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新型コロナウイルス感染拡大が及ぼす影響は、人々の健康面への被害に加え、経済へ与え
る影響も多大です。ロックダウンなどの感染拡大防止措置により、これまで続いてきた米国の
過去最長の景気拡大期は終焉し、1930年の世界恐慌以来の深刻な景気低迷期に突入し
ようとしています。
新型コロナウイルスを巡る状況は足元小康状態となっており、各国政府は移動制限や外出
制限の緩和に動いているものの、直ちに経済回復へ向かうとは考えにくく、新型コロナウイル
ス感染拡大が終息した後も、長期に亘り、経済への影響が残ると考えます。
本レポートでは、新型コロナウイルスが、世界経済の長期見通しに与える影響を分析します。

キース・ウェード
チーフ・エコノミスト

流行開始年流行終息年 年 死亡者数

黒死病 1347 1352 5 75,000,000

イタリアの大疫病(ペスト) 1623 1632 9 280,000

セビリアの大疫病(ペスト) 1647 1652 5 2,000,000

ロンドンの大疫病(ペスト) 1665 1666 1 100,000

マルセイユの大疫病(ペスト) 1720 1722 2 100,000

第1次コレラ・パンデミック 1816 1826 10 100,000

第2次コレラ・パンデミック 1829 1851 22 100,000

ロシアのコレラ大流行 1852 1860 8 1,000,000

ロシア風邪 1889 1890 1 1,000,000

第6次コレラ・パンデミック 1899 1923 24 800,000

嗜眠性脳炎・パンデミック 1915 1926 11 1,500,000

スペイン風邪 1918 1920 2 40,000,000

アジア風邪 1957 1958 1 2,000,000

香港風邪 1968 1969 1 1,000,000

2009年新型インフルエンザ 2009 2010 1 203,000

新型コロナウイルス 2019 - - 297,491*

新型コロナウイルス拡大前の昨年、今後の世界経済は、ポピュリスト政権、テクノロジー、気候変動などが起因となり生まれる新

常態といった追い風はありつつも、人口動態の動向や経済の生産性などを趨勢的に分析すると、低成長かつ物価も上がりにくい

状況になるとの見解を我々は示しました。従って、実質金利は今後低水準で維持されることが予想され、投資家はこれまでとは

違った投資環境の中で舵取りをしていかなければならないことが予想されると指摘しました 。

パンデミックが経済に与える影響

パンデミックが経済に与える影響についての研究によると、長期に亘って経済に多大な影響をもたらすとされており、投資において

も、パンデミック後、最長40年に亘り、低収益率が続く可能性があるとの結果が示されています。尚、これらの研究は、14世紀の

黒死病から2009年新型インフルエンザを研究対象としています。（図表１）

図表1:パンデミック一覧

出所：Alfani and Murphy(2017)、Taleb and Cirillo(2020)、Johns Hopkins University、NBER(2020年3月)、
シュローダーエコノミクスチーム、2020年5月14日時点。
*出所：Johns Hopkins University、2020年5月14日時点
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新型コロナウイルスは、1918-1919年に流行したスペイン風邪と比較されることが多く、このスペイン風邪では、4000万人（当時

