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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

今月の主なテーマ 

コロナウイルス 

世界保健機関（WHO）が「COVID-19」と命名したコロナウイルスは、中国当局の封じ込み政策により、広範囲へ被害をもたらし

ています。今回の事態は、中国経済に連鎖的な影響を及ぼし、特に交通、接客、小売、娯楽などの分野において、コロナウイル

スの発生による被害が最も大きくなるものとみられています。アジアの航空会社の株価はすでに大きな打撃を受けています（資

本市場の項参照）。また、多くの中国人が海外旅行の計画を中止しているため、近隣諸国の経済にも影響が波及すると考えら

れています。 

ソース（英語）: https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/chinas-coronavirus-health-crisis-also-threat-its-
economy 

延長された春節が終わり、多くの工場や事業施設が操業を再開したにも関わらず、何百万人もの労働者が職場に復帰しませ

んでした。その理由の一つに、ウイルスのまん延を抑えるために政府が人々の移動を制限したことが挙げられます。例えば、ア

ップルの iPhone を組み立てているフォックスコンは、2020 年 2 月初めに 2 つの主要工場のうちの鄭州にある 1 つを全従業員

の 10%ほどの人員で再開しましたが、深セン工場は依然として閉鎖したままです。「iPhone」 「iPad」 「Mac」 などを製造する

Apple Inc.は 2020 年 2 月 17 日、コロナウイルスの発生により中国での生産が減速し、需要も減少したため、2020 年 3 月期

の売上高見通しを達成できないと発表し、多くの事業が同様の影響を受けました。労働力がなければ、生産高は上昇しにくく、

労働者が職場に復帰できた場合でも、生産高の回復は緩やかになると予想されています。いくつかの州では、工場を 2020 年

3 月初旬まで閉鎖するよう指示が出されました。 

トヨタと BMW の工場閉鎖など、自動車産業を中心に様々な業種が被害を受けていますが、現代自動車の韓国工場閉鎖や日

産の日本工場閉鎖発表など、その影響が他地域へ波及し始めています。  

経済の至る所で移動制限の影響が実感されています。ショッピングセンターに人はおらず、オフィスは使われておらず、数百万

人の中国人が在宅勤務を選んでいるため、公共交通機関の利用はほとんど見られないと報告されています。深セン、広州、杭

州、成都、天津を含む他の主要都市に追従して中国で最も重要な 2つの都市である北京と上海でも封鎖が行われています。事

実、現時点において 80 の都市と 20 の州で部分的な封鎖が行われています。こうした一連の封鎖は、人や車の移動を厳しく規

制し、基本的なインフラサービスと施設以外はすべて閉鎖することを要求するものです。こうした規制により、工場や事業所が

全面的に再開することが困難になっています。  

国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は、2002~03 年の SARS（重症急性呼吸器症候群）の時よりも、今

回のコロナウイルスの方が世界経済の成長を鈍らせる可能性が高いと述べました。その主な理由は、中国の世界経済に占め

る割合が、SARS 発生時よりもはるかに大きくなっており、SARS 発生時には中国が世界の GDP の約 4%を占めていたが、現

在では 18%近くになっていることに言及しました。さらに、ウイルスがどれくらいの速度で、どの範囲まで広がるのか分からない

ため、影響の全容はまだ分からないと述べました。しかし、現時点において世界経済にはすでにマイナスの影響が出ています。

「製造業を中心に間接的な影響が生じており、バリューチェーンはウイルスによって引き起こされた混乱の影響を受けており、ま

た、旅行業と観光業にも波及している。」と述べました。2020年 1月の製造業 PMI指数により米国の製造業活動が緩やかに回

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-february2020.html
https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/chinas-coronavirus-health-crisis-also-threat-its-economy
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復していることを示唆されているにもかかわらず、多くのアナリストは、サプライチェーンに対するコロナウイルスの破壊的影響

のため、2020 年 2 月には活動が低下するのではないかと懸念しています。 

ソース（英語）: https://mediacenter.imf.org/news/all/imf-georgieva-coronavirus/s/5e733d5d-1a17-46b0-aa58-
6d22633e72a2 

