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今月の主なテーマ 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行の第二波 

一部の国では、都市封鎖措置をとった後、緩和を開始して経済の再開を目指していますが、地域的な感染爆発が発生している国も出
始めています。最も注目すべきは米国で、このコロナウイルスの症例がほぼ 400 万件あり、2020 年 7 月 17 日には一日で 75,000 件以
上の新規感染例を記録するなど、新規感染が波及しているにもかかわらず、現政権は学校の開校と経済の活性化を推進しました。スペ
インでは、地域で経済的制限を再度課すことが必要になるほどの重大な地域単位での感染爆発が発生しており、バルセロナのカタルーニ
ャにおける感染の拡大が最も懸念されています。また、オーストラリア第 2 の都市であるメルボルンでは、新たな事例の急増に対応して、6
週間に及ぶ第 2 の都市封鎖が実施されました。 

ソース（英語）：https://www.nytimes.com/2020/07/17/world/coronavirus-cases-update.html 

ソース（英語）：https://www.bbc.com/news/world-australia-53335745０9 

ソース（英語）：https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53342222 

これらの国々が再び全国的な封鎖を実施しなければならないとすれば、景気後退の長期化は経済に大きな影響を及ぼす可能性があり
ます。また、財政当局が家計や企業に長期的な財政支援を行うための費用を負担できるかどうかも不明です。その一例がイタリアです。
イタリアが世界的な感染の震源地となり、厳しい封鎖措置をとった時、投資家は、イタリアが歳入の大幅な減少と歳出の増加に直面し
て、債務を返済できないのではないかと懸念しました。不足分を穴埋めする唯一の方法は、国債の発行を増やすことですが、それは、すで
に多額の財政赤字をさらに増やすこととなります。投資家達は、このままだと債務が持続不可能になるのではないかという懸念を抱きまし
た。債券利回りは 2020 年 2 月末から 3 月末までに 1%から 2.4%に上昇しました。その後、欧州中央銀行（ECB）が介入し、7,500 億
ユーロの国債購入を約束したことを受けてイタリア国債の利回りは 1.24%まで下がりました。その後、利回りは再び上昇し、2.2%に達しま
した。これは、投資家らが ECB プログラムが十分ではないのではないかと懸念したからです。その後、ECB は資産買い入れ計画をほぼ倍
増することを約束しました。さらに、欧州連合（EU）は独自の公債を発行し、その資金を助成金として加盟国に配分する計画を示しま
した。イタリアの債券利回りは再び低下し、現在は 1.27%で、1 月とほぼ同じ水準になっています。イタリアの債券利回りは、スペイン、ポ
ルトガル、ギリシャの債券利回りと同程度低下しています。 

世界貿易 

世界の貿易量は 2020 年 3 月から 2020 年 4 月まで前月比で 16.2%減少し、過去最大の減少幅となりました。これは 2020 年 2 月か
ら 2020 年 3 月までの 5.4%の減少に続くものとなっています。世界貿易は、世界のすべての地域で減少しましたが、28.5%減少した欧州
で最も顕著でした。米国では 19%、アジア（日本を除く）では 6.9%それぞれ下落しました。物資とサービスの貿易全体は、2020 年 3 月
から 2020 年 4 月まで 12.1%減少しました。貿易の減少は、先進国における需要の減退、サプライチェーンの混乱、施設内での社会的距
離を強制しようとする企業の生産力における制約など、いくつかの要因を反映しており、海運、エネルギー、港湾、陸上輸送、貿易金融
など多くの産業に打撃を与えています。世界貿易機関 （WTO）は今後も貿易抑制が続くと予測しています。さらに、各国政府が外国
との競争から雇用を保護することを意図した更なる保護主義的行動をとるリスクが懸念されます。景気が低迷している時に、こうした措
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置が行われるのは珍しいことではありません。しかし、そのような行動は一般的に、そうでない場合に比べて、より高いコスト、より効率が悪
く、より低い雇用成長をもたらすことが多いと考えられています。米国では選挙年であることから、特に、中国や EU を中心とする保護主
義的な姿勢をとっている国に対しては、現政権がこうした措置をとる可能性があります。 

ソース（英語）：https://www.cpb.nl/en/unprecedented-decline-in-world-trade-in-april-2020 

 

