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米国株式市場の下落について 

外国株式課 田中 浩介 

～強まる不確実性への恐怖～ 
3 月 20 日の米国株式市場では、S&P500 が前日比 4.3%安、NY ダウが同 4.5%安、ナスダック総合が同

3.7%安となった。WTI 原油先物価格（5 月限）は 22.63 ドル/バレルと、前日比 12%安となった。日本時間 23

日の朝方時点では E ミニ S&P500先物が一時値幅制限の前営業日比 5%安となる場面があった。米国内外

で新型ウイルスの感染拡大が続き、4-6 月期の米国経済の大幅な落ち込みを懸念する見解が散見され、原

油価格が低位に留まる中、新型ウイルスの悪影響が及ぶ期間や深さを巡り、市場で強い不透明感が台頭し

ている。目先は新型ウイルスの感染確認数の動向、米国の景気対策法案の行方のほか、経済指標では 3月

の米製造業景況感（24日発表）や 21日終了週の米新規失業保険申請件数（26日発表）が注目される。 

■ 先週末以降の主な出来事 

 感染確認数の拡大： 米ジョンズ・ホプキンス大学のデータによると、世界の新型ウイルス累計感染確認

数は 33万人を超え（米国は 3万人超）、死者は 1万 4千人超に上っている（日本時間 23日 9：43更新

時点）。 

 米国の景気対策： トランプ米大統領は 21 日、景気対策の意図は「企業をつなぎとめ、労働者への支払

いを続けることで、彼らが生活維持できる」ことにあると説明し、議会と政権の交渉担当者の合意は「非常

に近い」とした。 

クドロー米国家経済会議委員長は同日、関連法案自体は 1.3兆~1.4兆ドル規模だが、FRB（連邦準備

制度理事会）の追加対策などを合わせた経済効果は、米国のGDP（国内総生産）の 10%前後に相当す

る約 2兆ドルになると説明した。 

ムニューシン米財務長官は 22日、景気対策には、家計向けの一時給付や FRBによる最大 4兆ドルの

経済への流動性支援が含まれるとし、追加の流動性支援措置は、企業が今後 90~120日間、この状況を

乗り切ることを支援すると説明した。また、同氏は「医学的状況をコントロールできればすぐに経済活動を

再開できる」と述べ、米経済の景気後退入りの可能性を否定した。 

マコネル米共和党上院院内総務は 22日、中間層や失業者、地方自治体を支援する総額 2兆ドルの景

気対策パッケージを発表した。しかし民主党は労働者向けの対策として不十分などとして同法案を阻止。

同法案を 23 日に可決するとのマコネル氏の計画が実現しない可能性が出ている。一方、ペロシ米下院

議長は下院で独自の法案を用意すると述べており、協議は続く見込みとなっている。 

 米国の経済成長への打撃： 米セントルイス連銀のブラード総裁は 22 日、新型ウイルス対応による休業

などの影響で米失業率が 4-6 月に 30%へと急激に悪化する恐れがあるとの見通しを示した。米国の

GDP は 50%減と、未曽有の落ち込みが見込まれるとしている。外資系証券の複数のエコノミストからも、

米国の 4-6月期 GDPが二桁%のマイナス成長に落ち込むとの予想が出ている。 
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■ S&P500の水準 

