マクロリスク・トラッカー（2020/08/25）
米国

マクロ経済動向

成長/景況感

雇用

欧州

個人消費

マクロ政策動向

ラ米

その他

20年度の民間ｴｺﾉﾐｽﾄの成長予想は-5.75％ 20年のIMF成長見通しは1.0%
20年のIMF成長見通しは-5.8%

INの20年のIMF成長見通しは-4.5%

ASEAN5の20年のIMF成長見通しは2.0%

BR/20年のIMF成長見通しは-9.1%

RU/20年のIMF成長見通しは-6.6%
ZA/20年のIMF成長見通しは-8.0%

GDP成長率:-32.9%(0/0pp)

GDP成長率:-15%(0/0pp)

GDP成長率:-27.8%(0/-25.6pp)

GDP成長率:3.2%(0/0pp)

KR/GDP成長率:-2.9%(0/0pp)

ID/GDP成長率:-5.32%(0/-8.29pp)

BR/GDP成長率:-0.3%(0/0pp)

TK/GDP成長率:4.5%(0/0pp)

GDPNow:25.6%(0/13.7pp)

ﾕｰﾛ圏製造業PMI:51.7(0/0.6)

短観大企業製造業業況判断:-34(0/0)

政府製造業PMI:51.1%(0/0pp)

ID/製造業PMI:46.9(0/7.8)

BR/製造業PMI:58.2(0/6.6)

TK/製造業PMI:56.9(0/3)

ISM製造業指数:54.2(0/1.6)

ﾕｰﾛ圏非製造業PMI:50.1(0/-5)

鉱工業生産指数前月比:1.9%(0/-0.8pp)

財新製造業PMI:52.8%(0/1.6pp)

KR/製造業PMI:46.9(0/3.5)
KR/輸出前年比:-7%(0/3.9pp)

TH/GDP成長率:-12.2%(0/-10.4pp)

MX/GDP成長率:-18.9%(0/0pp)

RU/GDP成長率:-8.5%(0/-10.1pp)

ISM非製造業指数:58.1(0/1)

ﾄﾞｲﾂ製造業PMI:53(0/3)
ﾄﾞｲﾂ非製造業PMI:50.8(0/-5.9)

輸出前年比:-19.2%(0/7pp)

政府非製造業PMI:54.2%(0/0pp)

TW/GDP成長率:-0.58%(0/0.15pp)

TH/景況感指数:42.9(0/4.4)

MX/製造業PMI:40.4(0/1.8)

RU/製造業PMI:48.4(0/-1)

日本国内の自動車生産は需要減で半減に

財新非製造業PMI:54.1%(0/-4.3pp)

TW/製造業PMI:50.6(0/4.4)

MY/GDP成長率:-17.1%(0/-17.8pp)

AR/GDP成長率:-5.4%(0/0pp)

ZA/GDP成長率:-0.1%(0/0pp)

失業率:7.8%(0/0pp)

有効求人倍率:1.11(0/0)

輸出前年比:7.2%(0/6.7pp)

TW/輸出前年比:0.4(0/4.2)

MY/景況感指数:81(0/0)

AR/景況感指数:38.2(0/0)

ZA/製造業PMI:51.2(0/-2.7)

失業率:10.2%(0/-0.9pp)

完全失業率:2.8%(0/0pp)

輸入前年比:-1.4%(0/-4.1pp)

IN/GDP成長率:3.1%(0/0pp)

PH/GDP成長率:-16.5%(0/-16.3pp)

平均時給前年比:4.8%(0/-0.2pp)

実質賃金指数前年比:-1.7%(0/0.4pp)

工業生産前年比:4.8%(0/0pp)

IN/製造業PMI:46(0/-1.2)

PH/景況感指数:22.3(0/0)

固定資本投資年初来累計:-1.6%(0/1.5pp)

豪州/GDP成長率:1.4%(0/0pp)

AR/9度目のﾃﾞﾌｫﾙﾄ 政府とIMFとの債務
再編交渉は膠着状態が続く

TK/6月までの1年間で2002年以来の経常
黒字を記録

小売売上高前年比:-1.1%(0/0.7pp)

豪州/製造業PMI:53.5(0/2)
KR/ｺｱCPI前年比:0.7%(0/0.1pp)

ID/CPI前年比:1.54%(0/-0.42pp)

BR/CPI前年比:2.31%(0/0.18pp)

TK/CPI前年比:11.76%(0/-0.86pp)

TW/CPI前年比:-0.52%(0/0.24pp)

TH/CPI前年比:-0.98%(0/0.59pp)

MX/CPI前年比:3.62%(0/pp)

RU/CPI前年比:3.4%(0/0.2pp)

IN/CPI前年比:6.93%(0/0.84pp)

MY/CPI前年比:-1.3%(0/0.6pp)

AR/CPI前年比:40.6%(0/-0.7pp)

ZA/CPI前年比:2.2%(0/0pp)

豪州/CPI前年比:1.2%(0/0pp)

PH/CPI前年比:2.7%(0/0.2pp)

戸籍取得緩和、近く預金準備率引下か

韓国中銀も0.75％の大幅利下げ

MY/預金準備率下げ

MX/政府、中銀に利下げ圧力

政策金利:3.85%(0/0pp)

KR/政策金利:0.5%(0/0pp)

ID/政策金利:4%(0/0pp)

BR/政策金利:2%(0/-0.25pp)

非農業雇用者数:1763千人(0/-3037千人)

小売売上高前月比:1.2%(0/-6.3pp)

消費者信頼感指数:-14.7(0/0.3)

ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数:72.8(0/0.3)

小売売上高前月比:5.7%(0/-12.1pp)

ｺｱCPI前年比:1.6%(0/0.4pp)

ｺｱCPI前年比:1.2%(0/0pp)

金融政策関連 FF金利上限:0.25%(0/0pp)

市場動向

赤字は前日比での変化有
東南アジア

20年のIMF成長見通しは-10.2%

ｺｱPCEﾃﾞﾌﾚｰﾀ前年比:0.9%(0/0pp)

政治/地政学/天変地異

（ / ）内は前日比変化幅or率／月初来変化幅or率
韓国/台湾/インド/豪州
中国

20年のIMF成長見通しは-8.0%

失業保険申請8週累計は全就業人口の1/5に

物価

規制/コンダクト

日本

小売業販売額前年比:-1.2%(0/0pp)

