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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。 

 

今月の大きなテーマ 

金融市場の暴落 

2020 年 3 月上旬から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中で急速に広まる中、政府によるウイルス蔓延を防ぐた

めのロックダウンの検討や自宅待機要請、企業の出勤・営業停止などを受けて、経済活動が急速に衰退しています。世界の先

進国と新興市場国は共に深刻な景気後退に陥ることが既に予想されており、米国、オーストラリア、日本における歴史上最も長

い経済成長も終わることを示唆しています。中には、1930 年の大恐慌時よりも実体経済が悪化すると予測している人もいま

す。実体経済の低迷に伴い、世界の金融市場は暴落し、投資家やエコノミストが弱気市場（資産価格がピーク時より 20%以上

下落した市場）と呼ぶ状態へ陥りました。例えば、異なる先進国の MSCI 指数で構成される MSCI オールキャップ・ワールド・イ

ンデックスは、2020 年 1 月のピークから 32%下落しました。この結果、投資家は米国財務省短期証券のような安全資産に乗り

換えています。ドイツ国債に対するイタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ギリシャなどのユーロ圏各国の国債利回りは大幅

に拡大しています。また、投資適格社債とハイ・イールド債のスプレッド差が信用市場を圧迫しています。   

MSCI オールキャップ・ワールド・インデックスは 2020 年 1 月のピークから約 30%下落しました  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: investing.com 

新型コロナウイルス感染症の経済的影響に対応するために、世界中の中央銀行と政府は、経済への影響を和らげるため前例

のない行動を取っています。一部では、金融政策によって金利が記録的な低水準まで低下し、米国 10 年債やその他の債券利

回りが過去最低水準に落ち込みました。例えば、新型コロナウイルス感染症の世界経済への影響を懸念し、投資家が安全資

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-march2020.html
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産へ資金を移動したため、2020 年 3 月 9 日までに米国 10 年債利回りは日中取引で過去最低の 0.387%まで低下しました。

これまでの最低は 1.32%であり、わずか 1 年前には米国 10 年債利回りは 2.8%近くに達していたことから、最近の債券利回り

の低下が顕著であることが読み取れます。 

また、サウジアラビアとロシアによる原油減産をめぐる対立 （P6 の 3. コモディティ（商品先物）ご参照）から原油価格も変動して

いますが、経済需要の減少に伴い石油需要も減少しています。 

 

新型コロナウイルス感染症に対するグローバルな政策対応 

世界各国の財政・金融政策当局は、2020 年 3 月に入ってから、経済への悪影響を防ぎ、長期にわたる深刻な景気後退の被

害を抑えるため、異例の措置を講じてきました。 

これまでで最も注目すべき行動は、トランプ政権と米連邦準備制度理事会（FRB）によるものです。トランプ政権は、 新型コロナ

ウイルス感染症の打撃（約 5,000 億米ドル）を受けた経済を支えるため、米国民に 1,000 米ドルの小切手を支給する総額 1 兆

米ドルの景気刺激策を発表しました 。この財政支援策は、オバマ政権がリーマン・ショック後に打ち出した 7,870 億米ドルの支

援策よりも大きい金額となっています。当財政支援策はかなりインパクトがありますが、孤立したままの人々は少ないため、日

常生活必需品以外にお金を費やすことがないかもしれないため、制限されるかもしれません。1 兆米ドルの財政支援策には、

航空業界に対する 500 億ドルの救済融資に加えて中小企業やその他の支出に対する 5,000 億ドル超が含まれています。  

FRB は、2020 年 3 月 4 日に開催した臨時の金融政策会合で 2008 年の金融危機以来初めてとなる行動を起こすなど、いくつ

かの措置を講じてきました。指標となるフェデラル・ファンド（FF）金利を 50 ベーシスポイント引き下げました。一般的に、金融政

策の変更は全く予想されていないときに最もうまく機能します。3 月 12 日、FRB はリバース・レポ業務を拡大し、銀行システム

に 1 兆 5,000 億ドルの流動性を追加しました。そして 3 月 15 日、FRB は FF 金利の誘導目標を 0.00%～0.25%のレンジに引

き下げました。これにより、FF 金利は 2015 年以来続いた引き上げ前の水準まで低下しました。また、FRB は米国債を 5,000
億ドル、住宅ローン担保証券を 2,000 億ドル購入し、量的緩和を再開しました。  

