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《 market is getting calm 》 

 久しぶりに､VIX 指数が 30 を割った状態での週のスタートです。「マーケットにおける恐

怖の水準を指し示す」と呼ばれるこの指数が 3月中旬に 80 台を付けて以来の低い水準。30

を割ったのも先週金曜日。その意味では new normal を織り込みつつある中での､新たな一

週間の始まり。現在の同指数は 27.98。 

 VIX 指数の 30 割れには二つの要因がある。新型コロナウイルスに関連した株式市場の乱

高下（時に大幅な下落が目立った）の時期から､既にかなりの時間が過ぎたこと。加えてこ

こ数週間､マーケット全体を揺り動かしていた原油価格（時に急激な下げとなって期近相場

がマイナスになった事も）が 4 月下旬からゆっくり上昇､ 近ではバレル 20 ドル台をしっ

かり維持していること。先週金曜日の WTI 先物期近は 24.74 ドルと､20 ドル台も半ばとなっ

ている。 

 原油相場がしっかりとなったのは､世界の先進国を中心に新型コロナウイルス関連の厳

しい規制措置（封鎖､外出禁止や自粛など）が緩和に向けて動き出し､特にアメリカなどで

ガソリン需要増加の兆しが見えるため。アメリカのようにまだ感染拡大が国全体として続

いている中でも「今度は経済活動を失うことで命を落とす人が出てくる」（トランプ大統領）

との立場から､州単位とは言え経済活動再開を急ぐ国も出てきている。 

 新型コロナウイルスを巡っては世界の現状は依然として厳しい。アメリカのジョンズ・

ホプキンス大学の集計によれば､感染者総数はこの週末に 400 万人を超え､死者の数は 28 万

人に迫る。ここ数日の特徴は､「途上国の感染者の数が先進国を上回った」（日経）という

ことで､依然として世界中の主要な国が何らかの形で経済活動を制約している状況にある。

しかし欧州でもドイツやオーストリアを中心に手探りながら経済活動を再開しており､街

には人と車がある程度出て来た状態になっている。 

 経済活動再開で先陣を切った中国や韓国では､国内の一部で小規模なクラスターの発生

が伝えられている。しかし今のところ局地戦の様相で､国全体で経済活動を再び厳しく抑え

込むような状況は生まれていない。今週は欧州ではフランス､アジアでは日本など世界各地

で「経済活動再開に向けて実際の動きや具体的計画」がスタート・発表される。日本では

日曜日に発表された東京の新規感染者数が 22 人､全国でも 70 人にとどまるなど顕著な感染

拡大鈍化の成果が見られる。14 日には出口戦略に関する国の指針・考え方が示される予定

だ。当然マーケットにとってはプラス材料だ。 



 もっとも世界各国での経済活動再開の動きは､試行錯誤のレベルを出ていない。全面解除

などという国は一つもない。特にアメリカや欧州では軽く「万」を超える死者を出しての

「（ピークアウトの判断から）経済活動再開への舵切り」であり､各国の状況判断にはかな

りの差がある。メルケル首相が各州知事の圧力を受けて飲んだドイツの経済活動再開決定

は 5 月 6 日。その前日の同国の新規感染者数は確か 685 人だった。日本の新規感染者数は

その時点で 100 人を切るか切らないかの状態だったので､国によって経済活動再開を決断す

るレベルはかなり違う。 

 それは各国の政治､経済の置かれている状況､それに感染症病死に対する国民の受け止め

の違いによる。良い悪いの問題ではなく､全体的に言えることは日本と比べた場合､欧米諸

国の方が死に対する受容性が高い印象を受ける。 

 原油､株式市場とも､世界的な経済活動再開が相場押し上げの材料となっているが､問題

は経済再起動の仕組みや消費者心理の中に「抑止システム・自制心理」を強く残しての再

開だと言うことだ。外出にしろ旅行にしろ､どこかで制御システムが働く。再開されても､

世界各国の景気は「V字回復」とはならない。ワクチンや治療薬が確立される前は感染の再

拡大というリスクがあり､それはまた死者が出ることを意味するから国として無視するこ

とは出来ない。 

 

