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 なぜ円は新型コロナ危機下で比較的安定的に推移しているのか

 危機時には為替変動が拡大する傾向がある
–各国金利差やリスク要因に対してより感度が高くなる

– 近年では金融危機や紛争など投資家のリスク回避傾向が高まる（リスクオフ）時には、低
金利で流動性が高く経常収支黒字国の通貨が一時的な「避難通貨」として買われる傾向
がある。日本は「避難通貨」である円の性質によって、世界的な金融ショックや政治・政
策の不確実性の高まりに伴う円高に悩まされてきた。

– ただ、リーマンショック以降はこうした経済のファンダメンタルズで解釈できる範囲を超え
て、投資家のリスク回避志向の高まりが避難通貨買いに伴う為替変動を促してきた

 過去の金融危機と異なり、今回のパンデミックは実体経済の需給両方に
急速に影響を与えており、各国間の状況の格差も大きい。通常期は短期
的に影響を与えない実体経済（及びそれをを反映するビジネス活動）の
ギャップが為替に影響を与えている可能性はないか
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コロナショックと国際金融市場－最近の状況の確認

どのような要因が為替変動を決定するのか

こうした決定要因はパンデミック下で （2008－09年の世界金
融危機や通常期と比較し）どのように変化するのか
→構造変化はあるのか

政策的含意と今後の見通し
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中国

イタリア
米国

（出所）WHO、NHC、ブルームバーグ 2021/01/07時点

日本
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米Ｓ＆Ｐ500株式指数
独ＤＡＸ株式指数
日経平均株価
上海総合指数

（出所）ブルームバーグ
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{ECWB P 58D3B8B53F2C0000<Go>}

日本国債10年物利回り（左軸）
米国債10年物利回り（右軸）
ドイツ国債10年物利回り（左軸）
英国債10年物利回り（右軸）

日銀が長短金利
操作政策を導入

（出所）ブルームバーグ
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米国サプライズ指標の
上振れ鈍化も懸念

（出所）ブルームバーグ
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MSCI新興国指数
MSCIフロンティア市場指数
MSCI世界指数

{ECWB P 5D48E5403F400002<Go>}>}

低所得国

先進国

新興国

（出所）ブルームバーグ
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今回の危機の特徴
 実体経済主導でショックが世界的に波及、国際資本の逃げ場が大きく限定

 危機の犯人がおらず財政刺激策や金融緩和を実行するハードルが低かった

→主要先進国間での政策の方向性が同期した

 財政余力や防疫能力の違いから経済・金融環境に先進国・新興国（及び中国）
の間で大きな政策時差が存在した→内需の変動と格差が大きい

 その結果、資産運用要因（金利差）・リスク要因（避難通貨効果）に加え近年は
影響力が減った輸出入の需給が為替変動に影響した可能性（貿易効果）
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→量的緩和が行われている際に長期金利の影響が大きくなる傾向がある



13



14



15

SARS発生の2003年時点、円は一番の避難通貨ではなかったが、世界金融危機
以降、東日本大震災の時期と昨年を除いて避難通貨であり続けている。

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス
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先進国

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス

新興国（除く中国）

ドル／人民元レート（左逆軸）

BE日次活動指数

中国
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• 世界に先んじて経済回復が進んだ中国だが足元の回復はやや停滞
• 他国は先進国・新興国ともに回復は道半ば

GLOBAL INSIGHT: What Alternative Data Say About the Recovery {NSN Q5KBV0T0G1L4 <GO>}

先進国

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス

新興国（除く中国） 中国

BE日次活動指数指数
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GLOBAL INSIGHT: What Alternative Data Say About the Recovery {NSN Q5KBV0T0G1L4 <GO>}

• 中国国内の経済活動回復と人民元には緩やかな逆相関の関係

先進国

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス

新興国（除く中国）

ドル／人民元レート（左逆軸）

BE日次活動指数

中国
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• 日次活動指数 : コロナ前の水準を100とした経済・ビジネスの活動水準
• 貿易経路を介した為替レートの動きを追跡するために、ウェブ検索データや電
力需要などの高頻度データから作成

• Roye and Orlik (2020)が動的要因モデルで算出

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス

BE日次活動指数指数
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JAPAN INSIGHT: Tracking Recession - High Frequency Dashboard {NSN QA8QTDDWLU6E <GO>}

【日本インサイト】景気後退を追跡する高頻度データ·ダッシュボード {NSN Q9YIHLDWLU6M <GO>}

金融
市場

実体
経済

感染
状況
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2008-09 2005-19 2020
世界金融危機時 通常期 コロナ危機時

円（ドル）短期金利高（安） 円高 円高 円高 日米金利差（２年物国債）t

円（ドル）長期金利高（安） 円高 円高 日米金利差（長期国債金利）t

市場の不確実性大 円高 円高 円高 不確実性（VIX）t

自国経済活動回復 円金利高→円高 円金利高→円高 円安 日次経済活動（日本）[t]