国・地域別のアップデート 

1. 日本 

2020 年 5 月の日本の家計支出は、経済活動に対する政府の規制の影響が大きく、大幅に減少しました。支出額は前年同月比
16.2%減と過去最大の減少幅となりました。裁量支出は特に大幅に減少しました。例えば、衣類への支出は前年同月比 38.3%減、文
化・レクリエーションへの支出は前年同月比 37.9%減でした。一方、食料支出は前年同月比 5.4%減にとどまりました。政府は 5 月、市
民に自宅待機を奨励し、レストランやホテル、交通機関への支出が減少しましたが、6 月までに、政府は規制を緩和しました。しかし、一
部のアナリストは、コロナウイルスへの警戒感や景気後退のニュースを考慮すると、日本の消費者が大幅に消費を拡大させることに消極的
になるのではないかと懸念しています。政府は現金で家計を支援してきましたが、サービス業の失業率は今後も高いままだと考えられてい
ます。さらに、アナリストたちは今年、特にコロナウイルスによって混乱している部門でボーナスが抑制されると予想しています。日本では、ボー
ナスという形で支払われる報酬の割合が特異的に高いことから、ボーナス支給額が過去に比べて大幅に減少すれば、今後の支出に悪影
響を及ぼす可能性があります。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/japan-stocks-midday/japanese-shares-fall-as-household-spending-slumps-
softbank-group-soars-idUSL4N2EE0RX 

ソース：https://jp.reuters.com/article/houshold-consumption-idJPKBN24800J 

小売販売額は、2020 年 3 月から 2020 年 4 月にかけて大幅に減少した後、5 月は前月比 2.1%増となりましたが、前年同月比では
12.3%の減少となりました。3 カ月連続で前年同月実績を下回りました。また、裁量部門の販売額が特に大幅に減少しました。例えば、
百貨店などの量販店では前年同月比 34.9%の減収となり、衣料品店が同 34.3%減、自動車販売店が同 35.2%減となりました。一
方、食品・飲料の売上高は前年同月比 2.2%増となりました。5 月の経済活動に対する継続的な制限は、消費者の消費意欲に明らか
に強い悪影響を及ぼしました。1 カ月後に発表される 6 月の経済指標は、経済規制緩和で改善が見込まれますが、社会的距離に関す
るガイドラインは依然として有効です。このため、少なくとも消費者がコロナウイルスの脅威がなくなったと認識するまでは、支出は通常の水
準を下回る可能性が高いと考えられます。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-retail/japans-retail-sales-extend-slump-as-coronavirus-
curbs-keep-shoppers-away-idUSKBN24000L 

5 月の鉱工業生産は、前月比 8.4%減、前年同月比では 25.9%減と引き続き減少しました。これは 12 年前の世界的な金融危機以
来、最も急激な減少幅を記録しました。月間ベースでは、大型耐久財の生産が最も減少し、自動車工業は前月比 23.2% 減少し、鉄
鋼・非鉄金属工業は同 13.8% 減少しました。また、機械生産は同 12%減少しました。生産の減少は雇用市場へのさらなる打撃を伴
い、有効求人倍率は、4 月の 1.32 倍から 5 月は 1.2 倍と、2015 年以来の低水準となりました。一方、日本の景気は回復し始めてお
り、高頻度データによると、需要が改善し始めていることを示しています。これは、今後数カ月で GDP 成長率が回復することを意味してい
るものの、日本の産業部門は、米国や欧州の需要低迷による逆風が続くとみられています。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-output/japan-factory-output-retail-sales-seen-falling-
more-sharply-in-april-reuters-poll-idUSKBN22Y0QA 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-sentiment/japans-service-sector-mood-jumps-in-
june-as-lockdowns-ease-idUSKBN2491B4 

鉱工業生産の低下には、外部環境の弱さも一部関係しています。2019 年以降、米中貿易戦争が始まり、世界的な投資が全般的に
鈍化して以来、アジア地域やその他の地域への日本製品の需要は、日本の経済成長の主要な要因である日本の輸出にとって良い前
兆ではありませんでした。前年同月比でみた輸出は、2020 年 6 月まで 19 カ月連続で減少しています。6 月の輸出は前年同月比で
26.2%減少しました。その結果、輸出は 10 年以上前の世界金融危機時の水準に戻りました。自動車輸出は特に低調で、現在の経済
状況下で家計や企業が消費を抑制しているため、50.1%減少しました。輸出先別では、米国 （46.6%減） 、ドイツ （29.9%減） 、英
国 （51%減） 、シンガポール （27.7%減） 、韓国 （15.1%減）において大幅減でしたが 、中国では （0.2%減） わずかな減少となり
ました。中国経済の急速な回復には、中国の内需と輸出経済に使用される部品の両方において、日本からの安定した輸入が含まれて
いることは明らかです。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-trade/japans-sinking-exports-raise-risks-of-prolonged-
economic-downturn-at-home-and-overseas-idUSKCN24L02M 