３月新車販売前年比一桁減、やや落ち着き
コアCPI前年比:0%(0/0pp)

CPI前年比:2.7%(0/0.2pp)

コアコアCPI前年比:0.4%(0/0pp)

ECB政策金利:0%(0/0pp)

政策金利:-0.1%(0/0pp)

TK/政策金利:8.25%(0/0pp)

FRBがFOMCで金融政策の現状維持を決定 BOE政策金利:0.1%(0/0pp)
決定会合で国債購入額を無制限に CP社債 M2前年比:10.7%(0/-0.4pp)
TW/政策金利:1.13%(0/0pp)
TH/政策金利:0.5%(0/0pp)
MX/政策金利:4.5%(0/-0.5pp)
RU/政策金利:4.25%(0/0pp)
ｺﾛﾅ再拡大による足許の景気回復減速を受け
購入等も大幅増
ECBがﾕｰﾛ圏外中銀にﾕｰﾛ資金供給
預金準備率:12.5%(0/0pp)
IN/政策金利:4%(0/0pp)
MY/政策金利:1.75%(0/0pp)
AR/政策金利:38%(0/0pp)
ZA/政策金利:3.5%(0/0pp)
た今後の追加対策も示唆
日銀政策決定会合を前倒しETFの買増や企
ECBが資産買取枠を大幅拡大
FRBが今後の追加緩和策に関し
人民銀 預金準備率引下げ
豪州/政策金利:0.25%(0/0pp)
PH/政策金利:2.25%(0/0pp)
AR中銀総裁辞任
TK/中銀総裁に加え主要幹部も更迭
業金融支援措置を打ち出す
独憲法裁、ECBの国債買取に違憲判決
財政赤字GDP比:-4.6%(0/0pp)
ｲﾀﾘｱ財政赤字GDP比:-1.6%(0/0pp)
財政赤字対GDP比率:-3.8%(0/0pp)
財政赤字対GDP比率:-2.8%(0/0pp)
KR/財政赤字対GDP比率:-2.6%(0/0pp) ID/財政赤字対GDP比率:-2.2%(0/0pp)
BR/財政赤字対GDP比率:-5.9%(0/0pp) TK/財政赤字対GDP比率:-2.9%(0/0pp)
ソブリン/財政 ﾌｫﾜｰﾄﾞｶﾞｲﾀﾞﾝｽには前向きな一方YCCには後
ECBが金融機関に対しﾏｲﾅｽ金利で長期融資 日銀総裁潤沢な資金供給を強調する談話
ろ向きな姿勢を明らかに
過去最大のETF購入に動く
ECBﾙｰﾙ改正でｼﾞｬﾝｸ債の担保としての受取認
関連
大統領令で議会で紛糾していた失業給付金等
第2次補正予算案決定 真水は33兆円
地方債の使途制限、緩和
ﾌﾗﾝｽ財政赤字GDP比:-3%(0/0pp)
TW/財政赤字対GDP比率:-1.3%(0/0.6pp)TH/財政赤字対GDP比率:-1.9%(0/0pp) MX/財政赤字対GDP比率:-1.6%(0/0pp) RU/財政赤字対GDP比率:1.8%(0/0pp)
FRBが2022年末までｾﾞﾛ金利継続を明確化
の割増給付再開や給与税の納税猶予、学生 める 量的緩和に際し従来ﾙｰﾙ（国毎の国債買 日銀審議委員ﾘﾌﾚ派維持
企業向けを中心に大規模減税
全世帯一律10万円支給
FRBが2.3兆ドルの低格付け企業や中小企業 ｲﾀﾘｱ国債ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ:1.55%(0.04/-0.06pp)＊
20年度成長見通し引上げ
IN/財政赤字対GDP比率:-4.59%(0/0pp) MY/財政赤字対GDP比率:-3.2%(0/0pp) AR/財政赤字対GDP比率:-5.5%(0/0pp) ZA/財政赤字対GDP比率:-6.3(0/0)
ローンの返済猶予等を実施
い入れの上限等）に拘らないと表明 ECB量的 日銀緩和策維持
所得急減世帯に一律30万円給付決定
資金
等への資金供給に動く FRB量的緩和「無制
日銀追加緩和見送りもFG修正
共和党1兆ﾄﾞﾙの追加対策を纏める
緩和大幅拡大 BOE再利下げ CP買取を公表 難の中小企業への交付金や地銀を通じた無
ECが復興基金含む復興計画を公表 設立で合意 但しﾕｰﾛ共同債では合意できず
豪州/財政赤字対GDP比率:-0.2%(0/0pp)
財務相会合でコロナ禍対策で合意
PH/財政赤字対GDP比率:-3.5%(0/0pp)
欧州首脳は州共通債発行では意見がまとまらず
MX/民活で大規模ｲﾝﾌﾗ投資計画
独も新規国債発行の財政支援
UK 中小企業金融支援 仏、ｽﾍﾟｲﾝ大型経済対策
ﾚﾊﾞﾉﾝがﾃﾞﾌｫﾙﾄ
限」で実施 消費者/自動車ﾛｰﾝ等ABSの買い 首脳会談で遂に欧州共通基金創設で合意 英4兆円規模の付加価値税減免
日銀現行政策維持 黒田氏、金利引下げ時
ﾊﾞｲﾃﾞﾝ候補 7千億ﾄﾞﾙで製造業基盤強化
ECB利下げはせず量的緩和拡大
銀行貸出支
利子融資も
ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞが経営破綻の危機
SMBCとSBIが提携
入れも決定
SA/農業銀行が破綻の危機
金融システム NFCI:-0.53(0/-0.03)
人民銀、中小銀に３千億元融資枠
の副作用配慮強調
民主党が3兆ドルの追加対策を提案
援
ECB総裁的確な措置をとるとの声明発表
GDP比1割規模の財政支援（所得減世帯に
HSBC3.5万人削減
ﾄﾖﾀが1兆円の融資枠を要請。またｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 20年振りに地方銀行の破綻を容認 中小金融 INがｺﾛﾅ対策で債務の利払いに関し3か
FRBはMMFへの銀行を通じた資金供給
関連
FRB、米企業債務膨張を再び警告
1.2兆ドルに達する給与税減免を再び検討 休 BOEも利下げを排除しない考え示す ECBが金 日銀は政策据え置き、将来緩和に含み
対する現金給付、固定資産税減税、消費喚
ﾄﾞｲﾂ案はｿﾌﾞﾘﾝﾘｽｸ認識要求、ｲﾀﾘｱ反対
が2段階引下げでBa3に
FRBも遂にCP買取に乗り出す
月間のﾓﾗﾄﾘｱﾑを宣言
AR債務再編で債権団と合意
機関の一部で経営不安が広がる
BB&T、ｻﾝﾄﾗｽﾄ買収に政治の横やり
業補償予算不足で第4段の経済対策
起の割引券の発行等）を検討
融政策の戦略的見直しへ
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ中銀が利上 黒田総裁、ﾏｲﾅｽ金利深堀選択肢維持
ﾄﾞｲﾂ財務相がbank unionでの再保険を提案
MUFG 配車大手ｸﾞﾗﾌﾞに出資
FRBは週末緊急会合を開き1%の大幅利下
肺炎で契約不履行の免責増える兆し
与野党が2兆ドル規模の対コロナ対策財政支 げでﾏｲﾅｽ金利離脱 ﾗｶﾞﾙﾃﾞ総裁就任 物価目標 決定会合で追加的金融緩和への前向き姿勢
景気対策で消費税減税を求める声も
ｳｰﾊﾞｰ株価がﾛｯｸｱｯﾌﾟ解除で急落
ﾄﾞｲﾂ銀ﾘｽﾄﾗで３Q再び赤字
SBI清水銀と資本業務提携
FRBは市場に大量資金供給
買入対象国債の
援（家計への現金給付、企業の資金繰り支援 等見直しへ ECB金融政策維持、ECBﾀｶ派理 を強調
13兆円規模の経済対策検討
日銀、物価次第で追加緩和示唆
ｷﾞﾘｼｬ、資本規制撤廃
MUFG一律賃上げ廃止
拡大で実質量的緩和再開 次回FOMCで1％ ﾄﾞｲﾂ10年債金利:-0.44%(0.06/0.09pp)＊
米国10年債金利:0.69%(0.05/0.15pp)＊
国債利回り:3.05%(0.05/0.08pp)＊
KR/国債利回り:1.39%(0.01/0.09pp)＊ ID/国債利回り:6.72%(-0.02/-0.11pp)＊
BR/国債利回り:6.84%(-0.08/0.51pp)＊ TK/国債利回り:14.08%(0.16/1.38pp)＊
債券
等で、経営者の報酬増に使わない等の条件付
75歳以上医療費負担2割に引上げ検討
事突然の辞任、ECB無期限で量的緩和再開、 国債利回り:0.04%(0.01/0.02pp)＊＊
ﾄﾞｲﾂ銀2万人弱ﾘｽﾄﾗ、投資銀部門売却
SBI地銀ｼｽﾃﾑ共同化に動く
の大幅利下げか
き）で合意。
ﾏｲﾅｽ金利も深堀
消費税増税開始（10月1日）
長短金利差:0.53%(0.04/0.11pp)＊
長短金利差:0.09%(0.01/0.02pp)＊
TW/国債利回り:0.42%(0/-0.02pp)
TH/国債利回り:1.36%(0.01/0.14pp)＊
MX/国債利回り:5.85%(0.07/0.16pp)＊ RU/国債利回り:6.21%(0.02/0.28pp)
金融庁 地銀ﾄｯﾌﾟ意識改革を促す論点公表
