
<要旨>

新型コロナウイルス感染の世界的拡大を受けて、グローバルの資産運用市場は大き
く動揺。株価下落やクレジット債券のスプレッド拡大は3/23の週に一旦最悪期を脱
したしたようにも見えるが、ウイルス感染の収束が全く見通せない中、まだまだ予断を
許さない状況。

今回の事象はリーマン・ショックのような「金融システム不安に端を発して実体経済
ショックが生じた」のではなく「新型コロナウイルス感染の世界的拡大によって実体経
済ショックが生じた」もの。米国のTLスプレッドは拡大しているものの、スワップスプレッド
の大幅拡大は起きておらず、リーマン・ショック時に見られたようないわゆる金融システ
ム不安には至っていない。

各国の政策対応は一定の「止血効果」をもたらした。今後の焦点はこの経済ショック
を深く長いものにしないよう負のスパイラルをいかに防いでいくかの「縦深性」の議論。

運用現場では、コロナ・ショックによる市場の混乱の中、「リスク性資産から安全資産
を飛ばしてドル現金への資金シフト」、「急激な資金シフトの中で取引の流動性低
下」がみられた。

需給の一方的な偏りによる流動性の低下は、為替ヘッジを必要とする本邦投資家
にとって、ドル円の為替ヘッジコストの上昇、という経路でも影響。ドル資金の調達環
境悪化を反映してLiborで見た日米短期金利差が拡大、「為替のベーシス」も拡
大。米国の大幅利下げにも関わらず、米ドル円の為替ヘッジコストが低下しない、と
いう本邦投資家にとって不利な状況が示現。

ウイルス感染の収束に見通しが立たない中で、景気回復シナリオへの回帰も見通し
が極めて立ちにくい状況。今後は、米国の新規失業保険申請者数の急増に見られ
たような「衝撃的な」経済指標に対する市場の反応、そしてその一時ショック自体が
負のスパイラルのきっかけになる可能性に警戒が必要。

コロナ・ショックによる市場の変動は正に「リーマン・ショック」以来の衝撃。株価やクレ
ジット債券のスプレッドは大きな水準訂正を余儀なくされた。こうした中、株式市場に
おける「グロースvs バリューの優位性の逆転」、債券市場における「利回り追求のトレ
ンドの終焉」といった資産運用市場におけるパラダイム転換の可能性に注視しておき
たい。
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金融システム不安
ではなく実体経済
ショック

新型コロナウイルス感染の世界的拡大を受けて、グローバルの資産運用市場は大きく動揺し
ています。特に2月以降、株価は大きく下落、先進国の国債金利は低下、クレジット債券の
対国債スプレッドは拡大、各資産のボラティリティは高まり、流動性は低下しています。

株価下落やクレジット債券のスプレッド拡大は3/23の週に一旦ピークアウトしたようにも見え
ますが、新型コロナウイルス感染の収束が全く見通せない中、まだまだ予断を許さない状況で
す。

様々な経済やマーケット指標が「リーマン・ショック以来」の文脈で語られる中、我々が認識し
ておくべきことの1つは、今回の事象はリーマン・ショックのような「金融システム不安に端を発し
て実体経済ショックが生じた」のではなく「新型コロナウイルス感染の世界的拡大によって実体
経済ショックが生じた」ということ、そして今のところこれが深刻な金融システム不安を引き起こ
すには至っていない、ということです。

図表1：
米国TLスプレッド(Libor3か月金利 – 短期国債3か
月金利）の推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

図表1は米国のLibor3か月
物と短期国債3か月物の金
利差、いわゆるTLスプレッドの
推移を表したものです。TLス
プレッドは市場でのドル資金の
調達環境を表すもので、リー
マン・ショック時には金融システ
ム不安の状況を反映する指
標として注目されました。これ
を見ると、足下リーマン・ショッ
ク時以来の急激な上昇がみ
られます。

