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《 rebooting economy is likely to be a slow and arduous process 》 

 解除が進む世界。しかし新型コロナウイルスの脅威（感染再拡大→死者の増加）が残る

中での各種規制解除であり､世界的に顕著になってきたのは､実体経済の活動レベルを戻す

に当たって生じている様々な抑止・阻害要因だ。 

 解除で消費者には久しぶりに買い物､外での飲食を楽しみたい気持ちがある。しかし大

部分の消費者は､外出への心理的抑止が働いたままだ。他の人から感染し､また他の人を感

染させる事への恐れが強い。加えて最初の危機を乗り越える中で､自らの収入・資産状況の

脆弱性に気が付いた人も多い｡そもそも需要蒸発､雇用減少で所得を著しく落とした人が数

多いる｡解除で脚気反応的な需要の増大はあるだろうが､その後は消費者は慎重にお金を使

うようになるだろう。一部では世界的デフレ懸念も囁かれる。 

 事業者も直ぐには元通りの経営は出来ない。あらゆる場面で､従業員や客の安全対策をし

なければならない。そうでないと従業員も客も戻らないか､戻っても去って行く。再感染の

脅威が残る間は､人の流れ（通勤者や客足）はボリュームを落とす状態が続く。ということ

は消費周りの経済活動も生産活動も､年初までの状態に戻らない状態が長く続くと言うこ

とだ。 

 今出ている経済統計はいずれもコロナ禍の世界が受けた打撃の深刻さを物語る。中国か

ら欧州、アメリカから日本まで。その打撃度合い関しては､「統計を取り始めて以来」とい

う説明文が付くことが多い。一つ一つには触れない。データは過去のものだが､経済活動の

レベルが戻るパターンは､予想した通り「側溝型」であることは明らかだ。顕著なのは世界

中の政治家の口から「V字回復」の言葉が消えたことだ。 

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

 5 月上旬までの世界的な株価上昇は､経済活動再開とワクチン・対抗薬の登場を見越して

のものだった。世界の多くの市場で安値からの 25％戻しに相当する大きなものだった。ワ

クチン・対抗薬の登場予想は､引き続き株価の下支え要因となる。時間の経過とともに大き

な成果・進展が期待できる状態だ。しかし前者は株価の先取り分ほどには進展がスムーズ

ではない。これが今明らかになっている。 

 月曜日発表の日本の 1〜3 月の GDP 速報値などは､引き続き厳しい数字になることが予想

されるが､マーケットはこれらをほぼ織り込み済み。問題は今後だ。日本では 39 県につい

て緊急事態宣言が解除されたが､経済活動の再開ペースはあくまで慎重。5 月中は「県内限



り」を宣言する 39 県の観光地の旅館も多い｡苦渋の決断だろう。日本の 8 都道府県の緊急

事態宣言解除は､あるにしても 21 日だ。 

 全国的解除になっても､政府は「新たな生活様式」遵守を呼び掛けるだろう。要するに「3

密回避要請」だ。としたら､客を入れる箱（商業施設やレストラン､劇場など）はその要請

に応じるためにも､また客の健康意識・リスク回避姿勢に十分に対応するためにも､客数制

限､時間制限などを打ち出さざるを得ない。 

 各国で事情は違うが､やはり人口の一定部分がその意識を持ち続ければ､それは全体の活

動レベルは下がる。 

 

