マクロリスク・トラッカー（2021/04/28）
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IMFが世界経済成長率見通しを0.5ポイント上方修正して6％に。特に米国成長率の大幅上方修正が目立つ。個別にみると、米国が6.4％（+1.3P）、欧州が4.4％（+0.2P）、日本が3.3％（+0.2P）、中国が8.4％（+0.3P）、インドが12.5％（+1.0P）、ブラジルが3.7％（+0.1P）

マクロ経済動向

成長/景況感

雇用

GDP成長率:4.3%(0/0pp)

GDP成長率:-0.7%(0/0pp)

GDP成長率:11.7%(0/0pp)

GDP成長率:18.3%(0/11.8pp)

KR/GDP成長率:1.8%(0/3pp)

ID/GDP成長率:-2.07%(0/0pp)

BR/GDP成長率:-1.1%(0/0pp)

TK/GDP成長率:5.9%(0/0pp)

GDPNow:7.9%(-0.3/3.2pp)＊

ﾕｰﾛ圏製造業PMI:63.3(0/0.9)

短観大企業製造業業況判断:5(0/15)

政府製造業PMI:51.9%(0/0pp)

KR/製造業PMI:55.3(0/0)

ID/製造業PMI:53.2(0/2.3)

BR/製造業PMI:52.8(0/-5.6)

TK/製造業PMI:52.6(0/0.9)

ISM製造業指数:64.7(0/3.9)

ﾕｰﾛ圏非製造業PMI:50.3(0/1.5)

鉱工業生産指数前月比:-1.3%(0/0.8pp)

財新製造業PMI:50.6%(0/-0.3pp)

KR/輸出前年比:16.6%(0/7.1pp)

TH/GDP成長率:-4.2%(0/0pp)

MX/GDP成長率:-4.3%(0/0pp)

RU/GDP成長率:-1.8%(0/1.6pp)

ISM非製造業指数:63.7(0/8.4)

ﾄﾞｲﾂ製造業PMI:66.4(0/-0.2)

輸出前年比:16.1%(0/20.6pp)

政府非製造業PMI:56.3%(0/0pp)

TW/GDP成長率:5.09%(0/0pp)

TH/景況感指数:50.1(0/4.5)

MX/製造業PMI:45.6(0/1.4)

RU/製造業PMI:51.1(0/-0.4)

ﾄﾞｲﾂ非製造業PMI:50.1(0/-0.7)

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:54.3%(0/2.8pp)

TW/製造業PMI:60.8(0/0.4)

MY/GDP成長率:-3.4%(0/0pp)

AR/GDP成長率:-4.3%(0/0pp)

ZA/GDP成長率:-4.1%(0/0pp)

失業率:8.3%(0/0.2pp)

有効求人倍率:1.09(0/0)

輸出前年比:30.6%(0/-30pp)

TW/輸出前年比:27.1(0/17.4)

MY/景況感指数:60(0/0)

AR/景況感指数:38.2(0/0)

ZA/製造業PMI:57.4(0/4.4)

失業率:6%(0/-0.2pp)

完全失業率:2.9%(0/0pp)

輸入前年比:38.1%(0/15.9pp)

IN/GDP成長率:0.4%(0/0pp)

PH/GDP成長率:-8.3%(0/0pp)

平均時給前年比:4.2%(0/-1.1pp)

実質賃金指数前年比:-0.2%(0/0.6pp)

工業生産前年比:14.1%(0/-21pp)

IN/製造業PMI:55.4(0/-2.1)

PH/景況感指数:17.4(0/6.8)

固定資本投資年初来累計:25.6%(0/-9.4pp)

豪州/GDP成長率:-1.1%(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

小売売上高前年比:34.2%(0/0.4pp)

豪州/製造業PMI:59.9(0/0)
KR/ｺｱCPI前年比:0.8%(0/0pp)

ID/CPI前年比:1.37%(0/-0.01pp)

BR/CPI前年比:6.1%(0/0.9pp)

TK/CPI前年比:16.19%(0/0.58pp)

TW/CPI前年比:1.26%(0/-0.11pp)

TH/CPI前年比:-0.08%(0/1.09pp)

MX/CPI前年比:4.67%(0/pp)

RU/CPI前年比:5.79%(0/0.12pp)

IN/CPI前年比:5.52%(0/0.49pp)

MY/CPI前年比:1.7%(0/1.6pp)

AR/CPI前年比:42.6%(0/1.9pp)

ZA/CPI前年比:3.2%(0/0.3pp)

非農業雇用者数:916千人(0/537千人)

失業保険申請8週累計は全就業人口の1/5に

個人消費
物価

小売売上高前月比:9.8%(0/12.8pp)

消費者信頼感指数:-8.1(0/2.7)

ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数:86.5(0/1.6)

小売売上高前月比:3%(0/8.9pp)

ｺｱCPI前年比:1.6%(0/0.3pp)

ｺｱCPI前年比:0.9%(0/0pp)

ｺｱPCEﾃﾞﾌﾚｰﾀ前年比:1.4%(0/0pp)

小売業販売額前年比:5.2%(6.7/6.7pp)＊

３月新車販売前年比一桁減、やや落ち着き
コアCPI前年比:-0.1%(0/0.3pp)

CPI前年比:0.4%(0/0.6pp)

コアコアCPI前年比:0.3%(0/0.1pp)

豪州/CPI前年比:1.1%(-0.0999999999999999/-0.1pp)＊
PH/CPI前年比:4.5%(0/-0.2pp)
戸籍取得緩和、近く預金準備率引下か

マクロ政策動向

金融政策関連 FF金利上限:0.25%(0/0pp)