しかし、 新型コロナウイルス感染症 危機を受けた中央銀行の利下げなどは、そのほとんどが解決策にならないとの議論もあり

ます。金融緩和は、金利を低下させることで需要を増やすことを意図しています。しかし、先般のウイルスでは需要が問題では

ありません。むしろ、サプライチェーンが寸断されているため、供給に問題があります。また、需要が弱いのは所得不足や資本

コストが高いからではなく、感染への恐怖と大多数の消費者が家にいるためです。そのため、金融緩和で消費者の購買行動が

変わることは期待できそうにありません。  

その他の世界各国で実施されている取り組みを下表に示します。 

国／地域 財政政策 金融政策 

オーストラリア 114 億米ドルの景気刺激策 政策金利を 0.25%に引き下げ、3 年物のオーストラリ

ア国債の利回りを 0.25%に維持するために量的緩和

を導入しました。 

韓国 98 億米ドルの景気刺激策  

イギリス 3 月 11 日には年間予算で 370 億ドルの財政刺激

策が発表され、3 月 17 日にはさらに大規模な景気

刺激策が発表されました。これには 3,790 億ドル

の事業融資保証、230 億ドルの法人税減税、およ

び小売業やホテル業などウイルス被害が最も深刻

な企業への助成金が含まれます。 

イングランド銀行は 3 月 11 日に政策金利を 0.75%か

ら 0.25%に引き下げ、銀行の自己資本規制比率を引

き下げました。さらに 3 月 19 日には、英国の国債と社

債を 228 億米ドル買い、政策金利を 0.25%から

0.10%に引き下げると発表しました。  

欧州  3 月 12 日、2020 年中に 1,280 億米ドルの債券購入を

追加すること、銀行の資本要件を緩和すること、目標と

する長期リファイナンス・オペレーション（TLTRO）の金

利を引き下げること、融資要件を緩和することなどを含

む、いくつかの金融刺激策を発表しました。 

そして 3 月 19 日、欧州中央銀行（ECB）はパンデミック

緊急購入計画（PEPP）という資産買い入れプログラム

を発表し、2020 年を通じて約 8,000 億米ドルの追加的

な債券を購入する方針を示しました。 

https://www.rba.gov.au/media-releases/2020/mr-20-08.html
https://www.rba.gov.au/media-releases/2020/mr-20-08.html
https://www.rba.gov.au/media-releases/2020/mr-20-08.html
https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2020/monetary-policy-summary-for-the-special-monetary-policy-committee-meeting-on-19-march-2020
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200312%7Ef857a21b6c.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1%7E3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1%7E3949d6f266.en.html
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ドイツ ドイツはドイツ復興金融公庫（KfW）に対し、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を緩和するために企業

に 6,100 億米ドルもの融資を行うことを承認しまし

た。 

 