経済アナリストの中には現在、コロナウイルスによる被害が 2020 年 3 月に収束すれば、2020 年の中国の実質 GDP 成長率

は 5.0 から 5.4%（コロナウイルス蔓延以前の予測値の 6.0%を下回る）になると予測している者もおり、中国にとって 30 年ぶり

の低成長となる見通しです。ウイルスが 3 月以降も問題となっているのであれば、景気減速はさらに厄介なものになると見られ

ています。  

こうした経済への影響から守るため、中国人民銀行は 2020 年 2 月 17 日月曜日、1 年物の中期貸出として 2000 億人民元

（290 億ドル）を供給しました。また、貸出金利は 10 ベーシスポイント下げて 3.15%と設定し、2017 年以来の低水準となりまし

た。人民銀はまた、7 日物のリバース・レポを通じて 1000 億元の資金を追加供給しました。一方で、1 兆元のリバース・レポが

満期を迎えたため、結果として、7000 億元の資金が市場から吸収されました。人民銀は更なる利下げを実施することが予想さ

れています。財政相はまた、中国政府が的を絞って段階的に減税や手数料の引き下げを実施すると発表しました。  

世界の資本移動 

2019 年の世界の直接投資 （FDI）は 3 年連続で減少し、2010 年以来の低水準となりました。21 世紀初頭に中国などが製造業

大国となり、先進国が製造業務を中国に外注するようになったことに呼応して FDI は増加してきました。FDI と貿易の減速は、

保護主義の高まりに直面する中でグローバリゼーションが逆行しつつあることを示唆しています。国連貿易開発委員会 
（UNCTAD）が FDI の鈍化を示すデータを公表し、過去 1 年間の FDI の一部が製造能力を押し上げる目的ではなく、企業が貿

