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《 World market shudders as virus threatens economy 》 

 週末を挟む数日間だけで韓国、イタリア、そしてイランで新型コロナウイルスの患者数

が急激に増えたことを受けて、週明けの世界の株式市場は大幅に続落した。WHO はまだ「（世

界的大流行を意味する）パンデミックではない」と言っているものの「今はそれに備える

状況」としていて､多くの投資家の心理は「世界経済への先行き不安」の方向に振れた。 

 世界の株価下落は、日本が休みだった週明け 24日の韓国市場などアジア市場から始まり、

欧州イタリアでの大幅下げなど全面安を経て､ニューヨーク三大指数の 3.35％（S&P500）〜

3.71％（Nasdaq）の下げに繋がった。ダウ工業株 30 種平均は日中大きく振れる場面もあっ

たが、結局 3.56％の下げで終了。しかし非常に長い期間での上げ相場で分母が膨らんでい

たため、3.56％の下げでも下げ幅は先週末比で 1031.61 ドルという大幅なものになり、マ

スコミウケするニュースになった。引値は 27960 ドル 80 セント。まだレベルとしては相当

高い。 

 通常、月曜日のマーケットは週末 2日間の出来事をまとめて反映する｡この週末は新型コ

ロナウイルスがらみの悪いニュースが多かった｡世界的拡散という悪材料の累積だ。それに

加えて特にアメリカの株式市場は、新型コロナウイルスの先行きをこれまで比較的楽観視

して、水準を比較的保ってきた。先週のニューヨーク市場では高値更新する指数もあった

ほどだ。そうした事情もあって、週明けのリアクション（反落）はある程度予想されたも

のだった。 

 今までの「中国とダイヤモンド・プリンセス号中心の感染経路」が、「欧州初のイタリア

での感染拡大」に加えて、中東でのイラン、そしてアジアでは中国に加えての韓国での患

者数急増を見たら、世界のマーケットが警戒心を強めるのは自然だ。 

 ここ数週間、筆者は新型コロナウイルスを「（マーケットにとっての）ワイルドカード」

と指摘してきた。残念なことに「世界的なパンデミックの懸念」が生ずる中で、今回本当

に新型コロナウイルスが「マーケットを動かすワイルドカード」の本領を発揮してしまっ

た。ただし 24 日一日だけの動きではトレンドは読めない。 

 同日に動いたのは株価だけではない。米指標10年債の利回りは引けで1.371％となった。

日中は 1.355％もあったとウォール・ストリート・ジャーナルは報じている。この 1.355％

は過去一年でも一番低い 10 年債利回りだ。過去一年で も高い利回りは 2.77％だから、24

日の引け段階の利回りはその半分ということになる。アメリカの金利体系は一般的には「リ



セッションの到来」を示すインバージョンとなった。 

 為替は円高に振れた。日本も深刻な感染国なのだが、金相場が上がる中で一緒に上がっ

た印象。日本の新聞には「円がリスク通貨である時代は終わった」的な報道もあったが、

マーケットの見方は依然として慎重なようだ。今回は円高に振れた。 

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

 商品相場はまちまちだ。世界経済の鈍化を読んだ原油相場は WTI の期近が 2.20 ドル、

4.12％下がって 51.18 ドルとなった。イランとアメリカの関係が緊張した年明けには 65 ド

ル近くがあって、その後 2 月の前半に一時 50 ドルを割ったが､その後は戻し基調だった。

しかし今回の新型コロナウイルスの世界的拡大の中で再びの急落となった。 

 逆に上がったのは金相場だ。13.60 ドル上がって 1662.4 ドルとなった。もっとも「世界

経済の減速」との見方もある中で金相場の動きは微妙だった。日中 1690 ドルを上回る水準

まで行ったものの、1700 ドルの前でＵターンしている。そこまで強気にはなれなかったと

いうことだろう。間違いなく大幅に上がったのは VIX 指数だ。先週末比 46.55％もスパイク

して引けは 25.03 となった。先週の 20 日までは 15 を割っていたから､その上げ幅は極めて

大きい。 

 