ﾎﾞｽﾄﾝ連銀総裁 買入対象資産拡大示唆 民 ﾌﾗﾝｽ10年債金利:-0.14%(0.05/0.05pp)＊
従来の倍の2兆ドル規模の財政支援公表
金融庁報告書撤回で年金改革が遅れる公算
SBI
筑邦銀に出資
カナダ中銀が利下げ
ｲﾀﾘｱ10年債金利:1.11%(0.1/0.03pp)＊
長期金利0%近くまで上昇
IN/国債利回り:6.16%(-0.06/0.32pp)＊ MY/国債利回り:2.56%(0/-0.07pp)
#N/A
ZA/国債利回り:9.29%(-0.03/0.04pp)＊
主は選挙目当と批判
MUFG、ID銀行で特損2千億円
FRBが0.5％緊急利下げ G7の財務相・中銀
給与税免除等の1兆ドルの経済対策
ｽﾍﾟｲﾝ10年債金利:0.4%(0.07/0.06pp)＊
豪州/国債利回り:0.91%(0.04/0.06pp)＊ PH/国債利回り:2.67%(0.02/-0.02pp)＊
金融庁、東証再編で降格は見送り
総裁はあらゆる手段活用と表明
給与減税等8千億ﾄﾞﾙ規模の減税案打ち出す
NYﾀﾞｳ:28248.44(-0.2/6.9%)＊
Eurostoxx50:3329.71(-0.1/4.9%)＊
日経平均:23297(1.4/7.3%)＊
上海株価:3374(-0.4/1.9%)＊
KR/株価:2367(1.6/5.2)＊
ID/株価:5339(1.2/3.7%)＊
BR/株価:102118(-0.2/-0.8)＊
TK/株価:1092(-1.4/-3.1%)＊
株式
MUFG不稼働口座に手数料
FF先物での3月利下げ確率が80％を超える
も民主党は否定的
北國、勘定系をｸﾗｳﾄﾞ移行
ﾌﾟﾚｲﾅｰﾄﾞ氏柔軟な2％物価目標を提唱
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏、新たな減税検討を表明
ﾅｽﾀﾞｯｸ:11466.47(0.8/6.7%)＊
PER:14.16(0/0)
TW/株価:12758(0.9/0.7)＊
TH/株価:854(0.2/-1%)＊
MX/株価:38265(0.5/3.4)＊
RU/株価:3028(0/4%)
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸGに3千億円、銀行融資集中進む
金利据え置き
消費判断は強いから堅調に
2年間予算や債務上限引き上げで政府/民主
ﾔﾌｰ、ﾗｲﾝ経営統合へ
CAPE:31.69(0.11/1.2)＊
IN/株価:38844(0.1/3.3)＊
MY/株価:1555(-0.9/-3.1%)＊
AR/株価:46596(0.1/-5.4)＊
ZA/株価:56114(-0.9/0.7%)＊
伊やｽﾍﾟｲﾝは株の空売り制限
みずほ、総合職と一般職を統合
FRB理事にﾊﾄ派2名指名
党合意ながら共和党内での反発広がる
楽天はLift株下落の減損で赤字に
金融庁、地銀間早期出資容易に
ﾎﾞｽﾄﾝ連銀総裁がｲﾝﾌﾚﾘｽｸ警告
NYﾀﾞｳPER:28.22(-0.06/4.06)＊
豪州/株価:6161(0.1/3.9)＊
PH/株価:5953(0.2/0.4%)＊
SBﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾄﾞWeWorkで巨額損失
福島銀、SBI出資受け入れ
FRB政策現状維持 20年中も現状維持見通し
為替:93.01(-0.3/-0.4%)＊
為替ﾕｰﾛ:1.18(0/0%)
対ドル為替レート:106.4(-0.4/-0.5)＊
対ドル為替レート:6.9(0.1/1.1%)＊
KR/対ドル為替レート:1184(0.2/0.8%)＊ ID/対ドル為替レート:14670(0/-1%)
BR/対ドル為替レート:5.51(1.6/-5.6)＊
TK/対ドル為替レート:7.39(-0.3/-5.9%)＊
為替
MUFG、ﾕﾆｵﾝでのれん減損
FOMC議事録「景気下振れリスクに保険」
3月末外貨準備急減 資本流出の可能性
為替ﾎﾟﾝﾄﾞ:1.31(0/0%)
対ユーロ為替レート:125.552(-0.4/-0.5)＊
TW/対ドル為替レート:29.36(0/-0.1%)
TH/対ドル為替レート:31.45(0.1/-0.6%)＊ MX/対ドル為替レート:21.91(0.4/1.6)＊ RU/対ドル為替レート:75.33(-0.9/-1.3)＊
ﾉｼﾞﾏ、ｽﾙｶﾞ銀創業家の全株取得
ﾊﾟｳｴﾙ氏、政策現状適切で利下停止示唆
元安回避へ新規制導入
日銀FSRで地銀にｺｽﾄ大幅削減促す
FRB3連続利下げも先行きは休止示唆
IN/対ドル為替レート:74.2(0/1%)
MY/対ドル為替レート:4.17(0/1.7%)
AR/対ドル為替レート:73.65(0.1/-1.9)＊ ZA/対ドル為替レート:16.84(0.6/1.3%)＊
人民銀行セットの基準値が初めての7元超え
福井と福邦、包括的連携協議？
FRB資産購入再開
豪州/対ドル為替レート:0.72(0/-1.4%)
PH/対ドル為替レート:48.53(0/1.2%)
IMF AR民間債権団に債務リスケ要請
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ銀行格付手法見直し,格下げ多数
FOMC議事録ﾒﾝﾊﾞｰ間の判断割れ示す
SBI、島根銀に出資
ﾊﾟｳｴﾙ氏市場安定に向け資産再拡大表明
ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格前年比:3.5%(3.1/3.1pp)＊
欧州住宅価格指数:9.31%(0/0pp)
東証REIT指数:1745.73(0.7/4.9%)＊
新築住宅価格前月比:4.8%(0/-0.1pp)
KR/住宅価格指数:4.89%(0/26.4pp)
ID/住宅価格指数:3.09%(0/18.8pp)
BR/住宅価格指数:1.39%(0/0pp)
TK/住宅価格指数:28.32%0/3.66pp)
不動産
福岡FG、地銀初のﾈｯﾄ銀設立
Fedwatch10月利下げ95％に上昇
4月新築住宅動向 上昇50都市（+12） 下落
中古住宅販売前年比:24.1%(0.700000000000003/3.4pp)＊
UK住宅価格指数:1.6%(0/1.7pp%)
不動産価格指数:3.73%(0/0pp)
TW/住宅価格指数:6.7%(0/46.2pp)
TH/住宅価格指数:10.3%(0/0pp)
RU/住宅価格指数:8%(0/0pp)
NY連銀臨時ｵﾍﾟを拡充、量的緩和再開思惑
11都市（-11）、横ばい9都市（-1）
基準地価上昇が続く
ﾄﾞｲﾂ住宅価格指数:20.97%(0/1.34pp%)
IN/住宅価格指数:10.68%(0/0pp)
MY/住宅価格指数:0.8%(0/0pp)
AR/住宅価格指数:-17.66%(0/0pp)
ｳｨｰﾜｰｸ経営難商業不動産価格に下押し圧力
利下げ決定ながら緩和継続は割れる
全国平均路線価4年連続上昇
短期金利が急騰
ｽﾍﾟｲﾝ住宅価格指数:8.87%(0/0pp%)
豪州/住宅価格指数:1.7%(0/0pp)
PH/住宅価格指数:-6.34%(0/0pp)
ﾊﾟｳｴﾙ議長、「成長持続に適切な行動」
ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債利回り:5.17%(-0.08/0.03pp)＊
ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債利回り:3.89%(-0.02/-0.27pp)＊
Markit iTraxx Japan:80.3(19.7/19.45)＊
クレジット
前NY連銀総裁、前言撤回
前NY連銀総裁の「政治を考慮すべき」発言に
FRBはすかさず反論
原油:43.36(2.1/7.2%)＊
金:1928.05(0/-2.2%)
銅:2.9365(0.5/3.1%)＊
鉄鉱石:3733(-0.5/2%)＊
石炭:50.75(0.6/-3.7%)＊
大豆:906(0.3/0.9%)＊
小麦:527(1.2/-0.7%)
ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ:11323.4(-3.6/-0.6%)＊
商品
FRB理事が次回会合での0.5％引下げ示唆