世界経済回復 ドル金利高→円安 ドル金利高→円安 円高 日次経済活動（世界）[t]

コロナ要因（感染者増） 円高 新規感染者数（日本）[t-1]

円の対ドル為替レート

2008-09 2010-19 2020
世界金融危機時 通常期 コロナ危機時

ドル（他国）短期金利高（安） ドル高 ドル高 ドル高 米他国実効金利差（２年物国債）t

ドル（他国）長期金利高（安） ドル高 ドル高 ドル高 米他国実効金利差（長期国債金利）t

市場の不確実性大 ドル高 ドル高 ドル高 不確実性（VIX）t

自国経済活動回復 ドル金利高→ドル高 ドル金利高→ドル高 ドル安 日次経済活動（米国）[t]

世界経済回復 他国金利高→ドル高 他国金利高→ドル高 日次経済活動（世界）[t]

コロナ要因（ロックダウン拡大） ドル高 ロックダウン指数（米国）[t]

米ドル名目実効為替レート

影響大 影響中 影響小
（出所）筆者推計

• 金融環境・不確実性の変化による為替相場への影響は、世界金融危機時は高
まったがコロナ危機下では通常期と同様かやや弱まった

• コロナ危機下では国内経済活動の回復による経常収支の悪化の影響が顕著に
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（出所）ブルームバーグ・エコノミクス
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• 経常収支黒字の大部分を占める配当や金利収入（第１次所得収支）→影響小
• 2019年に黒字に転じたサービス収支（観光（影響大）・特許収入（健闘）など）
• 技術革新・サービス分野の改革が日本沈没を避ける手段

→為替変動に影響され難い収入→資金フローの需給による為替変動の安定化

（出所）財務省、ブルームバーグ・エコノミクス
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• コロナの感染拡大が沈静化しても、米中デカップリングなど下押しリスクは大きい
• 株価はワクチン開発が順調に行われ経済の正常化が進むことを織り込んでいる
→ワクチン投与の結果が振るわなければ、金融政策拡大の副作用が大きくなるリスク

GLOBAL INSIGHT: Covid Convalescence - World GDP Scenarios to ‘30 {NSN QGRTJNT0G1KX <GO>}

2030年時点のコロナによる経済下押し幅 世界経済のシナリオ（GDPの水準）

（出所）ブルームバーグ・エコノミクス

世界 先進国 新興国除く中国 中国

ワクチン開発遅延
深い景気後退
ワクチン遅延+不況

コロナ前の予測
メインシナリオ
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マクロ・金融リンクと為替変動要因ｰ過去の危機との比較
 危機の発端は世界金融危機時は金融部門だが、今回の危機は実体経済

 金融環境・不確実性の変化による為替相場への影響は、世界金融危機時は
高まったがコロナ危機下では通常期と同様かやや弱まった

 パンデミック下では内外経済活動の差による貿易フローの影響が高まった

なぜ円は相対的に安定していたのか
 主要国間の金利差が小さく、実体経済へのショックが大きかったことで、貿易経
路からの影響の重要性が確認され、資産運用経路による為替変動の影響が部
分的に相殺された可能性がある

 先進国と新興国では影響に違いがあるものの、金利差やリスク要因のコント
ロール後には、パンデミック期間の為替レートの動きには、貿易経路を介した国
内外の経済活動の変化が有意に関連している

 リスク要因の為替変動への影響は，世界金融危機時に比べて今回の危機では
弱くなる傾向が見られた。特に新興国を中心にその傾向が強い
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• 景気回復による為替の動きへの影響は、ロックダウン後の移行期に移行す
る可能性があるため、ウイルス感染やその回復の段階に応じて、金融当局
は政策を変更する必要がある
 ロックダウンの段階やロックダウン後の初期段階では、貿易経路での通貨安に伴う景気
回復が見られる

 感染拡大に伴う経済活動の抑制政策が緩和され、企業活動が危機以前の水準に近づい
てくると、貿易経路を通じた影響は減少する

 同時に、資産運用経路を通じた影響が増加し、景気回復は金利上昇や対内外国投資を
伴う通貨高にもつながる。為替レートの動きは、貿易経路と資産運用経路の間の効果の
バランスによって決定される

• 新型コロナウイルスのワクチンが安定的に供給され始めれば、為替レート
の決定要因は資産運用経路が優位となることが見込まれ、避難通貨買いの
円高の影響が再び明示的になる。従って、政府や中央銀行は、為替レート
を安定化させるために、財政政策や金融政策を慎重に調整する必要がある

• 新興市場での為替の動きを安定化させるためには、より各国の状況に応じ
てカスタマイズした政策が必要となる
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