
                                              

 

 
 

- 1 - 

五十嵐レポート 2020 年 2 月 28 日 

 

猛威を振るう新型コロナウイルス 

 

リスク回避に動いた今週の金融市場 

本稿の執筆は 2 月 28 日(金)の昼間だが、今週の NY ダウは、まず週明けの 24 日と 25 日

の 2 日間で、1911.05 ドルも下落した（25 日の終値は 27,081.36 ドル）。2 日間の下落幅とし

て過去 大だという。その後も下落は続き、とくに昨日 27 日には史上 大幅（1,190.95 ド

ル）で下落し、終値は 25,766.64 ドルと 26,000 ドルを割り込んだ。振り返れば、ほんの 2 週

間ほど前の 2 月 12 日には史上 高値を更新していた（12 日の終値は 29,551.42 ドル）そこ

から見れば 3,800 ドル近くも下落したことになる。一方、日経平均の動きも同様で、３連休

明けの 25 日以来、連日下落して 27 日の終値は 21,948.23 円。28 日の前場も前日比で 763 円

下げてクローズした。 

債券市場では利回りが急低下。米国の 10 年債の利回りは 20 日から 27 日まで 6 営業日連

続して低下し、累計で 0.30 ポイント低下の 1.265％と、史上 低記録の更新を繰り返した。

原油市場でも価格が大幅に下落した。前週 20 日に 53.78 ドルだった WTI は 5 営業日連続し

て下落し、27 日には 47.09 ドルとなった。 

一方、前週の為替市場では、ほんの短い期間の円安局面があった。17 日に発表された日

本の 19 年 10～12 月期の GDP 成長率が前期比-1.6％（同年率-6.3％）と振わず、折からの

COVID19（新型コロナウイルスによる肺炎）の国内蔓延も加わって、「日本売り」の円安が

始まった感が確かにあった。しかし、週替わりとともにムードは一変し、世界の市場がリス

ク回避に動き、為替市場でもリスクオフの円買いが復活している。20 日に 112 円台を付け

たドル円相場は、28 日朝の段階で 109 円台の前半で推移している。 

今週の相場の大きな動きの背景にあるのが、COVID19 が世界規模で蔓延しかねないこと

への懸念だろう。これまでは、もっぱら発生の震源地である中国と、その周辺国の問題であ

り、その意味で対岸の火事だと思っていた人たちが、実は自分の周りにも飛び火しているこ

とに気づかされたのだ。当初は「黒い白鳥」として中国に舞い降りた COVID19 は、自分た

ちにとってはあくまでも大人しい「灰色のサイ」に過ぎなかったはずなのに、そのサイが突

然暴れ出したという恐怖が広く世界の金融市場にも広がったのだろう。 

 

未知の感染症 COVID19（新型コロナウイルス感染症） 

様々な報道から察すると（私に医学的、疫学的知見があるわけではないが）、COVID19 は

かなり感染力が高いようだ。 早ヒトからヒトに感染するのは明らかだが、ウイルスに感染

した人が、発症する前に他人を感染させてしまう可能性もあると言われている。他方で、未

知の感染症なので有効な治療法は見つかっていないが、感染者の 8 割程度は軽症で済み、自

然に治癒してしまうという意味で、病としての深刻度は軽いようだ。注意すべきなのは、体
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力の衰えた高齢者や、高血圧や糖尿病などの持病を持っている人たちで、彼らが感染・発症