ﾊﾟｳｴﾙ発言、持続的利下げへの期待繋ぐ
協調減産順守率が87％に達する
米民主党副大統領候補に黒人女性を起用
ｼｶｺﾞで略奪深刻化
政治/社会不 ﾄﾗﾝﾌﾟ氏が大統領選延期論に言及 一方で共
和党tﾄｯﾌﾟは延期に反対表明
安
香港問題で対中制裁法案を議会が可決
移民規制強化の方向
現政権批判したﾎﾞﾙﾄﾝ氏暴露本出版へ
米中が貿易協議を再開
最高裁が一部不法移民の強制送還猶予措置
ティックトックが米政府を提訴
の撤廃認めず
米中貿易閣僚協議が延期
NY市夜間外出禁止を1W延長
地政学
断交後で最高位となる閣僚を台湾に派遣
全米40以上の都市で外出禁止令
香港の行政長官を制裁対象に追加
警官の黒人探外に端を発した暴動が拡大
ﾃﾝｾﾝﾄやﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽとの取引停止へ
司法省が元大統領補佐官の起訴取り下げ
ｶﾅﾀﾞのｱﾙﾐに再度関税導入
民主党のｻﾝﾀﾞｰｽ氏がﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏支持を表明
FDAが回復者の血漿を使う新たなコロナ治療
大統領、TikTokの売却を認める
天変地異 /事 ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏とｻﾝﾀﾞｰｽ氏がﾃﾚﾋﾞ討論で一騎打ち
法を特別認
新規感染者増の動きは一服 政府
米政府、ﾊﾞｲﾄﾀﾞﾝｽにTikTok売却を命令か
もｻﾝﾀﾞｰｽ氏空回り目立つ
故
ﾜｸﾁﾝ1億k本購入へ
一日当り死者数が再び増
駐独駐留軍の1/3を削減し欧州内に再配置
新型ｺﾛﾅの影響で一部民主党予備選が延期
加に転じる
新規感染者の数がﾋﾟｰｸｱｳﾄの兆し
ﾎﾟﾝﾍﾟｵ長官が講演で中国共産党の体質を問
予備選でﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏圧勝
ｻﾝﾀﾞｰｽ氏は苦境なが
BCBS、バーゼルIII実施を1年延期
ﾌﾛﾘﾀﾞ
ﾃﾞｷｻｽ
ｶﾘﾌｧﾙﾆｱで死者数が急増
製薬
題視する等対決姿勢を一段と強める
ら選挙戦は続行
今後米国の会計監査への情報提供義務に完
会社が3万人規模の最終段階の臨床試験を
中国のﾋｭｰｽﾄﾝ領事館閉鎖を要求
ｳｫｰﾚﾝ氏予備選撤退
全に従わない限り、中国企業の米国上場継続
開始
患者数増加の加速が続いていた米西部
中国ｳｲｸﾞﾙ族迫害企業をｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄに追加
金融規制監 を認めない可能性
ｽｰﾊﾟｰﾁｭｰｽﾞﾃﾞｰでﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏が9州を制する
コ
8月から中国ﾊｲﾃｸ5社の製品を使う企業を政
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ氏は撤退
督/会計/税制 南部州で漸くピークアウトの兆しが出てくる
SECが議決権助言機関への規制を正式決定
ロナによる1日当り死者が4日連続で1000名を
府との取引から排除することを決定
ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏がｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ州予備選で初勝利
ﾎﾞﾙｶｰﾙｰﾙ緩和
一方でSTにより配当等制限
上回るなど、遂に死者数も再び上昇基調に入
大統領
香港自治法に署名
ｻﾝﾀﾞｰｽ氏がネバダ州民主
欧州とのﾃﾞｼﾞﾀﾙ課税交渉打ち切りか
る
加州が感染増加で再び行動規制を導入
中国の南ｼﾅ海に係る主張は完全違法と断定
党予備選でも勝利
JPﾁｪｰｽ人手不足で政府ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ以外の中小
ﾚﾑﾃﾞｼﾋﾞﾙ死亡率を大幅に下げる効果
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ課税で仏からの輸入に25％関税方針
ﾊﾞｰ司法長官辞任を検討
向け貸出停止
GAFAの競争阻害行為
米議会公聴会で非難
中国製ｱﾌﾟﾘ使用禁止を検討
司法長官がﾄﾗﾝﾌﾟ氏のﾂｲｰﾄ司法介入を批判
当局はｳｪﾙｽﾞﾌｧ^ｺﾞに課してきた資産拡大制限
GSが１MDBで39億ドル支払いで和解
欧州からの輸入に対する制裁関税拡大検討
を緩和
著名人のﾂｲｯﾀｰｱｶｳﾝﾄが乗っ取られる
リスク管理 /ガ ﾆｭｰﾊﾝﾌﾟｼｬｰ州民主党予備選ではｻﾝﾀﾞｰｽ氏
ﾄﾞｲﾂ駐留軍規模を大幅縮小か
が勝利
ﾌﾞﾃｨｼﾞｪｯｼﾞ氏は僅差の2位
食肉価格操作疑惑浮上
バナンス/コン 補完的ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾚｼｵ算出から国債及びFRBに
香港への優遇措置を廃止へ
弾劾裁判
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏に無罪評決高官に制裁も
有する現金を除くことを許可
ｵﾝﾗｲﾝ授業留学生へのﾋﾞｻﾞ制限で名門大が
上院が中国企業を狙った外国上場企業に対
ダクト関連
民主党ｱｲｵﾜ州党員集会投票集計で大混乱
PCAOBがSECに吸収で市場に不安の声
政府提訴
する規制強化法案を決議
ﾎﾞﾙﾄﾝ氏弾劾裁判招致
共和党多数で否決
最高裁
LGBT差別を違法判断
中国企業への監査強化や中国企業への政府
ﾎﾞﾙﾄﾝ氏が暴露本発刊へ
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏は批判
Zoom
中国民主活動家のｱｶｳﾝﾄ一時閉鎖
系年金基金の投資抑制を打ち出す
大統領弾劾裁判開始
民主は共和ﾙｰﾙに反発
FB社員がCEOのﾄﾗﾝﾌﾟ発言に抗議してｽﾄ
米中政府高官が貿易交渉合意履行で合意
GAO報告書
ｳｸﾗｲﾅ関連で政府が違法行為
SNS規制案を検討
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏中国に対し新で制裁検討
ﾎﾞﾙﾄﾝ氏が議会証言に応じる構え
Zoomに関し個人情報保護上の懸念が浮上
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏がﾍﾟﾙｼｬ湾でのｲﾗﾝ小型船の米艦船
下院本会議大統領弾劾を可決
数議員が新型ｺﾛﾅ深刻化前株売逃げで非難
異常接近を受けて攻撃を示唆
下院本会議が大統領弾劾決議へ
調査委ﾎﾞｰｲﾝｸﾞの隠蔽体質を批判
大統領が移民受入を一時停止すると発言
下院予算可決で政府閉鎖回避される見通し
JPﾓﾙｶﾞﾝ石炭採掘業への融資を停止
WHOに対する中国寄り批判を強める
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏弾劾決議案下院司法委決議
ｳｪﾙｽﾞﾌｧｰｺﾞ、不正営業で罰金3300億円支払
一部商品（アパレル、軽トラック等）に対する関
ｳｫｰﾚﾝ氏大型合併に対する規制法案準備
税の90日間停止を発表
下院委ﾄﾗﾝﾌﾟ氏の権力乱用を批判
新型コロナを巡って米中が非難応酬
ﾄﾗﾝﾌﾟ選対、偏向でﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸ取材拒否
司法省中国人がﾊｯｷﾝｸﾞで北朝鮮幇助と非難
ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ氏大統領選出馬へ
ファーウェイを詐欺容疑で追起訴
香港人権法案ﾄﾗﾝﾌﾟ氏承認の可能性
中国軍ﾊｯｶｰを起訴
駐EU大使、見返り要求はﾄﾗﾝﾌﾟ氏の意向
中東和平案を公表 ﾊﾟﾚｽﾁﾅ国家条件付き容
軍高官ﾄﾗﾝﾌﾟのｳｸﾗｲﾅへの要求不適切と証言
認
ｳｫｰﾚﾝ氏医療保険改革現実的方向に修正
商務長官 EU炭素税に報復を警告
ｸﾘﾝﾄﾝ氏大統領選出馬無しとせず
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏欧州車に高関税の脅し
ｳｸﾗｲﾅｹﾞｰﾄ公聴会で裏ﾙｰﾄ証言
上院がUSMCAを可決
ｳｸﾗｲﾅｹﾞｰﾄ高官が調査と援助の取引認める