 S&P500は 2020/2/19（終値：3,386.15）から 3/20（同 2,304.92）までの下落率が 31.9%となり、弱気相場入り

している。1950 年以降で、S&P500 の高値から安値までの下落率が 20%を超えた 9 回の局面をみると、

天井から大底までの下落率は平均 35.8%、中央値 33.5%だった※。2020 年 2 月 19 日の終値をそれぞ

れの下落率分下げた値は 2,172.43、2,251.47 となる。※最小 21.6%、最大 56.7%  

 以下に示すように、弊社と提携するファンドストラット社は、2020年中頃の S&P500の水準が 1,700 となる

ケースも想定している。 

■ ファンドストラット社の見解 

 弊社と提携するファンドストラット社の見通し（3月 18日レポートより弊社抄訳）を以下に記載する。 

足元株式市場のボラティリティが続き、相場の方向性を示す重要指標からの買いシグナルが確認され

ないものの、ファンドストラットでは米国株に対する中期的に強気な見通しを維持しています。 

私たちのマクロ分析にもとづくと、投資家のポジショニングは過度にディフェンシブに傾いていることから、

最終的には強烈なリバーサル（相場の反転、上昇）から利益を得る機会を逃してしまうでしょう。足元の相

場の弱さは投資家にとって機会であり、投資家は、相場の底をピンポイントに捉えようとするのではなく、

大きな下落局面において魅力的なエントリー機会を探ることを強く推奨したいと思います。 

新型ウイルスの感染確認数が最終的なピークをつける、あるいは実現性の高いワクチンや治療薬が

発表されなければ、相場は反発しても、1~4 週間の期間に留まるとみています。そのような時（感染確認

数がピークをつける、ワクチンや治療薬が発表される）が訪れるまでは、持続性が高くかつ投資可能な相

場の「底」の形成につながる重要なサインを引き続き注視していきます。 

以下の図表に示す基本ケースにあるように、私たちは米国の感染確認数が向こう数ヵ月以内にピーク

を迎えるとみています。米国内の経済や企業利益が 2020年第 2四半期（4-6月期）にかけて逆風を受け

ることは明らかですが、2020 年の下半期に何が起こり得るかは不確かであるため、現時点で過度に悲観

視するのは時期尚早と考えています。 

 「底」を確認するには、まだ時間が必要ですが、私たちは連邦政府による経済対策は、最終的に 1.5

兆~2 兆ドルの規模になると予想しています。2008 年に導入された TARP（不良資産救済プログラム）は

7,000億ドルに過ぎませんでした。 

しかし、重要なことは、感染確認数を巡る状況が依然として悪く、一段と悪化（確認数が増加）する恐れ

があり、感染抑制に向けた追加的な対策が導入される可能性があることです。全米規模の感染検査は、

まだ完全には始まっていません。本格的に始まった場合、米国内の感染確認数を正確に把握するまで

1~3 週間かかるとみています。感染確認数が急増した場合、追加的な対策が講じられることが予想され、

株式市場の反応はネガティブなものになるでしょう。そして、対策が機能しているか否かを判断するまで

に、1~3 週間を要すると思います。そうして初めて、感染確認数の増加ペースがピークをつけることをデ

ータとして確認できるようになるでしょう。 

連邦政府が適切な政策を講じ、企業の倒産や従業員の解雇を抑制できれば、株式市場が底を形成す

る確率はかなり高くなるだろうと考えています。「底」を形成するまでは、相場の動きは不安定なものとなり、

ボラティリティは引き続き過去の大半の時期と比較して高い水準で推移し続けると予想しています。 
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図表： ファンドストラットによるケース別想定シナリオ（感染確認数や経済、株価に対する影響を予想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ファンドストラット、Bloomberg、Factset、米労働省 

 

起こり得る確率 25% 65% 10%

新規感染確認数がピーク
をつける時期

2020年4月 2020年5月 2020年6月

想定されるピーク時の累
計感染確認数 2万件 5万~10万件 50万~100万件

米雇用者数への影響
（3ヵ月間）※

130万人の減少 260万人の減少 500万人の減少

米GDPの影響
（2四半期の影響） 1%のマイナス 2~3%のマイナス 5~10%のマイナス

FRBの金融政策 従来通りのスタンス 流動性を供給
マイナス金利政策、
株式の買い入れ

※小売、娯楽、旅行関連の雇用者数は合計で約2,600万人

2020年中頃のS&P500の
安値

現在の水準 2,200~2,400
（3/18終値＝2,398.10）

1,700

影響が軽微な
ケース

基本ケース
影響が深刻な
ケース

※米国の 2019年 2月時点の労働人口は約 1.6億人、米労働省より 
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本資料について 

【免責事項】 

本資料は証券その他の投資対象の売買の勧誘ではなく、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「弊社」といいます）が投資情報の提供を目

的に作成したものです。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、これらの情報

が完全、正確であるとの保証はいたしかねます。情報が不完全または要約されている場合もあります。本資料に記載する価格、数値等

は、過去の実績値、概算値あるいは将来の予測値であり、実際とは異なる場合があります。かかる価格、数値等は予告なしに変更する

ことがありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。本資料は将来の結果をお約束するものでもありませんし、本資料に

ある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料にある情報の

使用による結果について、弊社及び弊社の関連会社が責任を負うものではありません。本資料は、本資料を受領される特定のお客様

の財務状況、ニーズ又は投資目的を考慮して作成されているものではありません。本資料はお客様に対して税金・法律・投資上のアド

バイスを提供する目的で作成されたものではありません。投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目

論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

本資料は、弊社又は弊社の関連会社から配布しています。本資料に含まれる情報は、提供されましたお客様限りでご使用ください。本

資料は弊社の著作物です。本資料のいかなる部分についても電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行わないようにお願いいたします。本資料に関するお問い合わせは、弊社の営業担当者までお願いいたします。 

 

本資料に記載された会社名、商品名またはサービス名等は、弊社または各社の商標または登録商標です。 

 

【金融商品取引法第 37 条（広告等の規制）にかかる留意事項】  

 

手数料等について 

弊社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内

の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して最大 1.265%（ただし、最低手数料 5,500 

円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大 4.40%の

申込手数料、最大 4.5%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率 3.70%の信託報酬（又は運用管理費用）及

びその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお

支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、

円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとしま

す。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。 

 

リスク等について 

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況（財

務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元

本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。 

なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバ

ティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます。）を上回る場合があると共

に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過

損リスク）があります。 

また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。 

 

上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等をよ

くお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。 

 

商 号 等 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商

品取引業協会 
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