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今月の大きなテーマ 

グローバル PMI 

2020 年第 2 四半期に入って最初の重要な世界経済データである 4 月の IHS Markit Purchasing Manager Indexes (PMI) 
は、経済活動が著しく停滞し壊滅的な状況にあることを示すものとなりました。米国とヨーロッパの調査期間はロックダウンが実

施された最初の月に当たり、製造業 PMI 及びサービス業 PMI がともに急速に低下しました。特に、運輸、小売、接客業などの

サービス業が急速に減少しました。これらの産業は多くの地域で完全に閉鎖させられ、顧客をほぼ完全に失ったためです。サ

ービス業 PMI の多くは過去最低を記録しました。PMI は製造業及びサービス業の今後の景気動向を占う先行指標です。50 を

上回ると経済活動の改善、50 を下回ると悪化を意味します。また、数字が大きいほど成長が速くなり、逆もまた同様です。 
 

【表】各国の製造業とサービス業の PMI（2020 年 4 月時点） 

国 製造業 PMI サービス業 PMI 
2020 年 3 月 2020 年 4 月 2020 年 3 月 2020 年 4 月 

グローバル 47.3 39.7 36.8 24.0 
アメリカ 48.5 36.1 39.8 27.0 
カナダ 46.1 33.0  
ブラジル 48.4 36.0 34.5 27.4 
ユーロ圏 44.5 33.6 26.4 12.0 
ドイツ 45.4 34.5 31.7 16.2 
フランス 43.2 31.5 27.4 10.2 
イタリア 40.3 31.1 17.4 10.8 
スペイン 45.7 30.8 23 7.1 

イギリス 47.8 32.9 34.5 13.4 
トルコ 48.1 33.4  
中国 49.4 50.1 43.0 44.4 
インド 51.8 27.4 49.3 5.4 
日本 41.1 37.8 33.8 22.8 
韓国 44.2 41.9  
台湾 50.4 36.1  
オーストラリア 53.7 35.8 38.7 27.1 
ソース（英語）:IHS Markit 、 tradingeconomics.com 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/fc/jp-fc-global-economics-markets-may2020.pdf


 