の世界人口の２％程度）の死者が出たとされており、現在の人口に換算した場合1億5000万人程度となります。

幸いにも現在は、当時に比べてより高度な医療システムや政府による感染防止措置により、新型コロナウイルスは、スペイン風邪

程の致死率に至る可能性は低いと考えられますが、近年の中では大きな影響を与えると考えられます。

また、パンデミックは、それを乗り越えた人々にも大きな傷跡を残し、その後の行動にも影響を及ぼす可能性があります。経済的

観点では、パンデミック終息後、家計や企業の行動はより慎重になる可能性があります。

パンデミックと家計の消費活動

すでにロックダウンを緩和した国々では、消費支出の回復が鈍くなることが明らかとなりつつあり、当面この傾向は継続する可能性

が高いと考えられます。過去の事例においても、パンデミックのショックにより、家計は雇用や収入に対する将来不安の高まりや、

健康への意識が高まり等、万が一に備えた貯蓄を増やす傾向があり、消費支出の伸びは減速したことが明らかとなっています。

パンデミックと企業の投資行動

企業については、設備投資が鈍化する可能性があります。多くの過去のパンデミックの場合、労働供給が減少し、賃金が上昇、

企業業績を圧迫し、設備投資は鈍化しました。今回の新型コロナウイルスについては、予防措置の実施や重傷者は主に高齢

者に多いという特徴があり、労働供給の観点から言えば、過去のパンデミックに比べ、限定的と考えられます。

しかしながら、多くの企業は、ロックダウンによる経済活動の停滞、キャッシュフローの減少から、設備投資等には慎重になる可能

性が高いと考えられます。財政政策及び金融政策により、これらの負の影響は、一部軽減されると期待できますが、パンデミック

による傷跡は今後の企業のリスクの取り方や投資への姿勢に影響を及ぼすと考えられます。

これらを含め、今般の新型コロナウイルスの拡大に伴って今後広がると考える４つのポイントについてまとめます。

その１：低金利

高い貯蓄率と弱い設備投資から、今後の世界経済の成長率はより低下し、均衡利子率（景気や物価に影響を及ぼさない中

立的な利子率）も低下するものと考えられます。また、設備投資の低迷により、生産性も高まらず、景気は一段と低成長にな

る可能性があると考えます。結果的に新型コロナウイルスの問題により、長期に亘り世界的な低金利が継続することになると思わ

れます。従って、これまで予想されてきた金利の正常化（異常な低金利からの回帰）は、さらに先延ばしされることとなるでしょう。

その２：医療費支出の増加とその先

高齢化に伴い世界的に医療費支出は増加傾向にありますが、新型コロナウイルスにより、この流れはさらに強化されたと考えます。

財政支出は、景気対策の一時的なものではなく、今や半永久的なものとなりつつあります。今回の景気対策も、新型コロナウイ

ルス問題を受けて、医療関連に向けられると、医療費支出の一段の増加につながると考えています。医療費支出がGDPに占め

る割合は、人口の高齢化などを背景に各国とも上昇基調にあります（図表2）。この医療費支出に占める公的支出の割合は

高く、約４分の３は公的支出によるものであったとの分析結果も出ています。
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各国ともGDPに対する政府債務残高は増え、2021年末までに150％程度まで上昇するとの予想（図表3）もあるなか、今後、

各国政府は財政赤字を抑制するために、税率の引き上げか公的支出の削減を迫られることになります。また、その他の方法とし

て、エコノミクスチームでは、各国政府が金利を名目経済成長率以下に抑制する政策を取る可能性があると考えています。具

体的には、量的緩和政策やイールド・カーブ・コントロール等が挙げられます。

3

図表3：政府債務残高(対GDP比)
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図表2：医療費支出がGDPに占める割合

出所：World Bank、OECD、シュローダーエコノミクスチーム、2020年5月12時点。
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その3：ポピュリズムの台頭

政府債務（対GDP比）の実質的な軽減策は、特に第二次世界大戦後や世界金融危機後に実施されましたが、その効果が

出るには長期間を要するほか、現在のような高度に資本の自由化が進んだ資本市場を考えると、その効果自体が減退する可

能性もあります。

そして、消費者は目先の経済の良し悪しに目が行き、政治もその消費者（＝有権者）への対応から、ポピュリズムが台頭しや

すくなると考えられます。その結果、政府が中央銀行の独立性を脅かす可能性も想定しておく必要があります。もしそれが過度に

進むと、ハイパーインフレーションにつながる可能性には注意が必要と考えます。政府債務残高（対GDP比）は低下が見込ま

れますが、1970年代に同様の政策が実施された際、政府への批判が高まりました。足元は高齢化により人口動態が変化して

おり、インフレ率の上昇は、貯蓄や年金の実質価値を低下させることから、有権者の大きな関心事となり、政治にも影響を与え

る可能性もあります。

その4：加速するテクノロジーの変化

また今後については、収入の格差がより拡大することが予想されます。その変化は二つの分野で進むと考えられます。

一つ目は、今般の危機が‘機会’となった分野であり、例えば、外出自粛や在宅勤務のなか、オンライン小売やビデオ会議などが

頻繁に利用されました。また、オフィス需要にも変化が見られる可能性があると考えられます。このように、ロックダウンは企業にテレ

ワークが可能な環境整備を半ば強制的に促進させ、革新を迫ることとなりました。その結果、こうしたサービスを提供するハイテク

企業を中心に構成されるナスダック総合指数が、足元での米国株式市場上昇のけん引役となったのは驚きではありません（図

表4）。

二つ目は、新型コロナウイルスの経験を経て、企業はサプライチェーンの見直しを迫られることなりました。サプライチェーンに弾性を

持たせる必要性が企業経営者に認識され、今後はサプライヤーを多様化したり、生産拠点を移動（国内回帰を含む）させる

などの変化が考えられます。その結果、生産力を安価な労働力に求めるのではなく、今後は自動化、人工知能やロボットの導入

が進む可能性があり、今回が第４次産業革命とも呼べる変曲点となる可能性もあるでしょう。
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図表4：米国株式の推移

出所：Refinitiv Datastream、シュローダーエコノミクスチーム、2020年5月12時点。
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CMP01351

前者の変化の結果、短期的には、旅行企業、航空、オフィスマネジメント企業などにはマイナスの影響が表れると考えられますが、

長期的には、出張費やオフィススペースの維持費などの費用削減につながり、経済全体の効率性や生産性を向上させる可能性

があると考えます。また、後者の変化の結果、短期的には、スキル改善が必要な労働者の解雇や異動などが挙げられ、当面、

人々に経済への不満感を募らせポピュリスト的な解決策を模索させることは想定しておく必要があると考えられます。

結論

新型コロナウイルス終息後の経済や景気シナリオについて、様々な議論が行われています。エコノミクスチームでは、経済成長の

減速や財政にかかる圧力、テクノロジーの普及がもたらす格差の拡大など、新型コロナウイルス発生以前から実は存在していたも

のの、その変化が緩やかだった流れが強化・促進されると考えています。