フランス 490 億米ドルの援助と 3,000 億米ドルまでの銀行

融資を保証。 
 

イタリア 280 億米ドルの援助。   

日本 政府は 2 つのパッケージを発表しました。1 つは 2
月に 150 億米ドル、もう 1 つは 3 月に 40 億米ドル

追加しました。  

日本銀行は上場投資信託（ETF）の購入枠を年間 560
億米ドルから 1,120 億米ドルに倍増させるほか、社債

やコマーシャルペーパーの購入も増加させる方針を発

表しました。さらに、ウイルスによって被害を受けた企

業への融資を増やすために、0%の金利融資を行う新

しいプログラムを発表しました。 

カナダ 企業を支援する 71 億米ドルのパッケージ。 3 月 4 日に カナダ銀行は政策金利を 1.75%から

1.25%に引き下げ、3 月 13 日に 0.75%に引き下げま

した。 

Source: investopedia.com. 記事はこのリンク.からアクセスできます。 

また、3 月 15 日には、カナダ、英国、日本、米国、スイス、欧州中央銀行が米ドル建て流動性スワップの金利引下げに合意し、

3 月 19 日には、FRB がオーストラリア、ブラジル、デンマーク、韓国、ニュージーランド、シンガポール、スウェーデンの中央銀

行との間で米ドル建て流動性スワップを締結することを発表しました。  

2020 年 3 月初旬、世界銀行は、 新型コロナウイルス感染症の流行による健康と経済への影響に取り組む国々を支援するた

め、当面 120 億ドルの資金提供を発表しました。さらに、3 月 4 日に国際通貨基金（IMF）は、最貧国に対する 100 億ドルの無

利子融資を含め、 新型コロナウイルス感染症への対応のために 500 億ドルの融資を提供しました。また、3 月 16 日に、IMF
は「我々のメンバーシップを支援するために 1 兆米ドルの融資能力を動員する用意がある。」 と述べました。 

ソース（英語）: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-
billion-immediate-support-for-covid-19-country-response 

ソース（英語）: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-
address-COVID-19 

 

アジア PMI 調査データ 

アナリストは、この期間と近い将来に経済データが大幅に悪化すると予測していますが、実際の経済データ （「ハード」 データと

呼ばれるもの） は数カ月の遅れがあります。しかし、期待要素などを含んだ購買担当者景気指数（PMI） などの調査データ 
（「ソフト」 データと呼ばれるもの） は頻繁に公表されており、投資家や経済学者に短期的な洞察を与えています。PMI データの

1 つは、GDP の予測変数として使用されているため、いくつかの洞察を提供することができます。PMI は、製造業やサービス業

における活動の方向性を示すことを目的とした先行指標で、生産、新規受注、輸出受注、雇用、価格設定、在庫などのサブイン

デックスに基づきます。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。数字が大きくなればなるほど、成長は速く

なり、逆もまたしかりです。 

中国は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた最初の国であり、経済への影響は直接的に国内に及び、また、中国への輸

出に依存している日本や韓国のような隣国にも当初より影響を及ぼしています。3 月の調査データが公表された後、経済危機

が深刻化したため、4 月の調査データに世界経済への影響が含まれるのも無理はなく、日本や韓国の PMI も悪化する可能性

が高いです。 

中国国家統計局は、2020 年 2 月に製造業とサービス業の PMI が大幅に低下したと発表し、経済活動が崩壊しつつあることを

示唆しました。 

2 月の最新報告によると、製造業 PMI は 1 月の 50.0 から、2 月は 35.7 と、2008-09 年の世界金融危機時の 38.8 を下回る過

去最低を記録しました。2020 年 2 月の報告では、さらに、輸出受注のサブインデックスが 28.7 まで低下するなど、貿易がほぼ

枯渇し、世界のサプライチェーンがかつてないほど混乱したことが示されました。また、雇用サブインデックスは 31.8 となり、移

民労働者の不足により、企業が通常の雇用を維持することができなかったことを示しています。 

https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200316b.pdf
https://www.bankofcanada.ca/2020/03/fad-press-release-2020-03-04/
https://www.bankofcanada.ca/2020/03/bank-of-canada-lowers-overnight-rate-target-to-%c2%be-percent/
https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-COVID-19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-COVID-19
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中国国家統計局の公表したサービス PMI は 1 月の 54.1 から 2 月には 29.6 に低下し、これも過去最低となりました。これまで

の最低は 2011 年 11 月の 49.7 でした。サービス PMI には、小売、観光、金融サービス、運輸、流通、医療、教育などの業界

における活動を反映しており、この急激な減少は、人々の移動に対する制限の影響と、多くの労働者が仕事に復帰できていな

いという事実を示しています。また、人々が家にいて、買い物をしたり娯楽施設や観光地を訪れたりしていないという事実も反映

しています。中国政府が経済成長の下支えを期待していた建設活動の指数も、1 月の 59.7 から 26.6 に急落しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/china-economy-pmi-factory-official/rpt-update-2-china-feb-factory-activity-
contracts-at-record-pace-as-COVID-19-bites-idUSL4N2AV01L  

