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今月の大きなテーマ 

IMF の世界経済見通し 

国際通貨基金（IMF）は毎年 4 月と 10 月に、世界各国とグローバル経済の見通しをまとめた 「世界経済見通し」 を発表してい

ますが、4 月の報告書は、 COVID-19 のパンデミックが世界的に大きな人的被害を与え、政府による措置が経済活動に深刻

な影響を与えている時期に発表されました。世界的大流行の結果、IMF は世界経済が 2020 年に-3%と急激に縮小すると予測

しており、これは 2008～09 年の世界金融危機時よりもはるかに悪い予測値となっています。IMF のベースライン・シナリオで

は、2020 年後半にパンデミックが収束し、感染抑制策が徐々に緩和されていくと想定しています。また、政策支援に支えられて

経済活動が正常化するにつれ、世界経済は 2021 年に 5.8%成長すると予測されているものの、深刻な結果をもたらすリスク

は依然として大きいと指摘しています。 

ソース（英語）: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

 

グローバルな製造およびサービス 

景気後退の程度を示す最初の重要な経済指標の一つは、購買担当者指数（PMI）です。PMI は、経済活動の方向性を示すた

めの未来志向の指標です。これらは、生産、新規受注、雇用、価格、パイプライン、景況感などのサブインデックスに基づいてい

ます。50 を超える数値は、活動が増加していることを示しています。数字が大きいほど成長が速くなり、逆もまた同様です。 

製造業を始めとして、2020 年 3 月の世界の製造業指数は、中国や台湾における世界経済の回復により 2 月より上昇しました

が、それ以外の地域においては PMI が 2008～09 年の世界金融危機時の水準まで低下したことが示されています。ただし、こ

れらの調査は各月の早い段階で実施されるため、PMI が 4 月にさらに低下する可能性があり、一部の国が課している極めて

厳格なシャットダウンとロックダウンの影響を見逃している可能性があることに留意すべきです。 

北米では、米国の製造業 PMI が緩やかに減少しており、ウイルスの感染拡大による製造業への影響がまだ大きくはなかった

ものの、欧州では製造業関連の活動が大きく減速しています。これは、厳しいロックダウンに耐えているイタリアとスペインを除

き、欧州では米国よりも若干早い時期に深刻なウイルスの発生に直面していたことを反映していると考えられています。その結

果、イタリアの PMI は大幅に低下したのに比べ、ドイツの 3 月の PMI はやや低下するにとどまりました。 

アジアでは、2020 年 3 月に中国、台湾以外では経済活動は一部回復しましたが、日本、韓国、特に東南アジアの ASEAN 諸

国、その他アジア各国などでは減少しました。  

ソース（英語）: https://www.investopedia.com/global-manufacturing-data-paints-grim-picture-4801699 

下表の概要が示すように、サービス業の活動は大幅に減少しています。サービス業とは、金融、通信、運輸・流通、小売・卸売、

専門・ビジネスサービス、公益事業、医療、教育など、ほとんどの非建設・非製造業の経済活動を指しています。   

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-april2020.html
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.investopedia.com/global-manufacturing-data-paints-grim-picture-4801699


 

世界の PMI は、2 月の 47.1 から 3 月には 37.0 に急落しました。消費者関連サービスの PMI は、米国や欧州のレストラン、ホ

テル、小売店、娯楽施設など多くの消費者関連産業の閉鎖を反映して、ビジネスサービスや金融サービスの PMI よりも大幅に

低下しました。この急激な減少は、欧州、米国、日本に続く極端な脆弱性によるものであると考えられています。また、欧州の

PMI は過去最低となった一方、中国では、PMI は回復したものの、50 を大きく下回りました。  

特に注目すべきは、イタリアの 17.4 という値です。この急激な減少は、例えばドイツ、英国、米国のように 3 月以降に厳重なロ

ックダウンを実施している国にとっては、かなりの減少が見込まれることを示唆しています。 

 