ソース（英語）: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases  

世界の不動産業に対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 

世界の不動産市況データを入手するには時期尚早ではありますが、不動産業を営む Jones Lang Lasalle (JLL) 社は、 新型コ

ロナウイルスが経済へ与える影響、そして新型コロナウイルスによる人々のライフスタイルの変化が不動産市場をどのように変

えていくかについて見解を述べています。  

中長期的には、多くの企業が大規模な設備投資プロジェクトや従業員数の確定的な予測を避けることから、フレキシブル・オフ

ィススペースに対する需要は今後も維持される見込みです。柔軟な条件で対応可能なスペースに対する需要は高まることでし

ょう。在宅勤務の経験は、環境変化に対応できる資産ポートフォリオを採用し、物理的なオフィスを新たな環境に適応させる必

要性を高めることになります。 

オフィス市場の動向は、政府の危機管理能力だけでなく、スペースの使用方法に構造的な変化が生じる可能性やオフィス内の

従業員密度を下げる取り組み、遠隔勤務を選択するかどうかなどの影響を受けます。 

小売業者にとって、短期的に最大の焦点となるのは現金の確保です。一部の小売業者やレジャー事業者は、リアル店舗の収

益減少を相殺するためのオプションを模索しています。例えば、一部のジム運営者は、オンラインセッションを配信するための

会員制サービスを提供しており、高級レストランは配達等で食事を提供しています。一方で、お客様は企業の社会的責任につ

いても注意深く監視しています。化粧品や高級ブランドの多くは、多額の寄附とマスクや手指消毒剤の製造に加えて、化粧品や

ファッションのヒントを共有するためにライブストリーミングを採用しています。消費者が一時的に消費を支配する中で、小売業

者が社会的責任を果たすことが求められています。 

長期的には、小売業者は業務やサプライチェーンを見直す必要があります。オンライン注文を処理するための適切なインフラを

持つことは、取引をする上で引き続き重要です。小売市場の構造変化が加速する中で、柔軟なオムニチャネル型小売モデルへ

の移行と持続可能な生産活動が一層重視されます。そのためには、地主と小売店との連携強化が必要になります。 

物流セクターでは、サプライチェーンリスクの軽減と回復力が事業者にとって重要な焦点となります。企業はますます製造の国

内回帰や近隣諸国への業務委託を検討するようになり、国内のサプライチェーンの独立性を改めて強調することは、この国内

回帰傾向を加速させます。流通ネットワークは、生産や流通プロセスのリスクを軽減するために、どの国にも依存しなくなり、複

数の施設や場所を対象とする戦略が強化されます。また、港湾の多様化戦略の展開や、多様な輸送手段を提供する地域への

投資など、輸送手段の多様化も進めています。 

これは、製造施設と関連する物流手段に対する地域的な需要を増加させる可能性が高い一方で、世界貿易の成長の鈍化と主

要な港におけるコンテナ数の減少につながる可能性があります。これに伴い、非常に効率的なサプライチェーン（在庫率が低

い）を持つ企業は、在庫水準の向上を検討するかもしれません。 

この世界的流行は、オンライン活動の普及率増加、オンライン食料雑貨店の拡大、オムニチャネル小売業、倉庫へのテクノロジ

ーの統合など、業界全体の傾向を加速させます。新型コロナウイルスの前は、産業と物流のファンダメンタルズが非常に強く、

需要は極めて旺盛で、空室率も過去最低に近い水準にありました。コロナの世界的流行によって、サプライチェーンと物流不動

産の重要性は再認識され、新型コロナウイルスが落ち着いた後の回復にも対応できる立場にあります。 

ひとたび旅行業界が回復し始めると、旅行のパターンはリゾート地等のより密度の低い市場へとシフトし、旅行者がオープンス

ペースにいて大勢の人を避ける傾向になることが予想されます。人が集まる宿のタイプも変わるかもしれません。人々は他人

の近くにいることをより自覚するようになり、清潔さの基準が疑わしい公共の場所で感染するリスクを恐れています。主に宿泊

施設を代替していた非専門的な宿泊施設は、健康と幸福に重きを置く宿泊客からの監視と圧力の増加に直面する可能性が高

いです。 

JLL は、不動産セクターに影響を与えている 5 つのメガトレンドとして、企業の外部委託の増加、不動産への資本配分の増加、

急速な都市化と都市建設、新技術の採用、より持続可能な未来を構築し気候変動に対応する行動、を挙げています。 

これらのトレンドは今後も続くと思われますが、いくつかの新しい特徴と注目すべき点が考えられます。 

1) 企業の外部委託の増加： 現在進行中の感染症は長期的に外部委託の傾向を加速させます。事業継続のための第三者

からの不動産サービスの提供に対するニーズが高まり、よりデジタルで、柔軟で、健康志向のワークソリューションを含

む、新しい職場デザインに対する需要が増加します。 

2) 不動産への資本配分の増加： 低金利環境と金融資産価格の乱高下は、ポートフォリオの分散化を後押ししています。他

の資産に比べて相対的に高いリターンを提供し続けている不動産の 「質への逃避」 は、増加する見込みです。 

3) 都市化： この世界的流行が都市化の長期的な傾向を遅らせる可能性は低いですが、都市設計の再考を促し、拡張性の

あるスマートシティソリューションの開発、特に公衆衛生と安全に焦点が当てられ、公共インフラへの投資が増加されると

考えます。 

https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases


 

4) テクノロジー： 現在の感染症によるリモートワークの増加は、ロボット工学、IoT、ビッグデータ、無人車両など、第 4 次産

業革命のペースをさらに加速させます。 

5) 持続可能性： 企業の CSR 活動がより着目され、それに伴い、社会やエコシステムの脆弱性に対する認識が高まります。 

ソース（英語）: https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/trends-and-insights/research/covid-19-global-real-estate-
implications#capital    

 

