支出を増やすよう ECB と IMF が求めることに抵抗しました。しかし、この危機に際し、正統性維持の選択肢は切り捨てら

れました。すでにドイツでは、支出と信用供与が大幅に増加しています。政府は 6 月 3 日、消費を増やし、付加価値税（VAT）を
3%引き下げると発表しました。これには約 1,300 億ユーロかかります。ドイツはすでにリセッション（景気後退）に陥っており、回

復の足取りが鈍るのではないかと懸念されています。 

ソース（英語）: https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-unveils-stimulus-package-to-kickstart-economy/a-
53677420 

ほとんどの欧州政府が経済規制を緩和した今、欧州の活動は緩やかに回復し始めています。とはいえ、事態がどこまで進んだ

かを知ることは有益です。EU が 4 月に発表した鉱工業生産統計は、危機の真っただ中にありました。EU の 4 月の鉱工業生産

は前年同月比 27.2%減少しました。これは過去最大の年間減少でした。資本財は 40.8%減、耐久消費財は 45.4%減でした。

一方、非耐久消費財の生産は 12.5%減にとどまり、エネルギー生産は 12.4%減でした。   

5. 英国 

英国の国家統計局は、毎月の GDP データを纏めているが、長期にわたるゆっくりとした回復の前に 「破滅的な」 崩壊の底に

あると思われるもので、全部門がコロナウイルスの封鎖によって閉鎖されたため、英国経済は 2020 年 3 月と 4 月を合わせる

と、4 分の 1 縮小したと発表しました。4 月の GDP は前月比 20.4%縮小、3 月は前月比 6%近く縮小しました。また、4 月は前

年同月比で 24.5%縮小となりました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-economy/uk-economy-takes-25-hit-from-
covid-recovery-seen-slow-idUSKBN23J0V0  

英国政府は、EU 離脱関係の最終的な決着に関する交渉の期限延長を正式に拒否しました。英国が EU に期限延長を要請す

る法的期限は 2020 年 6 月末です。このことは、英国と EU の間の意見の相違が解決されない限り、年末には EU 離脱が行わ

れることを意味します。企業が急激な変化に備える必要があることということです。それはまた、記憶する限り最悪の不況の真

っただ中で、英国経済はまた別の危機に直面することを意味します。さらに、政府は、合意なき EU 離脱を積極的に計画してい

ます。そのためには、英国が世界貿易機関（WTO）のルールと貿易制限に立ち返る必要があります。英国の EU 規制当局への

参画終了し、英国と EU の間で物品を移動させるための要件が不確実であり、深刻である可能性が高いということです。多くの

アナリストは、EU 離脱は少なくとも一時的には英国経済に深刻な悪影響を及ぼすと考えています。世界的大流行の真っただ中

にいるのが一番いいのかもしれません。結局のところ、経済はすでに不健全な状態にあり、追加的な経済的ストレスがあっても

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604%7Ea307d3429c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html
https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-unveils-stimulus-package-to-kickstart-economy/a-53677420
https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-unveils-stimulus-package-to-kickstart-economy/a-53677420
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-economy/uk-economy-takes-25-hit-from-covid-recovery-seen-slow-idUSKBN23J0V0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-economy/uk-economy-takes-25-hit-from-covid-recovery-seen-slow-idUSKBN23J0V0
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誰も気が付かないと思われます。もし、EU 離脱が合意なき形で進む可能性が高いとすれば、それは欧州と英国の景気後退を