【表】PMI の指数から選択した製造およびサービス活動 

 製造業 各種サービス業 

 2020 年 2 月 2020 年 3 月 2020 年 2 月 2020 年 3 月 

グローバル 47.1 47.6 47.1 37.0 

米国 50.7 48.5 49.4 39.8 

メキシコ 50.3 46.9   

カナダ 51.8 46.1   

ブラジル 52.3 47.8 50.4 34.5 

英国 51.7 47.8 53.2 34.5 

ユーロ圏 49.2 44.5 52.6 26.4 

ドイツ 48.0 45.4 52.5 31.7 

フランス 49.8 43.2 52.5 27.4 

イタリア 48.7 40.3 52.1 17.4 

スペイン 50.4 45.7 52.1 23.0 

中国 40.3 50.1 26.5 43.0 

台湾 49.9 50.4   

ASEAN 50.2 43.4   

日本 47.8 44.8 46.8 37.8 

韓国 48.7 44.2   

香港 34.9 33.1 33.1 34.9 

シンガポール 48.7 45.4 47.0 33.3 

オーストラリア 53.7 44.3 49.0 38.5 

ソース:IHS Markit。※:一部の PMI は、 tradingeconomics.com に記載されているように、IHS Markit で作成されていない国もあります。 

 

世界の貿易情勢 

世界貿易機関（WTO）は、 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中の通常の経済活動や生活を混乱させることから、

2020 年の世界貿易は 13%から 32%の間で減少するとの見通しを発表しました。世界貿易の予測される減少幅は振れ幅が大

きくなっていますが、今回のような、前例のない健康危機の性質とその正確な経済的影響に関する不確実性によって様々なシ

ナリオに基づいて想定されていることが理由となっています。また、WTO のエコノミストらは、世界金融危機による貿易の落ち

込みを上回る可能性が高いとみています。2021 年に予想される世界貿易の回復の予測も、感染拡大の期間と政策対応の有

効性に左右されることから依然として不確実です。 

2019 年の世界貿易は、貿易の緊張と世界経済の成長鈍化により、既に減速しており、貿易量は 2018 年の 2.9%増から前年

比で-0.1%減少しました。また、世界の商業サービスは、2019 年は前年比 2%の成長となりましたが、2018 年には 9%の成長

を遂げていました。 



 

経済コンサルタント会社のオクスフォード・エコノミクスは、2020 年第 1 四半期の世界貿易量が前年比で 4%減少したと推定し

ています。さらに、オクスフォード・エコノミクスは、自動車、繊維、エレクトロニクスの貿易が急速に減少していると推定していま

す。貿易財の需要と供給の減少は、所得の低迷や信用状況の悪化を反映しているというわけではなく、むしろ、政府による経済

活動の制限や、人々の不安感情にも起因しているので、規制が撤廃され、不安感情が緩和されれば、需要回復に向けた支出

は十分にあるでしょう。このような経済活動の減退が予想されることから、 COVID-19 のパンデミックによる経済ショックは、世

界金融危機と比較されます。これらの危機はある点では類似しているものの、他の点では非常に異なっています。2008～09
年と同様、各国政府は景気後退に対処するべく企業や家計に一時的な所得支援を提供するため、金融・財政政策に再び介入

しました。しかし、COVID-19 の感染拡大を遅らせるために移動や社会的距離を制限することは、労働力の供給、輸送、移動

が、金融危機時とは異なる形で直接影響を受けることを意味しています。ホテル、レストラン、ライフラインに直接関係ない小売

業、観光業、ほとんどの製造業など、国内経済におけるあらゆる部門が閉鎖されました。 

ソース（英語）: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm 

 

