
経済為替ニュース   

                      SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED FX NEWS 
                              第２５０３号  ２０２０年０４月２０日（月曜日）   

 

《 The market is rising on hope for a pharma solution…. 》 

 先週の株式市場は､特に後半に「世界的な上げ」が印象に残った展開でした。ニューヨー

クや東京が代表格。しかしその中にあっても VIX 指数の下げは小幅で､今朝見ても 40 をや

っと割った程度（38.15）。確信が持てずに先行き不安が残っている証拠であり､今週も引き

続き各国の経済実体を示す統計と新型コロナウイルス治療薬についてのニュースに関心を

払いながらの展開となるだろう。 

 世界経済の低迷予想から原油相場は再びバレル 20 ドルを割っている。早くも減産幅拡大

の動きも。対して為替や債券市場はかなり落ち着きを取り戻した。しかしマーケットが全

体として安定感を取り戻すには時間がかかる。先週後半の株価の世界的な上げは､ 

 

① トランプ大統領のアメリカが典型だが､深刻な感染状態が残る中で世界中の政治家が

どちらかと言えば「経済活動の再開」に顔を向けてきたことで､どん底の経済に復活の

兆しが見えるとの期待が高まった 

② 日曜日の日経 1 面トップが「治療薬開発 急ピッチ 世界で治験 650 件」と報じてい

るように､レムデシビル（ギリアド）やアビガン（富士フイルムホールディングス）な

どに改めて注目が集まった 

 

 ことなどを背景とするもの。もっとも①については､「規制緩和が早すぎると感染の再拡

大や二次、三次の感染拡大が発生する」という警告がある中での動きだし､②については「有

効性なお見極め」（日経記事の中見出し）というのが当たっている。ともに手放しで喜べる

材料ではないのだが､マーケットは先読み的に株価を押し上げた。「buy the rumor」（期待

を買う）という様相で､各国経済の悪さを横に置いた。 

 アメリカの新規失業保険申請件数が 524.5 万と再び大きな伸びになったこと､中国の今年

第 1 四半期の GDP がマイナス 6.8％になった事などが､世界経済の実体悪の代表例。アメリ

カの新規失業保険申請件数は､非常事態が宣言された 3 月中旬以降 4 週間で合計 2200 万件

に達している。同国の労働人口は 1 億 6300 万人なので､いかにアメリカでは「失業」に直

面している人が多いかは明らかだ。中国の四半期ベースのマイナス成長は､統計を公表し始

めた 1990 年代以降で初めて。 

 マーケットはこうした悪材料があったにも関わらず「上げ」を演じた形。先週述べたよ



うに「時間がマーケットの味方」であるにしても､やや上げ足が速い印象は残した。今週か

来週には､その辺への見直しが入る可能性もある。日経記事の「有効性なお見極め」の部分

を読むと､名前が挙がった二つの治療薬とも医療現場で使えるようになったり､市場に出回

るのは 6 月末から夏にかけて。やや先の話だ。それまでは治験が続く。恐らくその間に出

てくるのは､経済実体の悪さを示す統計だ。 

 