国・地域別のアップデート 

1. 日本 

日本経済は 2020 年第 1 四半期に 2 四半期連続のマイナス成長を記録した後、景気後退局面に陥りました。2020 年第 1 四

半期の経済は前四半期比で-0.9%、年率換算では-3.4%とマイナス成長となり、2019 年第 4 四半期の前四半期比-1.9%に続く

結果となりました。民間需要が 2020 年第 1 四半期に縮小したのは、個人消費の前四半期比 0.7%減少、設備投資の 0.5%減

少、および住宅投資の 4.5%減少によるものです。対外部門では、財・サービスの輸出が前四半期比 6%減少、年率でも-
21.8%と減少し、輸入は前四半期比 4.9%減少、年率でも-18.4%と減少しました。対外部門の低迷は、中国経済をはじめとする

国際市場が日本経済の成長にとっていかに重要であるかを示しています。今回の景気後退は、2019 年 10 月からの消費税率

引き上げによる消費の低迷が起きた時期より予想されていました。新型コロナウイルスの経済への影響は、第 1 四半期の後半

に発生した可能性が高く、これを裏付けるデータは、日本経済研究センターが公表している実質 GDP の月次推計にも示されて

います。この推計によると、 新型コロナウイルスによる需要の低下とサプライチェーンへの影響から、2020 年 3 月の GDP は

前月比 3.5%減少しました。 

新型コロナウイルスの影響が数字として最も現れるのは、政府がウイルス拡散を最小化するために一時的に事業閉鎖等の措

置を講じた 2020 年第 2 四半期となる可能性が高いです。 

ソース（英語）: https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/pdf/main_1e.pdf   

ソース（英語）: https://www.jcer.or.jp/english/jcer-march-2020-monthly-gdp-estimate 

ソース（英語）: https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-GDP-shrinks-3.5-in-March-amid-pandemic-JCER  

日銀は 2020 年 4 月 27 日の金融政策決定会合で、国債の買い入れ上限を撤廃し、適切に機能している信用市場を維持する

ために必要に応じて資産購入を行うことを明らかにしました。また、政府が新たに経済活動を規制している中で、日銀は国債を

買い入れるだけではなく、社債やコマーシャルペーパー（CP）の購入、中小企業への重点的な支援などを通じて信用市場の緩

和を図っています。この日本の景気後退は、世界的な貿易・投資の減速や、2019 年 10 月の消費税増税の影響による家計消

費の伸び悩みにより、経済危機以前から景気後退に陥る可能性が予想されていました。  

ソース（英語）: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200427a.pdf  

日本の 3 月の世帯収入が前年同月比で 0.1%増加したにも関わらず、3 月の消費支出は前年同月比 6%減と、5 年ぶりのマイ

ナス幅となり、6 カ月連続の減少となりました。世帯収入は伸びていますが、ボーナス収入は減少しております。支出面では、一

部のカテゴリーで特に大幅な減少が見られます。例えば、衣服や靴への支出は 26.1%減、文化や娯楽への支出は 20.6%減、

教育への支出は 17.4%減でした。  一方、食料費は 2.4%減にとどまり、住宅費は 1.8%増という結果になりました。日本政府が

緊急事態宣言を出したばかりですので、4 月には支出の減少が加速する可能性があります。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-spending/pandemic-sets-japan-on-course-for-deep-
recession-as-spending-services-plunge-idUSKBN22J3OF  

 

2. 米国 

米国経済は、2020 年第 1 四半期に年率 4.8%のマイナス成長となり、10 年以上前の世界金融危機以来の急激な落ち込みと

なりました。四半期全体の下落幅からは四半期末の実態は見えてきません。1 月の経済成長率は良好で、中国のサプライチェ

ーンの寸断の影響を受けて 2 月にはやや低下し、3 月には大幅に減少しましたが、その大部分は 3 月後半によるものです。経

済学者の予想よりも実際の減少幅が小さかったのは、政府が 3 月に収集したデータの多くが 3 月前半のものであったためで

す。比較する上で、米国経済に連動する傾向がある隣国カナダのデータを調べることが役に立ちます。カナダは米国とは異な

り、毎月の GDP データをまとめており、カナダの最新データによると、実質 GDP は 2020 年 2 月から 2020 年 3 月にかけて

9%減少しました。このように、第 1 四半期の米国 GDP の減少は、3 月に起こったことを反映していると考えるのが妥当です。さ

らに、米国の減少の大部分が多くの州で封鎖が命じられた 3 月末に発生したことから、米国の GDP は 2020 年第 2 四半期に

大きく悪化するものと考えられます。   

ソース（英語）: https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-1st-quarter-2020-advance-estimate  