一方で、図表２は米国5年
物のスワップスプレッドの推移
を表したものです。スワップスプ
レッドは銀行間の取引に織り
込まれたリスクプレミアム、つま
り決済に対する不信感を反
映したものですが、こちらはリー
マン・ショック時のような拡大は
起きていません。この2つの指
標から、市場で今起きている
のは、投資家のドル現金への
回帰（詳細は後述）による
ドル資金の調達環境の悪化
であり、リーマン・ショック時に
見られたような金融機関間や
取引主体間の「相互不信の
増幅」といった現象は起きてい
ないということが読み取れま
す。

図表2：
米国5年スワップスプレッドの推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）



むしろ懸念すべきは事業会社の状
況です。図表3は米国のCP1か月
物と短期国債3か月物の金利差
の推移を表したものです。リーマン・
ショック時の水準まで拡大してお
り、企業の資金調達環境の厳しさ
が窺われます。

金融機関間の不信が高まってい
ないのに企業の資金調達環境が
厳しくなっていることは、問題の所
在が金融システムではなくより実体
経済にあるということを示唆してい
ます。3/17にFRBがCP買い入れ
を行うCPFFをリーマン・ショック時
以来久々に発動しましたが、事態
が大幅に改善した様子は今のとこ
ろ見られません。

図表4は米国株式のボラティリティ
を表すVIX指数の推移ですが、
リーマン・ショック時の水準並みに
上昇し、今般の株式市場の混乱
ぶりを如実に表しています。

一方で図表5は米国国債のボラ
ティリティを表すMOVE指数の推
移ですが、上昇はVIX指数よりも
抑制され、直近ではピークアウトし
大きく低下した様子が見てとれま
す。FRBが米国国債の買い入れ
を拡大していますが、資産運用市
場にはその効果が一定程度見え
始めてはいるようです。
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図表3：
米国ＣＰ1か月物と1か月短期国債の金利差の推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

図表4：
ＶＩＸ指数の推移

図表5：
MOVE指数の推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）
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コロナ・ショックによる実体経済の悪化、市場の混乱を受けて主要国の中央銀行は大幅な金
融緩和に踏み切り、3/16にはG7の首脳が電話会議を行い、各国が協調して経済財政政策
を講じていくことが合意されました。

例えばFRBの金融政策を眺めてみると、

各国の政策対応は
「止血効果」あり、
今後の焦点はその
「縦深性」

・ 3/3に0.5％、3/15に1.0％の利下げを実施。
・ 量的緩和政策として3/12に短期国債買い入れ対象の拡大、3/16に米国国債とエージェ

ンシーMBS買い入れ、3/23に量的緩和を無制限に実施することを表明。
・ 流動性支援策として、レポオペや窓口貸出拡大のほか、CPを買い入れるCPFF、MMFに

流動性を供給するMMFLを決定。

などの対策を矢継ぎ早に打
ち出しています。こうした政策
が対策として十分であるかど
うかの政策論議はさておき、
米国の株価（図表6）を見
ると、3/23の週に一旦最悪
期を脱した様子であり、少な
くとも一定の「止血効果」は
あったものと推察できます。

図表6：
米国株価指数（Ｓ＆Ｐ500）の推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

新型コロナウイルス感染の対応策では、各国が「水際」で感染を食い止めるというフェーズから、
いかにして国内の感染拡大を封じ込めるか、また重症化や死亡を防ぐための治療体制の確
立、に軸足が移りつつあるように見えます。経済対策においても同様で、実体経済ショックをい
かに食い止めるかの「止血」の後、この経済ショックを深く長いものにしないよう負のスパイラルを
いかに防いでいくかに今後議論の焦点が移っていくものと思われます。我々投資家は、軍事用
語でいうと対策の「縦深性」（前線の敵部隊のみでなくその後方に展開する敵部隊までを連
続的かつ同時的に目標として攻撃することでせん滅しようとする考え方）に今後注目していく
必要があると考えます。 
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運用現場で見られた
事象

コロナ・ショックによる市場の混乱の中、運用の現場では投資家の資金の急激なシフトに伴っ
て2つの特徴的な動きが見られました。１つは急激なリスクオフの中で「リスク性資産から安全
資産を飛ばしてドル現金への資金シフト」が見られたこと、もう1つは急激な資金シフトの中で
取引の流動性低下がみられたことです。