ソース：https://jp.reuters.com/article/taiwan-economy-orders-idJPKCN24L13P 
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2. 中国 

中国経済は第 2 四半期に力強く成長しました。実質国内総生産（GDP）は、第 1 四半期に前期比 9.8% と過去最大の減少を記録
した後、第 2 四半期には過去最大の成長率を記録しました。具体的には、実質 GDP が前期比 11.5%（年率換算 54.6%）増加し、
実質 GDP は前年比 3.2%増となりました。中国はこのコロナウイルスに最初に見舞われた経済国であり、最初に回復し始めた経済国で
す。他の主要国では、第 3 四半期に成長が回復する可能性が高いと考えられています。中国経済の強さは、主に政府のインフラ投資と
輸出の強化による産業部門の力強い成長によるものであることが明らかになり、数字上は良い結果だったものの、投資家達は否定的な
反応を示し、株価は急落しました。しかし、個人消費は依然として低迷しており、小売売上高は減少しています。コロナウイルスが消えて
いない現状に鑑み、明らかに消費者は社会的交流を警戒し続けています。投資家にとってのその他の懸念には、米国と中国の関係がま
すます悪化するリスク、米国の制裁や貿易制限が増えるリスク、中国と EU の緊張が高まるリスクが含まれています。 

ソース（日本語）：https://jp.reuters.com/article/china-gdp-idJPKCN24H0AE 

ソース：https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-Q2-GDP-growth-beats-forecasts-and-recovers-to-3.2 

景気回復の一部は、信用取引の広範な利用可能性にも関連している可能性が高いと考えられています。政府の報告によると、2020
年 6 月の新規銀行貸出は 22.3%増加しました。内訳として、住宅ローンや企業向け融資の増加が目立ちました。この背景には、中央銀
行が金利や預金準備率を低く抑える方針を維持していることや、政府が国営銀行に信用拡大を奨励していることが挙げられます。これ
に加え、政府はインフラ整備の財源を増やすべく債券発行を増やす方針です。公共部門の投資は急速に伸びており、経済活動全体を
押し上げているのに一役買っています。一方、中国の中央銀行は、米国や欧州の金融政策の特徴である大規模な資産購入を行ってい
ません。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-china-economy-loans/china-bank-lending-hits-record-1-72-trillion-in-first-
half-after-solid-june-idUSKBN24B1W3 

中国の世界貿易は 6 月に大きく増加しました。輸出（米ドル建て）は前年比 0.5%増、輸入（米ドル建て）は前年比 2.7%増でした。
いずれも前月から改善した結果の数字です。いずれも大きな数字ではありませんが、貿易が 1 年前の水準に回復したことは注目に値しま
す。しかし、2020 年 6 月の対米輸出は前年比 1.4%減、対米輸入は前年比 11.3%増でした。米国政府が新たな関税を実施しないよう
米国からの輸入を増やす圧力に直面している中国にとって、後者の数字は歓迎すべきニュースです。 

ソース（英語）： https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/china-posts-first-import-growth-since-pandemic-
exports-also-up-idUSKCN24F0C1 

ソース：https://jp.reuters.com/article/china-import-export-june-idJPKCN24F0LZ 

今年上半期、東南アジアは EU を抜いて中国と最大の貿易相手国になりました。中国の対外貿易額は最近増加しているものの、地域
によって差があります。例えば、中国の対 EU貿易は 2020年上半期に 5%減少し、対米貿易は同時期に 10%減少しました。一方で、中
国の東南アジアとの貿易は大幅に増加しましたが、この変化の背景にはいくつかの理由があります。中国の製造業者は、コスト削減と米
国の関税回避の両方の目的で、生産の一部を東南アジアに転換しているとみられており、中国と東南アジアの間での部分的な移動が
増えています。加えて、東南アジアとの貿易の増加は、中国の生産者に、ますます米国にとって入手が困難な技術へのアクセスを可能に
しています。例えば、シンガポールは半導体など高付加価値部品の主要供給国であり、ベトナムは低賃金の生産力を供給することに役
立っています。中国と東南アジアの間の貿易の増加は、中国企業による東南アジアへの直接外国投資も伴いますが、そのような投資は
最近のコロナウイルス危機の間に減速しています。最後に、貿易拡大と国境を越えた投資を促進するため、中国と ASEAN は昨年末、貿
易障壁を削減し、既存の自由貿易協定を強化する貿易協定に調印しました。また、中国は一帯一路政策を活用して関係を強化して
いますが、地政学的に見て、東南アジア諸国は厳しい立場に立たされています。彼らは経済的成功を中国に依存していますが、中国の
侵略からの保護を米国に依存しているからです。 