デロイトによる欧州 CFO の調査 

2020 年 2 月 28 日から 4 月 2 日まで、18 カ国、1,000 名近くの最高財務責任者（CFO）が、 COVID-19 のビジネスや、より広

範なヨーロッパ経済に対する見解について調査を受けました。  

回答者の約 80%は、パンデミックが秋になっても自社の収益に悪影響を及ぼすと考えています。また、3 人に 1 人が今後 6 カ

月で 2 桁の減少を予想しています。恐らく驚くことではありませんが、観光・旅行業界の最高財務責任者（CFO）は、短期的なパ

ンデミックの影響について特に悲観的になっている一方、ライフサイエンス・ヘルスケア業界の財務担当役員は、やや楽観的な

見方をしています。ただし、この業界でさえも、回答者の 50%以上が、今後 6 カ月間で売上が減少すると予想しています。 

より長期的な予測においても、前向きなものはわずかでしかありません。回答者の 10%が来年にかけて売上が大幅に減少す

ると予測し、約 30%が売上は感染爆発前の予測と同じ水準になると考え、そして半数以上がパンデミックの悪影響が 2021 年

まで拡大すると予想しています。このように、欧州企業は急速かつ急激な回復というよりも、長期的な視野に立って事業のかな

り緩やかな回復に向けて準備していると見受けられます。  

企業への期待値の低下は、企業が投資や雇用計画の規模を縮小していることを意味します。CFO の 41%が資本支出の削減

を計画しており、これは増加を計画している 20%の 2 倍です。同様に、回答者の 38%が今後 12 カ月間で従業員数が減少す

ると予想しており、21%が増加すると予想しています。CFO による 3 月中の回答に基づくデータを見ると、日が経つにつれて見

通しが大きく悪化したことは明らかです。また、3 月の最後の週のアンケートでは、51%の CFO が次の 12 カ月で従業員数が

減少する可能性があると報告しました。  

このような困難な時期に自分たちの企業を導くため、企業は短期的な対応策、特に支出削減を優先しています。平均すると、経

営幹部 10 人に 1 人が新しいクレジットラインの設置を優先していると報告していますが、データ収集段階ではその数は 4 倍に

なり、2020 年 3 月 8 日以前の週の調査に回答した CFO 4%から、2020 年 3 月 22 日以降は 18%になりました。危機が長期

化するにつれて、クレジットへのアクセスを保証し促進する措置がますます重要になると考えられます。 

ソース（英語）: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-
survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20s:5awa:6fin:ik1 

 

国・地域別のアップデート 

1. 日本 

安倍晋三首相は、新型コロナウイルス感染症の大流行に対処するための政府の景気刺激策の下での直接的な財政支出は合

計 39 兆円（3570 億ドル）になるだろうと述べました。また、安倍首相は 2020 年 4 月 6 日、深刻化する新型コロナウイルスの

影響と闘うために 「あらゆる手段」 を取ると表明し、経済生産の 20%に相当する 108 兆円と、空前の規模の景気刺激策を実

施すると約束しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-stimulus/japan-pm-abe-says-fiscal-spending-
under-stimulus-plan-to-total-39-trillion-yen-jiji-idUSKBN21O36D 

経済産業省によると、2020 年 2 月の日本の小売売上高は前年同月比 1.7%増の 11.2 兆円でした。新型コロナウイルス感染

症拡大に対応して、消費者がフェイスマスクやトイレットペーパーなどの保健衛生用品を急いでまとめ買いしたため、ドラッグス

トアの売り上げは 18.9%急増しました。2 月の小売売上高が前年同月比で増加したのは、消費税増税前の駆け込み需要があ

った 2019 年 9 月以来のことです。また、スーパーマーケットの売上高は消費財を中心に 6%増加しました。コンビニエンススト

アは 3.4%増加し、中でも加工食品の売上が大幅に増加しました。世界的コロナウイルスの流行の結果、海外から日本への旅

行者数が急減したため、百貨店の売り上げは 11.8%減少しました。 

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20s:5awa:6fin:ik1
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/finance/articles/european-cfo-survey.html?id=gb:2bl:3bl:4ecfo20s:5awa:6fin:ik1
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-stimulus/japan-pm-abe-says-fiscal-spending-under-stimulus-plan-to-total-39-trillion-yen-jiji-idUSKBN21O36D
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-stimulus/japan-pm-abe-says-fiscal-spending-under-stimulus-plan-to-total-39-trillion-yen-jiji-idUSKBN21O36D