《 WHO : not yet but world is not ready for it 》 

 新型コロナウイルスの現状をどうみたら良いのか。マーケットが一番懸念したのはイラ

ン、イタリア、韓国など今まであまり注目してこなかった地域、国での感染拡大だ。パン

デミックの到来を連想させた。非常に大きなクラスターが三つもこの週末に登場したから

だ。 

 しかし WHO は「まだパンデミックではない」としている。患者数は 30 カ国で報告されて

いる。 近では北朝鮮の感染が疑われている。中国との国境を閉じたが、間に合わなかっ

たとの見方がある。ただし感染者を報告している国の数は 30 にとどまっており、世界の国

の数からみたらまだ少ない。ただし、医療体制も整っていないアフリカを含めて各国がど

のくらい患者を捕捉しているのか、という問題はある。 

 この週末に武漢に入った WHO の調査チームが注目したのは、湖北省での患者数の減少だ。

それを受けて WHO は「武漢封鎖などの中国政府の措置には効果はあった」との暫定判断を

下している。その真似をしたイタリアで、ミラノの南部のロンバルディア地方のベルトニ

コなど 10 の町を封鎖した。 

 確かに感染源である中国での患者数の減少は朗報ではある。もしそれが本当なら、世界

各国が中国の真似を出来るかどうかは別にして、世界は蔓延拡大を阻止する方策の一つを

見いだしたことになる。しかし医療体制が逼迫している湖北省では、熱を訴えて来院した

人を追い返しているという説もあって実体は良く分からない｡中国当局も「勝利宣言は時期

尚早」と言っている｡ 

 感染経路が分かっていない感染者が増えている日本が「この１〜２週間が別れ道」と言



っていることは、世界にも言えるかも知れない。繰り返すが、週末のたった数日間だけで

イランやイタリア、それに韓国では急激に患者数が増えて、死者も複数出た。もし大きな

クラスターが世界各地に出現するようなら、マーケットの「世界経済の減速懸念」はリア

ルなものになる。 

 日本の厚生労働省が、「集会は飲み会を含めて必要 低限に」との方針を明らかにしてい

るように、「感染拡大」は明らかに経済活動への抑制要因を増やすからだ。今朝のテレビで

は、フランスはイタリアのミラノ近くを旅行して帰国した家族には、「しばらく子供を学校

に通わせないように」との指示を出したという。ミラノではスーパーの食品売り場がカラ

になった。様々な形で、経済活動や社会活動への抑制要因が働き、世界経済には成長阻害

要因として働き始めている。 

 ただし重要な事は、この新型ウイルスは「感染力は強い」ことが分かってきているもの

の、依然として重症化率と致死率が低いと見られることだ。WHO は致死率の確定はまだ先と

の見方だが、SARS の 10％前後を大幅に下回るとの見方が多く、1〜2％との見方もある。仮

にそうだとすると、「重症化率も致死率も低いこの新型コロナウィルスのために、経済活動

をどの程度落としてまで感染拡大を阻止すべきか」という問題意識が今後世界の当局者の

間に浮かんでくるだろう。 

 アメリカでは今でも 1年間に 1900 万人がインフルエンザにかかり、10,000 人が死亡して

いると言われる。日本のインフルエンザによる死者数は年間 1000 人前後とされる。それは

とても残念なことではあるが、それでも経済活動は通常に行われている。むしろ通常に行

わないと医療体制も維持できないし、病人を含めて社会全体が弱い人々を助けられないと

いう面もある。感染拡大を優先してあまりにも経済活動を抑制すると、経済の疲弊と富の

喪失という問題に直面し、経済も社会も弱体化する。そのさじ加減が難しい。 

 仮に数カ月後に特効薬が生まれ、また時間はそれよりかかると思われるが､ワクチンが作

られる見通しになれば、状況は大きく変わる可能性がある。日本政府は 25 日にも抗インフ

ルエンザウイルス薬の一つであるアビガンの新型コロナウイルスへの効果に関して臨床結

果の発表を行う予定。アビガンの一般名はファビピラビル(favipiravir)で、侵入した細胞

の中でウイルスが自分の遺伝子を複製することを阻害し、その増殖を防ぐ役割を担う。中

国では患者への投与もされているという。 

 これも含めて、特効薬やワクチンの開発具合にも関心を払いたい。 

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

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０２月２４日（月曜日）  独 2月 Ifo 景況感指数 

米 1月シカゴ連銀全米活動指数 

０２月２５日（火曜日）  1 月企業向けサービス価格指数 

米 12 月 FHFA 住宅価格指数 

米 12 月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数 



米 2月 CB 消費者信頼感指数 

米 2年国債入札 

フィリピン市場休場 

０２月２６日（水曜日）  米 1月新築住宅販売件数 

米 5年国債入札 

０２月２７日（木曜日）  ハノイ米朝首脳会談から 1年 

韓国中銀政策金利発表 

米 10～12 月期 GDP 改定値 

米 1月耐久財受注 

米 1月中古住宅販売仮契約 

米 7年国債入札 

０２月２８日（金曜日）  1 月失業率・有効求人倍率 

1 月商業動態統計 

1 月鉱工業生産 

2 年国債入札 

インド 10～12 月期 GDP 

トルコ 10～12 月期 GDP 

米 1 月個人所得・個人支出 

台湾市場休場 

 