EU/英間のFTA年内合意は困難と交渉官発言
仏内閣総辞職
仏与党 地方選で敗北
英FTA無し離脱も想定した強硬姿勢貫く
EU首脳会議、中期予算で合意できず
英財務相が首相との意見対立で辞任
独与党党首辞任
英も豪加同様香港との犯罪者引渡協定停止
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ総選挙元ﾃﾛ主導野党ｼﾝﾌｪｲﾝが大躍
英国
進 ﾌｧｰｳｪｲを27年までに5Gから完全排除
英国
香港住民に市民権取得を許す方針
旧東独州の初極右支持首相が1日で辞任
EUとﾄﾙｺ間のｼﾘｱ難民議論は平行線
英国が遂にEUから離脱
EU/ﾄﾙｺ間のｼﾘｱ移民協定が瓦解の危機に
欧州議会 英離脱協定案可決
欧州ｲﾗﾝ制裁手続きを棚上げ
伊同盟北部州選挙で勝てず
英ﾌｧｰｳｪｲ5G参入を部分的に許可
伊「五つ星運動」党首辞任
大陸で感染再拡大で規制再強化の動きが相次
EU外交官に中国ｽﾊﾟｲ疑惑
英下院EU離脱法案を可決
ぐ
感染拡大が続く英ﾚｽﾀｰが都市封鎖決定 独
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏欧州車に高関税の脅し
英ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ独立問う住民投票を政府に要求
の一部地域でﾛｯｸﾀﾞｳﾝ再開
独で再生産数上昇
米国が英国にﾌｧｰｳｪｲの5G参入阻止で圧力
英 移行期間を20年末にする法制化を予定
EU域内の移動制限の緩和を検討
米国の自動車関税判断は６か月延期か？
英保守党選挙で大勝
米国の対EU関税発動8千億円WTOが許可
仏年金改革で大規模デモ
独
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ破産で監査法人の定期的交代を
ﾌﾗﾝｽでのG7ｻﾐｯﾄ終了、初の首脳宣言見送り
独SPD党首選、連立懐疑派勝利
義務付けると同時に助言業務と監査業務を切
ｱﾏｿﾞﾝ森林火災が欧/南米貿易協定批准に悪
ｽﾍﾟｲﾝ総選挙再び勝者現れず、極右伸びる
り分けへ
影響
英、12月12日に総選挙
環境配慮金融ﾙｰﾙ作成を進める
英、拿捕したイラン船を開放
英首相総選挙提案否決も野党と再度提案？
欧州6か国株空売規制解除
米、仏のﾃﾞｼﾞﾀﾙ課税に牽制
EU、英離脱期限1月末まで延長で合意 保
英当局保険に対し最悪事態への備え要請
駐米英大使辞任
ﾄﾞｲﾂ州議会選左派党勝利、第2党は極右
険会社は配当停止に動く
香港問題巡り中英対立
英首相、12月12日総選挙を提案
英銀大手当局圧力で配当支払いを中止
独ﾀﾞｲﾑﾗｰが排ｶﾞｽ問題で米当局と和解
2200億
米、ﾛｼｱ欧州ｶﾞｽ計画関与企業を制裁
英議会離脱法迅速審議法案を否決
EBA理事候補が回転ﾄﾞｱ懸念から拒否される
円支払
英議会修正案可決を見送り、再提案も却下
ｸﾞｰﾌﾞﾙの米ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ端末ﾒｰｶｰ買収で欧州委
EBA
欧州ｽﾄﾚｽﾃｽﾄを見直す方針
員会が競争法違反の疑いで調査
再度EU英離脱案修正で合意ながら英議会は
欧州最高裁が米国への個人情報移転ﾙｰﾙの
反発
一部を無効と判決
ﾊﾞﾙﾆｴ氏「EU英間の合意はあり得る」発言
EYがﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞへの監査が問題に
英ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ首脳会談、10月末までの合意可能
独ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞが経営破綻
EU英提案を週内協議も受け入れには慎重
独ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞが会計疑惑で経営危機に
英、議会閉会違法判決
ｱｯﾌﾟﾙを独禁法で本格調査
ｽﾍﾟｲﾝ、11月に再選挙の公算大
香港国家基本法施行を支持した英銀に批判
英、２度目の解散提案も否決
仏がｸﾞｰｸﾞﾙに記事使用料でﾒﾃﾞｨｱと協議命令
英離脱延期法案週明けに成立
相場乱高下の中ABNｱﾑﾛが顧客取引で大損失
ｲﾀﾘｱ、左派連立政権発足
英国は新型ｺﾛﾅで決算発表の延期を要請
独与党旧東州選挙で苦戦、AfD大勝
仏当局がｱｯﾌﾟﾙに価格統制で1300億ドル罰金
伊、新連立発足で合意、ｺﾝﾃ首相続投
ﾊｰｸﾞ控訴審資産没収でﾛｼｱに5兆円賠償命令
英首相、議会を９月初に閉鎖
EUがｹｲﾏﾝ諸島を租税回避地ﾌﾞﾗｯｸﾘｽﾄに追加
独英に対し30日以内国境問題解決案求める
伊ｺﾝﾃ首相が辞任を表明、新しい連立交渉は
難航
英野党、不信任案可決で暫定政権狙う