《 with corona 》 

 次々に発表される各種経済指標は､各国が受けた経済の打撃が深刻なものであることを

示している。先週末に発表になった米 4 月の雇用統計は､非農業部門の就業者数は 2050 万

人という今まで見たことも聞いたこともない大幅な減少となり､失業率は 14.7％に達した。

3 月の 4.4％からの急上昇。それでも「予想よりは良い」というマーケット評価だったが､

今後も急速な改善は予想されない。今週も米中など主要経済国から経済活動抑制期間中の

経済実体を示す指標が発表になる。 

 4 月の米雇用統計がそうであったように､各国から発表になる経済指標はかなりの程度織

り込み済みだ。マーケットではそれほど材料視されないかも知れない。統計はすべて「過

去のもの」であって､今後を見ようとするマーケットにとっては一瞥して終わりという程度

のものだ。マーケットにとって問題なのは「将来」だ。 

 むしろマーケットが注目するのは､今週から日本でも相次いで発表される企業業績の方

かも知れない。個々の企業の苦境まではマーケットは織り込み切れない。どの程度悪化す

るのか､そして今後の見通しが立つのか。個々の銘柄の投資家には大きな関心事だ。日本で

はトヨタ､ソニーなど数多くの企業の決算発表が今週予定されている。 

 株式市場で進むのは銘柄選別だろう。そもそも各企業の回復のロードマップは各社各様

だ。業種によっても違う。世界を見ると既にアマゾンやネットフリックスのように危機前

の高値を更新し､その後も値を伸ばしている企業もある。当然だが両社は with corona の時

期には大きな需要を受けた企業で､それは after corona でもあまり変わらないだろう。ア



メリカの株式指標を見てもダウと Nasdaq ではそもそも「戻りの力」が違う。Nasdaq は既に

年初のレベルを上回り､高値更新まであと 7％の水準まで戻っている。「接近禁止社会」にお

いて IT 企業が相対優位に立つことは明らかだ。 

 「VIX 指数が 30 を割った」ということは､世界的なドル不足や経済活動の底なしの鈍化懸

念など､大きなリスク要因がかなり低下したことを意味する。各国は例外なく失業者手当や

中小企業支援で財政をフル出動しており､その隊列にはあのドイツも加わった。一方で各国

の中央銀行は CP の買い入れや銀行など金融機関を通じた中小企業支援など､様々な形で企

業支援に乗り出している。 

 民主政治に基づく政権であれ権威主義的政権であれ､今は世界中の政治家が国民の支持

なしには政権を維持できない仕組みだ。国民を動かすのは情報だ。政治家は国民やそれに

雇用を与える企業を見限れない。財政の悪化に目をつむっても､今後も財政面での支援は続

く。 

 世界各国の新型コロナウイルスとの折り合い方は､「ある程度の死者の発生を受け入れな

がらも､経済活動を維持する」という方向に収斂するだろう。それはインフルエンザと人類

との折り合い方に近い。ワクチンや対抗薬が出来ても､その関係は変わらないだろう｡その

意味では現在の世界的な株高は､今後人類社会が採用するであろう方向を先読みしている

と言える。 

 むろん､先取りが過ぎている面もある。今後一年以上は続く「with corona」の時代は､レ

ストランや劇場､スタジアム､テーマパークなど「箱」に入れる消費者の数は限られてくる。

それは時に新たな行動指針や規範で縛られたり､そうでなくても消費者個人個人の判断､時

に警戒感による。例えば席と席が接近しているレストランには､尻込みする消費者も多いだ

ろう｡恐らく「立錐の余地もない」とか「ぎゅうぎゅう詰め」という日本語は暫く使われな

くなる。 

 ということはボリューム面で今後の経済は様々な制約を受けると言うことだ。サッカー

や野球で観客をフルに集められるのは相当先だ。総体としての経済活動のレベルは落ちる。

どの程度落ちるかはわからないし､それが個々の事業体の業績にどのくらい響くかも分か