図表7を見ると、市場センチ
メントが悪化し株式（Ｓ＆
P500）の下落が加速した
3/9と3/16の2週間にわた
り、株価下落と安全資産
（米国10年債先物、金、
日本円）の下落が同時に
進行した様子が窺われま
す。この間、近年では珍しい
株式の下落とドル高円安の
同時進行が見られたことは
特徴的な動きでした。これ
は、投資家がリスク性資産
から資金を回避する際に、
相対的にリスクの少ない安
全資産ではなく、最も安全

図表7：
株式と安全資産（債券、金、ドル円）の推移
（2019/12/31の水準を100として指数化）

性の高いドル現金に資金を一気にシフトしたことが背景になると窺われます。なお、3/23の
週には株式の反転上昇と安全資産の反発が同時に起きています。

図表8：
米国ハイイールド社債ＯＡＳの推移

図8,9　出所：ブルームバーグデータよりSSGA作成（2020年3月27日現在）

投資家の資金が有価証券
から一気に引き上げられる
中、市場では深刻な流動性
の低下がみられました。ハイ
イールド社債や投資適格社
債市場では、記録的な資金
流出が観察され、オファービッ
ドが拡大してリーマン・ショック
以来、部分的にはそれ以上
の流動性の低下がみられま
した。流動性に優れていると
いわれるETF市場において
も、ハイイールドや投資適格
社債のETFはNAV（純資
産価値）に対して数％割
安水準での値付けが見られ
ました。この間いかに債券の
売却による資金化が困難な
状況であったかが窺われま
す。その後3/23の週に
は、FRBによる金融政策や
市場センチメントの改善の効
果もあって流動性は一旦最
悪期を脱し、ハイイールドや
投資適格社債の利回りは
ピークアウトしています（図
表8.9）。

図表9：
米国投資適格社債ＯＡＳの推移

出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）



こうした需給の一方的な偏りによる流動性の低下はドル資金調達の市場でも観察されまし
た。投資家の資金がドル現金に殺到したため、冒頭の図表1で見たように調達金利である米
ドルLibor金利が大きく上昇し資金調達環境が悪化しました。このことは、為替ヘッジを必要と
する本邦投資家にとっては、ドル円の為替ヘッジコストの上昇、という経路でも影響を及ぼしま
した。

図表10は米ドル円の為替
ヘッジコストと日米短期差の
推移を見たものです。為替
ヘッジコストは3月初にかけて
米国の利下げ期待を反映し
て緩やかに低下しましたが、
その後は大きなボラティリティ
を伴って拡大しています。為
替ヘッジコストは本来、日米
短期金利差で概ね説明さ
れ、市場の需給等による「為
替のベーシス」分が上乗せさ
れているのが通常です。米
国の短期金利が大きく低下
した（資金需給を反映しに
くいＯＩＳ金利で見た日

図表10：
米ドル円の為替ヘッジコストと金利差

米短期金利差は大幅に縮小）にも関わらず、米ドル円のヘッジコストが低下しないという、本
邦投資家にとって不利な状況が示現しています。

投資家が当面警戒
しておくべき指標

ここまでマーケットの動きを中心に議論を展開してきましたが、本節では経済ファンダメンタルに
関して投資家が警戒しておくべき指標について触れたいと思います。

まずコロナ・ショック直前のマク
ロ経済状況を振り返ってみる
と、昨年後半までの景気減
速の大きな要因であった「米
中貿易摩擦」と「ITサイク
ル」が最悪期を脱し、グロー
バル経済の再加速する公算
が強まっていました。図表11
の米中の製造業景況感の
推移を見ると、コロナ・ショック
の影響で中国の製造業
PMIは2月に先行して大幅
低下、米国のISM製造業
指数も3月は大きな落ち込
みが予想されており、新型コ
ロナウイルス感染の収束に
見通しが立たない中で、景
気回復シナリオへの回帰も
見通しが極めて立ちにくい状
況となっています。
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出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