https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/trends-and-insights/research/covid-19-global-real-estate-implications#capital
https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/trends-and-insights/research/covid-19-global-real-estate-implications#capital
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/gaiyou/pdf/main_1e.pdf
https://www.jcer.or.jp/english/jcer-march-2020-monthly-gdp-estimate
https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-s-GDP-shrinks-3.5-in-March-amid-pandemic-JCER
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200427a.pdf
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-spending/pandemic-sets-japan-on-course-for-deep-recession-as-spending-services-plunge-idUSKBN22J3OF
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-spending/pandemic-sets-japan-on-course-for-deep-recession-as-spending-services-plunge-idUSKBN22J3OF
https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-1st-quarter-2020-advance-estimate


 

2020 年 5 月 9 日までの 7 週間で、3,300 万人強のアメリカ人が失業保険を申請しました。2020 年 4 月の非農業部門雇用者

数は前月から 2,050 万人の減少と史上最大の減少幅を記録しました。雇用者数は世界金融危機から回復しつつあった 2011
年以来の水準まで減少しました。業種別では、レジャー・サービス業が 760 万人減と最も減少し、その他の部門では、建設業が

97.5 万人、製造業が 130 万人、小売業が 210 万人、専門・ビジネスサービス業が 210 万人、医療サービス業が 210 万人減

少するなど、大幅な人員削減に直面しています。ウイルスが医療サービスへの需要を高めていることを考えると、後者は意外な

結果と取れますが、現実には、新型コロナウイルスと救急医療を除く他のサービスの提供が止められているためです。患者は

医師の診察室を訪れておらず、必要以上の処置を受けていません。失業率は 2020 年 3 月の 4.4%から 4 月には 14.7%に上

昇し、1930 年初頭の大恐慌以来の高水準となりました。 

ソース（英語）: https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm  

ソース（英語）: https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf  

米国の 4 月の消費者物価指数（CPI）は劇的に低下し、全体的な物価は 2008～09 年の世界金融危機以来最も下落しました。

これはエネルギー価格の急激な下落が反映されたためです。食料とエネルギー価格等の変動要因を除いたコア指数も、前月

比では 1957 年の記録開始以来最も低下し、2 カ月連続での下落となりました。一方、前年比では 1.4%上昇しました。2020 年

4 月の消費者物価の全体指数は前月比 0.8%下落し、2008 年 12 月以来の急激な下落となり、なおかつ 2 カ月連続での下落

となりました。加えて、前年比でも 0.3%しか上昇しませんでした。価格の下落は、主にエネルギー価格の急落によるものです。

消費者物価指数（CPI）のガソリン成分は、前月比 20.6%減、前年比 32%減でした。政府によるインフレ報告のうち興味深いの

は、消費者がレストランを敬遠するにつれて食料品の需要が増加し、家庭の食料品価格が 2.6%上昇したことです。実際、国内

の食料価格は 1974 年以来最大の上昇となりました。航空などの輸送サービス価格は需要の極端な低迷を反映して 4.7%下

落しました。 

ソース（英語）: https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  

 