ソブリン/財政
関連

金融システム
関連

債券

市場動向

株式

為替

不動産

クレジット

政治/地政学/天変地異

商品

政治/社会不
安

地政学

規制/コンダクト

天変地異 /事
故

金融規制監
督/会計/税制

リスク管理 /ガ
バナンス/コン
ダクト関連

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:-0.1%(0/0pp)
政策金利:3.85%(0/0pp)
KR/政策金利:0.5%(0/0pp)
ID/政策金利:3.5%(0/0pp)
BR/政策金利:2.75%(0/0pp)
TK/政策金利:19%(0/0pp)
日銀、決定会合で大規模緩和維持を決定。 M2前年比:9.4%(0/-0.7pp)
FOMCは現状金融政策を維持。テーパリング BOE政策金利:0.1%(0/0pp)
TW/政策金利:1.13%(0/0pp)
TH/政策金利:0.5%(0/0pp)
MX/政策金利:4%(0/0pp)
RU/政策金利:5%(0/0.5pp)
の可能性については、これを一蹴 カナダ中銀 ECBは現状の緩和政策の継続を理事会で決定 物価見通しは引き下げ 日銀、金融機関のコ
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)
ロナ対応融資を後押しするための支援制度 預金準備率:12.5%(0/0pp)
が住宅価格高騰懸念で資産購入額を減額
ECBが理事会で国債買い入れのスピードアッ （当座預金金利を上乗せ）を開始 日銀、政策 人民銀行総裁が当面金融政策を通じて成長を支援すると言明
トルコ新中銀総裁、自説を下ろし引き締め堅
豪州/政策金利:0.1%(0/0pp)
PH/政策金利:2%(0/0pp)
AR中銀総裁辞任
FOMC、21年中の物価目標を予測するものの プを図るなど緩和姿勢の強化を決定
持を表明 トルコのエルドアン大統領が利上
決定会合でETF等の買入額目安を示すこと
人民銀行が為替ﾚｰﾄ設定で逆周期因子を弱め人民元高を牽制
23年末までゼロ金利維持をコミット。23年中の ｲﾀﾘｱ財政赤字GDP比:-9.5%(0/0pp)
財政赤字GDP比:-4.6%(0/0pp)
財政赤字対GDP比率:-3.7%(0/0pp)
KR/財政赤字対GDP比率:-2.6%(0/0pp) ID/財政赤字対GDP比率:-6.5%(0/0pp)
BR/財政赤字対GDP比率:-5.9%(0/0pp) TK/財政赤字対GDP比率:-3.4%(0/-0.5pp)
ECBが追加緩和を実施 コロナ禍対応用の資産 財政赤字対GDP比率:-10.3%(0/-7.9pp)
げを繰り返す中銀総裁を更迭TK/大統領、
利上げを見込むFOMCメンバーは5人から7人 購入の特別枠を大幅増 TLTROの期限も21年 をやめ、長期金利の許容変動幅を若干拡大
することを決定。将来の危機時における更な 地方債の使途制限、緩和
中央銀行総裁を更迭
米政権が1.8兆ドル規模の米国家族計画を提
住宅ローン減税の特例を2年延長へ
ﾌﾗﾝｽ財政赤字GDP比:-9.2%(0/0pp)
TW/財政赤字対GDP比率:-4.5%(0/0pp)
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)
に増加するものの0％の中央値は変わらず
る金利深堀（副作用対策付）の可能性も示唆
企業向けを中心に大規模減税
案へ。10年で1.5兆ドルの税収増を計画
米政 6月末から22年6月まで延長
第2次補正予算案決定 真水は33兆円
パウエル議長はインタビューで長期金利上昇
ｲﾀﾘｱ国債ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ:1.08%(0.01/0.13pp)＊
IN/財政赤字対GDP比率:-9.5%(0/0pp)
MY/財政赤字対GDP比率:-3.2%(0/0pp)
AR/財政赤字対GDP比率:-8.5%(0/-4.7pp)
ZA/財政赤字対GDP比率:-6.3(0/0)
英中銀、量的緩和を拡大
日銀の雨宮副総裁は長短金利の引き下げを
権、富裕層の株譲渡益課税を倍に引き上げる
全世帯一律10万円支給
を懸念しつつも具体的抑制策には言及なし
ショック時の選択肢として強調する一方で長
政策理事会で12月の追加緩和を示唆
意向と報道される
FRB、FOMC議事要旨で足 ECB
英政府がコロナ支出を賄うため23年以降に大幅法人増税を行うと発表
7500億ユーロの復興基金のルール策定で合意
首脳会談で遂に欧州共通基金創設で合意
豪州/財政赤字対GDP比率:-4.3%(0/0pp)
英4兆円規模の付加価値税減免
PH/財政赤字対GDP比率:-3.5%(0/0pp)
ECが復興基金含む復興計画を公表
MX/民活で大規模ｲﾝﾌﾗ投資計画
設立で合意 但しﾕｰﾛ共同債では合意できず
財務相会合でコロナ禍対策で合意 欧州首脳は州共通債発行では意見がまとまらず 独も新規国債発行の
ﾚﾊﾞﾉﾝがﾃﾞﾌｫﾙﾄ
所得急減世帯に一律30万円給付決定
資金
FRBブレイナード理事が長期金利の急上昇を
期金利の変動幅拡大にも理解？を示す
BOE
銀行にﾏｲﾅｽ金利ｲﾝﾊﾟｸﾄ問う質問状送
元の資産購入策の経済下支え効果を評価す
NFCI:-0.68461(0/-0.05)
英グリーンシルキャピタルが破綻
破綻の危機 難の中小企業への交付金や地銀を通じた無
みずほFGはアルケゴスショックで100億円程 人民銀、中小銀に３千億元融資枠
牽制
SA/農業銀行が破綻の危機
ブラジル中銀は通貨防衛で市場介入
日銀総裁が長期金利の変動幅拡大に否定
ると同時に物価上昇は一時的と指摘。早期緩
BOE
ﾏｲﾅｽ金利検討本格化
利子融資も
にあるグリーンシルがクレディスイスの資金引
度の損失の可能性
三菱UFJ証券もアルケゴ
パウエル議長は下院で物価目標達成には3年
的姿勢を示す
中国国有の不良債権受け皿会社の債務不履 インドで政府のコロナ支援措置期限到来
和縮小に与しない姿勢を明確化 イエレン氏が き上げの切っ掛けとなった売掛債権への保険
コインベースがNasdaqに上場。時価総額は8
ECB理事会で現行量的緩和政策維持 総裁は GDP比1割規模の財政支援（所得減世帯に
ス・ショックで330億円損失見込み
野村、クレ
間以上は掛かると証言
日銀審議委員候補に新たなリフレ派
G20会議前にグローバルベースでの最低法人
兆円超に
米大手銀、投資銀行業務絶好調で 適用停止に対し、東京海上を含む保険会社を
AR債務再編で債権団と合意
ｻﾞﾝﾋﾞｱがﾃﾞﾌｫrﾄ
ﾕｰﾛ高牽制
対する現金給付、固定資産税減税、消費喚 行懸念が高まる 中国CBIRCトップが海外市 に伴い銀行の不良債権が今後急増する
ディスイスが米ヘッジファンド・アルケゴス絡
イエレン財務長官がビットコインに対し「極めて
場のバブル崩壊への懸念やネット金融の自 可能性 INがｺﾛﾅ対策で債務の利払いに
日銀 金融政策の点検に入ることを決定
税率導入の必要性を訴え
バイデン氏、中国と 提訴
記録的好決算が相次ぐ
パウエルFRB議長、
起の割引券の発行等）を検討
ECBがﾕｰﾛ圏外中銀にﾕｰﾛ資金供給
みの顧客取引で巨額損失の可能性
金融庁 己資本増強の必要性を示す IMFが4条コン
投機的な資産」と発言 FRBがFOMC議事録を
ｳｰﾊﾞｰ株価がﾛｯｸｱｯﾌﾟ解除で急落
関し3か月間のﾓﾗﾄﾘｱﾑを宣言
大規模緩和維持
成長見通しは引下げ
の競争に勝つ目標を掲げた22兆ドルのインフ
CBDC導入に対し慎重姿勢を表明
SNS騒動
景気対策で消費税減税を求める声も
ECBが資産買取枠を大幅拡大
公表。「景気水準が目標に程遠い」「物価上昇 EU財務相が共通基金によるﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟを含む
と日銀が検査・考査で21年度から連携を更
決定会合で国債購入額を無制限に CP社債 サルで金融リスク抑制の必要性を指摘
米国10年債金利:1.61%(-0.02/-0.13pp)＊
ﾄﾞｲﾂ10年債金利:-0.25%(0/0.03pp)
国債利回り:0.1%(0.01/0pp)＊＊
国債利回り:3.2%(0/0pp)
KR/国債利回り:2.08%(0.01/0.01pp)＊ ID/国債利回り:6.5%(0.05/-0.43pp)＊
BR/国債利回り:9.1%(-0.05/-0.16pp)＊ TK/国債利回り:17.84%(-0.01/-0.7pp)＊