 

ソース（英語）： https://asia.nikkei.com/Economy/Panic-buying-in-Japan-lifts-February-retail-sales  

日本の地価は毎年発表されており、直近では 2019 年まで 5 年連続で上昇しています。この継続的な成長の契機となっている

のは、外国人観光客と低金利です。例えば、北海道、沖縄、京都など、外国人観光客に人気のエリアです。前年比 1.4%の価

格上昇は 2008 年以来の急速な上昇です。外国人観光客の増加がホテルや商業施設の需要を押し上げた一方、低金利が強

いオフィス需要を支えました。 

東京、大阪、名古屋を除く商業用地は 0.3%上昇し、バブル崩壊後 28 年ぶりにプラスに転じました。また宅地の地価も 1996 年

以降初めて下落が止まりました。 

しかしながら、日本経済が景気後退局面に入るリスクや需要の顕著な減退、外国人観光客の減少等が顕在化する中で、地価

の下落が見込まれるほか、投資意欲の減退等により商業用土地への需要が減退する可能性があることから、2020 年は需要

の変化に経済状況も応じて変化し、地価や不動産価格が下落するリスクがあります。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/japan-economy-landprices/japans-2019-land-prices-power-higher-but-
virus-clouds-outlook-idUSL4N2B42VV 

 

2. 米国 

2020 年 3 月 28 日までの 1 週間で、米国政府は 330 万件の新規失業保険申請があったと報告しましたが、これは歴史的な新

記録となりました。それ以前は、1 週間で 70 万以下でしたが、4 月 4 日と 4 月 11 日に終わる週にはさらに 660 万人が失業保

険を申請し、4 月 18 日に終わる週には 520 万人が失業保険を申請したので、新規に失業保険を申請したアメリカ人の総数は

たった 4 週間で 2,200 万人を少し超えることになります。これは 4 月の雇用統計が 5 月初めに発表されれば、失業率が 15%
を超える可能性が高いことを示唆し、1930 年初期以来、大差をつけて最も高い割合になると考えられます。    

ソース（英語）: https://www.investing.com/news/economic-indicators/us-weekly-jobless-claims-seen-at-record-high-
again-2128548 

ソース（英語）: https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20200592.pdf 

2020 年 3 月の小売売上高は前月比 8.7%減、前年比でも 6.2%の減少と記録的な減少幅になりました。しかし、全体の数字と

同様に注目すべきは、その内訳です。自動車販売は 27.1%減、衣料品店は 50.5%減、家具店は 26.8%減、百貨店は 19.7%
減、飲食店は 26.5%減でした。また、この報告書が 3 月全体のものであることに留意することも重要です。州による封鎖のほと

んどが今月後半や、今月末に向けて行われたものであることから、4 月の小売売上高は再び大幅な減少が予想されています。 

一方、政府は経済の産業部門についても報告しています。2020 年 3 月の鉱工業生産は前月比 5.4%減少し、月別では、第 2
次世界大戦後の調整局面にあった 1946 年 1 月以来、最大の減少幅となりました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/coronavirus-seen-knocking-u-s-retail-sales-in-march-
idUSKCN21X0EL 

経済需要の減少から予想されたとおり、3 月のインフレは米国と中国の両方で鈍化しました。米国の 2020 年 3 月の消費者物

価は前月比 0.4%下落し、2015 年初め以来の最大の下落幅となりました。ガソリン価格が 10.4%下落するなど、エネルギー価

格が大きく下落したためです。消費者物価指数は前年比では 1.5%しか上昇しませんでした。不安定な食料・エネルギー価格を

除いたコア指数は前月比 0.1%の下落となり、3 年ぶりの下落となりました。なお、コア指数は前年比で 2.1%上昇しました。コア

指数の前月比の下落幅には、新車価格 (-0.4%) 、衣料品価格 (-2.0%) 、輸送サービス価格 (-1.9%) などの項目での減少も含

まれます。    

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-economy/u-s-consumer-prices-post-largest-drop-in-five-
years-amid-coronavirus-disruptions-idUSKCN21S1B7 