易紛争に対応してサプライチェーンを変換させるために実施したものであると考えると世界的に投資が鈍化している理由の説

明がつくと述べています。UNCTAD の関係者は、 「全体的に、現在の傾向は投資拡大よりも投資転換の方が大きい。多国籍

企業は、規制の不確実性と貿易上の緊張のために、グローバル事業を大きく拡大していない。地政学的リスク回避のために一

部のセグメントを移転し、グローバル・バリューチェーンを再編している。」 と述べています。UNCTAD はまた、一部の技術が国

家安全保障に及ぼす影響への懸念から、一部の政府がより強力に対内 FDI を制限しようとしていることにも留意しました。最近

の例としては、米国によるアルミニウムや鉄鋼への制裁や、米国やその他の国々によって、中国企業によるエネルギー企業の

買収が阻止されている場合などがあります。 

主要国の傾向としては、Brexit の進展に伴い英国への直接投資が 6%減少しましたが、EU 全体では投資が 15%減少しました。

香港では、中国の事業撤退が続いていることから、社会情勢が不安定な中、外国直接投資が 48%減少しています。ブラジルは、

新政府の民営化政策によって 26%の成長を遂げた一方、米国と中国はともに 0%と横ばいでした。経済成長に対する懸念にも

かかわらず、シンガポールは東南アジアのみならず世界でも最大の FDI 受け入れ国の一つであり、2019 年には 1100 億米ド

ルの FDI を受け入れました。  

これは世界経済にとって何を意味するのでしょうか。過去数十年のグローバル化は、生産コストの削減、競争の促進、生産性を

向上させる技術移転の促進、グローバル企業がターゲットとする市場規模の拡大など、世界的な成長に貢献したといえますが、

このようなグローバル化の減速は、経済成長を低下させる可能性があります。一方、UNCTAD は、投資計画の発表に基づい

て、2020 年に FDI が大幅に増加することはないと予測しています。  

ソース（英語）: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d1_en.pdf  

第 1 段階貿易協定:最初から失敗に終わる 

米国と中国が第 1 段階の貿易協定に合意して以来、この協定の目的が達成されるかどうかについて、投資家や企業経営者の

間で強い疑念が生まれています。特に、米国からの輸入を今後 2 年間で 2000 億ドル増加させるという中国の公約は、現実的

ではないと見られています。2020 年 1 月にピーターソン研究所が発表したこの協定の分析によると、懐疑的になるのは当然で

あり、中国は米国からの輸入を大幅に増やすことを約束しているものの、米国の関税への報復として大幅に引き上げた米国か

らの輸入に対する関税を引き下げることは確約していません。実際、中国の米国からの輸入品の 56%には未だ高い関税が適

用されており、輸入を増加させるには、中国政府が特定の国から何をどれだけ輸入するかを決定する管理貿易の形をとる必要

があるにもかかわらず、中国政府は、米国からの輸入増加を市場の力に頼ると明言しています。また、この協定には、製造業、

農業、エネルギー、サービス部門における特定の製品の輸入を促進するという中国の公約が含まれていますが、ピーターソン

研究所の分析によると、中国がそのような輸入を拡大すれば、他の製品の輸入が削減され、その結果、協定の対象となってい

ない産業の米国輸出業者に損害を与える可能性があると見られています。ピーターソン研究所は、中国の経済成長が著しく減

速しており、少なくとも中期的には減速が続くと予想されるにもかかわらず、中国の公約では対象製品の輸入を 4 年間で 92%
まで増加させることを求めていると指摘しています。中国経済が 2000 年から 2007 年にかけて前年比 10%以上の成長を遂げ

ていた当時、米国の対中輸出の伸び率は年平均 21%に過ぎませんでした。現在の中国経済は、貿易戦争とは無関係な理由

から成長が著しく鈍化しており、4 年間で年間 18%の輸出成長率を維持することは困難であると見られています。これは、協定

の内容が、米国の主要製品の輸出が前例のないペースで増加することを要求していることを示しています。しかし同時に、米国

は技術製品に新たな輸出規制を課しており、需要の高い製品の米国から中国への輸出を制限するものとなっています。  

https://mediacenter.imf.org/news/all/imf-georgieva-coronavirus/s/5e733d5d-1a17-46b0-aa58-6d22633e72a2
https://mediacenter.imf.org/news/all/imf-georgieva-coronavirus/s/5e733d5d-1a17-46b0-aa58-6d22633e72a2
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d1_en.pdf
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ピーターソン研究所は、 「その取引は初めから失敗に終わるかもしれない」 と結論づけており、こうしたことが事実になれば、貿

易摩擦と敵対関係が再び浮上する可能性が高いとしていますが、失敗したという証拠は、米国の選挙後にならないと分からな

いと指摘しています。  

ソース（英語） : https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-
one-deal 

国・地域別アップデート 

1. 日本 

本ニュースレターの 2019 年 12 月及び 2020 年 1 月号では、2019 年第 4 四半期の日本経済が減速するかもしれないという懸

念が高まる中、それを裏付けるような内容を示してきました。  

こうした懸念は、2020 年 2 月に発表された第 4 四半期の GDP 実質データで確証されました。日本経済は前期比 1.6%減、年

率換算 6.3%減となり、2014 年第 2 四半期以来の大幅な落ち込みとなりました。減少の大きな要因は前期比 3%減 （年率

11.5%減） とした個人消費でした。これは、2019 年 10 月 1 日に消費税が 8%から 10%に引き上げられたことを受けたもので

す。2014 年第 2 四半期に過去最大で GDP が落ち込んだときも、2014 年 4 月の消費税率の 5%から 8%への引き上げの直後

に起きたものでした。 

ソース（英語）: https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2019/qe194/pdf/gaiyou1941_e.pdf 

日本の消費者部門では、2020 年に公表された家計調査において 2019 年 12 月の消費支出が前年同月比で 3 カ月連続のマ

イナスとなる中、懸念が広がっています。2019 年は、8 月までは実質ベースで毎月平均前年同月比 2%増と比較的堅調に推移

していましたが、2019 年 10 月に消費税が 8%から 10%に引き上げられることを受け、2019 年 9 月には駆け込み需要から消

費支出は 9.5%増となりました。その後は、2019 年 10 月には 5.1%、2019 年 11 月には 2%減少し、2019 年 12 月の資料によ

ると、消費支出は 4.8%まで減少しました。  

ソース（英語）: https://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156.html 

2019 年第 4 四半期の GDP 成長率の鈍化は、民間消費に限られたものではありませんでした。民間住宅投資と民間設備投資

（他国の企業投資と同様の GDPデータの定義）はそれぞれ前四半期比 2.7％（年率 10.4%）と前四半期比 3.7%（年率 14.1%）

減少しました。米中貿易戦争の影響、中国経済の減速、世界的な投資支出の全般的な減速等により、2019 年の日本経済に多

くの懸念が生じ、その結果日本の製造業に対する懸念を広げることとなりました。  

2019 年全体の日本経済は、2019 年第 1 四半期及び第 2 四半期の経済成長がそれぞれ前四半期比 0.6%及び前四半期比

0.5%と堅調であったことにより、2018 年の 0.3%から 2019 年には前年比 0.7% の成長を遂げましたが、GDP は 2019 年第 3
四半期には前四半期比 0.1% に減速し、経済データ及び調査データの双方が 2019 年第 4 四半期に日本が困難に直面する可