公的 PMI は国営企業に重点を置いているのに対し、Markit PMI は民間企業に偏っており、最新のデータも芳しくありません。  
製造業の Markit PMI は、1 月の 51.1 から 2 月には 40.3 に減少し、活動の急激な低下を反映しています。これは 2004 年に

調査が始まって以来、最低の水準でした。すべてのサブインデックスにおいて急落しており、輸出受注のサブインデックスは 10
年前の通貨危機以来、最も低い水準に落ちました。 

日本の製造業 PMI は 1 月の 48.8 から 2 月には 47.8 に低下し、2016 年 5 月以来の低水準となり、新規受注は直近 7 年で最

も大きく急落しました。特に投資財の新規受注が低調で、日本企業が投資を見送っていることがうかがえます。2020 年 2 月の

輸出受注は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中国からの受注が大幅に減少したことにより、15 カ月連続で減少しま

した。Markit は、日本企業が中国から必要な部品を入手するのが困難な状況である事を報告しました。しかし、Markit は日本

の製造業の弱さは 「新型コロナウイルス感染症の影響だけでは説明できないため、日本の製造業の不況はさらに深刻化する

だろう。」 とコメントし、消費者や企業の国内需要の弱さを指摘しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-pmi/japans-factory-activity-shrinks-at-fastest-pace-
since-2016-on-COVID-19-hit-pmi-idUSKBN20P01G 

韓国の製造業も新型コロナウイルス感染症の被害を受けており、製造業 PMI は 1 月の 49.8 から 2 月には 48.7 に減少しまし

た。生産高は過去 5 年間で最も速いペースで減少し、自動車部門では工場の活動にかなりの混乱が生じたと Markit は報告し

ました。また、輸出受注も 6 年ぶりに減少しました。 

 

グローバル航空業界 

国際航空運送協会（IATA）は 2020 年 3 月 5 日に、2008-09 年の金融危機で航空会社が被った損失と同程度の最大 1,130
億米ドルの損失に直面する可能性があるとの分析結果を発表しました。この損失のうち 580 億米ドルはアジア太平洋地域にお

けるものです。このような損失が予想されるため、投資家は航空会社株式への投資を大幅に抑制しています。 

ソース（英語）: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/COVID-19-updated-impact-
assessment/ 