ラ投資と企業増税案を発表
民主党リベラル派 ESM改訂で合意
で米株市場では決済期間を1日短縮しT＋１日
13兆円規模の経済対策検討
独憲法裁、ECBの国債買取に違憲判決
は一時的で長続きしない」と指摘
に強化する方向
当局 住宅ﾛｰﾝや不動産企業向け融資に総量
が進める死亡時の含み益資産に対する課税
とする案が浮上
米銀大手はコロナ禍対応引 ﾌﾗﾝｽ10年債金利:0.01%(0.01/0.05pp)＊
75歳以上医療費負担2割に引上げ検討
ECBが金融機関に対しﾏｲﾅｽ金利で長期融資 購入等も大幅増
ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞが経営破綻の危機
長短金利差:-0.15%(-1.12/-0.13pp)＊
長短金利差:-0.064%(-0.02/-0.01pp)＊
TW/国債利回り:0.37%(0/-0.01pp)
TH/国債利回り:1.73%(0.02/-0.05pp)＊
MX/国債利回り:6.84%(0.08/-0.05pp)＊ RU/国債利回り:7.09%(0.02/-0.04pp)
FRB議長、雇用回復重視で物価上昇容認姿
楽天と郵政、資本提携
日銀政策決定会合を前倒しETFの買増や企 規制導入
導入論議で控除額が100万ドル認められる可 HSBC3.5万人削減
当金の取り崩しで20年4Qは最高益に
消費税増税開始（10月1日）
ECBﾙｰﾙ改正でｼﾞｬﾝｸ債の担保としての受取認
勢を示す FRBが現状政策の維持決定 パウエ ｲﾀﾘｱ10年債金利:0.83%(0.01/0.16pp)＊
SBIソーシャルレンディング、一部償還金の
IN/国債利回り:6.06%(0/-0.11pp)
MY/国債利回り:3.17%(0.03/-0.11pp)＊
#N/A
ZA/国債利回り:9.22%(0.07/-0.27pp)＊
業金融支援措置を打ち出す
能性
米財務長官、法人税引き上げを支持 バ める 量的緩和に際し従来ﾙｰﾙ（国毎の国債買 長期金利0%近くまで上昇
FRB、米企業債務膨張を再び警告
金融庁報告書撤回で年金改革が遅れる公算 国有企業を含むﾃﾞﾌｫﾙﾄ発生が相次ぐ
ル議長は量的緩和縮小議論に時期尚早と否 ﾄﾞｲﾂ案はｿﾌﾞﾘﾝﾘｽｸ認識要求、ｲﾀﾘｱ反対
支払いが遅延
人民銀行法改正案を発表 金融持株会社が 豪州/国債利回り:1.65%(-0.07/-0.17pp)＊PH/国債利回り:3.99%(-0.12/-0.46pp)＊
イデン氏が近く表明するインフラ計画は3兆ド
BB&T、ｻﾝﾄﾗｽﾄ買収に政治の横やり
ｽﾍﾟｲﾝ10年債金利:0.42%(-0.01/0.08pp)＊
い入れの上限等）に拘らないと表明
ECB量的 日銀総裁潤沢な資金供給を強調する談話
ﾄﾞｲﾂ財務相がbank
unionでの再保険を提案
定的
福井銀行が福邦銀行の子会社化を検討か
登録制となりﾏｸﾛﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｽ政策の所管が人
過去最大のETF購入に動く
ルに達する可能性
米追加経済対策の修正案
緩和大幅拡大 BOE再利下げ CP買取を公表 日経平均:29053.97(0.2/-0.4%)＊
パウエル議長は講演で資産購入縮小に関し Eurostoxx50:4010(-0.1/2.2%)＊
ﾄﾞｲﾂ銀ﾘｽﾄﾗで３Q再び赤字
SBIがじもとﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞに出資
NYﾀﾞｳ:33820.38(-0.5/2.5%)＊
上海株価:3457(0.4/0.4%)＊
ID/株価:5974(0.2/-0.2%)＊
BR/株価:121053(1.4/3.8)＊
TK/株価:1386(-0.4/-0.4%)＊
民銀行に ﾈｯﾄ書き込みから中国大手不動産 KR/株価:3181.47(-1.1/3.9)＊
を下院が承認。12日にバイデン大統領が署名
今は議論する時ではないと発言
ECB利下げはせず量的緩和拡大 銀行貸出支 日銀審議委員ﾘﾌﾚ派維持
ｷﾞﾘｼｬ、資本規制撤廃
国が地銀統合行のｼｽﾃﾑ統合費用支援へ
の経営不安説が広がる 金融システムリスク TW/株価:17568(-0.2/6.9)＊
日銀緩和策維持
して成立に
米上院が追加経済対策可決。下 ﾄﾞｲﾂ銀2万人弱ﾘｽﾄﾗ、投資銀部門売却
ﾅｽﾀﾞｯｸ:14051.03(-0.3/6.1%)＊
PER:14.16(0/0) 20年度成長見通し引上げ 史上最大のIPOと噂された中国アントの上場
TH/株価:954(1.2/-1.8%)＊
MX/株価:48479(-0.7/2.6)＊
RU/株価:3578(-0.6/1%)＊
アトランタ連銀総裁が22年中の利上げの可能
援 ECB総裁的確な措置をとるとの声明発表
日銀
統合地銀にﾌﾟﾗｽ金利付与
への波及懸念も 20年振りに地方銀行の破綻
が創立者に対する中国当局の聴取が原因で
院での修正案可決による成立は今週中の見
性を示唆
BOEも利下げを排除しない考え示す
ECBが金 日銀追加緩和見送りもFG修正
IN/株価:49734(1.6/0.5)＊
ﾔﾌｰ、ﾗｲﾝ経営統合へ
CAPE:37.58(-0.03/1.84)＊
MY/株価:1608(0.1/2.2%)＊
AR/株価:50044(2.2/4.3)＊
ZA/株価:67779(0.3/2%)＊
伊やｽﾍﾟｲﾝは株の空売り制限
りそな
関西みらいを完全子会社化
を容認 中小金融機関の一部で経営不安が
込み
日銀現行政策維持
黒田氏、金利引下げ時 延期となる
FRB副議長が資産購入額について年内は現 融政策の戦略的見直しへ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ中銀が利上 楽天はLift株下落の減損で赤字に
群馬銀行、TSUBASAに参加
広がる
NYﾀﾞｳPER:29.45(-0.24/-4.03)＊
豪州/株価:7065(1.6/4)＊
PH/株価:6469(1.8/0.4%)＊
米下院、追加経済対策案可決、3月中旬には
行ペースを維持と発言
げでﾏｲﾅｽ金利離脱 ﾗｶﾞﾙﾃﾞ総裁就任 物価目標 の副作用配慮強調
SBﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾄﾞWeWorkで巨額損失
静岡銀行と山梨中央銀行が業務提携
肺炎で契約不履行の免責増える兆し
成立する見込み
日銀は政策据え置き、将来緩和に含み
FOMCで量的緩和を完全雇用に近づくまで長 為替ﾕｰﾛ:1.2132(0.3/3.4%)＊
為替:90.56(-0.4/-2.8%)＊
対ドル為替レート:6.47(0.2/1.4%)＊
KR/対ドル為替レート:1106(0.3/0%)＊
ID/対ドル為替レート:14495(-0.1/0.2%)＊ BR/対ドル為替レート:5.34(2/5.2)＊
TK/対ドル為替レート:8.19(0.1/0.5%)＊
等見直しへ ECB金融政策維持、ECBﾀｶ派理 対ドル為替レート:108.56(0.1/2)＊
SBIが東和銀行に出資
大統領が大型経済対策に関し交渉に2週間必
黒田総裁、ﾏｲﾅｽ金利深堀選択肢維持
期に亘り維持することを決定 購入国債の年限 事突然の辞任、ECB無期限で量的緩和再開、
日銀
FSRでｺﾛﾅｼﾅﾘｵ 大手行で自己資本比 3月末外貨準備急減 資本流出の可能性
為替ﾎﾟﾝﾄﾞ:1.3951(0.4/1.2%)＊
対ユーロ為替レート:131.704992(-0.2/-1.4)＊
TW/対ドル為替レート:27.85(0.2/1.9%)＊ TH/対ドル為替レート:31.33(0/-0.3%)
MX/対ドル為替レート:19.9(0.7/2.6)＊
RU/対ドル為替レート:74.32(0.8/1.7)＊
要と言明
規模縮小も示唆
決定会合で追加的金融緩和への前向き姿勢
ﾏｲﾅｽ金利も深堀
長期化は見送り
元安回避へ新規制導入
率最大4.6P、地銀で2.8P低下
を強調
ｲｴﾚﾝ氏、財政出動に意欲、増税には慎重
IN/対ドル為替レート:74.49(0.1/-1.8%)＊ MY/対ドル為替レート:4.1(0/1.2%)
AR/対ドル為替レート:93.43(-0.1/-1.6)＊ ZA/対ドル為替レート:14.21(1/3.7%)＊
FRB理事へのｼｪﾙﾄﾝ氏指名を上院が否決
人民銀行セットの基準値が初めての7元超え