能性を示唆した時期でした。  

2020 年第 1 四半期（前四半期比ベースで 2 四半期連続の縮小）の日本経済は、世界的な投資需要の低迷に加え、春節前後

に中国の工場閉鎖を余儀なくされたコロナウイルスの影響や訪日観光客の大幅減などが、日本の製造業・輸出・小売・サービ

ス業に大きなリスクをもたらすことから、景気後退に陥ることが懸念されています。 

ソース（英語） : https://www.investing.com/news/economic-indicators/japan-economy-shrinks-63-annualized-in-fourth-
quarter-biggest-fall-since-2014-2086278 

2. 米国 

2019 年第 4 四半期の実質 GDP 成長率は年率 2.1%（前四半期比 0.5%）であった。2019 年第 2 四半期から第 4 四半期まで

の成長率は年率換算で約 2.0%から 2.1%でしたが、2019 年第 1 四半期に報告された 3.1%からは低下しました。2019 年通年

の GDP 成長率は 2.3%で、2018 年の 2.9%から低下しています。   

支出ベースでみると、2019年の米国経済は、住宅設備投資の減少で一部相殺されたものの、民間（家計）消費支出、非住宅設

備投資、連邦政府支出、州・地方政府支出、民間在庫投資などがプラスに寄与し成長しました。また、輸入も増加がみられまし

た。 

2019 年から 2018 年までの実質 GDP 成長率の減速を比較すると、非住宅設備投資や民間消費支出の減速、輸出の減少が

主因ですが、州・地方・連邦政府支出の増加により一部相殺されています。輸入の成長率は 2018 年より 2019 年の方が少な

い結果となりました。 

ソース（英語）: https://www.bea.gov/news/2020/groｒss-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2019-advance-
estimate 

トランプ政権は、各国通貨の過小評価を相殺するために懲罰的関税を課すことを可能にする新たな規則を発表しています。こ

れまで政府は、財務省が、他国に対し 「為替操作国」 と分類した場合にのみ規制を実施していました。この新しい規則が適用さ

https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-one-deal
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/unappreciated-hazards-us-china-phase-one-deal
https://www2.deloitte.com/jp/family-consulting-jp.html
https://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2019/qe194/pdf/gaiyou1941_e.pdf
https://www.stat.go.jp/english/data/kakei/156.html
https://www.investing.com/news/economic-indicators/japan-economy-shrinks-63-annualized-in-fourth-quarter-biggest-fall-since-2014-2086278
https://www.investing.com/news/economic-indicators/japan-economy-shrinks-63-annualized-in-fourth-quarter-biggest-fall-since-2014-2086278
https://www.bea.gov/news/2020/gro%EF%BD%92ss-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2019-advance-estimate
https://www.bea.gov/news/2020/gro%EF%BD%92ss-domestic-product-fourth-quarter-and-year-2019-advance-estimate
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れると、もはや上記のような判断基準は必要なく、その狙いは、ある国が自国通貨の価値を不当に下げていると政権が判断し

た場合、迅速に対応できる手段を確保することにあります。ウィルバー・ロス商務長官は、 「この規制は、不公正な取引慣行を

適切に是正するための重要なステップだ。歴代政権が外貨補助金の相殺に二の足を踏んできた一方で、トランプ政権は米国の

企業と労働者の競争条件を公平にするための措置を講じている。」 と述べました。また、商務省に一方的に行動する権限を与

えるこの規則に財務省が反対したと伝えられています。特に最近の米中貿易協定では、米国は中国に対して「為替操作国」の

レッテルを撤回したことにより、米国が新たな懲罰的関税を課す能力を制限すると予想されていました。しかし、この新しい規則

の下では、そのような制限はなくなると見られています。  

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-currency/u-s-finalizes-rule-to-slap-duties-on-countries-that-
undervalue-currencies-idUSKBN1ZY08V 