これまでのところ、被害の多くは国際線によるものですが、米国の大手航空会社 2 社のユナイテッド航空とジェットブルー航空

は国内線も縮小することを発表しました。ユナイテッド航空が国内線を 10%、国際線を 20%削減すると発表し、ジェットブルー

航空は全体の 5%削減すると発表しました。一方、デルタ航空は需要が回復し始めるまで運航を 70%以上縮小し、600 機を駐

機させると発表しました。デルタ航空は他にも、企業の支出を半減させる措置などを取ることを発表しました。 

欧州の主要航空会社も運航数を削減することを発表し、ブリティッシュ・エアウェイズは定期便 400 便の運航を停止、ルフトハン

ザ航空も 763 機のうち 700 機を駐機させて運航能力を削減するとともに、役員報酬を 20%削減することを発表しました。アジ

アでも主要航空会社は運航数を減らし、特に中国発着便への依存度が高い航空会社は大幅に削減しています。中国の国際線

では予約済旅券数の 80%をキャンセルし、国内線も 60%減少しました。日本でも国際線の乗客者数は 20%減少しています。

IATA は、既存の規則の下では、航空会社が主要空港の貴重な発着枠を使用しなければ、それらの発着枠を失う可能性があ

ることを懸念していると述べ、当局に対し、これらの規則を一時的に停止するよう求めました。その他にも、政府に航空税の一

時減税を求めました。一方、航空輸送の減少は、ホテル、レストラン、旅行会社、会議施設、陸上輸送、小売など関連産業にも

波及するものとみられます。 

航空会社は、生き残りのために国からの助成金が必要になる可能性が高いと述べています。航空会社はすでに一時解雇や人

員削減を実施していますが、航空業界が存続するためにはさらなる措置が必要です。例えば、米国では、500 億米ドルの融資

に相当する救済策がまとめられました。航空業界は助成金を要求しましたが、政府はこれを許可しませんでした。トランプ政権

の融資提案は、一定のサービスを維持し、融資が返済されるまで役員報酬の増加を制限することを航空会社に求めています。

インド政府は、新型コロナウイルス感染症によって打撃を受けた航空会社を支援するために、最大 16 億米ドルの救済策を計

画しました。台湾交通部（運輸省に相当）は、各航空会社に対し、ローンの借り換えや運転資金の提供などの支援を目的とする

ために、資本要件や資金計画の提出を求めることを発表しました。ニュージーランドでは、国民でも住民でもない人々に対し政

府が国境を閉鎖することを発表するとともに、3 億 4,400 万米ドルの航空支援策の概要を説明しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-health-COVID-19-airlines/airline-industry-turmoil-deepens-as-COVID-
19-pain-spreads-idUSKBN21542J?feedType=RSS&feedName=businessNews 

https://www.reuters.com/article/china-economy-pmi-factory-official/rpt-update-2-china-feb-factory-activity-contracts-at-record-pace-as-coronavirus-bites-idUSL4N2AV01L
https://www.reuters.com/article/china-economy-pmi-factory-official/rpt-update-2-china-feb-factory-activity-contracts-at-record-pace-as-coronavirus-bites-idUSL4N2AV01L
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-pmi/japans-factory-activity-shrinks-at-fastest-pace-since-2016-on-COVID-19-hit-pmi-idUSKBN20P01G
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-pmi/japans-factory-activity-shrinks-at-fastest-pace-since-2016-on-COVID-19-hit-pmi-idUSKBN20P01G
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/COVID-19-updated-impact-assessment/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/COVID-19-updated-impact-assessment/
https://www.reuters.com/article/us-health-COVID-19-airlines/airline-industry-turmoil-deepens-as-COVID-19-pain-spreads-idUSKBN21542J?feedType=RSS&feedName=businessNews
https://www.reuters.com/article/us-health-COVID-19-airlines/airline-industry-turmoil-deepens-as-COVID-19-pain-spreads-idUSKBN21542J?feedType=RSS&feedName=businessNews
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国・地域別のアップデート 

中国 

新型コロナウイルス感染症は、中国の貿易に重大な悪影響を及ぼしました。中国は通常、旧正月の影響により各月のデータが

歪む可能性があるため、1 月と 2 月の貿易統計を統合して発表していますが、2020 年 1~2 月のドル建て輸出額は、前年比

17.2%減となり、2020 年 12 月の 7.9%増と比べると新型コロナウイルス感染症の影響がうかがえます。輸出の減少は国全体

で発生しており、これまでの米国の関税による貿易制限や需要の低迷によるものではありません。むしろ、中国の労働人口の

減少、工場の生産量の減少、交通の乱れ、移動の制限などを反映しています。また、2020 年 1~2 月の中国への輸入は、中国

の工場生産の減少とそれに伴う部品需要の減少を反映して 4%減少しました。 

中国の銀行貸出は 2020 年 1 月に過去最高を記録した後、2 月には新型コロナウイルス感染症の影響で激減しました。1 月の

4,800 億米ドルから 2 月には 1,300 億米ドルに減少し、家計・企業からの借入ともに減少しました。しかし、多くの企業は、中小

企業の既存債務を肩代わりする中央銀行の特別支援を利用しました。 

中国で最初に公表された GDP に関連するデータには投資に関連するものがあります。2020 年 1~2 月の固定資産投資は、前

年比 24.5%減と過去最低を記録しました。減少はすべての部門と公共・民間部門の投資を含んでいます。2019 年に固定資産

投資は 5.4%増加しましたが、それ自体も歴史的には低調な実績でした。また、2020 年 1~2 月の鉱工業生産は前年同期比

13.5%減少しました。これは 1990 年以来初めての減少でした。業種別では、輸送用機器 （28.2%） 、機械 （24.7%） 、繊維 
（27.2%） などが大幅に減少しました。その他にも、産業輸出は前年比 19.1%減となりました。後者の数字は、製造業における