青森県地銀2行統合か
日銀、物価次第で追加緩和示唆
バイデン氏が1.9兆ドル規模のコロナ対策案を
政権指名ｼｴﾙﾄﾝ氏FRB理事就任が困難化?
豪州/対ドル為替レート:0.78(0/-2.6%)
PH/対ドル為替レート:48.48(-0.2/0.1%)＊ IMF AR民間債権団に債務リスケ要請
SMBCとSBIが提携
発表
FRBが一定の物価上昇率から一定の物価水
ﾄﾖﾀが1兆円の融資枠を要請。またｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
米政府の追加経済対策が大統領の証明によ
ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格前年比:11.9%(0/11pp)
東証REIT指数:2057.33(0.2/2.2%)＊
新築住宅価格前月比:4.6%(0/0.3pp)
KR/住宅価格指数:15.07%(0/15.7pp)
ID/住宅価格指数:3.57%(0/0pp)
BR/住宅価格指数:3.72%(0/0pp)
TK/住宅価格指数:48.49%0/3.67pp)
準をより強く意識した金融政策運営に移行す 欧州住宅価格指数:13.79%(0/14.9pp)
が2段階引下げでBa3に
り成立
政府閉鎖は回避
ると発表
中国の2月の新築住宅価格で値上がり都市 TW/住宅価格指数:4.23%(0/0pp)
中古住宅販売前年比:-190.9%(0/-1124.2pp)
UK住宅価格指数:1.1%(1.1/1.2pp%)＊
不動産価格指数:3.73%(0/0.9pp)
TH/住宅価格指数:10.3%(0/0.72pp)
RU/住宅価格指数:8%(0/0pp)
MUFG 配車大手ｸﾞﾗﾌﾞに出資
ﾑﾆｭｰｼﾝ財務長官は年末に期限が切れるFRB
FRBがFOMCで金融政策の現状維持を決定
数の増加が続く
SBI清水銀と資本業務提携
東京都のオフィス賃料が80カ月ぶりに下落
IN/住宅価格指数:-1.94%(0/0pp)
MY/住宅価格指数:0.8%(0/0pp)
AR/住宅価格指数:26.25%(0/600pp)
の緊急貸出の延長を認めない意向
ｳｨｰﾜｰｸ経営難商業不動産価格に下押し圧力
ｺﾛﾅ再拡大による足許の景気回復減速を受け ﾄﾞｲﾂ住宅価格指数:29.65%(0/1.33pp%)
MUFG一律賃上げ廃止
に転じる
大統領令で議会で紛糾していた失業給付金等
た今後の追加対策も示唆
ｽﾍﾟｲﾝ住宅価格指数:7.67%(0/0pp%)
#N/A
PH/住宅価格指数:-16.96%(0/0pp)
の割増給付再開や給与税の納税猶予、学生
SBI地銀ｼｽﾃﾑ共同化に動く
基準地価上昇が続く
FRBが今後の追加緩和策に関し
ローンの返済猶予等を実施
ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債利回り:3.24%(-0.02/-0.2pp)＊
ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債利回り:2.42%(0/-0.12pp)
Markit
Japan:48.48(-0.24/-0.33)＊
金融庁iTraxx
地銀ﾄｯﾌﾟ意識改革を促す論点公表
全国平均路線価4年連続上昇
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
共和党1兆ﾄﾞﾙの追加対策を纏める
SBI 筑邦銀に出資
ろ向きな姿勢を明らかに
ﾊﾞｲﾃﾞﾝ候補 7千億ﾄﾞﾙで製造業基盤強化
MUFG、ID銀行で特損2千億円
FRBが2022年末までｾﾞﾛ金利継続を明確化
原油:63.73(1.1/7.3%)＊
金:1787.18(0.4/4.4%)＊
銅:4.537(1/13.3%)＊
鉄鉱石:5366(0.6/11.3%)＊
石炭:89.85(2.1/-1.6%)＊
大豆:1547(-0.1/7.7%)＊
小麦:713.5(-2.8/15.1%)
ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ:54551.75(-1.2/-7.3%)＊
民主党が3兆ドルの追加対策を提案
金融庁、東証再編で降格は見送り
FRBが2.3兆ドルの低格付け企業や中小企業
1.2兆ドルに達する給与税減免を再び検討
休
MUFG不稼働口座に手数料
OPECプラス、減産幅の段階的縮小を決定
等への資金供給に動く
FRB量的緩和「無制
業補償予算不足で第4段の経済対策
北國、勘定系をｸﾗｳﾄﾞ移行
OPECプラスは現行の協調減産を4月以降も
限」で実施 消費者/自動車ﾛｰﾝ等ABSの買い
与野党が2兆ドル規模の対コロナ対策財政支
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸGに3千億円、銀行融資集中進む
継続することを決定 OPEC＋は減産幅の縮 ドイツ与党の支持率がコロナ関連の失策で急 自民が衆参3選挙で全敗
日本は温暖化ガス 香港議会、民主派を排除する選挙制度変更 韓国ソウルとプサンの市長選で野党が ID/首都等で外資誘致法に反対する大規 BR/保健相に続き法相も辞意 ﾎﾞﾙｿﾅﾛ大 ﾄﾙｺ憲法裁 ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱ遮断は違憲/政府、
米国が気候変動サミットで30年までに2005年
入れも決定
援（家計への現金給付、企業の資金繰り支援
小を決定するもののサウジはこれを上回る自
みずほ、総合職と一般職を統合
統領孤立化
ｸﾙﾄﾞ系市長を確認
を30年までに13年対比で46％削減 接待問 を正式決定 中国全人代、香港選挙で民主派 大勝 物資不足で北朝鮮から多くの外交 模ﾃﾞﾓ
対比でCO2排出50％カットを打ち出す模様
上 落 ドイツ与党が２つの州議会選で敗北
FRBはMMFへの銀行を通じた資金供給
等で、経営者の報酬増に使わない等の条件付
主減産を決定。
金融庁、地銀間早期出資容易に
ドラギ氏がイタリア首相に就任へ
を排除する制度変更を決定
官が脱出 KR/大統領 法相の辞表を受
院でのトランプ前大統領弾劾ならず。共和党
題で山田広報官が辞任
FRBも遂にCP買取に乗り出す
き）で合意。
協調減産順守率が87％に達する
TW/与党
総統選 議会選で大勝
MX/警察殺害への抗議ﾃﾞﾓ広がる
RU/ロシア反体制派ナワリヌイ氏に実刑判
TH/反体制ﾃﾞﾓに対し集会禁止令実施
福島銀、SBI出資受け入れ
香港民主派47人が起訴される
理 停職懲戒の検事総長に対し行政裁判
の造反議員が7名に止まる
河合議員辞職で4月の補選は衆参３つに
FRBは週末緊急会合を開き1%の大幅利下
従来の倍の2兆ドル規模の財政支援公表
民 イタリア最大与党がドラギ候補支持を表明
MUFG、ﾕﾆｵﾝでのれん減損
米上院がトランプ前大統領の弾劾開始を決
所が効力停止判決 検事総長は職務復 マレーシアの与党連合が分裂 MY/コロナ AR/新大統領就任 債務支払猶予を表明 決 政府 抗議集会を計画する反体制派幹部
銀座の夜問題で自民3議員が離党
公明1議 中国が全人代で本年の成長目標を6％以上 IN/インド与党が首都圏地方選で大敗
FRBは市場に大量資金供給 買入対象国債の イタリア次期首相候補にドラギ氏指名
主は選挙目当と批判
ｲﾗﾝ国会選挙、強硬派が圧勝
一斉拘束
ﾉｼﾞﾏ、ｽﾙｶﾞ銀創業家の全株取得
帰
議。共和党の造反議員は6名に
と保守的に設定
を理由に非常事態宣言 与党連合瓦解の
拡大で実質量的緩和再開 次回FOMCで1％ イタリア大統領 コンテ首相担ぎ出しに失敗 ドラ 員が辞任
給与税免除等の1兆ドルの経済対策
ﾛｼｱ当局 反体制派のﾅﾜﾘﾇｲ氏を逮捕
日銀FSRで地銀にｺｽﾄ大幅削減促す
武漢の感染実態を発信した中国人市民記者 AU/与党が総選挙で予想外の勝利
米下院が予算案可決
ギ氏と会談
ミャンマー軍がデモ隊に発砲で新たに82人死亡
ﾎﾞﾘﾋﾞｱ大統領辞任/ﾁﾘ/治安悪化
ミャンマーでデモ死者が400人に達するなど泥沼化の様相
ミャンマーデモで死者が120人超にまで拡大 ミャンマーでのクーデターに対する抗議で18人
危機
吉川元農相を在宅起訴
の大幅利下げか
給与減税等8千億ﾄﾞﾙ規模の減税案打ち出す
ﾍﾞﾗﾙｰｼ大統領選への大規模抗議続く
福井と福邦、包括的連携協議？
が懲役4年
追加経済対策で共和が6000億ドルに規模を
イタリア首相新政権樹立を目指して辞任へ