貿易問題にも関連する議論ですが、連邦準備制度理事会（FRB）よりも緩和的な金融政策をとっている国に関して各国が懸念

しています。例えば、欧州中央銀行（ECB）や日本銀行などがあげられます。既にトランプ大統領は、ドイツの 2018 年の経常黒

字が GDP 比 7.6%（2015 年と 2016 年には 8.6%だった）と対米優位になっていることへの懸念を表明していますが、現実に

は、連邦準備制度理事会が金融引締めを行っていた頃の ECB の金融緩和策がユーロ安を招き、ドイツの輸出がコスト面で優

位に立っており、意図的な政策の結果というよりも自然な結果です。ドイツはユーロ圏の一部の国と比較して賃金を低くすること

で実現している国内的な切り下げや、また、過去においてユーロはドイツ経済の以前の強さを反映していなかったものの、ユー

ロ圏南部の経済の弱さと懸念を反映していたため、外部的な切り下げを行うことによって利益を得ており、ドイツが有利になって

いるとの議論があります。 

要するに、中央銀行が金融緩和によって経済を守ろうとすると、米国政府は貿易関税を課す可能性があり、これは、内需を刺

激するために外需に依存しているユーロ圏や日本などの経済に悪影響を与え、成長の回復を長引かせる可能性があります。

中央銀行はより大胆な金融緩和策を取らざるを得なくなるかもしれず、アメリカの関税政策への不満を再燃させるかもしれませ

ん。  

3. ユーロ圏 

19 の加盟国で成り立つユーロ圏は、経済の健全性に関して懸念されるもう一つの経済圏です。2019 年第 4 四半期の実質

GDP は減速を続け、2019 年第 3 四半期から前四半期比 0.1%、前年同期比 1%増にとどまりました。前四半期比と前年同期

比の両方において、2013 年以来最低の成長率を記録しました。  

これは、本ニュースレター2020 年 1 月号でも触れたように、 2019 年のドイツの国内総生産（GDP）も前年比 0.6%増となり、勢

いを失いつつありました。前四半期比ベースで見ると、経済は 2019 年第 4 四半期に停滞し、前年同期比成長率は 0.3%にとど

まりました。イタリアは最近、第 4 四半期の GDP 統計を発表し、GDP が年率換算で前年比横ばい、前年同期比 0.3%のマイナ

ス成長となったことを明らかにしました。しかし、スペイン経済は前四半期比 0.5%、前年同期比 1.8%と好調な伸びを示しました。 

2019 年 12 月のユーロ圏の小売売上高は前月比 1.6%減となり、2008 年 3 月以来最大の月次での減少幅となりました。また、

小売売上高は過去 4 カ月のうち 3 カ月で減少しました。12 月には、ほぼすべての項目で急激な減少が見られましたが、特に衣

料と家電の項目において著しく減少しました。しかし一方で、オンライン販売は 2%増加しました。実質小売売上高は前年同期

比 1.3%増となり、2019 年 5 月以来の低成長となりました。しかし、これには前年比 13.2%増のオンライン販売が含まれている

ことに留意する必要があります。小売売上高の低迷は、ユーロ圏経済が輸出と投資の低迷に苦しんでおり、ユーロ圏の製造業

部門に深刻な打撃を与えている時期に起きています。通常、民間消費は先進国経済の唯一最大の成長因子になりますが、個

人消費が落ちこめば景気後退の可能性が高まるとされています。 

ユーロ圏の生産業は縮小を続けており、2019 年 12 月の鉱工業生産は前月比 2.1%減少しました。内訳はドイツが 3.5%、フラ

ンスが 2.8%、イタリアが 2.7%と各々減少しています。また、前年比でみると、ユーロ圏が 4.1%減少（設備投資の低迷を反映し

て資本財が 6.7%減少しました）、内訳はドイツが 7.2%減、フランスが 3.2%減、イタリアが 4.3%減、オランダが 1.7%減、スペイ

ンが 0.1%増となりました。 

こうした経済活動の減少は、世界経済の減速、欧州経済の減速、米国との貿易摩擦、Brexit の先行き不透明感、ドイツを中心

とした排出規制の変更による自動車産業の混乱など、いくつかの要因に影響されています。  

ユーロ圏のインフレは 2020 年 1 月に加速することとなりました。主要消費者物価は、食料品価格の上昇を一部反映して、前年

同月比 1.4%上昇し、2019 年 4 月以来の最高のインフレ率となりました。一方で振れの大きい食料・エネルギー価格を除くコア

インフレ率は前年同月比 1.1%の上昇となり、2019 年 12 月の 1.3%から低下しました。インフレは依然として ECB の金融政策

目標である 「2%に近いが、それ以下である」を下回っています。このため、実体経済の低迷が続く場合には、ECB が追加的な

金融緩和策を講じる可能性があります。 

ソース（英語）: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-
update-2019-11.html  