悪化させるだけでなく、特に GBP の大きなボラティリティを生み出す可能性があります。 

資本市場 

1. 株式 

株式は 2020 年 3 月末以来急上昇しており、ナスダック指数は過去最高を記録し、S&P 500 指数は、米国におけるコロナウイ

ルスの症例数がやや減少したため、3 月の安値から 40%以上上昇しました。 

6 月 8 日月曜日、ナスダック指数は 9,924.75 まで上昇し、史上初めて 9,000 を超えて終了しました。同日、他の米国株式市場

も 1%以上上昇し、S&P 500 指数は年初来リターンがプラスに転じました。これは、NBER が 2020 年 2 月に米国が景気後退

に入ったと発表したのと同じ日に起こったことです。しかし、景気後退が発表された直後に投資家が強気のリスクオン姿勢をと

ることは、経済がプラスの成長環境に戻ることが予想されるため、珍しいことではありません。このことは、経済データが公表さ

れるまでは確認できません。したがって、景気後退の直後は、強気の機運にもかかわらず、投資家は引き続き経済ニュースに

慎重かつ敏感であり、これが金融市場の更なる変動を引き起こす可能性があります。  

2020年 6月 9日火曜日、ナスダック市場は初めて 1万ポイントを超えて終了しました。このようなマイルストーン （通常は 1,000
のインデックス・ポイント・マーカー） は投資家の機運を理解するために重要ですが、このような過度のボラティリティは株式市場

が非常に急速に下落し、その後ゆっくりと記録的な高値に戻るので、常に慎重に扱うべきです。例えば、S&P 500 指数は、6 月

9 日にプラスの伸びを示した後、6 月 10 日までに急速にマイナスに転じ、6 月 11 日木曜日には、米国の各州が経済を徐々に

回復させていることからコロナウイルスが再燃するのではないかとの懸念が再燃したことを受けて、S&P 500 指数は 5.9%下落

と 2020 年 3 月 16 日以来最大の下げ幅を記録しました。投資家はまた、米連邦準備制度理事会 （FRB） の景気見通しの下方

修正にも反応しました。ダウ工業株 30 種平均は 6.9%下落し 1,861 ポインとなった。S&P 500 指数は 5.3%、ナスダック総合指

数は 5.27%下落しました。 

ソ ー ス （ 英 語 ） : https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/sp-500-dow-ease-as-focus-shifts-to-fed-tech-pushes-
nasdaq-to-closing-record-idUSKBN23G1FC  

ソース（英語）: https://www.investing.com/news/stock-market-news/dow-slumps-on-fears-rising--covid-cases-could-
trigger-second-wave-of-pain-2199691  