図表11：
米国ＩＳＭ製造業指数と中国製造業ＰＭＩの推移
2020年3月分はブルームバーグの予想集計値

出所：ブルームバーグよりSSGA作成（2020年3月27日現在）



図表12は米国の新規失業
保険申請者数の推移です。
この指標は米国雇用統計
の先行指標として直近水準
が、これまでに例を見ない
「衝撃的な」水準となってい
ます。実にこれまでの10倍
以上の人が新規に失業保
険を申請したことを表してお
り、2月に3.5％の水準で
あった米国の失業率がどこか
の段階で一時的であるにせ
よ5％台半ばまで一気に上
昇してもおかしくないとも言わ
れています。より重要なのは
もちろんコロナ・ショックによる 出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）

図表12：
米国新規失業保険申請者数の推移

経済ショックがどの程度深く長いものになるか、その「縦深性」にあることは前に述べた通りです
が、特に4月初は日本で日銀短観、米国でISM製造業指数や雇用統計の発表が予定され
ており、こうした「衝撃的な」経済指標に対する市場の反応、そしてその一時ショック自体が負の
スパイラルのきっかけになる可能性については十分警戒していく必要があると思われます。

もう1つ警戒しておくべきは原
油価格の動向です。図表
13は原油価格(WTI)の推
移を表していますが、リーマ
ン・ショックや2015-16年の
原油下落を下回る水準まで
低下しています。原油価格
下落は経済ファンダメンタル
の悪化懸念をきっかけに生じ
たものですが、サウジアラビア
とロシアが減産に合意できな
いという供給側の要因もあり
ます。前回2015-16年に
生じた原油価格下落は「サ
ウジアラビアvs米国のシェー
ル関連の新興企業」の構図

図表13：
原油価格（ＷＴＩ）の推移

があり、原油価格下落で米国のエネルギー関連企業の格下げやデフォルトが社債市場を揺る
がしました。この間米国のシェール関連企業は効率化を進めてその耐久力を増しましたが、エネ
ルギー関連は米国ハイイールド社債市場の一定の割合を占めていることから、今回の原油価
格下落にどの程度の耐久力があるかについては引き続き注意してみておく必要があると思われ
ます。
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出所：ブルームバーグ（2020年3月27日現在）



リーマン・ショック以来
のパラダイム転換が
起きるか

これまで見てきたように、コロナ・ショックによる市場の変動は正に「リーマン・ショック」以来の衝撃
を市場に与えています。株価やクレジット債券のスプレッドは大きな水準訂正を余儀なくされま
した。
図表14と15は、債券市場
の各資産クラスのバリュエー
ション（時系列データで見た
割高割安）をそれぞれの利
回りのZスコアを用いて相対
比較したものです。これを見
ると、2020年2月末時点で
は債券の各資産クラスでほと
んどバリュエーションに差異が
なかったのに対し、同3/27
時点では先進国国債vsク
レジット債券、米国エージェ
ンシーMBS vs 米国地方
債、現地通貨建てエマージ
ング債券vsドル建てエマージ
ング債券 などでバリュエー
ションの較差が一気に鮮明
化した様子が分かります。

我々投資家はこうした市場
の変動を常に収益機会とし
てとらえていく必要があります
が、本稿の締めくくりとして、
筆者が注目する「資産運用
市場における大きなパラダイ
ム変換の可能性」について
指摘しておきたいと思いま
す。

1つは株式市場における「グ
ロースvs バリューの優位性
の逆転」です。リーマン・
ショック以降、緩和的な金
融政策の中で続いた景気
回復、企業業績回復のトレ
ンドが、バリュー株に対する
グロース株の長期にわたる
優位性、そしてバリュエーショ

図表14,15　出所：FTSE、野村證券、JPモルガン、MSCI、ブルームバーグのデータより
SSGA作成
Ｚスコアの計算期間は2003年1月～2020年3月

図表14：
債券市場の各資産クラスの利回りの相対バリュエーション
（Ｚスコア）、2020年2月28日時点

図表15：
債券市場の各資産クラスの利回りの相対バリュエーション
（Ｚスコア）、2020年3月27日時点

ンの偏りを生み出してきました。経済ファンダメンタルに対する見通しが立ちづらくなった中、このトレ
ンドに根本的な変化が生じるのかどうか、注目していきたいと考えます。