4. イギリス 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-currency/u-s-finalizes-rule-to-slap-duties-on-countries-that-undervalue-currencies-idUSKBN1ZY08V
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-currency/u-s-finalizes-rule-to-slap-duties-on-countries-that-undervalue-currencies-idUSKBN1ZY08V
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-january2020.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-update-2019-11.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update/weekly-update-2019-11.html
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英国は 2020 年 1 月 31 日に正式に欧州連合（EU）を脱退しましたが、その後は英国政府が 11 カ月と定めた移行期間が続き

ます。この移行期間中、英国は EU の法律を遵守しなければなりませんが、欧州の議席を手放さなければなりません。また、企

業とその従業員にとって重要なのは、人的資源と資本の自由な移動が維持されるので、ビジネス環境の変化は最小限に抑え

られるということです。  

しかしながら、英国と EU は今後、完全に包括的な関係を構築しなければならないため、2016 年 6 月に行われた EU の独立に

関する国民投票以来のこの 3 年半の間よりも、移行期間がさらに不確実性を生む可能性があると考えられています。英国政府

はこの関係に広範囲の自由貿易協定を盛り込むことを望んでいますが、11カ月の交渉期間では包括的な協定を結ぶのに十分

な時間がないのではないかという懸念があります。  

11カ月以内に合意に至らなければ、英国政府は 3つの選択肢を取りうると現在考えられています。第 1は、移行期間の延長で

すが、2019年 12 月の英国総選挙後、保守党が勝利したのと同様に、政府には延長の余地がなく、既に法案に記載されている

範囲での移行期間の延長は否定しています。  

第 2 は、イギリスと EU が合意に達することができない 「hard Brexit」 に類似して、世界貿易機関（WTO ）のルールに即時従う

という選択肢です。これは、英国やヨーロッパ大陸でのビジネスに対し最も破壊的な影響力を及ぼすだろうと常に考えられてき

ました。  

第 3 の選択肢は、関税のない物品貿易、直接投資に関する協定、および 「公平な競争条件」 を確保する条項をカバーする基

本的な貿易協定を結ぶというものであり、いずれかの側が事業に不当な競争優位を与えることを防止しようとするものです。し

かし、サービス貿易や国境を越えたデータの移動に関する実質的な合意には、さらに時間がかかる可能性が高いと考えられて

いるなかで、基本的な貿易協定を結ぶことはなおさら容易ではないと見られています。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ラ

イエン委員長は、英国の欧州単一市場へのアクセスの程度は、規制の収斂、すなわち Brexit 以降も英国が欧州の規制にどの

程度合致しているかに依存すると明言しています。英国政府内の多数は、欧州のルールブックから逸脱する能力が Brexitの本

質だと考えており、厄介な問題となっています。 

興味深いことに、EU が 「公平な競争条件」 を望んでいるのは、EU が英国よりも Brexit に際して失うものが多いからだという見

方をする評論家もいます。英国としては、EU/ユーロ圏よりも速く成長している主要な英国圏諸国（米国、カナダ、ニュージーラン

ド、オーストラリア、インド）と自由貿易協定に署名することができる限り、問題がないということです。しかし、もしボリス・ジョンソ

ン首相の政府がこの依然として困難な課題に失敗すれば、Brexit は経済的な大失敗に終わる可能性もあります。  

ソース（英語）: https://www.arabnews.com/node/1624446 

中期的には楽観的な見方ができるにもかかわらず、英国経済は 2019 年第 4 四半期に失速し、2019 年第 4 四半期の実質

GDP は前四半期比で変化が見られませんでした。英国経済が失速したのは、第 2 四半期にも景気が拡大しなかったことから、

2019 年中 2 度目のことです。2019 年第 4 四半期の実質 GDP 成長率は前年比 1.1%と、2018 年第 1 四半期以来最低の成

長率です。しかし、通年ベースでみると実質 GDP は 2010 年以降鈍化していません。なお、事業投資は前期比 1%減と 2018
年以来の減少となり、2016 年以降でも最大の減少となりました。特に設備投資が大きく減少しました。政府は、第 1 四半期の