6 月 12 日までに、欧州の株価は米国と並んで大幅に下落しましたが、これは米国で第 2 の波が始まっているとの懸念によるも

のと伝えられています。連邦政府のガイドラインを満たしていないにもかかわらず経済が再開された米国の多くの州では、新規

感染者数と入院者数が急増しています。複数の都市における最近の抗議行動は、この傾向を悪化させる可能性が高いです。

明らかに投資家は、これがロックダウンの更新につながるか、人々や企業がより社会的距離を置くことになるため、経済にとっ

てマイナスになる可能性があると考えています。   

2. 金利 

FRB は 6 月の金融政策決定会合で、2022 年末まで利上げは見込めないとの姿勢を維持しました。FRB はまた、 「市場機能

を円滑にする」 ため、今後数カ月間資産買い入れのペースを維持することを約束しました。現在の資産買い入れ計画は、連邦

準備制度理事会が実施したものとしては群を抜いて大きなものになっています。その目的は、12 年前の世界金融危機の際に

起こった金融市場の混乱と信用市場の混乱を防ぐことでした。今のところ、この政策は、FRB が措置を開始して以来、金融スト

レスの指標が大幅に改善したという点で奏功しています。今回の発表は、政府がコア （非食品・非エネルギー） インフレ率が世

界金融危機後の最低水準に落ち込んだと発表したことを受けて行われました。したがって、例外的に緩和された金融政策がイ

ンフレリスクを生み出しているようには見えません。 

投資家にとって懸念材料となったのは、今回の危機において、FRB が初めて公式に発表した GDP 予想の変化です。2020 年

の米国経済の実質経済成長率は年率 6.5%のマイナス成長となり、2021 年には年率 5%に回復すると予測されています。

GDP 成長率のこのような上昇は、このような大幅な縮小の後では正常といえます。 

ソース（英語）: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610a.htm  

ソース（英語）: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610b.htm  

FRB が景気の安定に貢献するでしょうが、一部の企業は倒産するだろうという見方が広がり、投資家は FRB の見通しに驚き、

株価とドル安をもたらしました。米国債利回りは、FRB が当面毎月 800 億ドルの米国債と 400 億ドルのエージェンシー債およ

びモーゲージ証券を購入し続けるという公約を受けて低下しました。  

ソース（英語）: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp191212~06d84240ae.en.html  

3. 外国為替 

円やスイスフランなどの安全な逃避通貨は、投資家らが世界経済に対する見方を調整するなか、この 5 カ月間、かなり不安定

な動きを見せています。例えば、ドル/円は 2020 年 2 月 21 日の 112.12 から 3 月 10 日の 102.39 に下落しました （ほぼ 9%

https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/sp-500-dow-ease-as-focus-shifts-to-fed-tech-pushes-nasdaq-to-closing-record-idUSKBN23G1FC
https://www.reuters.com/article/us-usa-stocks/sp-500-dow-ease-as-focus-shifts-to-fed-tech-pushes-nasdaq-to-closing-record-idUSKBN23G1FC
https://www.investing.com/news/stock-market-news/dow-slumps-on-fears-rising--covid-cases-could-trigger-second-wave-of-pain-2199691
https://www.investing.com/news/stock-market-news/dow-slumps-on-fears-rising--covid-cases-could-trigger-second-wave-of-pain-2199691
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610b.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp191212%7E06d84240ae.en.html
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の下落） 。その後、投資家の間では、経済危機は円安が始まったのと同じくらい早く終わるだろうとの見方が強まりました。6 月

5 日までに、厳しい経済データが発表されたにもかかわらず、ドル/円は 109.75 ドルに達し、投資家は多くの経済が回復すると

信じていましたが、既に経済を再開した国で新たなウイルス症例が出現していることが明らかになると、投資家はパニックに陥

り始め、6 月 22 日までに円は 106.32 円まで上昇しました。  

スイスフランもユーロ圏の状況や一部加盟国の財政健全性に対する懸念が高まるなか、特にユーロに対して同様の動きを見

せています。2020 年 6 月 5 日現在、ユーロ/スイスフランは 1.09 ユーロでしたが、その後 1.0649 ユーロまで上昇しました。  

このような価格の乱高下や急激な円高は、円高で輸入品が安くなりデフレにつながるため、日銀を中心とする中央銀行にとって

大きな痛手となります。国内のコア・インフレはすでにデフレの領域にあり、円は問題を悪化させると思われます。一方で、円高

は日本の輸出企業にとって悩みの種となっています。  
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Deloitte Private Japan とファミリーコンサルティングサービス 

Deloitte Private Japan は、民間企業、その所有者、及び事業とは別に多額の資産を保有する個人が、効果的な事業戦略と税

務戦略を理解、計画、及び実行するための支援を行います。 

ファミリーコンサルティングサービスでは、事業資産及び資産を所有及び管理する家族に 4 つのサービスを提供しています。 

 ファミリーガバナンス最適化 
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 ファミリーオフィスサービス 
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外のデロイトネットワークを駆使し、以下のサービスを通じてファミリーとそのビジネスを支援します。 

 所得税のアドバイザリー及びコンプライアンスサービス 
 オーナーとそのご家族の資産計画 
 国際税務・資産コンサルティング 
 ファミリー企業コンサルティング 
 承継相談 
 国境を越えた継承・再編支援 
 家族統治とオーナー家族のための評議会支援 
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http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp


7 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
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デロイトトーマツ税理士法人 

東京事務所 

〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビルディング 

Tel：03-6213-3800（代） 

email：tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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