《 China may not set target 》 

 もっとも世界中の中央銀行が「経済活動維持」の大命題の為､過去に例のない緩和措置の

みならず､企業活動への直接的・間接的金融支援に乗り出しているという事情に変わりは

ない。また政府のみならず中央銀行としても､今の時点での株価再急落は「経済・金融政策

への落第点」と見なされるから､基本的には「マーケット応援」の姿勢だろう。としたら､

株価にフリーフォールの懸念はあまりない。 

 もっとも「基本的緩和スタンス」の中でも､テクニカルな面で緩和状態が一時的に切れる

場面もある。先週のマーケットをニューヨークで見ると､各種株価指数は週間 2％ほどの下

げになったが､その背景としては FRB が金融緩和深化の為に行ったレポ取引の反対取引需要

もあったとされる。つまりマーケットからの資金吸収だ。 

 FRB はコロナ・ショックを受け 4 月下旬～5 月上旬にかけ断続的にレポ取引を実施した。

計 3 兆ドルを市中に供給したとされる。その返済期限が 5 月 18 日を皮切りに 7 月末まで 6

回に渡ってやってくる。それぞれの期限までに毎回 50 兆円超のドル需要が発生する。その

際には機関投資家の株売りが出やすくなる。返済期限は今週も来週もある。しかし繰り返

すが､テクニカルな理由で FRB が株価の続落を歓迎するとは思えない。 

 今週の予定では 22 日開幕の中国の全人代が注目だ。アメリカとの対立激化の中での全人

代。その対立は､トランプ大統領と中国の報道官に間で特に目立つ。習近平指導部の直接的

な言及はあまり無い。 

 ただし中国が南シナ海､尖閣周辺でやっていることは､「アメリカとの対決も辞さない」

というスタンスが示されている。言葉のみならず実際の対立度合いが高まっているのだ。

これは懸念材料だ。米中は世界経済の二つのピラーであり､その対立は世界経済にとっても

心配の種。「貿易阻害」の要素があるからだ。もっともトランプ大統領は「コロナ対策」が

うまくいっていないことから､国民の関心を「対中国」で一致させたい思惑も覗く。不気味

なのは中国指導部がこの問題についてあまり発言しないことだ。 

 中国では当局の発表によっても遼寧省や湖北省などで少数ながら新型コロナウイルスの

新規感染者が報告されている。全人代には地域代表だけで 3000 人､それについて移動する

各省役人などを合わせると数万人が北京で様々な形で会合する。それだけで大きな“密”



が生ずるようなもので､中国がこれをどう運営するかは見物だ。 

 注目される今年の中国の成長率目標は､「発表見送り」となる可能性もある。今後の経済

の推移が見えないのは世界中同じだ。最近続いている企業業績発表でも､「あえて発表せず」

が増えていて､国も事情は同じだ。変な数字を出して後に「未達成」を指摘されるのは習近

平政権としても望むところではないだろう。むろん「敢えて発表」というスタンスもあり

得る。注目だ。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０５月１８日（月曜日）  1～3月期実質 GDP(速報値) 

3 月第 3次産業活動指数 

米 5月 NAHB 住宅市場指数 

カナダ市場休場 

０５月１９日（火曜日）  3 月鉱工業生産 

3 月設備稼働率 

独 5月 ZEW 景況感調査 

米 4月住宅着工件数 

米 4月建設許可件数 

トルコ市場休場 

０５月２０日（水曜日）  3 月機械受注 

独 4月生産者物価指数 

欧 3月経常収支 

英 4月消費者物価指数 

英 4月小売物価指数 

米 MBA 住宅ローン申請指数 

FOMC 議事要旨発表 

０５月２１日（木曜日）  4 月貿易統計 

香港 4月消費者物価指数 

トルコ中銀政策金利 

米 5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 

米 5月製造業購買担当者指数 

米 5月サービス部門購買担当者景気指数 

米 4月中古住宅販売件数 

南ア準備銀行(中央銀行)政策金利 

スイス市場休場 

０５月２２日（金曜日）  4 月全国消費者物価指数 

英 4月小売売上高 



独 5月製造業購買担当者指数 

独 5月サービス部門購買担当者指数 

  

 20 日の FOMC 議事要旨は､議論の展開や中身が重要だ。パウエル議長は最近の会見で､「ア

メリカ経済は新型コロナウイルスで深刻なダメージを受けており、回復には相応の時間が

かかる」と発言していた。FOMC ではどんな議論が戦わされていたのか。米金融政策では､

最近トランプ大統領がマイナス金利の導入を要求。 

 議長はこのトランプ大統領の要求に否定的な見解を示している。マイナス金利政策は､欧

州でも日本でも成功していない。議論の展開を見ておきたい。景気が想定以上に悪化すれ

ば、トランプ大統領指名の FRB 内勢力がどう動くかなども予想したい。 

 米経済指標としては 4月住宅着工件数、5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、4月

中古住宅販売件数などに注目が集まる。日本関連では既に述べた 1～3月期 GDP(18 日)に加

えて､20 日に 3月機械受注、21 日に 4月貿易統計が出る。 

 

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。土曜日は酷い雨でしたが､日曜日は晴れて気持ちの良い一日でし