《 and lockdown pullbacks 》 

 先週後半からこの週末に顕著だったのは､新型コロナウイルスで深く傷ついた国々で「経

済活動の一部再開」に向けた動きが出てきた事。欧州では慎重だったドイツもゆっくり動

き出した。11 月に選挙を控えたトランプ大統領は､3 段階の「経済活動再開の指針」を記者

会見で発表。これを受けてテキサスなど共和党所属の知事達の中には､早速経済活動再開に

向けた動きを許可するところも出てきた。保守派の人々を中心に､全米各地の都市で「経済

活動再開を求めるデモ」も展開された。 

 アメリカでは予想された動きだ。厳しい外出などの規制が続けば､雇用などのバックボー

ンとなる経済活動は著しく低迷する。ニューヨークでも入院患者数の減少などの「ピーク

越え」の兆候がある中で「経済活動再開を急ぐべし」との声は強まっている。知事がそれ

を抑えている印象。感染拡大が収まりきっていない地域でもそうなのだ。ましてやピーク

を打った欧州などでは､今後その声は強まるだろう。 

 今朝（20 日月曜日）の日経一面トップは興味深い。見出しは「雇用維持 瀬戸際の攻防」

だが､興味を引く副見出しがある。上の「米 38 兆円の融資枠蒸発」だ。“蒸発”というの

が凄まじい。アメリカは国民一人当たりに対する 13 万円の支給も既に行った。経済政策実

行が素早い。中小企業の融資申請も､受付を始めているのだ。しかしその 38 兆円という枠

は直ぐに「蒸発」した。なくなったということだ。 

 鮮明になったのは「（財政支出・金融支援の）底なし感」だ。今回の危機の特徴は､なに

をしても「それで十分」という気がしないし､「それがいつまで続くのか不明」ということ。

期間が長引けば政府は支援を続けざるを得なくなる。それはアメリカの保守派が一番嫌が

る「大きな政府」に繋がるし､そもそも「財政がもつのか」という心配がある。 

 それは日本でも同じだ。日経の一面には「日本､支給 3件 10 日時点」とある。3件では

財政は枯渇しない。しかし 10 万円の国民一律支給に続いては「なぜ困窮世帯への 30 万円

給付案を撤回したのか」という声が必ず出てくるし､既に野党の一部にはその意見がある。

そこで出てくるのは､「現政策の継続では財政がもたないのでは」という危機感だ。マーケ

ットにもそれは出てくる。 

 「再選の環境を作りたい」という意図は､トランプ大統領には明らかにある。しかし財政

をいくら発動しても「一瞬蒸発」の危険性があることが分かった｡なので今後各国が同様に

直面するのは､「いかにして早期に経済活動を再開するのか」という問題だ。厳しい規制を

続けている間は､財政の「出」が膨らむ一方で､歳入という「入」がなんとも心細い。増え



るのは国債依存。 

 財政に余裕がある国は極めて少ない。ほとんどの国で税の免除､減免措置が講じられた。

今後暫く税収が大幅に落ち込むのは目に見えている。経済再開の方向に各国政府や企業の

目が向くのは自然だ。日本は「経済活動維持の中での感染拡大阻止」を狙ったが､それが成

功したとは言い難い。経済活動の活発化は､感染リスクを高める。シンガポールがその良い

例だろう。 

 当然ながら､経済活動再開と「感染の再拡大のリスク」との折り合いは難しい。少なくと

も治療薬､ワクチンが出来るまではそうだし､治療薬・ワクチンが出来ても同じかも知れな

い。今のインフルエンザもそうだ。新型コロナウイルスの残存具合と社会がどこで折り合

うべきなのかは､今後の大きな問題だ。今のように感染者や死者の数が事細かに報道される

ような環境ではなかなか難しい。インフルエンザ並みに「流行」の一言で済まされるまで

にならないと無理だろう。 

 トランプ大統領は前のめり的に「3 段階方式」を公表したが､他にも様々な指標が考えら

れる。「医療体制の余裕度」「感染の基本再生産数が 0.8 を切った時」「感染者や死者が継続

的に減ったとき」などなど。ベースは「人と人との距離を物理的に 2メートル程度離す」（WHO

が推奨し始めた言葉を使えば physical distance=物理的距離）との考え方だ。 

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

 マーケットの人間として考えておかねばならないと思うのは､世界中の人間が行ってい

る「行動変容」（自発的にせよ､非自発的にせよ）が､あらゆる分野の「変容」を不可避にす

る事だ。その持続期間やその後の展開をどう読むか。社会・経済を構成する人間が「行動

変容」するわけだから､経済も社会も､国際関係もあらゆるものが「変容」することは間違

いない。治療薬やワクチンが完成し､広く使われ､新型コロナウイルスがインフルエンザ並

の対処可能感染症になるまではあらゆる領域が大きく変容する。次回にでも取り上げるが､

各分野での“変容”は恐らくかなりディープなものになる。 

 

《 VIX falls below 40 》 

 今週の主な予定は以下の通り｡ 

０４月２０日（月曜日）  3 月貿易統計 

3 月コンビニエンスストア売上高 

米 3月シカゴ連銀全米活動指数 

０４月２１日（火曜日）  20 年国債入札 

独 4月 ZEW 景況感指数 

米 3月中古住宅販売件数 

ブラジル市場休場 

０４月２２日（水曜日）  トルコ中銀金融政策決定会合 

米 2月 FHFA 住宅価格指数 



０４月２３日（木曜日）  2 年国債入札 

韓国 1～3月期 GDP 

イスラム世界ラマダン入り(23 日ごろ) 

米 3月新築住宅販売件数 

米 5年インフレ連動国債入札 

トルコ市場休場 

０４月２４日（金曜日）  3 月消費者物価 

3 月企業向けサービス価格指数 

2 月全産業活動指数 

独 4月 Ifo 景況感指数 

米 3月耐久財受注 

 

 先週は､為替市場や債券市場がかなり動きを小さくしたことが逆に目立った。ドル・円は

予想通りやや円高推移だったが､久しぶりの狭い範囲だった。今週もそうかもしれない。心

理的には感染状況､死者の推移が落ち着いている国の通貨の方が買われやすい印象がする。

そう見るとドル・円の上値は依然として限定的か。経済指標では、米 3 月中古住宅販売件

数、米 3月新築住宅販売件数、米 3月耐久財受注などが発表予定。 

 いち早く「経済再開」に踏み切った国､特に中国の統計には目が集まることになる。感染

拡大が進み､それへの厳しい抑止措置が取られていた時期に数字が悪いことはかなり織り

込まれた。今後マーケットが注目するのは各国での感染期が齟齬する中で､ある一国の経済

が国内感染再拡大リスクも抱えながら､どのように景気回復の道を辿るかだ。中国では再開

措置の後も､国内消費と輸出の戻りが遅いと伝えられる。マーケットは戻り具合も見たいだ

ろう。 

 今後株式市場では従来に増して銘柄選択が活発になるだろう。今の環境で高い社会的ニ

ーズを持つ企業が徐々に明らかになっている。総じてニューヨークではダウ工業株 30 種平

均より Nasdaq の反発力が強い。むろんダウの構成銘柄の中でも違いが大きくなっている。 

 