すると重症化する恐れがあるという。 

政府は、当初は COVID19 の「封じ込め」を図った。発生地である武漢からチャーター便

で帰国した人々や、横浜港に停泊したクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」の乗客およ

び乗員を、COVID19 の潜伏期間とみられる 2 週間にわたって、それぞれホテルや船内に隔

離するやり方で対処した。感染者を特定し、国内に感染を広げないことが目的だ。 

しかし、この作戦は結果として失敗した。国内で感染者が次々に出てきたのだ。当初は、

その感染ルートも特定して、なお封じ込めようとしたがうまくいかず、感染者が全国規模に

広がってしまった。そうなると次の段階としては、軽症者には自然治癒することを期待しつ

つ、限りある医療資源は、重症化する恐れがある人たちの重症化リスクを可能な限り小さく

することに振り向けるということになる。 

その場合、一番困ることは、重症者の絶対数が一気に増えるような事態に陥ることだ。感

染力が高いだけに、COVID19 の感染の広がり自体を防ぐことはもはや不可能だ。大事なの

は、感染のスピードをできるだけ緩やかにして、短期間に多数の重症者が出ないようにする

ことだ。安倍首相は 2 月 26 日に、「全国的なスポーツ、文化イベントに関し、今後 2 週間

は中止や延期、規模縮小の対応を取るよう要請する」と表明し、翌 27 日には「全国すべて

の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について 3 月 2 日から春休みまで臨時休校する

よう要請する」とさらに踏み込んだ。その趣旨は感染の急激な広がりを防ぐことに他ならな

い。米国の CDC（疾病予防管理センター）も 25 日に「国内のコミュニティーで感染が広が

るのは時間の問題だ」と強く警告している。実際、26 日にはカリフォルニア州で感染源が

特定できない感染者が初めて出ており、米国でも COVID19 の国内感染が始まったとみられ

ている。 

日本国内では、感染の有無を判定する PCR 検査の実施件数があまりに少ないとか、検査

を受けるためのハードルが高すぎるといった批判が絶えないが、恐らく「数をやればいいと

いうものではない」という思いが政府には強いのだろう。この検査の精度自体は高いとは言

えないので、希望者すべてを検査すると、実は陽性ではない陽性判定の人が多く出てしまう

恐れがある。しかし、陽性判定が出てしまうと、「指定感染症」であるがゆえに、感染症法

によって入院措置が取られる。患者は入院 48 時間後に、12 時間ごとの再検査を受け、2 度

陰性であれば退院できるが、そこでも陽性判定ならさらに 48 時間後に再々検査となる。た

とえ元気であっても入院が長引いてしまう。病院にそこまでのキャパシティーはないとい

うことだろう。 

聖路加国際病院、QI センター感染管理室マネジャーの坂本史衣氏は次のように言ってい

る。「ただの風邪なのか、COVID19 なのかは、病院で診察を受けても見分けることが困難

です。検査をしても確実に診断ができるとは限らず、かりに感染していたとしても治療の方

法はありません」 

「心配かもしれませんが、知っておいていただきたいのは、感染者の 80％は軽症で、1 週

間ほど風邪のような症状が続いて治ってしまうということです。また、お子さんはなぜか感
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染者も重症者も非常に少ないですし、妊婦さんも今のところ重症化しやすいという報告は

出ていません」 

「重症化する危険があるハイリスクな人は、だいたい 50 歳より上の方や持病のある方で

すが、COVID19 の進行は比較的緩やかですので、風邪症状が出たら慌てずに休養し、症状

を注意深く見守ってください」。 

 