 
3. 中国 

2020 年 4 月 16 日、中国政府は 2020 年第 1 四半期の GDP 推計値を発表し、実質 GDP は 40 年以上ぶりに前年比 6.8%減

となりました。危機以前には、経済は毎年約 6%の成長が見込まれていたことを鑑みると、危機が発生しなかった場合に比べ、

経済活動が約 13%減少したことを示唆しています。また、実質 GDP は 2019 年第 1 四半期から 2020 年第 1 四半期にかけて

年率約 36%減少しました。この数字は、米国の 2020 年第 2 四半期の経済成長について銀行のエコノミストが示した予想と大

きく異なるものではなく、中国の数字は、世界の多くの国で行われているロックダウンの影響の大きさを裏付けています。   

一方、他の指標は中国の景気後退の性質を如実に反映しています。2020 年 3 月の小売売上高は前年比 15.8%減となりまし

た。これは 1 月と 2 月を合わせた 20.5%の減少に続く減少です。また、ほとんどの分野で大幅な減少が見られたものの、食料

https://asia.nikkei.com/Economy/Panic-buying-in-Japan-lifts-February-retail-sales
https://www.reuters.com/article/japan-economy-landprices/japans-2019-land-prices-power-higher-but-virus-clouds-outlook-idUSL4N2B42VV
https://www.reuters.com/article/japan-economy-landprices/japans-2019-land-prices-power-higher-but-virus-clouds-outlook-idUSL4N2B42VV
https://www.investing.com/news/economic-indicators/us-weekly-jobless-claims-seen-at-record-high-again-2128548
https://www.investing.com/news/economic-indicators/us-weekly-jobless-claims-seen-at-record-high-again-2128548
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20200592.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/coronavirus-seen-knocking-u-s-retail-sales-in-march-idUSKCN21X0EL
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/coronavirus-seen-knocking-u-s-retail-sales-in-march-idUSKCN21X0EL
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-economy/u-s-consumer-prices-post-largest-drop-in-five-years-amid-coronavirus-disruptions-idUSKCN21S1B7
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-economy/u-s-consumer-prices-post-largest-drop-in-five-years-amid-coronavirus-disruptions-idUSKCN21S1B7


 

品や家庭用品への支出が増加し、オンライン購入への支出も増加しました。一方、特にアパレル、宝石商、家電、家具、自動車

などは、他の国と同様に支出が大幅に減少しました。 

2020 年第 1 四半期の固定資産投資も前年比 16.1%減となりました。これは 2019 年の 5.4%増に続くデータです。また、民間

投資は 18.8%、公共投資は 12.8%減少しました。また、2020 年の鉱工業生産は、1、2 月に大きく落ち込んだ後、回復したと見

られており、実際に 2020 年 3 月の鉱工業生産は前年同月比 13.5%減、前年同月比 1.1%減にとどまりました。このように、中

国経済の産業面での回復が 3 月に始まったことは明らかです。 

ソース（英語） : https://uk.reuters.com/article/us-china-economy-gdp/hobbled-by-coronavirus-chinas-first-quarter-gdp-
shrinks-for-first-time-on-record-idUKKBN21Z08Q 

中国経済は、2 月のほぼ完全な閉鎖のショックから回復し始めていますが、その閉鎖による被害は明らかになりつつあります。  
中国では約 46 万の小企業が 2020 年第 1 四半期に主に新型コロナウイルスの影響により廃業したと報告されています。これ

らのうち約 26,000 は輸出部門でした。また、新規事業の形成ペースも鈍化しました。具体的には、新規事業が 320 万件、前年

比 29%減となりました。中国ではウイルスが封じ込められたようで、経済活動がやや回復しつつありますが、既存事業の破壊と

新事業の形成が遅々として進まないことは、低迷した経済を立て直す障害となっています。   

ソー ス （ 英 語 ） : https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/06/coronavirus-emergency-hits-japan-and-460000-
chinese-companies-go-bust/#355828502ac7 