Brexit 決議により回復が見込まれると期待していますが、英国と EU の将来の貿易関係に関する不確実性が残っていることが、

現在および近い将来の投資に対する向かい風になる、と依然として批判されています。  

生産部門別の GDP を見ると、2019 年第 4 四半期の停滞は製造業の活動低下を反映したものでしたが、サービス部門の活動

が若干増加したことで一部相殺されました。一方、サービス業は、小売業の不振が足かせとなり、実際、個人消費は第 3 四半

期と第 4 四半期の両方で減少が見られましたが、政府支出の増加によって相殺されました。政府支出の増加がなければ、実質

GDP は大幅に減少していただろうと見られています。  

2019 年全体では、実質 GDP は 1.4%増となり、2018 年の 1.3%増から若干の改善となりました。しかし、これは過去 5 年間の

平均成長率を大きく下回っています。  

ソース（英語）: 
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/octobertodecember20
19 

5. シンガポール 

経済は、2019 年に 2009 年以来最も低い成長率である前年比 0.7%で成長し、その結果、政府は 2020 年の経済成長予測を

前年比-0.5%～1.5%の範囲へと下方修正しましたが、経済が 2020 年に一部コロナウイルスに起因して景気後退に陥る可能

性があることを認識しています。なお、年間 GDP がマイナスとなるのは、IT バブル崩壊した 2001 年以来のことです。  

ソース（英語）: https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp4q2019.pdf  

 

 

https://www.arabnews.com/node/1624446
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/octobertodecember2019
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpfirstquarterlyestimateuk/octobertodecember2019
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp4q2019.pdf
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資本市場 

1. 株式 

コロナウイルスに対する株式市場の最初の反応は、世界的な移動禁止の影響に対する懸念の高まりを背景に、中国経済に大

きく依存している企業の株価の劇的な下落でした。航空会社や旅行代理店の株価が大幅に下落したほか、カジノや高級品店な

ど、中国の消費支出に間接的にさらされている企業の株価も下落しました。 

中国からの観光客に大きく依存している韓国の化粧品メーカーTonymoly と Able C&C の株価は、2020 年 1 月の最後の週に

それぞれ 12%以上、15%以上下落しました。また、中国人観光客に人気の遊園地を長崎に持つ日本の旅行会社エイチ・アイ・

エスは、14%以上の損失を出しました。 

オーストラリアの航空会社カンタス航空の株価は 5%、旅行代理店のウェブジェットは 11%、それぞれ下落しました。韓国の 2大

航空会社である大韓航空とアシアナ航空はそれぞれ 6%と 5%下落しました。日本航空は 7.9%下落し、航空会社の ANA ホー

ルディングスも 6%下落となりました。 

しかし、投資家は投資先としてコロナウイルスの拡散を抑制する努力により利益を生み出す可能性のある企業に素早く飛びつ

きました。例えば、韓国のマスクメーカーである Monalisa の株価は 29%増加し、韓国の医薬品である Kukje Pharma と

Woojung Bio はそれぞれ 29%と 21%増加しました。マスクなどの医薬品を供給する川本産業は株価が 3 倍に上昇し、防護服

メーカーのアズアースはこのニュースを受けて 53%上昇しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-china-health-stocks/coronavirus-infects-asia-stocks-with-exposure-to-
china-idUSKBN1ZR0D8  