中国の自動運転車スタートアップ WeRide は 7 月 10 日（金）、世界最大の自動車市場が自動運転技術の開発を加速する中、同
社が中国で完全無人運転車の試走を開始する最初の自動運転会社になったと発表しました。 

日産、ルノー、三菱の 3 社が出資する WeRide は、中国南部の広州市の許可を得た後、広州の指定地域で公道走行試験を開始した
と発表しました。 

中国では、トヨタが出資する Pony.ai、Baidu Inc.、Didi Chuxing といった企業も自動運転車のテストを行っていますが、いずれも 1 人か 2
人の安全担当者が乗車しています。乗車している人が、予想外の状況に対して制御するのに対し、WeRideは、必要に応じてリモートセン
ターを利用して車両を制御するとしています。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-china-autonomous-weride/chinas-autonomous-vehicle-company-weride-
starts-driverless-testing-idUSKBN24B03Q 

3. EU とユーロ圏 

欧州各国の政府が封鎖措置を解除した後、消費者支出は目覚ましい回復を見せています。ユーロ圏の 2020 年 5 月の小売売上高は
前月比で 17.8%増加しており、これは、3 月の前月比 10.6%減少と 4 月の前月比 12.1% の減少に続きました。前年同月比では 5.1%
減少しました。 
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国別では、ドイツが 13.9%増、フランスが 25.6%増、スペインが 18%増、オランダが 8.9%増となりました。ドイツとオランダの小売売上高は
前年同期を上回り、フランスとスペインの売上高は前年同期を大幅に下回りました。欧州における消費者の活況は、産業部門の成長
鈍化を相殺するのに役立っています。欧州は、世界的な輸出需要の低迷と企業投資の低迷で打撃を受けています。例えば、ドイツの報
告によると、工場からの受注は、3 月に 15%、4 月に 26.2%減少した後、5 月にはわずか 10.4%しか増加しませんでした。このことは、ドイ
ツの製造業にとって最悪の状況は脱したものの、回復は比較的緩やかであることを意味しています。一方、好調な消費関連指数は第 3
四半期の経済成長にとって良い前兆となっています。 

最後に、消費者支出の改善は、一部には、封鎖後の潜在的な需要の高まりや、コロナウイルスが最初猛威を振るい始めた第 1 四半期
に家計での貯蓄を劇的に増やしたことを反映している可能性があります。EU の報告によると、ユーロ圏における個人貯蓄率は、2019 年
第 4 四半期の 12.7%から 2020 年第 1 四半期には 16.9%に上昇しました。これは所得の小幅な増加と支出の大幅な減少によるもので
す。この劇的な変化は、3 月に起きた可能性が高く、3 月には、各国政府が社会的距離を強制するための措置を導入していました。 

ソース（英語）：https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-salesfigures/euro-zone-retail-sales-in-record-rebound-
in-may-as-lockdowns-eased-idUSKBN2470Y3 

4. シンガポール 

シンガポールの第 2 四半期の実質国内総生産（GDP）は、前期比年率で 41.2%減少し、経済にとって過去最大の減少幅となりました。
実質 GDP は前年同期比 12.6%減少しました。明らかにシンガポールは不況の真っただ中にいます。興味深いことに、製造業は前年同期
比 2.5%増、建設業は同 54.7%減、サービス業は同 13.6%減となりました。製造業の増加のほとんどは、シンガポールの医薬品に対する強
い需要によるものです。その他の製造業は世界的な需要低迷に苦しみました。過去 3 カ月間、シンガポールでは職場や学校が閉鎖され
ましたが、最近は徐々に再開されているにすぎません。シンガポールの通商産業相は、 「今後数カ月の回復への道は難しいだろう。外需の
低迷が続き、各国は局地的な封鎖やより厳格な安全な距離措置を復活させることで、アウトブレイクの第 2 波と第 3 波と戦っているた
め、回復はゆっくりで不均等な道のりになると予想される」と述べています。 

ソース（英語）：https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp2q2020.pdf 
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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 
 コンティンジェンシープランニング 
 後継者育成サービス 
 ファミリーオフィスサービス 

私たちは、オーナーファミリー・ファミリービジネスに寄り添う「番頭さん」として、「誰に聞いたらいいかわからない..」というお客様のお悩みを解
消します。問題がいかに複雑であっても、一つの窓口を通じてファミリーの繁栄をサポートいたします。また、国内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 
 

詳しくはウェブ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-newsletter-jp 

お問い合わせ 

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 
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