グローバルサプライチェーンの急落の報告と一致しています。2020 年 1~2 月期の小売売上高は前年同期比で 20.5%減少し、

2019 年 12 月の 8%の増加と比較しても大きく減少した事が読み取れます。多くの都市が部分的に封鎖され、湖北省も完全に

封鎖されたため、中国では外出して自由に買い物をすることができませんでした。 

 

資本市場 

2020 年 2 月末、中国では新規患者の発生率が日増しに低下していることが明らかになりましたが、それ以外の地域では新規

患者数が増加しており、特に韓国、イタリア、イランで増加しています。2020 年 3 月中旬頃には、新型ウイルス感染の震源地

は西欧と米国になりました。中国の短期間における経済的運命は不明ですが、厳しいものと予想されており、新型コロナウイル

ス感染症の世界的拡散が急速に加速していることから、深刻かつ長期に渡る世界不況への懸念が高まっています。投資家

は、ウイルスの経済的影響が世界のサプライチェーン、特に 「ジャストインタイム」 製造に影響を与え、すでに苦境に陥っている

産業にさらに大きな苦痛をもたらし、多くの国での市民の閉じ込めが、バー、ホテル、レストランなどの生活必需品でない全ての

消費と小売/レジャー型サービスを混乱させることを恐れています。先進国では、消費が GDP の最大の構成要素であることが

多いですが、新型コロナウイルス感染症が引き起こすような供給ショック、すなわち金融政策決定者がとる行動は、このようなシ

ョックがあっても需要には影響しません。そのため、重要な金融政策措置が発表された後も市場は暴落を続けています。 

1. 株式 

本稿の P1 のグラフに示されているように、世界的な株価下落により、2016 年 1 月以来のすべての利益が帳消しになりまし

た。日々の価格変動の中には信じられないほど大きなものもあれば、過去最大の騰落を更新しているものもあります。例えば、

ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均では、1987 年 10 月 18 日のブラックマンデーにおける 1 日の下落率が 22.6%と史上最大

の暴落を記録しています。そして、史上 2 番目の暴落は 2020 年 3 月 16 日に発生し 12.9%も下落しました。これは、大恐慌の

きっかけとなった 1928 年 10 月 28 日の 12.8%を超える暴落です。ちなみに、リーマン・ショック時における 1 日の最大下落率

は、2008 年 10 月 15 日に記録した 7.9%にとどまっています。  

既に述べたように、世界の株式市場は弱気相場圏（過去最高値から少なくとも 20%下落している）に陥っています。下の表が示

すように、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡散する直前の 2020 年 2 月に直近最高値または最高値に達した多くの指

数は、大幅な下落を経験しています。その中でも下落が大きいのはヨーロッパ諸国、特に症例数の多いイタリアとスペインに加

えて米国です。 
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上記の上海総合指数は 2020 年 1 月下旬から新型コロナウイルス感染症の影響を受けていたことから明らかな例外と言えま

す。2020 年 1 月 20 日以降、上海総合指数は 14.6%下落していますが、指数の下落率が鈍っているのは、中国国内で新たな

症例が発生しておらず、発症者も海外から中国に戻ってきた人たち及びその方々に接触した人たちに、限られているからです。 

2. 金利 

新型コロナウイルス感染症 が世界経済に与える影響への懸念が高まる中、投資家が安全資産を物色したため、2020 年 3 月

9 日までに米国 10 年債の利回りは日中取引で過去最低の 0.387%まで低下しました。これまでの最低値は 1.32%で、1 年前

の 2.8%近くの利回りと比較しても大きく下落しています。 

サプライチェーンや需要に影響を与える新型コロナウイルス感染症の拡散で企業収益が悪化すると予想される中、投資家が投

資適格債等の安全性を求めているため、ジャンク債と優良債の利回り格差など、リスクスプレッドが拡大しています。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/china-health-bonds/COVID-19-outbreak-curbs-typically-immune-
investment-grade-bond-issuance-idUSL5N2AS922  