らない｡その意味では経済活動がどの程度戻るかは今後の問題で､マーケットはそれによっ

て調整を迫られることもあろう。 

 企業にできる事は､生産性を上げると言うよりは「接触禁止に抵触しない事業」の割合を

どの程度増やせるかだ。それが増やせる企業は売り上げを伸ばし､マーケットで買い推奨さ

れる。その逆は売られる事になる。 

 

《 JPY is getting strong 》 

 為替市場ではゆっくりと円高が進んでいる。特にユーロに対する円高は一時 114 円台ま

で進んだ。今朝の段階では 115 円 43 銭前後。ユーロ安の背景は 

 



１． ユーロ圏の経済指標がアメリカや日本に比べて冴えない 

２． ドイツ連邦憲法裁判所による「ECB の量的緩和政策が一部違憲」との判断を示したこ

とで､ECB の金融政策先行き対する不透明感 

３． 欧州委員会によるユーロ圏 GDP や失業率見通しの大幅な下方修正 

 

 など。ドルも「ドル不足」が囁かれた時期とは違ってリスクに対する考え方は積極的に

なっており､今後も円は時に円高に進む可能性があると筆者は考える。しかし株価に比べ

ればその動きはより限定されたものになるだろう。 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０５月１１日（月曜日）  4 月 27 日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」 

米 3年国債入札 

０５月１２日（火曜日）  3 月景気動向指数 

10 年国債入札 

エルニーニョ監視速報 

中国 4月生産者物価 

中国 4月消費者物価 

インド 4月消費者物価 

米 4月消費者物価 

米 4月財政収支 

米 10 年国債入札 

０５月１３日（水曜日）  4 月景気ウオッチャー調査 

NZ 準備銀行金融政策決定会合 

英 1～3月期 GDP 

米 4 月生産者物価 

米 30 年国債入札 

０５月１４日（木曜日）  4 月マネーストック 

4 月工作機械受注 

30 年国債入札 

米 4月輸出入物価=21 時 30 分 

メキシコ中銀金融政策決定会合 

０５月１５日（金曜日）  4 月国内企業物価指数 

中国 4月工業生産 

中国 4月小売売上高 

中国 4月都市部固定資産投資 

ドイツ 1～3月期 GDP 



米 4月小売売上高 

米 5月 NY 連銀製造業景気指数 

米 4月鉱工業生産・設備稼働率 

米 3月企業在庫 

米 5月ミシガン大学消費者マインド指数 

米 3月対米証券投資 

 

 今週注目されるのは､世界主要国より一足先に経済活動再開に舵を切った中国の経済統

計だ。武漢の都市封鎖が解除されたのは 4 月 8 日｡つまり 4 月分から「中国版 AC（post 

corona）」の統計が出てくる。もっとも注目されるのは 4月の工業生産高だろう。1〜3月は

マイナスだったが､4 月分についてはプラスになるとの予想で､それがどの程度の幅になる

のか。 

 中国については小売売上高など内需に関連した指標が多い。すでに高級ブランドへの「爆

買い」が復活しているとも報じられているが､封鎖が解除された後のご祝儀的な､脚気反応

的な買いにとどまるのかの見極めが必要。 

 それに先だって 12 日に発表になる 4 月生産者物価､同月消費者物価も注目だ。卸売物価

について言えば 3月は 1.5％の下落だったが､4 月はどうなるのか。中国では来週 22 日は北

京で全人代が開かれる予定。示される予定の今年の成長率見通しは重要だ。 

 日本では 12 日に 3 月景気動向指数、13 日に 4 月景気ウオッチャー調査、14 日に 4 月工

作機械受注(速報値)が出る。日本企業の業績発表が相次ぐが､アメリカのように「悪いのは

織り込み済み」と過ごせるかどうかがポイント。 

 