 

4. 欧州 

欧州連合（EU）各国の財務相が総額 5,400 億ユーロの支援パッケージに合意しました。これには 1,000 億ユーロの雇用保険基

金が含まれています。欧州投資銀行（EIB）が企業に流動性を供給するために使用する 2,000 億ユーロの資金枠の創設、また、

前回の金融危機の際に創設された、ヨーロッパ安定メカニズム（ESM）を通じた 2,400 億ユーロのクレジットラインが供給されま

した。 

ドイツのメルケル首相は、新型コロナウイルスの危機は第 2 次世界大戦以来のヨーロッパにとって最大の脅威だと述べました。

ヨーロッパでの全死亡者のうち、新型コロナウイルスによるものは 60%以上を占めています。ヨーロッパ各国政府によるロック

ダウンに伴い経済活動が停滞する中で、EU 政府は可能な限り家計と事業者を守るために大規模な経済支援パッケージ策を

可決しました。イタリアなど一部の国はパッケージの自国による資金調達ができないため、欧州全体でのアプローチが必要でし

た。その理由の一 1 つに、投資家が追加の債券発行に対して要求するリスク・プレミアムの上昇があると考えられます。  

ソース（英語）: https://www.france24.com/en/20200409-eu-finance-ministers-reach-agreement-on-coronavirus-rescue-
deal 

 

資本市場 

1. 株式 

悪い経済データや暗い成長予測にもかかわらず、周辺の金融市場は少しずつ回復をはじめましたが、その理由の一つには、

米連邦準備制度理事会（FRB）や EU などの政策応答や、イタリア、スペイン、ドイツなどのいくつかのロックダウン規制が緩和

されているという報道があります。例えば、S&P 500 指数は 9%以上、ドイツの DAX 指数は 7.3%以上上昇しています。 

 

2. 金利 

FRB は、金融政策の伝達メカニズムを円滑に機能させるために、世界金融危機以来の低金利への引き下げ、量的緩和の再開、

国債、モーゲージ担保証券、投資適格社債、銀行融資の購入の約束、銀行への直接融資を実施しました。2020 年 4 月 9 日、

FRB はハイ・イールド （ジャンク）債市場に 2 兆 3,000 億ドルの資金供給を実行すると発表しました。高利回り債を保有している

投資家は、債務不履行への懸念により動揺しており、特に、大幅な原油価格の下落で打撃を受けている高レバレッジのエネル

ギー事業会社へ強い懸念を抱いています。FRB のジェイ・パウエル議長は、 「米国は、議会と財務省の財政的支援によって可

能になったこれらの緊急融資権限を、これまでにないほど拡大している。私たちは、回復への軌道に乗ることができるまで、こ

れらの能力を力強く、先制的かつ積極的に活用し続ける。」 と述べました。また、経済が回復し、「民間市場や機関が、信用供

与や経済成長の支援という重要な機能を再び果たすことができる」 時には、こうした 「非常用具」 は 「片付ける」 とも発言してい

ます。この危機の間に FRB が取った措置のスピード感と規模は、10 年以上前の世界的な金融危機の間に起こったことが小さ

かったように思わせます。その理由は 2 つあります。第一に、この危機は経済活動の低下という点ではるかに大きい規模となっ

ています。第二に、前回の危機では、FRB はカーブの先を行くことに苦戦した結果、信用市場は機能しなくなり信用活動が急速

に縮小したことにあります。例えば、貿易金融は枯渇寸前でした。FRBがこれまでの行動を通じて、金融市場の開放と適切な機

能を維持する決意であることは明らかです。   

https://uk.reuters.com/article/us-china-economy-gdp/hobbled-by-coronavirus-chinas-first-quarter-gdp-shrinks-for-first-time-on-record-idUKKBN21Z08Q
https://uk.reuters.com/article/us-china-economy-gdp/hobbled-by-coronavirus-chinas-first-quarter-gdp-shrinks-for-first-time-on-record-idUKKBN21Z08Q
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/06/coronavirus-emergency-hits-japan-and-460000-chinese-companies-go-bust/#355828502ac7
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/06/coronavirus-emergency-hits-japan-and-460000-chinese-companies-go-bust/#355828502ac7
https://www.france24.com/en/20200409-eu-finance-ministers-reach-agreement-on-coronavirus-rescue-deal
https://www.france24.com/en/20200409-eu-finance-ministers-reach-agreement-on-coronavirus-rescue-deal