菅政権支持率急落
ﾎﾞｽﾄﾝ連銀総裁
買入対象資産拡大示唆
米国がトルコによるアルメニア人のジェノサイ
欧州議会がEU英間のFTAに合意。完全発効
JAXAが大規模サイバー攻撃を受ける。中国
EUが中国政府から支援を受ける国営企業に 韓国地裁が元慰安婦訴訟で主権免除の
米国鉄鋼輸出に関税/ｱﾏｿﾞﾝ森林火災が 米国がトルコによるアルメニア人のジェノサ
も民主党は否定的
香港の独立系新聞の創業者が「外国勢力と
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ銀行格付手法見直し,格下げ多数
縮小する独自案を提
イタリアのコンテ首相が信任投票で辛勝
地検が安倍前首相を不起訴
一方で現金受 対し罰金を科したり買収を阻止するルール策 考えを採用し、一転訴えを却下 北朝鮮、
カナダ中銀が利下げ
ドを認定
米国がイラン向け制裁の幾つかを緩 へ EUが中国政府から支援を受ける国営企業 軍が関与か
イドを認定 イランとサウジが水面下で直接
日米首脳会談で「台湾海峡の平
欧/南米貿易協定批准に悪影響
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏、新たな減税検討を表明
結託」で起訴
SBI、島根銀に出資
バイデン氏、無事に米大統領に就任。パリ協
独与党新党首に中道派ラシェット氏選出
領で吉川元農相を任意聴取
FRBが0.5％緊急利下げ
G7の財務相・中銀
和する用意があることを示唆
日米首脳会談で に対し罰金を科したり買収を阻止するルール策
中国習国家主席が米主催
協議を始める 米国がイラン向け制裁の幾つ
和と安定」を確認
日米首脳16日に会談。バ 定を検討の模様
週末に複数の飛翔体を発射 KR/ 大統
2年間予算や債務上限引き上げで政府/民主
香港活動家3名に禁固刑
ロシア国防相、ウクライナ国境からの軍撤収
定に復帰
TW/
安倍氏周辺桜会一部費用負担を認める
総裁はあらゆる手段活用と表明 米国、国内 イタリア連立与党が瓦解
「台湾海峡の平和と安定」を確認
定を検討の模様 ＥＵがウイグル族迫害で対中 福岡FG、地銀初のﾈｯﾄ銀設立
の気候変動サミットに参加すると表明 中国習 米国、台湾を「為替操作国」に追加
かを緩和する用意があることを示唆 イラン
領が元徴用工訴訟を巡り資産現金化を
イデン氏にとっては初の対面会談
日米閣僚
党合意ながら共和党内での反発広がる
を命令 ウクライナ国境にロシア軍が終結。
共和党上院トップが議会占拠はトランプ氏扇 イタリア連立与党が瓦解の危機
HK 議会からの民主派議員4人排除で他15 米国がF16売却決定
MX/米関税引上げ土壇場回避
大阪都構想が住民投票で否決
維新代表松
核施設にサイバー攻撃、イランは濃縮度を
FF先物での3月利下げ確率が80％を超える
企業による中国やロシア製IT機器/サービスの
制裁に動く
主席、講演で直接的日米批判を控える
米国
望まぬと発言
GSOMIA維持の見通し
が中国の海警法に深刻な懸念表明
動と発言
両国間の軍事的緊張が高まる
ロシア報道
名も辞職へ
EU加盟国 英国とのFTA暫定適用承認
60％に引き上げ イラン核合意関係国は米イ
井氏は辞任へ
が兵器開発に関わる中国のスパコン開発企
ﾌﾟﾚｲﾅｰﾄﾞ氏柔軟な2％物価目標を提唱
利用を許可制に
米、サーバー攻撃や選挙介 EUが英国の北アイルランドとの物流要件の一
ロシア報道官が憲法改正で北方領土問題の
官が憲法改正で北方領土問題の協議する
下院がトランプ氏の弾劾訴追を可決 共和10 EU英、通商協定で合意
５中全会閉幕 35年までに一人当たり国民所
ランの合意順守に向けた措置を議論する専
米国で北京冬季オリン IN/中国製ｱﾌﾟﾘ使用禁止
政府が50年までに温暖化ガス排出実質ゼロ 業等に禁輸措置発動
入等でロシアに対し追加経済制裁発表。ロシ
金利据え置き 消費判断は強いから堅調に
方的緩和に対し法的行動にでる
協議するできないと発言
できないと発言
ロシアとEUがEU外交官の
名が造反
得で南欧並み目指す
ｷｭｰﾊﾞ米制裁影響で停電深刻化の惧れ 門部会設置を決定 米国のイランとの核合意
ア国債の引き受けを禁止
米軍がアフガンから EU英のFTA交渉は再び期限を先送り
ピック・ボイコット論が台頭 中国とイランが経 AU/WHOでの新型ｺﾛﾅ発生発端調査を
を表明する模様
FRB理事にﾊﾄ派2名指名
日韓首脳互いの主張を確認
デモ参加を巡り外交官を互いに追放
民主党、トランプ氏の罷免を求める決議案と弾 英BBC、ウイグル問題対立で中国で放送禁止
王岐山副主席の元秘書が服務規律違反で取 強く求めこれに中国が強く反発
復帰に向けた当事国の合同委員会が開催
9月までに完全撤退することを決定
米国が兵 英首相が交渉決裂で「FTA無しとなる可能性が
済・安全保障面での協力をうたう25か年協定
福島第1原発処理水海洋放出を近く政府が
ﾎﾞｽﾄﾝ連銀総裁がｲﾝﾌﾚﾘｽｸ警告
に
日中首脳会談 平和と安定に責任で合意
中国が内外からの圧力もあり初めて海外製
劾案決議案を下院に提出
ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ/ｱﾙﾒﾆｱ間の紛争拡大
EU、ワクチン供給遅れでアストラゼネカを提訴 緊急事態宣言、4都府県で25日から5月11日
り調べを受ける
コロナ感染急増が止まらないインドでは IN 感染拡大で行動規制を再び強化 SIで インドやブラジルで既往ピークを超えた新 トルコ、感染拡大で全面的ロックダウン実施
米国がJ&Jのワクチン接種再始動を承認 米 高い」と発言
される イラン、条件付きながらIAEAの核査
器開発に関わる中国のスパコン開発企業等に
を結ぶ EU等の制裁に中国は反発で対抗措
決定か
FRB政策現状維持
20年中も現状維持見通し
ロシアとEUがEU外交官のデモ参加を巡り外交
韓国向け輸出管理を一部緩和
ワクチンを承認する模様
中国製ワクチンの
スエズ運河の座礁船の離礁に成功し漸く
首都封鎖延長を決定 インド、感染拡大 再び患者数が増える IDやPHで患者数急 規感染者の増加が止まらず医療崩壊状 へ
米下院はトランプ氏弾劾決議の方向
ﾛｼｱ/ﾄﾙｺ関係にも悪影響で両国の通貨下落
ファイザー社等が欧州に1億人分のワクチン供
まで実施 緊急事態宣言、大阪に続き東京も 習主席ｺﾛﾅ対策批判起業家懲役18年判決
国のワクチン接種回数が2億回を超える。同
察受け入れで合意
イランが核合意に違反し
禁輸措置発動
米国で北京冬季オリンピック・
仏
過激派対策で全ﾓｽｸ調査
置に動く
菅内閣支持率が発足時歴代3位の高ｽﾀｰﾄ
FOMC議事録「景気下振れリスクに保険」
官を互いに追放
米国駐留軍経費負担増額要求か
態が続くブラジルで1日当り死者が3000 再開も正常化には3日半を要する見込み
が止まらずニューデリーでロックダウン 増
有効性（精々50％程度）に対する懸念が広が
座
ﾛｼｱ反体制派指導者から毒物発見
米議会、トランプ大統領罷免/弾劾に向けて動
給を約束
ドイツ、感染抑制にむけ全国一律の
要請。政府は今週中に決定
大阪感染拡大
全人代常務委
香港議会からの民主派排除
時に渡航中止対象国を大幅に増やす予定
米
てウランメタルの生産を開始
ボイコット論が台頭
米国のイランとの核合意 英当局が中国メディアの放送免許取り消し
EU英が近く首脳会談でFTA交渉打開を狙う
米中外交トップ会談は非難の応酬
自民党新総裁に菅官房長官が選出される
ﾊﾟｳｴﾙ氏、政策現状適切で利下停止示唆
日米首脳、貿易協定締結で合意
人を超えるなど事態は一段と深刻化
ブ
開始。但しモディ首相は経済配慮から他
礁船の移動困難でスエズ運河遮断が長期
北京で変異種確認 春節休暇での帰省自
き出す
行動規制を導入 アストラゼネカ・ワクチンの血 が止まらず、非常事態宣言を政府に要請へ る
見送り
当局がJ&Jワクチンの接種再開の判断を近く EU英はFTA交渉を継続することを決定
イランが韓国籍タンカーを拿捕
復帰に向けた当事国の合同委員会が開催さ
米中外交トップがアラスカで直接協議
地域でのロックダウンは控えるように要
行政の縦割打破等規制改革を標榜
米、グローバル・デジタル課税で提案
人権問題に対する企業の取組に係る投資家からの開示圧力が高まる
G20財務相会合は21年半ばまでにデジタル課税や最低法人税率導入に係る合意を目指すと声明
LIBOR運営機関が23年6月までのLIBOR公表を提案ラジルで変異種が猛威を振るい感染者増