《 have a nice week 》 

 長い連休はいかがでしたか。例年なら連休中はあちこちに出掛けるのですが､今年は海外

は無論､国内の移動も控えた方が社会の為にも自分の為にも良いと言うことで､基本的には

東京の家にずっといました。歩く人も希少な朝の時間に少し早足で散歩をし､時に買い物に

出た程度。しかし散歩すると見慣れている街にも新たな発見があり､街の変わり具合にも気

付ける。それはそれで面白かった。連休中閉口したのは､せっかく東京にいるのに馴染みの

美味しい店に自由に行けないことだったかな。閉店していたりしていて。 

 もっとも自分の机の上に堆く積まれた本も大分読み進むことが出来ましたし､今まで自

動収録はしておいたが見れていなかったビデオもかなりこなせた。そういう意味では意味

のあった 2週間だった気がする。時々誘いもあってネット飲みもしましたが､あれは「じゃ」

と終えるのが難しい。なにせ「帰る」必要がないので。まごまごしていると延々に続く。

その辺の打ち切り方もうまくなりました。 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —   

 一時は日々急増していた日本の感染者は､一番多い東京を含めて新規感染者がかなり減



少してきた。日曜発表分は 22 人。勇気付けられる数字です。私が 近注目しているのは「退

院者の数」（メディアはなかなかこの数字を取り上げない）ですが､さすがに日曜日の朝に

見た 2221 人（日本全体）というのにはビックリしました。それ以前は 1000 人に達っする

ことはなかったのに。 

 厚生労働省がそれまでは自ら捕捉して算出していたらしいのですが､それを「都道府県の

発表分の積み上げ」に変えたらしい｡それにしても大きな数字の飛躍だ。この感染症にから

む現場が大変なことは分かっていますが､なかなか信頼できる数字（陽性率や実効再生算数

など）が出てこないのは一つ日本が抱える大きな問題だと思いました｡ 

 日本の人口 10 万人当たりのコロナ関連死亡者数は､日曜日の NHK の番組では 0.44 人と紹

介されていた。日本はイタリア､スペイン､イギリス（45〜55 人）は無論の事､ドイツ（8.7

人）､韓国（0.50 人）も下回っている。とっても誇れることなのに､日本から出てくる数字

が不十分だったり､その変更があまりにも突然で説明不十分だったり。また PCR 検査の実施

数が相対的に少なかったりで､残念な事に新型コロナ対策では我々の心にむしろ「敗北感」

がある。 

 むろん各国とも格闘中です。イギリスもイタリアも死者の数の捕捉で大きな変更を 近

している。今は韓国が「世界を先導している」（文在寅大統領演説）と言っているが､この

週末に韓国でまた集団感染が発生した。長丁場の戦いです。この感染症にどの国がもっと

も総合的に効率よく対処したかの成績表は 2〜3年後に出てくる。その時はまだ日本に凱歌

が上がる可能性もあると思っています｡なにせ単位人口当たりの死者の数が少ない。 

 政府は 14 日をメドにいわゆる出口戦略を発表する。それを受けて都道府県の知事さん達

が自分の担当エリアの解除計画を立案・発表する。分かってきているのは各国とも「恐る

恐る」ということです。また感染者が増えて重傷者・死者が増えたら「emergency brake」

(ドイツの言い方)を踏む必要がある。その場合には急速にそれまでの成果が色褪せる。今

のシンガポールのような状況です。「with corona」の時代は､経済活動再開にしろ我々一人

一人の行動変容の継続にしろ､慎重な対処が求められる。しばらくは薄氷を踏む感じでしょ

うか。しかし 後は我々一人一人の行動の集積が結果として出てくる。 

 それでは皆様には良い一週間を。 
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