3. 中国 

中国では小売売上高が大幅に減少しましたが、オンライン小売業者を通じた支出は増加しました。2020 年第 1 四半期、店舗で

の小売売上高は前年比 24%減少しましたが、オンライン消費は 6%増加しました。2019 年第 1 四半期のオンライン小売売上

高は前年比 24%増加していることから全体的なオンライン消費は、収入の減少によって減速している傾向が読み取れます。そ

れでも、2020 年第 1 四半期に起こったことの正味の影響は、オンライン販売が総支出の 25.5%と以前から 5%増加したことで

す。興味深いことに、買い物客が店舗への移動ではなくオンラインで基本的なニーズを満たしたため、第 1 四半期の食料雑貨

に対するオンライン支出は前年比 33%増となりました。同様に、オンライン小売業は米国やイタリアを含む他の国々でも市場シ

ェアを拡大し、米国と欧州では明らかに中国ほど普及しておらず、大幅な遅延と非効率を伴っていることが判明しました。これは、

中国がすでにオンライン小売インフラの開発に積極的であり、この大流行が起こる前から、約 4 億人の中国人がオンラインで食

料品を購入していたためかもしれません。今後、この危機の中で起こったことが、中国の小売環境に恒久的な変化をもたらすか

もしれないと憶測されています。 

ソ ー ス （ 英 語 ） : https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/chinas-economic-shock-online-retail-sales-are-
prospering  

 

4. 欧州 
欧州連合（EU）は 2020 年第 1 四半期の数字を発表しました。EU 全体では、実質 GDP は前期比 3.5%減（年率 13.3%減）と

なりました。19 カ国が加盟しているユーロ圏では、実質 GDP が前期比 3.8%減、年率換算で 14.4%減少しました。米国の

GDP と比較すると、欧州の経済は米国の 3 倍の速さで縮小しており、これはウイルスの拡散を抑制するために社会的交流を

抑制しようとする初期の努力が反映されています。欧州の統計は、EU が 1995 年に統計を取り始めて以来最悪のものとなって

います。また、欧州主要 3 カ国の経済成長率も発表され、フランスでは、実質 GDP が前四半期比 5.8%（年率 21.3%）減少と

1949 年以来の急激な景気後退となりました。個人消費が前四半期比で 17.9%減少、年率換算で 54.6%減少と GDP を押し下

げました。スペインの GDP は前四半期比 5.2%減少、年率で 19.2%の減少となり、イタリアの GDP は前四半期比 4.7%減少、

年率 17.5%のマイナス成長となりました。ドイツ経済は、2019 年第 4 四半期の 0.1%の縮小に続き、2020 年第 1 四半期には

2.2%減少し、景気後退局面に陥りました。 
ソース（英語）: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/National-Accounts-Domestic-Product/Tables/gdp-
bubbles.html;jsessionid=5B7B957BF8AFF9DD39751A456A905B94.internet8731  
 
5. メキシコ 

メキシコの国立統計地理情報院（INEGI）によると、メキシコの経済活動は 2020 年第 1 四半期に前年比で 2.4%減少し、2009
年第 3 四半期以来最悪の減少となりました。メキシコ経済は、今年に入って 2 カ月間、すでに低迷していましたが、ウイルスの

拡散を食い止めるための封じ込め努力が強化されたため、四半期末にさらに悪化しています。 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/chinas-economic-shock-online-retail-sales-are-prospering
https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/chinas-economic-shock-online-retail-sales-are-prospering
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/National-Accounts-Domestic-Product/Tables/gdp-bubbles.html;jsessionid=5B7B957BF8AFF9DD39751A456A905B94.internet8731
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/National-Accounts-Domestic-Product/Tables/gdp-bubbles.html;jsessionid=5B7B957BF8AFF9DD39751A456A905B94.internet8731


 

最大の落ち込みは、中国をはじめとするアジア経済がロックダウンされていた 1 月から 2 月にかけてのサプライチェーンの混乱

の影響を最初に受けた産業で、前年比 3.8%の減少となっています。 

ソース（英語）: https://jp.reuters.com/article/mexico-economy-gdp-idINL1N2CI0BM  

 

資本市場 

2020 年 5 月を通して、金融市場、特に原油や株式などのリスク資産は、2020 年 4 月の水準と比較して上昇してきましたが、

予想されるように、投資家が景気回復の期待、異例の財政・金融政策支援、ワクチン発見の期待とそれに対する景気後退の負

のニュースとのバランスをとろうとしているため、市場にはかなり大きな変動が生じています。 

ソース（英語）: https://jp.reuters.com/article/health-usa-fauci/fauci-says-reopening-u-s-economy-too-soon-could-lead-to-
needless-deaths-nyt-idUSKBN22O0EA   