体調悪化説も流れた安倍首相が公務再開
国民民主党が分裂へ
小池都知事が再選 野党は全く振るわず
河井夫妻逮捕
政府がｲｰｼﾞｽｱｼｮｱ計画を突然停止
安倍政権への支持率が史上最低に低下
黒川検事長が賭け麻雀で辞任
日韓首脳互いの主張を確認
中国企業からの資金受領疑いで議員逮捕
日中首脳会談 平和と安定に責任で合意
地検 中国企業との関係で議員事務所捜索
韓国向け輸出管理を一部緩和
野党年内に合流か
米国駐留軍経費負担増額要求か
「桜を見る会」批判強まる
日米首脳、貿易協定締結で合意
[海外投資家懸念の外為法改正近づく
日本製ﾊﾞﾙﾌﾞWTOで韓国に勝訴
菅原経産相に続き河井法相も辞任
日米貿易交渉合意、自動車関税は回避
新内閣ｽﾀｰﾄ、19人中13人が初入閣
新規感染増加が止まらず1200人超と初の
韓国、日本との軍事協定破棄
与党参院選で勝利も憲法改正に必要な3分
1000人台に
全国の新規感染者が既往ﾋﾟｰｸ
日韓外相会談の議論は平行線
の2に届かず/消費税増税は確実化
更新
go to ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ東京発着を除く ｱﾋﾞｶﾞﾝ
韓国向け半導体部品輸出、一部再開
効果確認できず
九州での大雨被害が深刻
米、日韓に対抗措置休止協定を提案か
化 移動制限全面解除 東京ｱﾗｰﾄ解除 感染
者増で東京ｱﾗｰﾄ発動
氷見野氏が金融庁長官昇格の模様
安倍首相 銀行振込手数料「下げたい」
金融機能強化法改正で資本注入を容易化
有報の提出期限延長を検討
金融庁 工場・店舗の減損先送り可能化を検
討 金融機関には機械的なコベナンツ条項発
動の自粛要請
VPN暗証番号流出
不正ｱｸｾｽ相次ぐ
統合地銀の金利引上げ監視強化
貨物船がﾓｰﾘｼｬｽ沖で座礁。原油流出
金融庁、金融仲介業創設
個人情報保護委 破産者名公表ｻｲﾄに運営
停止命令
北大学長がﾊﾟﾜﾊﾗで解任
ﾎﾝﾀﾞがｻｲﾊﾞｰ攻撃で工場ｽﾄｯﾌﾟ
在宅増加で通信量4割増で通信停滞懸念
公取楽天送料問題で緊急停止要請取下
KDDIにｽﾏﾎ過剰値引きで行政指導
公取が楽天に送料問題で緊急停止申立
ｹﾌｨｱ預託商法で巨額詐欺元代表逮捕
楽天が送料無料を撤回
公取が楽天を立入検査