《 have a nice week 》 

 週末はいかがでしたか。日本は相変わらず関連数字的に緊迫した日々。大型連休も迫っ

てきて「正念場」の印象は確かにする。東京は土曜日は強風と激しい雨でそもそも外に出

る気がしない一日でしたが､日曜日は良い天気。つい誘われましたが､基本的に家の中で過

ごしました。 

 過去一週間では､放送がらみでかねて良く知っている人の感染が報道されたりして､「誰

もが気を付けねばならない時」を痛感しました。たまたま買い出しなどで外出して外を歩

くと､「今の繁華街の夜 8時は､BC（before corona）では午前 2時相当」といった印象。人々

の外出具合です。「外出自粛」より本当は「人と人の間の物理的距離の維持」が推奨される



べきなんでしょうが､多くの人が外に出ると結局は「距離の維持」が出来ない。なので分か

りやすい「外出自粛」となっているのでしょう。暫く続きそうです。 

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

 結果的に家にいる時間が長くなるので､目は本や映像に行く｡この週末に見た映像の中で

印象に残ったのは 2本。一つは NHKBS1 の「シリーズ コロナ危機 グローバル経済 複雑

系への挑戦」。各国､それに日本の碩学達が「AC（after corona）の世界」を一生懸命考え

ていた。今盛んに言われる行動変容がいかなる変容（経済変容､社会変容､国際関係変容､働

き方変容､価値観変容．．．．．．．）をもたらすかについて､それぞれの見解を披露。 

 つなぎ合わせの映像なので､それぞれの人がじっくり何を主張したのか検証したいのだ

が､「はしょった繋ぎ合わせ」の映像としても興味深い論点がいくつも浮かび上がって興味

深かった。彼等だけではなく我々も､今と言う時は当然ながら「頭をフル回転」ということ

が続く。それはマーケットも同じ。一つ言えるのは､我々は記憶とパターンの引きずりの中

で生きたがる傾向があるが､マーケットにはそれがないこと。それだけに興味深い。マーケ

ットに気付かされることが多い。 

 もう一本の映像は､「One World Together at Home」です。世界中のフロントラインの方々

（医療従事者､ネット通販の配達員､郵便局の方々､インフラを動かしている人々などなど）

にネット上から感謝の気持ちを表す 8 時間近くに及んだコンサート。長いので目を外して

聞いていましたが､ 後のレディー・ガガ（呼びかけ人）の挨拶とジェニファー・ハドソン

の歌はじっくり見たし､聴きました。 

 ガガが 後の挨拶で中学校の先生のように眼鏡をかけて出てきたのが面白かった。挨拶

は短くも中身のあるものだった。「これは私たちの世界に対するラブレターです」と。スポ

ーツでも何でもそうですが､心がこもればそれは見る人､聴く人にパワーを与える。テレワ

ークが望ましいといっても現実的に出来ない人は一杯いるわけで､それらのフロントライ

ンの方々には深く感謝しなくてはいけない｡比較的高い感染リスクを追いながらの奮闘の

日々。 

 音楽の分野では「We are the World」の「2020 version」が「The Quarantine Mix」の

ような形で様々なバージョンで出ていることに気が付きました。マイケル・ジャクソンと

ライオネル・リッチーが作詞・作曲し､クインシー・ジョーンズがプロデュースしたこの

曲が「for Africa」として作られたのが 1985 年。その後主なものでは「for Haiti」が出

来て､今回の「2020」と続く。「People are dying」という状況は似ている｡しかし考えてみ

れば「Together at Home」なんてのは､今のテクノロジー環境だから出来る。その意味では

人類は過去に出来なかったことが出来るようになっている。 

 「音楽変容」「音楽鑑賞変容」も起きるんでしょうね。ユーチューブで流れる音楽を聴き

ながら､当然ナマで聴いた方が良いのだが､ネット上で再生される音楽・コンサートも「そ

れはそれで」と思った。新型コロナとの戦いがオン､オフで長引くとしたら「その間は手を

こまねいている」というのは何とも情けない。いろいろな手段が出てくるのだと思う｡「The 



Quarantine Mix」なんて面白い命名だし､新しい曲がこうした形で出てくるのは面白い。そ

れは時間の問題でしょう。 

 それでは皆様には良い一週間を。 
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