3. コモディティ（商品先物） 

2020 年 2 月下旬から 3 月にかけて、石油価格は需給要因（下表をご参照）の組み合わせによって 50%以上下落し、2014 年

と 2015 年の米国のシェールガスがもたらした世界的な石油供給過剰の時よりも下落しました。  

需要と供給の両方の要因により、原油価格は 10 年ぶりの安値に下落しました  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: investing.com 

新型コロナウイルス感染症の影響による石油需要の減退と、中国国内の主要都市・地域における操業停止・検疫による産業へ

の影響により、3 月初旬に石油輸出国機構（OPEC）とロシアによる供給削減に関する会議において、各国は石油生産削減に

ついて合意することができず、2020 年 3 月 6 日金曜日に決裂しました。その代わりに、サウジアラビアは石油の需要を増やす

ために価格を引き下げる計画を推し進めました。これにより、OPEC 加盟国とロシアが主導する非加盟 10 カ国による 4 年間の

協力体制が終わりを告げたと考えられます。 

上記に対し、ロシアは原油安には 10 年まで耐えられると表明しています。これは、長期にわたるサウジアラビアとの紛争と原

油安を示唆しています。ロシアは、原油安の影響を緩和するため、1,500 億米ドルの政府系ファンドへ投資する可能性を示唆し

ました。ロシアにはサウジアラビアのような資金力はありませんが、この戦略を堅持すると見られており、ロシアのエネルギー相

も、同国には 「予想される価格帯で競争力を維持し、市場シェアを維持する」 ための資源があると述べています。あるロシアの

石油会社幹部は、米国のシェール生産者との競争が激化しているため、生産削減は無意味だと語っています。ロシアは、価格

の急激な下落に貢献することで、米国のシェール生産者の多くを廃業に追い込み、ウイルス鎮静後の価格回復のための環境

を整えることに賭けています。ロシアはまた、もしロシアが譲歩しないとわかれば、サウジアラビアが生産削減を確信するだろう

とも賭けています。 

しかし、サウジアラビア側は 4 月から再び生産量を大幅に増やし、日量 1,230 万バレルに引き上げるとしており、以前の予想よ

り 250 万バレル多い生産量になっています。4 月まで増産をしないと発表したことから、市場はすぐには反応しませんでした。

投資家はこれを交渉戦術と見ていますが、それ以来、ウイルスの広がりが悪化し続ける中で原油価格も下がり続け、経済危機

が世界的に悪化する予測もあるため、将来にわたって需要は下がり続けるとも予想しています。 

https://www.reuters.com/article/china-health-bonds/COVID-19-outbreak-curbs-typically-immune-investment-grade-bond-issuance-idUSL5N2AS922
https://www.reuters.com/article/china-health-bonds/COVID-19-outbreak-curbs-typically-immune-investment-grade-bond-issuance-idUSL5N2AS922
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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 
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 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。 
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http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-newsletter-jp
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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

びにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会

社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グル

ープは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリ

ー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に 1 万名以上の専門家を擁し、多国籍企業

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。 

デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよび

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あり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、

香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する第一級のサ

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。 

本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト トーマツ税

理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに無断で転載、複製等

をすることはできません。 
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロイトネット

ワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある一切の

決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわたる部分は筆者の私見であ

り、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が被った損失について一切責

任を負わないものとします。 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co. 

mailto:family-consulting@tohmatsu.co.jp
mailto:tax.cs@tohmatsu.co.jp
http://www.deloitte.com/jp/tax
http://www.deloitte.com/jp/tax-services
http://www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
https://www.deloitte.com/jp
http://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/

	今月の大きなテーマ
	金融市場の暴落
	新型コロナウイルス感染症に対するグローバルな政策対応
	アジアPMI調査データ
	グローバル航空業界

	国・地域別のアップデート
	中国

	資本市場
	1. 株式
	2. 金利
	3. コモディティ（商品先物）

	参考文献
	Deloitte Private Japanとファミリーコンサルティングサービス
	過去のニュースレター
	お問い合わせ
	ニュースレター発行元