2020 年 2 月中旬には、中国人民銀行と政府が経済を可能な限り保護するための緩和策を発表し、少なくとも中国では毎日の

新規症例数が安定していることを示す証拠があることから、アジアの株式市場は 3 週間ぶりの高値に近づきました。  

しかし、2020 年 2 月末頃になると、投資家はウイルスの世界的な広がりについて懸念し始め、それが世界中の金融市場に何

らかの不安定を引き起こし始めました。 

2. 金利 

EBC は現在、コロナウイルスの経済的影響を考慮し始めており、米連邦準備制度理事会、スウェーデンのリクスバンク、ニュー

ジーランド準備銀行のすべてが、特に中国経済の低迷による波及効果を通じて、コロナウイルスが世界経済に及ぼすリスクに

ついてコメントしています。  

ソース（英語）: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2020-02-mpr-summary.htm  

ソース（英語）: https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/press-
release-12-feb-2020-repo-rate-unchanged-at-zero-per-cent.pdf  

ソース（英語）: https://www.rbnz.govt.nz/news/2020/02/official-cash-rate-remains-at-1-percent  

3. 外国為替 

2020 年 1 月下旬、中国で発生した新型コロナウイルスがリスク資産に影響を及ぼしたことによって経済への懸念が高まり、人

民元は対外貿易において 1 カ月ぶりの低水準にとどまり、オフショア人民元は心理的な閾値を下回りました。USD/CNY レート

は 7 を超え、2020 年 1 月には 2%程人民元安が進行しました。これは、ウイルスが広がる前に見られた傾向とは大きく異なる

様相を呈しています。 

安全逃避先資産としての日本円は、ドルに対して 2020 年 2 月初めまでに 3 週間ぶりの高値近くで取引された。2020 年 1 月の

最終週には、ウイルスがすでに弱体化している中国経済にさらなる損害を与え、中国は世界経済の成長に世界のどの国よりも

最大の貢献をしているのではないかという懸念から、世界の株式と石油価格が下落しました。 

ソース（英語）: https://finance.yahoo.com/news/yuan-wobbles-yen-holds-firm-021008748.html  

4. コモディティ（商品先物） 

中国の需要が一時的に減少するとの懸念から、鉄鉱石の世界価格は先週 10%下落しました。中国は世界の海上鉄鉱石供給

量の 70%を消費しており、鉱業株は急落しています。 

国際エネルギー機関 （IEA）は 2020 年 2 月中旬、コロナウイルスと中国経済への影響により、第 1 四半期の石油需要が前年

同期比日量 435,000 バレル減少する見込みであると発表した。これは、2009 年の金融危機来初めての四半期減少となります。 

ソース（英語）: https://www.iea.org/reports/oil-market-report-february-2020 

 

https://www.reuters.com/article/us-china-health-stocks/coronavirus-infects-asia-stocks-with-exposure-to-china-idUSKBN1ZR0D8
https://www.reuters.com/article/us-china-health-stocks/coronavirus-infects-asia-stocks-with-exposure-to-china-idUSKBN1ZR0D8
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2020-02-mpr-summary.htm
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/press-release-12-feb-2020-repo-rate-unchanged-at-zero-per-cent.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/nyheter--pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/press-release-12-feb-2020-repo-rate-unchanged-at-zero-per-cent.pdf
https://www.rbnz.govt.nz/news/2020/02/official-cash-rate-remains-at-1-percent
https://finance.yahoo.com/news/yuan-wobbles-yen-holds-firm-021008748.html
https://www.iea.org/reports/oil-market-report-february-2020
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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 
 

詳しくは Web サイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

 

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。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

 

 

file://jpxto2611.atrapa.deloitte.com/Dept_TAX/Tokyo/Everyone/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/FC/04.%20Newsletter/2019.12/%E2%96%A0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/BM&C%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
file://jpxto2611.atrapa.deloitte.com/Dept_TAX/Tokyo/Everyone/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/FC/04.%20Newsletter/2019.12/%E2%96%A0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/BM&C%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
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デロイトトーマツ税理士法人 
ファミリーコンサルティング 
パートナー河野絵美 family-consulting@tohmatsu.co.jp 

ニュースレター発行元 

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 
会社概要：www.deloitte.com/jp/tax 
税務サービス：www.deloitte.com/jp/tax-services 
ファミリーコンサルティングサービス：www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 
 

 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社並
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や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法

人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL はクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about  をご覧ください。 
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ービスを全世界で行っています。150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ Fortune Global 500®の 8 割の企業に対してサービス提供

をしています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 286,000 名の専門家については、（www.deloitte.com）をご覧ください。 
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