BCBS、バーゼルIII実施を1年延期
FRB3連続利下げも先行きは休止示唆100社が対象に
英国がTPPに加盟申請
日本製ﾊﾞﾙﾌﾞWTOで韓国に勝訴
化する可能性 スエズ運河で大型船座礁。
粛要請強まる
コロナで河北省省都を封鎖
トランプ支持者が米議会占拠。トランプ氏が煽
栓との関係を英・欧州当局が認めるものの、英
日本政府、埼玉、神奈川、千葉、愛知にまん
香港警察が民主派の大手ﾒﾃﾞｨｱを捜査
創業
下す模様
CDCが血栓問題でJ＆Jのワクチン
れる
米英カナダもEUの中国政策に続く
ｲﾗﾝ、ｳﾗﾝの濃縮度を20％に引上げ
英国がEUとの離脱後のFTAを巡る協議を再開
加に歯止めがかからず ﾌﾞﾗｼﾞﾙで英社製 復旧に2日以上要する見込み
請 インドやブラジルで既往ピークを超え
野党合流
新党名 立件民主党
党首枝野氏 中国の政治的目的による外国人拘束に対し
南アフリカが
FRB資産購入再開
EUと中国が新しい投資協定で合意
る。ペンス副大統領はトランプ氏指示を無視し
が若年者に推奨しない一方欧州はこれまでの 日米貿易交渉合意、自動車関税は回避
延防止措置を拡大へ
自民党二階幹事長が
ｳｲｸﾞﾙや青島で集団感染発生
香港でコロナ インドで国営銀労組が民営化反対で100
アルケゴスやグリーンシル事件に深く絡んだク
SECで取り締まりを担当するオー氏が過去の
金融庁、銀超のFW体制に関する調査を開
BOCが売り出した原油先物連動商品で顧客
者を逮捕
接種中断を勧告 米CDCトップがミシガン州知 すると表明
米中外交トップ会談は非難の応酬
ｲｽﾗｴﾙ
ﾓﾛｯｺと国交正常化
た新規感染者の増加が止まらず医療崩
ﾜｸﾁﾝの被験者が死亡 ﾌﾞﾗｼﾞﾙで新規感
自民党総裁選は、全国一斉の党員・党友投 カナダ主導で58か国が反対宣言
変異種への効果疑問でアストラゼネカの接
FOMC議事録ﾒﾝﾊﾞｰ間の判断割れ示す
独情報機
が中国政府公認税務ｿﾌﾄによる情報
韓国、日本との軍事協定破棄
て州兵を動員。政権幹部は続々辞任
運用を継続（但しスペインは60歳以下への接種
感染拡大で「五輪中止も選択肢になり得る」
英EU間で金融規 始
感染後の再感染を確認
三峡ダム水位が再
ミスコンダクト疑惑で就任直後にも関わらず辞
金融庁が金融機関の顧客本位業務運営 香港議会選が1年延期に
に大きな損失
一部損失補填
万人デモ
事に感染増加を抑制するためロックダウンを レディスイスのCROが退社
米中外交トップがアラスカで直接協議
ｲﾗﾝ核科学者が暗殺される
壊状態が続く台湾で列車脱線で50人が
英BBC、ウイグル問題対立で中国で放送禁
英離脱を巡るEU英交渉は膠着状態
FTA無し
票を実施せず。菅官房長官が優勢
染者数がﾋﾟｰｸｱｳﾄした模様
ﾌﾞﾗｼﾞﾙで死
種保留
ﾊﾟｳｴﾙ氏市場安定に向け資産再拡大表明
窃取に警鐘
日韓外相会談の議論は平行線
バイデン新大統領の選出が議会で確定
を禁止）
フランス、感染拡大で外出制限を4月3
と発言
大阪の新規感染者が1000人を超え
制協調を協議するフォーラム設置で合意
英当
任
アルケゴスショックで米国でのスワップに対
び上昇
最高水位に迫る
3カ月ぶりに新規感 ANZﾐｽｺﾝﾀﾞｸﾄ向け引当を714M豪ﾄﾞﾙ積
「可視化」に取り組む模様 金融庁が金融機 止に
JPﾓﾙｶﾞﾝ
証券子会社の設立認可
要請
カナダ・オンタリオ州で感染拡大で住民 準備加速を宣言する危機的局面に
香港民主派の立候補が拒否される
米政府がプーチン氏がトランプ氏寄りの選挙
死亡 台湾でクラスターが発生 韓国
安倍後継は菅氏が軸に
傷者数が6割減で統計改竄疑惑 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、 ｲｽﾗｾﾙ首相がｻｳｼﾞ訪問
ﾛｼｱやｲﾗﾝで新規感染者数が再び増加傾向
仏のｲｽﾗﾑ過激派の厳しい取り締まりがｲｽﾗﾑ
Fedwatch10月利下げ95％に上昇
韓国向け半導体部品輸出、一部再開
ジョージア州の上院決戦投票で民主が2議席
日から全国に拡大 英国が都市封鎖を段階解 関に対し困窮企業の返済猶予を要請
る
日本での高齢者へのワクチン接種が開始
する規制強化の蓋然性高まる
FRBが主要米 局が米ドル建て等一部を除くLIBOR年末廃止
染者が100人超え
三峡ﾀﾞﾑの水位上昇危険 み増し
金融 外資格付会社の業務拡大を認める等新たな
に自宅待機要請 ワクチン接種加速の米国で
香港議会選、ｺﾛﾅ理由に延期の可能性
工作承認と判断
ｲｽﾗｴﾙとｽｰﾀﾞﾝが国交正常化で合意
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種で30人以上死亡 ｲﾝﾄﾞの
ペルー、メキシコ、チリ等で感染者急増
EU英間の離脱を巡る首脳会議前最後の実務
安倍首相が健康悪化で突然の辞任表明
ﾛｼｱ世界初のﾜｸﾁﾝ承認
諸国の反発を招く
NY連銀臨時ｵﾍﾟを拡充、量的緩和再開思惑
獲得し民主が上院多数派に
除へ 欧州主要国でコロナ感染再拡大で医療崩 米、日韓に対抗措置休止協定を提案か
される 福島第一原発の処理水、政府は海洋
庁、外貨建て保険への規制強化へ
給与デ 米中首脳が初の電話協議
銀に課していた配当・自社株買い制限を7月以
金融市場開放策を発表
水準に
大雨被害が拡大 被害額1兆円以上 APRA、大手金融機関に気候変動ﾘｽｸへ
も新規感染者が増加に転じる 米国内成人の を正式発表。円は参考値が1年間公表される予
香港国家安全法をスピード施行
米国が反体制指導者の毒殺未遂事件でロシ
ｲｽﾗｴﾙとﾊﾞｰﾚｰﾝが国交正常化に合意
累積患者数が世界2位に 韓国首都圏で
EUと中国が新しい投資協定で合意
交渉でも進展なし
体調悪化説も流れた安倍首相が公務再開
ﾚﾊﾞﾉﾝで大爆発事故 70人以上が死亡
英EU離脱協定修正法案をﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏が批判
利下げ決定ながら緩和継続は割れる
大統領選結果を最終承認する上下両院の合
壊リスクに対する懸念が高まる
ドイツのメルケ
定英FCAが暗号資産への投資が全損となる可
ジタル払い、今春に政府が解禁へ
放出の方針
東京、京都、沖縄に「まん延防
降解除する方針
SECがSPAC支援金融機関
人民元決済銀、MUFG指定へ
北京郊外の地区が都市封鎖
北京で集団感
に対応求める
アに制裁
90％が4月19日までにワクチン接種可能に
全人代 香港国家安全法方針採択
ｲﾗﾝがIAEA核査察を受け入れ
ｺﾛﾅ患者急増
NZ102日振りに市中感染
習主席はｺﾛﾅの責任問題を巡り米を批判
EU
温暖化ｶﾞｽ削減30年目標を従来の40％減
国民民主党が分裂へ
ﾛｼｱ、南ｱﾌﾘｶで感染者急増
ﾄﾙｺ ｲﾗﾝは一服
独政府
ﾛｼｱ反体制派ﾘｰﾀﾞｰから毒物発見公表
ル首相が行動規制強化策を「自分の過ち」とし
同会議にトランプ支持者が乱入し会議は中断
短期金利が急騰
自民党が金融庁検査と日銀考査のﾃﾞｰﾀ共
止措置」を適用 大阪府、感染者数で過去最 全人代を5月22日に開催
に対しコンプライアンス体制を確認する質問状
中英、相互上場開始
染が発生 武漢でも外来以外の新規感染者
米通商政策でウイグル問題を優先して取り上
米国バイデン大統領、就任百日のワクチン接 能性を警告
NAB/CEOﾐｽｺﾝﾀﾞｸﾄで辞任
ｲｽﾗｴﾙとUAEが米仲介で国交回復
ﾒﾙﾎﾞﾙﾝで外出規制 ｲﾝﾄﾞで感染者の急 ｶﾞﾙｰﾀﾞ航空社長を密輸疑いで解任
南シナ海でﾐｻｲﾙ実験
から55％減に大幅引上げ
小池都知事が再選
野党は全く振るわず
て撤回 ドイツがロックダウンの延長を発表 4 SBIの子会社、ソーシャルレンディングの新
英も豪加同様香港との犯罪者引渡協定停止
有提言
ジョージア州の決算投票で民主党の2候補が
ﾊﾟｳｴﾙ議長、「成長持続に適切な行動」
を送付
FRBが温暖化が金融システムに与え
EUがデジタル通貨の規制案を公表
多更新が続く
大阪の新規感染者が666名と
トルコで暗号資産交換業の巨額詐欺事件が
JPモルガンチェースが、欧州サッカースーパー
中国当局がアリババに不正競争で3000億円
FBがネット系へのニュース課税を決定し
げる姿勢
がそろり増え始める
種目標を当初比2倍の2億回に
アストラゼネ EUがAIに対する包括規制案を公表。AIによる
豪州、ｺﾝﾀﾞｸﾄで監督機関新設提言
民主派が一斉に逮捕される
英政府離脱協定修正法案修正した上で議会承
増が続く
韓国で行動規制緩和後すぐに