 

ソース（英語）: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm 

 

3. コモディティ（商品先物） 

2020 年 4 月 17 日までに、WTI 原油は 17 年ぶりの安値である 1 バレル当たり 18 ドルを下回りました。物価下落の原因は、

世界経済がロックダウンに突入し、事実上経済を閉鎖したことによる需要の減少にあります。国際エネルギー機関（IEA）の報

告によると、世界の原油需要は 2020 年に 20%も減少する可能性があると考えられています。石油需要は日量 3,000 万バレ

ルも減少する可能性があり、これは米国、ロシア、サウジアラビアの合計生産量を上回っています。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/uk-global-oil-demand-trafigura/global-oil-demand-could-fall-around-a-
third-next-month-trafigura-idUSKBN21H2WX 

石油への需要が減少していた一方で、再度の減産で石油輸出国機構（OPEC）に協力するようにというサウジアラビアからの要

請をロシアが拒否したため、供給が増加しました。またその後、サウジアラビアはロシアに圧力をかけるためにさらなる増産を

行った結果、石油価格は急落しました。しかし、たとえサウジアラビアとロシアが急に経済的友好関係を回復したとしても、需要

の急激な減少によって価格は比較的抑えられたままであると見られています。 

しかし、4 月中旬に両国は交渉し、日量 1,000 万バレルの減産を目指すことで合意しました。この合意を見越して、トレーダーら

は原油価格を大幅に押し上げましたが、いったん合意の内容が発表されると、トレーダーたちは合意内容が価格を支えるのに

十分ではないと判断し、実際に価格は下落しました。その理由としては、世界経済の低迷が続いており、それに比例して石油の

需要も減少していることがあげられます。原油価格が大幅に上昇するのは、ウイルスが抑制され、ロックダウンが終わり需要回

復する場合にのみ実現すると見られています。この合意の下、1,000 万バレルにおよぶ減産の半分は、サウジアラビアとロシア

が引き受けることになり、残りの減産分は、OPEC 加盟国間に割り当てられます。協力を拒否した主要な石油輸出国の一つは

メキシコでしたが、OPEC とロシアが、メキシコに対し、他国に比べて生産量の削減割合を小さくすることを認めたことで、世界

全体の石油生産量の削減合意が成立しました。その結果、生産量は 1 日当たり 970 万バレル減少することになり、これが更な

る価格下落行動の引き金となりました。 

また、輸出大国である米国とカナダは、OPEC の圧力にもかかわらず協力しない可能性が高く、一部アナリストは、OPEC が米

国との合意なしに生産を削減することは、米国のシェール生産国の増産を招き、OPEC の市場シェアを低下させると指摘してい

ます。  一方、この取引が大幅な価格上昇をもたらさなければ、米国のシェール生産者は財政面のリスクにさらされたままとなり

ます。 

ソース（英語）: https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-up-on-back-of-historic-production-cuts-2139149  

4 月 20 日月曜日には、WTI 原油の価格が史上初めて 0 を下回る 1 バレル-40 ドル台まで下落しました。この理由は、4 月 21
日火曜日に先物取引が期限を迎える中、需要減少と供給過剰により、引取りを予定していた企業が石油を保管する場所がな

いことから、マイナスの価格でも在庫を売却せざるを得なかったからと考えられています。  

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-global-oil-crash-explainer/explainer-what-is-a-negative-crude-future-
and-does-it-mean-anything-for-consumers-idUSKBN22301M 
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