We deliver finance and economy news from
Tokyo region in Japanese and native English!

006 of
000 5th
No. day 2 6
s
201
dne
We May,

Editor/Publisher: PR House K.K. Tel. 03-5259-1185 Kusumoto Daisan Building, 3-19 Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054

世界的に株式市場の
ダウンサイド・リスク高まる

Downside Risk of Stock Markets
Rising Globally

先週公表された中国のマクロ経済データは、
インフレ

China’s macroeconomic data released last week turned out to be

関連指標を除き、軒並み、弱い結果であった。中国経済

weak across the board, except for inflation-related indicators. The

については、財政拡張と民間信用拡大による梃入れに

view still persists that the Chinese economy, bolstered by fiscal

よって景気腰折れは回避される、との見方が依然根強

expansion and an increase in private-sector credit, can avoid a

い。だが、大手外資系証券のチ−フエコノミストは、
「脆

relapse. However, a chief economist at a major foreign-affiliated

弱性が残っていることが再確認されたと言えるのでは

securities house notes that the latest data “may be taken to recon-

ないか」
と語る。

firm the lingering weakness” in the Chinese economy.

特に、人民元実質実効相場の調整（下落）が十分では

Particularly worrying is the continuing deterioration of net direct

なく、ネット直接投資ポジションの

investment position due to an

悪化が継続していることは懸念

inadequate adjustment (decline)

される。足元では、3月末を底に、
再び人民元ドル相場が緩やかに
下落しているが、
「 近い将来に、1
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of the renminbi’s real effective
exchange rate. After touching
bottom in late March, RMB/USD

ドル6.6元を超えるような人民元

rates have been on the gradual

安が生じるリスクもある」
と見る。

decline again recently. But the

米国の10年債・2年債イール

chief economist sees the “risk

ド・スプレッドは 、5 月1 3 日に 、

that the renminbi might decline

0.954％ポイントと、今次米国景

to a level beyond 6.6 to the

気の回復局面における最小値を

dollar in the not-too distant

更 新 し た 。1 0 年 債 利 回 り は

future.”

1.70％まで低下している。米国

The yield spread between two-

のイールド・スプレッドと株価の

year and 10-year Treasury notes

間にはそれなりに安定した関係

contracted to 0.954 percentage

があり、2010年以降は、両者の相

point on May 13, falling to the nar-

関の同時性が高まっている。

rowest spread in the current phase

足元におけるイールド・カーブ

of the U.S. economic recovery. The

の フラット 化 と 米 国 株 価 の パ

yield on 10-year Treasury notes

フォーマンス
（S&P500の前年比

dropped down to 1.70%. U.S. Trea-

でみて3.5％下落）の整合性は必

sury note yields and stock prices

ずしも高くないようにみえる。言

have stable relations between them

い換えれば、
「 株価がやや堅調に
過ぎる」
ともみられるとし、
「世界

RealMaid NINJA

的に株式市場のダウンサイド・リ
スクが高まっている」
というのだ。
（『サイバノミクス・レポート』
２０１６年5月16日−20日号より）

in their own way. Since 2010, the
simultaneity of correlation between
them has been increasing.
The consistency of the recent flattening of the yield curve and the
performance of U.S. stock prices (a 3.5% fall year-on-year in S&P
500) does not necessarily seem to be so high. In other words, the
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chief economist points out, it seems that “stock prices are a bit too
strong” and “the downside risk of stock markets is rising globally.”
(Excerpt from the May 16-20, 2016, edition of the “Cyber Economics Report”)
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