もう1つは債券市場における「利回り追求のトレンドの終焉」です。低金利と景気回復を背景とし
たスプレッドの安定が続く中で、クレジットリスクへの依存、エマージング市場等への投資対象の拡
大、CLOのようなクレジット投資のパッケージ化、プライベート・デットなどの流動性プレミアムの追
求、など様々な方法で利回りの追求が進められました。市場のボラティリティが上昇し、バリュー
ション変化による価格調整が進む中、利回り（インカムゲイン）だけではなく価格変動（キャピタ
ルゲイン）を重視した投資が見直されるのかどうか、これも注目していきたいと思います。

詳細な議論は今後に譲りますが、当面はボラティリティの高い相場展開の中、経済ファンダメンタ
ルやマーケットの動向について注視しつつ、考察を深めていきたいと考えています。
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、過去40年にわたり、各国政府や機関投資
家、金融プロフェッショナルの皆様に資産運用サービスをご提供しています。厳密なリサーチや
分析、厳しいマーケット環境における経験を礎としたリスク考慮型アプローチをもとに、アクティブ
からインデックス戦略まで幅広く、コスト効率に優れたソリューションを提案いたします。そしてス
チュワード（受託者）として、社会、環境への配慮が長期的な成果をもたらすということを、お
客様に理解を深めていただくよう努めています。インデックス運用とETF、ESG投資の先駆者と
して、投資における新しい世界を常に切り拓き、約3.12兆ドルを運用する世界第3位の資産
運用会社へと成長しました。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、ステート・ストリート・コーポレーションの資産運
用部門です。

*運用資産残高には、約437.2億ドル(2019年12月末時点）のステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディス
トリビューターズ・エルエルシー（以下「SSGA FD」）が営業を行なっているSPDRの残高を含みます。SSGA FDはSSGAの関連
会社です。

ステート・ストリート・
グローバル・アドバイ
ザーズについて

ご留意事項
・本資料は、弊社の運用に関する見解や手法等をご紹介するために作成・提供されるものであり、特定の金融商品への投資を勧誘する目
的のものではございません。

・本資料は、信頼しうると考えられる情報源から得たものですが、正確性・完全性は保証するものではありません。　また、内容につきまして
は、予告なく変更される場合があります。過去の実績は、将来の投資成果を保証するものではありません。

・本資料は2020年3月30日時点の執筆者横谷宏史の見解であり、市場やその他状況の変化に伴い、予告なく変わることがあります。本
資料には将来予測の表明とみなされ得る一定の情報が含まれています。そうした表明は将来の運用成果を保証するものではなく、実際の
結果や展開はそうした予想とは大きく異なる可能性があります。

・なお、実際の運用戦略においては、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券の価格は市場環境、有価証券の発行会社の業
績、財務状況等により価格が変動するため、損失を被る事があります。また、外貨建の資産に投資する場合には、為替変動により損失を
被ることがあります。

・本資料に表示している各種シミュレーション・データは、過去のデータに基づき弊社モデルを利用したバックテスト結果であり、将来の運用収
益を保証するものではありません。

・弊社ならびに弊社グループ会社における運用に係る研究開発実例、運用スタイル、運用戦略、投資環境等をご紹介するものであり、特
定の金融商品の勧誘を目的とするものではないため、運用に係る手数料・報酬等の金額および計算方法等を予め示すことができません。

・本資料に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。

・本資料の二次使用、複写、転載、転送等を禁じます。

・本資料の記載内容は2020年3月時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
金融商品取引業者　登録番号　関東財務局長（金商）第345号
加入協会：　一般社団法人 日本投資顧問業協会、  一般社団法人 投資信託協会、  日本証券業協会

著作権© 2020 State Street Corporation. All Rights Reserved.不許複製
Tracking Number:3017191.1.1.APAC.RTL , Exp. Date: 6/30/2020
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