米中貿易閣僚協議が延期
月の復活祭には一段と厳格化する方針
アスト
河井夫妻逮捕
英国
ﾌｧｰｳｪｲを27年までに5Gから完全排除
氷見野氏が金融庁長官昇格の模様
共和党を世論調査で若干リード
前NY連銀総裁、前言撤回
る影響に対処するために２つの委員会を設置
欧州委員会が英の清算機関利用を22年6月ま 規募集を停止。違法勧誘の可能性。金融庁
発生 ﾛｼｱが昨年10月ｼﾞｮｰｼﾞｱに対し大規模
最多となる 日本政府、大阪、兵庫、宮城に
リーグ構想で資金支援をしようとしたことを、判
米政府が記者殺害でサウジ皇太子が承認と
カが米国当局にワクチンに関する不完全デー 個人信用力のスコアリングやリアルタイムの顔
の罰金
米半導体製造装置大手の日本企業
た豪州でニュース配信を中止
習主席
感染拡大後初めて武漢を訪問
認を得ることで与党と合意
ラゼネカのワクチン、EU当局が安全性を確認
新型コロナの集団感染が発生
台湾海峡で軍事演習
政府がｲｰｼﾞｽｱｼｮｱ計画を突然停止
一方共和党議員は監督強化が貸出縮小を招
米経済対策で大統領の修正要求を契機に与
英国
香港住民に市民権取得を許す方針
安倍首相
銀行振込手数料「下げたい」
前NY連銀総裁の「政治を考慮すべき」発言に
で認めると発表
断を誤ったと謝罪
黒人容疑者暴行死事件で
エヌビディアの英アーム は行政処分を出す方向で検討
野村のアル 買収を中国独禁当局が認めず断念
ｻｲﾊﾞｰ攻撃
結論
「まん延防止」適用を決定
政府、感染急拡大
タを提供したことが問題に
米国は5月末まで 認証が禁止される惧れ
中国でウ KR/ｿｳﾙ市長遺体で発見 ｾｸﾊﾗで自殺？
香港、外出できない民主派を締め付け
与野党の元英首相5人が政府の離脱協定修正
フランスではパリ等で感染拡大から3度目の外
くことを懸念
野党再び対立し政府閉鎖の惧れ高まる
金融機能強化法改正で資本注入を容易化
FRBはすかさず反論
主要5か国ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通貨に強い規制導入要求
白人元警官に有罪判決
米国政府がタバコの
買収に英独禁当局が待ったをかける
クレディス 安倍政権への支持率が史上最低に低下
ケゴス関連損失が3100億円と判明。当初見
ｻｳｼﾞ、ｱﾏｿﾞﾝCEOの通信ﾊｯｸの疑い
米軍がシリアの新イラン武装勢力施設を空爆
の大阪にまん延防止措置を適用へ ルネサ 対中強硬派の米議員11名を制裁対象に
に全成人向けワクチンを確保する見込み
米 EUとﾄﾙｺ間のｼﾘｱ難民議論は平行線
イグル批判を行ったH&Mやナイキに対する KR/高炉、環境汚染で停止の危機
中国、香港出先機関ﾄｯﾌﾟを更迭
出制限開始を発表
欧州主要国もアストラゼネ
法案批判
成都にある米領事館の閉鎖を指示
黒川検事長が賭け麻雀で辞任
米国、補完的レバレッジレシオの特定措置を3
大統領が追加経済対策に増額修正を要求
EU/ﾄﾙｺ間のｼﾘｱ移民協定が瓦解の危機に
有報の提出期限延長を検討
FRB理事が次回会合での0.5％引下げ示唆
ニコチン水準を常習性が生じない水準にまで
米バイデン大統領は基幹産業の対中依存を
ス、火災事故からの生産回復の長期化で自
独
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ破産で監査法人の定期的交代を
英 通しを大幅に上回る
福井県知事、40年超の バッシングが深刻化
FDAがJ&Jのワクチンが1回の接種で高い効 イスがアルケゴスショックで5200億円の損失
中国政府がアリババに
KR/検察、ｻﾑｽﾝ電子副社長二人逮捕
香港 元旦に大規模ﾃﾞﾓ
カのワクチン接種の中断を決定
イタリア、主要 中国企業からの資金受領疑いで議員逮捕
英に離脱合意修正法案の撤回を求める
月末で終了
大統領が国防法案に拒否権行使の意向
但し EU
欧州ｲﾗﾝ制裁手続きを棚上げ
ﾊﾟｳｴﾙ発言、持続的利下げへの期待繋ぐ
金融庁
工場・店舗の減損先送り可能化を検
下げるルールを検討している模様
テスラ、自
減らす大統領令に署名
動車メーカーは減産検討
日本、大阪や地方
義務付けると同時に助言業務と監査業務を切
政府が会計監査4社の寡占体制を是正する措
原発の再稼働に前向き姿勢示す
公認会計 香港市民向けに英国が発行するﾊﾟｽﾎﾟｰﾄを
メディア子会社を売却を求める
果と発表 ファイザーとモデルナが米国向けワ
KR/ｱｼｱﾅ財閥解体
香港で再び大規模ﾃﾞﾓ
地域で再びロックダウン 北欧諸国等が副作用 討
認めないと表明
英国政府の法務当局トップが辞任。EUとの離
地検
中国企業との関係で議員事務所捜索
3月末で切れるFRBの補完的レバレッジ比率
議会は2/3以上の多数で再可決する見通
英ﾌｧｰｳｪｲ5G参入を部分的に許可
中国の政治的目的による外国人拘束に対しカ
り分けへ
金融機関には機械的なコベナンツ条項発
動運転車が事故で2名死亡
米モルガンスタン 置を発表
でコロナ感染再拡大が目立ち始める
政府が アントCEOが辞任
士協会、監査法人に関し監査先1社で収入
クチン供給を倍増 ファイザーのコロナワクチ
香港ﾗﾑ長官に親中派からも辞任求める声
問題でアストラゼネカのワクチンの接種を中断 野党年内に合流か
脱合意を修正する法案に抗議か
の特例に関しその延長に係る不透明感が高ま
与野党9000億ﾄﾞﾙ規模の追加経済対策合意
ナダ主導で58か国が反対宣言
EU外交官に中国ｽﾊﾟｲ疑惑
環境配慮金融ﾙｰﾙ作成を進める
動の自粛要請
レーがアルケゴス関連で1000億円程度の損
都道府県内の旅行に対し4月から金額支援 ｳｲｸﾞﾙ問題で米議員を制裁対象に
の15％を超える場合は5年で交代の新ルー
中国当局品質管理問題等でテスラを聴取
ン、1回の接種で高い予防効果 米国で歴史的 ウーバーが英国ドライバーに対し社員の権利を
香港区議会選、民主派が圧勝
イタリア、フランス等で再び新規感染者が拡大
FB等が香港への情報提供を一時中止
英首相
10月15日まで膠着続けばFTA断念
り、国債売却を招く
「桜を見る会」批判強まる
ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領が2日間の歳出法案に署名で米
米中首脳が初の電話協議
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏欧州車に高関税の脅し
ルネサス火災で車載半導体供給が当面一段
欧州6か国株空売規制解除
統合地銀の金利引上げ監視強化
失
米企業でマイノリティの投票を制限するよう 認める
中国当局が企業の独占行為に対する新たな
寒波がテキサス州等を襲い、原油生産がス
ル導入検討
LINEに対し委託先監督不備で
高裁判決に中国政府は猛反発
に転じる
英国でロックダウンが一部緩和
イタリ
中印軍事対立激化
EU/英間のFTA年内合意困難と交渉官発言
米SECが買収目的会社への投資に対しセレ
[海外投資家懸念の外為法改正近づく
政府閉鎖を回避
米国がミャンマー国軍政府を制裁へ
と減少
政府、一都三県の緊急事態宣言を21
金融庁、金融仲介業創設
米国が英国にﾌｧｰｳｪｲの5G参入阻止で圧力
な州レベルの法改正に対し抗議する動きが広
英当局保険に対し最悪事態への備え要請
保 政府が行政指導
指針を公表
トップしているほか、計画停電も広がる モデル HSBC、石炭関連融資を廃止へ
東芝、車谷CEOが辞任。
香港警察大学突入/高裁覆面禁止違憲判決
アがEUの輸出制限措置に則り豪州向けワクチ 日に解除
ブ関与でも慎重に判断するように個人投資家
豪州への旅行を禁止
仏内閣総辞職
超党派が与野党が合意しやすい項目に絞った
菅原経産相に続き河井法相も辞任
がる
アマゾンの組合結成に係るアリゾナ州で ドイツ金融監督当局がグリーンシル傘下銀を不
駐独米軍の削減を凍結
日本政府が一都三県の緊急事態
米国の自動車関税判断は６か月延期か？
険会社は配当停止に動く
ナが米国へのワクチン供給を前倒しする意向
網川会長が社長兼CEOに就く人事を発表 カ 中国商務省が米国の対中制裁に同調した企
香港ﾃﾞﾓ新たに志望者、外国人帰国の動き
ン輸出を阻止
ドイツ、8日からコロナに伴う行動
に呼びかけ
仏与党
地方選で敗北
新たな経済対策案を公表
宣言の全面解除を検討
東京五輪、海外客 政府が2企業に米国産豚等輸入差止指示
新内閣ｽﾀｰﾄ、19人中13人が初入閣
の投票で従業員が組合結成を否決
P＆Gが 正行為で告発する可能性
業を罰する規則を施行