下押しされる世界景気 

COVID19 は「未知の感染症」であるため誰もが恐怖心を抱いてしまう。既知の感染症で

あるインフルエンザの感染者数（患者数）は、多い時期では毎年 100 万人以上、年によって

は 200 万人以上に達するし、死因がインフルエンザだと特定された死亡者だけでも毎年

3,000 人を超える（18 年は 3,325 人）。COVID19 とは桁違いの規模だ。 

COVID19 が「有効な治療薬がなく」、「感染力が強く」、「軽症者がほとんど」である

感染症だとすると、「感染していることを自覚しないまま他人に感染させてしまう」人がこ

れからもどんどん増えるだろう。インフルエンザの感染ぶりを参考にすれば、現状からは想

像もつかないほど感染が広がってしまう可能性は否定できない。それは、感染者数が今の数

百人レベルから、数十万人レベルに達するかもしれないということだ。PCR 検査をすれば

するほど、陽性判定を受ける人も急増するだろう。 

「今が正念場だ」と言って始めた「人と人との接触の機会を減らす」対策は、論理として

は正論だが、望む効果が得られず、打ち切るタイミングがつかめないまま、ずるずると継続

せざるを得ない事態に陥ることが怖い。毎年流行するインフルエンザのように、必要 小限

の対策を取って、割り切って付き合えるならよい。しかし、職場で感染者が出たといって大

騒ぎする事態が、今が正念場だという「ここ 1～2 週間」で治まるとは考えにくい。われわ

れの過剰反応がもたらす経済活動の停滞は避けようがあるまい。 

さらに、中国が重要な地位を占めるサプライチェーンの一部が破綻を来しており、グロー

バルな供給力が落ちている。また、日本経済の 2.8 倍の規模にまで成長した中国経済の落ち

込みは、需要面でも周辺国を中心に大きな痛手を及ぼしている。 

加えて日本経済は、昨年 10 月の消費税率引き上げが、結果として 10-12 月期のマイナス

成長につながった。消費税率の引き上げは、それに伴う物価の上昇が実質所得を減少させる

ことで景気を悪化させる力を持つ。その意味では、景気の悪化は、前期比で見るなら 1 四半

期だけ、前年比で見るなら 1 年間だけで終わる筋合いだ。 

ところが突然、そこに COVID19 が出現した。春節という、中国経済にとっては景気が出

力を高めるはずのタイミングで牙を剥いたのだ。使われるべきお金（所得）の支出が繰り延

べられただけなら、景気の落ち込みは一時的なもので済むし、大きな反動増すら期待でき

る。しかしサプライチェーンが壊れ、景気の循環が阻害されると、（資金繰り）破綻する企

業が増えたり、雇用が失われたりして、経済成長の path 自体が下押しされる。 

中国からの部品の供給が止まって、一時的に操業を停止する本邦企業が出てきている。中

国での生産が再開されても、操業度が十分に回復しないとか、物流の停滞が続くといった形
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で悪影響が長引く可能性は高い。中国向け輸出の減少は避けがたいし、インバウンド激減の

痛手も大きい。 

 

日本の景気は年前半が厳しい 

下の図は、景気動向指数の一致指数の動きを示している。政府は「緩やかな景気回復が続

いている」と言い続けているので、12 年 12 月から始まった今回の景気回復局面は既に丸 7

年以上も続いていることになっている。 

 

景気動向指数（一致指数）の推移と景気循環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、一致指数を構成する 9 つの景気指標の動向を素直に見れば、景気は実は 18 年 10

月にピークを打って後退局面に入っている可能性が高い。一方、戦後 15 回の景気後退局面

の平均期間は 15 カ月なので、18 年 11 月から景気後退が始まったとすれば、今年 1 月で 15

カ月が経過したことになる。平均的な景気後退であれば、今はそろそろ底打ちしてもよい時

期だとも言える。実際、世界の半導体サイクルが昨年のうちに底を打ち、回復に転じている

という追い風もある。 

そうなると、本来であれば現在を底にして回復に転じることが期待された景気だが、

COVID19 のせいで 1-3 月期の底がもう一段深くなり、少なくとも 4-6 月期までは底這いを

続ける可能性が高いのではないか。COVID19 の悪影響は大きそうだが、経済が前期比で見

て悪化し続けることにはなるまい。うまくいけば年央以降に、ようやく回復に転じる展開を

辿ることになるのだろう。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 

 

 

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

85 90 95 00 05 10 15

（2015年＝100）

（年、月）

＜バブル景気＞ ＜いざなみ景気＞ ＜今回景気＞

08/2 09/3 12/3 12/1102/186/11 93/10 99/185/6 91/2 97/5 00/11

（出所）内閣府景気動向指数



 
 

 
 

- 5 - 

 

 

 

ＭＵ投資顧問株式会社 

登録番号 金融商品取引業者 

関東財務局長（金商） 第 313 号 

一般社団法人日本投資顧問業協会会員 

一般社団法人投資信託協会会員 

 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－３－１１ 

電話 03-5259-5351 

※この資料は、三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング㈱とタイアップし、同社調査部
の作成した経済レポートを中心に掲載しております。本資料の記載内容の一部を引用
あるいは転載される場合には、必ず｢ＭＵ投資顧問株式会社 資料より｣と明記してく
ださい。 

※本資料に含まれている経済見通しや市場環境予測は、必ずしも当社の見解を示すもの
ではありません。内容はあくまでも作成時点におけるものであり、今後予告なしに変
更されることがあります。 

※本資料は情報提供を唯一の目的としており、何らかの行動ないし判断をするものではあ
りません。また、掲載されている予測は、本資料の分析結果のみをもとに行われたもので
あり、予測の妥当性や確実性が保証されるものでもありません。予測は常に不確実性を伴
います。本資料の予測・分析の妥当性等は、独自にご判断ください。 