全人代常務委 香港議会からの民主派排除
見送り
香港警察が民主派の大手ﾒﾃﾞｨｱを捜査 創業
者を逮捕
香港議会選が1年延期に
香港民主派の立候補が拒否される
香港議会選、ｺﾛﾅ理由に延期の可能性
米中が貿易協議を再開
香港国家安全法をスピード施行
米中貿易閣僚協議が延期
全人代
香港国家安全法方針採択
台湾海峡で軍事演習
全人代を5月22日に開催
対中強硬派の米議員11名を制裁対象に
民主派が一斉に逮捕される
成都にある米領事館の閉鎖を指示
習主席
感染拡大後初めて武漢を訪問
香港市民向けに英国が発行するﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを
香港、外出できない民主派を締め付け
認めないと表明
中国、香港出先機関ﾄｯﾌﾟを更迭
香港でコロナ感染後の再感染を確認
ｳｲｸﾞﾙ問題で米議員を制裁対象に 三峡ダ
香港
元旦に大規模ﾃﾞﾓ
ム水位が再び上昇
最高水位に迫る 3カ月ぶ
FB等が香港への情報提供を一時中止
香港で再び大規模ﾃﾞﾓ
りに新規感染者が100人超え
三峡ﾀﾞﾑの水位
中印軍事対立激化
香港ﾗﾑ長官に親中派からも辞任求める声
上昇危険水準に
大雨被害が拡大 被害額1
豪州への旅行を禁止
香港区議会選、民主派が圧勝
兆円以上
北京郊外の地区が都市封鎖
北京
政府が2企業に米国産豚等輸入差止指示
高裁判決に中国政府は猛反発
BOCが売り出した原油先物連動商品で顧客
で集団感染が発生
武漢でも外来以外の新規
米中政府高官が貿易交渉合意履行で合意
香港警察大学突入/高裁覆面禁止違憲判決
に大きな損失
一部損失補填
感染者がそろり増え始める
米国の新型コロナ患者数過少申告批判に対
香港ﾃﾞﾓ新たに志望者、外国人帰国の動き
JPﾓﾙｶﾞﾝ
証券子会社の設立認可
し中国が反論
香港警察大学構内突入、対立先鋭化
外資格付会社の業務拡大を認める等新たな
外務省「米軍がウイルス持ち込み」の中国高
香港ﾃﾞﾓ警官実弾発砲、対立一段と激化
金融市場開放策を発表
官発言を狂った言論と批判
香港ﾃﾞﾓで大学生死亡
人民元決済銀、MUFG指定へ
新型コロナを巡って米中が非難応酬
中英、相互上場開始
香港数千人無許可ﾃﾞﾓ、過激化進む
米国主要紙記者の駐在制限に乗り出す
中国、4中全会受け新法で香港管理強化へ
政府/企業のﾃﾞｰﾀ利用を規制する新法制定
対米関税の一部を引下げ
香港民主派ﾘｰﾀﾞｰ、立候補認めず
中国上場企業の対する米国での会計不信が
第一段階合意調印 中国輸入増 米関税一部
強まる
中国、4中全会始める
撤回
ｶﾌｪ大手のﾗｯｷﾝが不正会計で経営危機か
中国、近く香港ﾗﾑ長官を解任か
中国を為替操作国から解除
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ優越的地位乱用で調査？
香港、覆面姿でのデモが続く
米中交渉第1段階合意調印式は15日に決定
中国共産党、香港対応でｱｯﾌﾟﾙ、ﾃｨﾌｧﾆｰ、
香港、緊急条例発動
11月米国からの大豆輸入が前月の倍超に
NBA等を批判
香港銃撃された高校生起訴で反発広がる
香港ﾃﾞﾓ寄付金凍結で再びﾃﾞﾓ
香港ｷｬｾｲ会長も辞任
香港ﾃﾞﾓで警官が実弾発砲
中国が冷凍豚肉等859品目関税引下げ
香港ｷｬｾｲCEOが辞任
香港、中国建国70周年時のﾃﾞﾓ不許可
米中首脳が電話会談 米中合意を歓迎
香港行政長官、逃亡犯条例改正案撤回
米中第一段階合意で第4弾後半発動見送り
香港行政長官「辞めたい」発言
前半も下げ 中国は農産物輸入拡大を約束
香港、週末のﾃﾞﾓ過激化に続き授業ﾎﾞｲｺｯﾄ
米国の大豆/豚肉を制裁関税の対象外に
民主活動派を逮捕、デモを不許可
中国版ｴﾝﾃｨﾃｨﾘｽﾄ公表
香港ﾃﾞﾓで警察発砲
報復措置として米艦船の香港寄港禁止
香港で人間の鎖ﾃﾞﾓ
米香港人権法案、重大な内政干渉と反発
ｳｲｸﾞﾙ弾圧内部文書ﾘｰｸの波紋広がる
米中協議、問題解決に向け共通の認識に
知的財産権侵害に対する罰則強化を発表
中国元ｽﾊﾟｲ台湾で拘束、亡命求める
習主席「米中正しい方向に」と呼びかけ
米中合意は来年ずれ込み？行き詰まる？
ﾌｧｰｳｪｲ制裁を一部緩和
英領事館員を拷問
米中核心懸念議論も北京雰囲気悲観的？
中国「関税鉄扉で議論を詰めている」