た。iPhone の天気予報で「さて､これからは ？」と思って見たら､今週からの天気予報の

悪いこと。雨マークが結構続いている。今日もあまり良くない。梅雨前ですが､憂鬱な数日

となりそうです。 

 感染状況は晴れ間近。日本では 39 県について特措法に基づく緊急事態宣言が解除され､

残るは 8 都道府県の解除待ち。直近の日曜日の数字は良い。新規感染者は 29 人､死者は 8

人。少ない。退院者が 262 人もいる。退院者が多い状況は最近ずっと続いていて､残る 8都

道府県についても解除の環境は整いつつある。しかし感染状況はお天気のように変わり得

る。また「雨模様」もあるかも知れない。 

 しかし「解除されたら､自分の行動は変わるのか？」と考えたところ､「変わらないだろ

うな」と思いました｡解除されてもコロナウイルスはいなくならない。感染のリスクはまだ

どこにでもある。なので､多分今まで通りの「感覚を鋭くし､よくリスクを考えての生活の

仕方」を続けると思う｡ 

 この週末には､小池東京都知事や西村担当大臣などが盛んに「気の緩み」を指摘していた。

しかし私は､国民の間に「ウイルスはまだいる。社会的距離を維持しよう」という意識が定

着した中で我々が自然に行動できているとしたら､ある程度外出が増えても良いと思う。

「外出の増加＝気の緩み」というのは短絡的すぎる。大体が「○○駅前の人出は何％減っ

た」とか言う指標に何の意味があるのか。周囲の人との距離を維持できていれば､何ら問題

ない。 

 14 日の安倍首相の記者会見に同席していた尾身さんが､欧米諸国に比べて日本の死者の

数が圧倒的に少ないことに関して三つの要素を挙げていた｡ 



 

１． 医療体制がしっかりしている 

２． 初期のクラスター対策の成功 

３． 国民の健康意識が高い 

 

 そして尾身さんは「３」が一番重要だと思っていると述べた。私もニューヨークに 4 年

間住んでいたが､一緒に住んだ相方は日本人で､実際に欧米人が日常的に手洗いをしている

かとか､シャワーを一日に何回浴びているかとかは最後まで分からなかった｡私は風呂は毎

日だが､それに加えて夏などは一日にシャワーを 2〜3 回浴びる。むろん石鹸を使って手な

どを洗いながら。多分 WHO などで働いた尾身さんはその辺の比較が出来ているのだと思う。 

 この週末も日本より人口が半分以下のイタリアの死者が 31600 人に達したというニュー

スを見た。日本の死者数 756 人（日曜夜現在）と比べ､「この差はいったい何なのか」と思

いました｡この大きな差は別にイタリアだけではなく､イギリス､アメリカ､そしてドイツと

比べても段違いだ。 

 尾身さんが学会のシンポジウムで､「新型インフルエンザの時も日本での単位人口当たり

の死亡者の数は､他の諸国に比べて圧倒的に少なかった」と述べ､「今回もそうなるよう頑

張りましょう」と語っていた。今日本の人口 10 万人当たりのコロナ関連死亡者の割合は 0.5

程度でしょうか。欧米諸国ではその 100 倍の 50 に達しているところも多い｡韓国は現状日

本と同じくらいかな。もしそれが日本の医学界の目標だとしたら､途中経過とは言え「大勝

利」です。 

 先日も書いたのですが､なのに日本では新型コロナウイルスとの戦いでの「敗北感」が強

い。日本人は全ての分野で一番でないと気がすまない人種で､そもそもバーが高い。かつメ

ディアの悲観的な報道姿勢もあるだろう。「日本も規制をもっと厳しくしないと欧米並みの

爆発的感染拡大が起きる」と警告を繰り返した日本や欧米の感染学者達も多かった｡しかし

so far だが､彼等の悲観的予測は外れた。 

 むろん戦いは終わってはいない。しかし解除の 39 県でも「開けても客は来ないだろうし､

感染が怖いので店を開けない」というレストラン､旅館が数多く紹介されていた。「そうだ

ろうな」と思う。旅館やレストランの人達も感染が怖いし､我々客も感染は嫌だ。日本人は

健全に警戒的で､健康意識が高いと思う。 

 私の好きなレストランもいくつか閉まっている。それがこのコロナ隆盛期間､一番不満な

ことだった。それらが今後開いてくるとしたら行きたい｡しかし行って「こりゃ駄目だ」と

思ったら私は店には入らない。尾身さんが言うように「日本人の健康意識が高い」とした

ら､政府の規制云々ではなく､我々自身が瞬時瞬時に判断し､リスク回避が出来る筈だ。歩道

の信号待ちの人だまりでも､今は微妙に他の人との距離を保つ状態になっている。それが重

要だと思う。 

 ドイツでも韓国でも感染の再拡大が起きている。日本はどうだろうか。多分起きる。し



かしそもそも高かった国民の健康意識が今回一段と高まったとしたら､他の諸国よりはま

しな結果になるとも思えるし､そう期待したい。 

 それでは皆様には良い一週間を。 
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