 

1. 株式 

世界各国が経済活動の再開に向けて段階的に規制を緩める中、投資家は中国の武漢や韓国のナイトクラブで起きたようなコ

ロナウイルスの第 2 波を懸念しています。 

ソース（英語）: https://www.investing.com/news/economy/asian-stocks-set-to-fall-on-growing-second-virus-wave-fears-
2168757 

5 月 13 日（水）、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が、経済がコロナウイルスによって誘発された縮

小から回復するのを支援するためにはさらなる景気刺激策が必要だと発言した後、ダウ工業平均株価は 500 ポイント以上下

落しました。パウエル議長は演説の中で、先行きへの警戒感が高まっていることを明らかにし、この見通しは 「非常に不確実性

が高く、重大な下方リスクにさらされている ... 景気回復は私たちが望んでいるよりも遅くなるかもしれないという感覚が高まって

いる ... それは、私たちがもっとやる必要があるということを意味しているかもしれない」 と述べ、景気回復を確実にするために

もっと予算を使うようにホワイトハウスと議会に求めました。 

 

2. 金利 

今回の危機では、各国間の厳しいロックダウンにより、米国や欧州を中心に財政政策が注目されましたが、アジア太平洋地域

でも政策の大きな転換が見られました。この地域の多くの政府は、緊急支出の増加を通じて財政赤字を増大させており、日本

は GDP の 20%、韓国は GDP の 13%を追加支出すると約束しています。東南アジアでも政府は必死で、マレーシアでは

GDP の 15%、シンガポールでは 13%、タイでは 12%、フィリピンでは 7.8%、インドネシアでは 3.9%に達する支出をしていま

す。危機以前は、日本を除くこれらの国々の公的債務水準は比較的低かったため、投資家は必ずしも警戒する必要はありませ

んでした。それでも、格付け機関はいずれの国の債券も格下げこそしてはいないものの、信用見通しの一部を格下げしており、

今後どのように追加債務が調達されるかについて懸念を表明しています。また、支出が増加しているだけでなく、GDP の減少

により歳入が急激に減少している国もあり、2020 年第 1 四半期の実質 GDP は、日本で年率 7.1%、シンガポールで 10.6%、

韓国で 5.5%、台湾で 5.9%、フィリピンで 18.9%の減少となり、タイでは年率 1.0%の増加となりました。いずれにせよ、追加さ

れた公的債務は、これらの政府の一部が近い将来公共投資に支出する能力を制約し、増税を余儀なくさせる可能性がありま

す。金融政策を政府のニーズに従属させ、それによってインフレを煽る者もいるかもしれません。しかし、それは通貨の減価や

債務返済問題のみならず最終的には金利上昇につながり、財政赤字や債務返済の負担をさらに増大させます。また、国家債

務水準の継続的な上昇は、次の経済危機が発生した際にこれらの政府をさらに制約することになります。 

 

3. コモディティ（商品先物） 

コモディティ市場では、石油輸出国機構（OPEC）の事実上の指導者であるサウジアラビアが 6月の減産を発表したことから、原

油価格が上昇しました。一方、他の石油生産グループの関係者らは、4 月に実施した大幅削減を、当初の合意よりも延長した

いとしていますが、これは、ロックダウンが緩和され始めている国々で、コロナウイルスの第 2 波が発生する可能性があること

からすぐに相殺されました。一方で、石油業界のデータによると米国の原油在庫が増加している報告も見受けられます。 

前出のパウエル議長の演説に関連して、ウイルスに起因する需要の低迷を受けて、市場の均衡を保つために大幅な減産を求

めるサウジアラビアのさらなる声は薄れましたが、OPEC 最大の生産国であるサウジアラビアは今週、減産を再開する計画を

明らかにしました。 

ソ ー ス （ 英 語 ） : https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-falls-on-second-wave-outbreak-fears-rise-in-u-s-
inventories-idUSKBN22P05G  
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https://jp.reuters.com/article/health-usa-fauci/fauci-says-reopening-u-s-economy-too-soon-could-lead-to-needless-deaths-nyt-idUSKBN22O0EA
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