KR/故ｿｳﾙ市長ｾｸﾊﾗ疑惑で政権支持率 ID/新法反対で若者が暴騰、ﾊﾟﾌﾞｱで暴動
急落/総選挙で左派系与党が圧勝
22人死亡

BR/保健相に続き法相も辞意 ﾎﾞﾙｿﾅﾛ大
統領孤立化

ﾄﾙｺ憲法裁 ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱ遮断は違憲/政府、
ｸﾙﾄﾞ系市長を確認

TW/与党 総統選 議会選で大勝

TH/有力野党に解散命令

MX/警察殺害への抗議ﾃﾞﾓ広がる

ﾍﾞﾗﾙｰｼ大統領選への大規模抗議続く

IN/インド与党が首都圏地方選で大敗

MY/ﾅｼﾞﾌﾞ首相に有罪判決

AR/新大統領就任 債務支払猶予を表明

ｲﾗﾝ国会選挙、強硬派が圧勝

AU/与党が総選挙で予想外の勝利

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ大統領辞任/ﾁﾘ/治安悪化

KR/ GSOMIA維持の見通し

米国鉄鋼輸出に関税/ｱﾏｿﾞﾝ森林火災が
欧/南米貿易協定批准に悪影響

ｲｽﾗｴﾙとUAEが米仲介で国交回復

TW/米国がF16売却決定

MX/米関税引上げ土壇場回避

ﾛｼｱ反体制派指導者から毒物発見

IN/中国製ｱﾌﾟﾘ使用禁止
AU/WHOでの新型ｺﾛﾅ発生発端調査を
強く求めこれに中国が強く反発
韓国首都圏でｺﾛﾅ患者急増 NZ102日振 SIで再び患者数が増える IDやPHで患者
りに市中感染 ﾒﾙﾎﾞﾙﾝで外出規制 ｲﾝﾄﾞ 数急増
で感染者の急増が続く 韓国で行動規制
緩和後すぐに新型コロナの集団感染が
発生
ANZﾐｽｺﾝﾀﾞｸﾄ向け引当を714M豪ﾄﾞﾙ積
み増し
APRA、大手金融機関に気候変動ﾘｽｸへ
に対応求める
NAB/CEOﾐｽｺﾝﾀﾞｸﾄで辞任
豪州、ｺﾝﾀﾞｸﾄで監督機関新設提言
KR/ｿｳﾙ市長遺体で発見 ｾｸﾊﾗで自殺？ ｶﾞﾙｰﾀﾞ航空社長を密輸疑いで解任
KR/高炉、環境汚染で停止の危機
KR/検察、ｻﾑｽﾝ電子副社長二人逮捕
KR/ｱｼｱﾅ財閥解体

ｷｭｰﾊﾞ米制裁影響で停電深刻化の惧れ
ﾌﾞﾗｼﾞﾙで死傷者数が6割減で統計改竄疑 ﾛｼｱ世界初のﾜｸﾁﾝ承認
惑 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ペルー、メキシコ、チリ等で感 ﾊﾞﾉﾝで大爆発事故 70人以上が死亡
ﾛｼｱ、南ｱﾌﾘｶで感染者急増 ﾄﾙｺ ｲﾗﾝは一服
染者急増

ﾛｼｱが昨年10月ｼﾞｮｰｼﾞｱに対し大規模
ｻｲﾊﾞｰ攻撃
ｻｳｼﾞ、ｱﾏｿﾞﾝCEOの通信ﾊｯｸの疑い