 サウジアラビアで開催された G20（主要 20 カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議は、

実質的に中国が担当閣僚の出席を見合わせる中で、新型コロナウイルス感染拡大にどう対

処するかの具体策を打ち出せなかった。無論それを待たずに各国では「利下げ」などの動

きが出ている。問題は経済活動が鈍化したときに、アメリカや日本がどのような措置を打

ち出すかだ｡ 

 米経済指標では、1 月新築住宅販売件数、1 月個人消費支出（PCE コアデフレーター）な

どが発表される予定。トヨタはこの週末に中国の 4 工場全ての生産再開を決めた。まだフ

ル生産ではないが、湖北省での感染者増加が鈍る中での、 近では明るいニュースだ。 

 

《 have a nice week 》 

 3 連休の週末はいかがでしたか。東京の場合は天気は概ね良かったように思いますが､街

は全体的に「静か」だったように思います｡むろん局所的に人が集まっていた場所はある。

しかし街を歩いている人の数、そしてレストランなどで食事をしている人の数は少なめだ

った。 

 「静か」というのは、お店の方々が「暇」という単語を忌避して使う言葉です。寿司屋

が「お茶」とは言わないで「あがり」というようなものです。 近は「静か」の用途が増



えていたのですが、新型コロナウイルスの影響で彼方此方に広がっている。冬で寒いし、

花粉の季節ということも関係している。 

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

 それにしても街で気が付くのはマスク姿で、 近見渡すと接客業の方々はほぼ全てマス

クをしている。ホテルでも百貨店でも全従業員がマスク姿になった。それはそれで良いと

思うのですが､「この人のマスクの仕方は正しくない」と思うことが多い｡例えばスマホで

喋るときや食事をしている時にマスクを口から喉元に降ろす人が多い｡しかし再びマスク

をした際に喉元に付着していたウイルスを口に運んでしまう。間違ったマスクのかけ方で

す。いつも気になる。 

 「手洗い」についてもいろいろなやり方がある。月曜日はテレビ出演だったのですが、

その時の資料によると「15 秒の流水での手洗い」だけで、手に付いている残存ウイルスを

100 万とした場合、それを 100 分の一の 1万個に減らせるらしい。しかし「1万個」でも多

い印象がする。一番良いのは「ハンドソープでもみ洗いを 10 秒＋流水ですすぎ 15 秒」を

２回繰り返すこと。残存ウィルスは僅か数個に減るらしい。 初の 100 万個から見れば約

0.0001％に。残存ウイルスが減れば感染の確率は低下する。 

 その次に良いのが「ハンドソープでもみ洗い 60 秒＋流水ですすぎ 15 秒」で、これは 100

万個のウイルスを僅か 10 個前後に減らせるそうです。「ハンドソープでもみ洗い 10〜30 秒

＋流水ですすぎ 15 秒」では、手にウイルスは 100 個前後残るそうです。実はやってみたの

ですが、今の寒い時期に「流水で手をすすぐ」の 15 秒はなかなか辛い。冷たいのです。し

かしそこは頑張って「ハンドソープでもみ洗いを 10 秒＋流水ですすぎ 15 秒」を 2 回繰り

返しましょう。 

 厚生労働省は「ここ 1〜2週間が全国的流行になるかどうかの別れ道・ヤマ場」と言って

いる｡それはそうなんでしょう。今顕現化している患者さんは、恐らく 1〜2 週間前に罹患

していて、それが今顕現化している。罹患しても症状がでないまま過ぎ去る人も居れば、

顕現化してしまう人も居る。これがこのウイルスのややこしいところです。無症状の人も

保菌者になりうる。「飲み会に行かないで」というのを素直に聞くのも辛いが、それは自分

を守り、そして友人や仲間を救うことにもなる。 

 現時点で特効薬がないこのウイルスへの対処は、日本全体としては医療体制の拡充が一

番大事ですが、しばらくは我々一人一人が気を付けるしかない。  

 それでは皆様には良い一週間を。 
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上げます。》 