米ロが新START、5年延長で合意
米国の対EU関税発動8千億円WTOが許可
英銀大手当局圧力で配当支払いを中止
NY市陽性率低下でレストランでの店内飲食を
ゴメが中国シンチャン産トマトを使用しない方
香港警察大学構内突入、対立先鋭化
規制緩和に動く 英政府がイングランドのロック 受け入れ断念へ
米国がグローバルでのデジタル課税議論合意
米中政府高官が貿易交渉合意履行で合意
英FTA無し離脱も想定した強硬姿勢貫く
ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏が選挙人過半数確保
ﾊﾞｰ司法長官 銀行が特定社への過剰融資懸念で資金を引き
政府、一都三県での緊急
アップルが新しく導入する個人情報追跡遮断
与党参院選で勝利も憲法改正に必要な3分
当局が不当価格操作でｱﾘﾊﾞﾊﾞに罰金
米ロ新STARTの延長で大筋合意した模様
ﾌﾗﾝｽでのG7ｻﾐｯﾄ終了、初の首脳宣言見送り
EBA理事候補が回転ﾄﾞｱ懸念から拒否される
針
日本の電力大手数社がカルテルの疑い
前倒し許可
夏までに全国民の接種完了を目
の障害となってきたセーフハーバー措置要求
香港ﾃﾞﾓ警官実弾発砲、対立一段と激化
ダウン解除計画を発表。6月中に完全正常化を
揚げた英投資会社グリーンヒルがデフォルトの
EU首脳会議、中期予算で合意できず
は辞任
を回避する広告技術を中国企業と開発か
FB EBA
事態宣言の2週間延長を決定
首相が首都圏
の2に届かず/消費税増税は確実化
中国人民銀 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ問題でｱﾝﾄを聴取
中国のウイグル族迫害を虐殺と認定
ｱﾏｿﾞﾝ森林火災が欧/南米貿易協定批准に悪影
欧州ｽﾄﾚｽﾃｽﾄを見直す方針
フジＨＤ、外資規制違反を認める
みずほ、シ 米国の新型コロナ患者数過少申告批判に対
指す メルクがワクチン開発の中止を発表 新
を取り下げ
香港ﾃﾞﾓで大学生死亡
目指す ドイツがロックダウンを3月7日まで3週 の緊急事態宣言を延長する方針を表明 東 ｱﾘﾊﾞﾊﾞに対し当局が独禁法違反で調査
し中国が反論
危機に。ドイツでの貸出先の連鎖倒産懸念から
英財務相が首相との意見対立で辞任
司法長官
選挙結果を覆すほどの不正なし
の過去の流出個人データ5億人分が再拡散
現政権がキューバをテロ支援国家再指定
響
ステム障害で日立に負担請求検討 SBIが
型ｺﾛﾅ変異種を確認 CA州では外出禁止を無
米国がOECDの国際課税協議に復帰へ
SEC
香港数千人無許可ﾃﾞﾓ、過激化進む
監督当局が調査に乗り出す
間延長
アストラゼネカのワクチン
欧州で高齢
米半導体製造装置大手の日本企業買収を中
独与党党首辞任
財務長官にイエレン氏指名
京都が緊急事態宣言延長を要請へ 関西と 外務省「米軍がウイルス持ち込み」の中国高
中国軍関連企業への投資を禁じる大統領令
ｱﾝﾄ等ﾈｯﾄ大手 当局の指示で預金仲介中止
ネット融資仲介を手掛ける子会社の投資勧
制限に延長 ﾌｧｲｻﾞｰが米政府に来年7月まで 英、拿捕したイラン船を開放
が一部証券会社が個人投資家の個別株取引
官発言を狂った言論と批判
仏リヨン市長、環境配慮で学校給食での肉提供
中国、4中全会受け新法で香港管理強化へ
者に推奨しない国が増える EU アストラゼネカ 誘違反行為に絡み150億円の損失計上へ
国独禁当局が認めず断念
米議会でSNS大手
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
ﾄﾗﾝﾌﾟ氏
選挙人ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏選出すれば退任
が発行
中部、緊急事態宣言を2月末で解除へ
愛
ｱﾝﾄ上場に規制当局が待ったをかける
米、仏のﾃﾞｼﾞﾀﾙ課税に牽制
に1億回分ﾜｸﾁﾝ供給 ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種開始 NY 一時停止が波紋
を停止したことで調査を開始
香港民主派ﾘｰﾀﾞｰ、立候補認めず
の大幅供給減を受けてワクチン輸出を制限
英
の議事堂選挙事件等の責任を問う公聴会が
進
大統領が政権移行準備を許可
NY証取が中国3社の上場廃止に動く
知、及び関西4府県が緊急事態宣言解除を 新型コロナを巡って米中が非難応酬
台湾海運会社がスエズ遮断の責任の全てが
2035年までにガソリン車全廃
市は屋内飲食を再び禁止 NY市長や州知事 駐米英大使辞任
株式市場、個人のSNSレディットを通じた「共
英最高裁でウーバー運転手に労働者としての
米国主要紙記者の駐在制限に乗り出す
中国、4中全会始める
開かれる 米中西部の都市が50～100年前の 旧東独州の初極右支持首相が1日で辞任
コロナ死者、日次最多の1300人。ロンドン市場
政府調達局ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏への政権移行容認
船主である正栄汽船に帰属すると表明
みず
中露の航空宇宙分野企業103社を軍事関連
政府に要請
日本で漸くワクチン接種が始ま
政府/企業のﾃﾞｰﾀ利用を規制する新法制定
香港問題巡り中英対立
は全面的ﾛｯｸﾀﾞｳﾝの可能性に言及 ﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏 基本的権利を認める判決が下る
闘」参入で個別銘柄が異常な乱高下を繰り返
黒人差別に対する賠償金を支払う法案を可決
中国、近く香港ﾗﾑ長官を解任か
「制御不能」
ドイツが感染拡大を受けて一部地
英国が遂にEUから離脱
ほ銀がシステム障害で金融庁に報告書を提
次期財務長官はｲｴﾚﾝ氏の模様
企業に指定し輸出許可性の対象とする
る 宮城 福島で震度6強の地震 交通遮断 停 対米関税の一部を引下げ
中国上場企業の対する米国での会計不信が
米、ﾛｼｱ欧州ｶﾞｽ計画関与企業を制裁
当初100日で1億人のワクチン接種目指す
加
す
SECはこうした乱高下を注視していると発
米当局がデビットカード決済での反競争的行 音声SNSクラブハウスに対し独当局が個人情
第一段階合意調印
中国輸入増 米関税一部
域に移動制限を導入するなど行動規制を一段
香港、覆面姿でのデモが続く
欧州議会
英離脱協定案可決
出
他社価格に同調したAI価格設定も独禁法
与野党が追加経済対策の協議再開に動く
強まる
中国ﾄﾞﾛｰﾝ最大手の製品輸入禁止
半導体受
電が広範囲に発生
政府が緊急事態宣言の
州では病床逼迫で多くの自治体が外出規制 報管理で警鐘
表
為疑惑でVISAを調査
と強化
英国ではｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞで５日より３度目の
撤回
香港、緊急条例発動
伊同盟北部州選挙で勝てず
違反となる惧れ
厚労省会長、夜の会食主催
ﾄﾗﾝﾌﾟ政権
政権移行に抵抗
ｶﾌｪ大手のﾗｯｷﾝが不正会計で経営危機か
託生産のSMICには禁輸措置
継続を決定
緊急事態宣言延長決定
新規感
再導入
ﾌｧｲｻﾞｰが今年のﾜｸﾁﾝ出荷量を当初
SEC次期委員長にゲンスラー氏指名を公表
米国でアジア系に対するヘイト犯罪が深刻
KPMG英国会長が従業員にコロナを嘆くのをや
ロックダウン突入 新規患者数の過去最多更新 で更迭
中国を為替操作国から解除
香港銃撃された高校生起訴で反発広がる
伊「五つ星運動」党首辞任
金融庁と東証は21年度から上場企
大統領選でﾊﾞｲﾃﾞﾝ氏勝利が確実となる
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ優越的地位乱用で調査？
ﾍﾞﾄﾅﾑとｽｲｽを為替操作国に認定
染者は減少傾向
アストラゼネカのワクチン
予定の半分にすると発表 ﾌｧｲｻﾞｰ開発の
CFPB局長にはFTC委員で学生ローンのオン
化。ジョージア州のスパで6人のアジア人が殺
めろといったことが波紋を起こす
が続く 英がｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶのﾜｸﾁﾝを承認 英国でよ 業に気候変動リスクの開示を求める方針
米中交渉第1段階合意調印式は15日に決定
香港ﾃﾞﾓで警官が実弾発砲
米大統領選は予想に反し大接戦で未だ勝敗 英下院EU離脱法案を可決
中国共産党、香港対応でｱｯﾌﾟﾙ、ﾃｨﾌｧﾆｰ、
ECB政策金利:0%(0/0pp)

