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一部の中央銀行は、緩和的な金融政策からの出口戦略を必ずしも慎重に進めているわけではないようで

す。ノルウェー中央銀行、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）、新興国市場の複数の中央銀行は、景気の回復

状況を総じて前向きに評価すると同時に、インフレの上昇が予想よりも長期化するリスクを懸念して、金融政

策の引き締めに着手しています。中央銀行の懸念は、インフレの上昇見通し、労働市場関連の指標の底堅さ、

長引くサプライチェーンの制約、コモディティ価格の

上昇によって増幅されています。最近では、予想外

の動きとして、イングランド銀行とカナダ銀行が近い

将来に引き締めに転じる可能性を示唆しています。 
 

このような中央銀行のスタンスの変化を受けて、

前回のセントラル・バンク・ウォッチャーの発表後、世

界中の債券市場が大きく変動しています。短中期ゾ

ーンの債券利回りが力強く上昇する一方で、長期ゾ

ーンの利回りは低下する形となっています。背景に

は、予想以上に早期の政策引き締めを受けて経済成長見通しが下押しされる結果、長期的には引き締めの

度合いが緩やかになるとの見方が存在します。現状維持派の代表は中国人民銀行と日本銀行であり、両者

とも緩和バイアスを据え置いています。一方、ECB に関しては、インフレ上昇が一過性の現象であるという立

場はそれほど堅固ではなさそうですが、「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）」が段階的に終了する来春

には、量的緩和のクリフ効果（唐突な終了に伴う影響）を緩和すると予想されています。最後に、FRBはテーパ

リング（量的緩和の縮小）計画を堅持していますが、インフレの上昇に対して警戒感を強める理事が増える可

能性も否定できません。 
 
 

セントラル・バンク・   

ウォッチャー 
懸念を強める中央銀行 

 

 FRB: 新たな局面に移行 

 ECB: ガイダンスに対する事後的な批判 

 中国人民銀行: 出し惜しみするほど後の負担が増大 

 日本銀行: 静観の構え 
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政策金利見通し 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ、金利市場の先物とフォワードから推計する 12 か月の政策金利 

 

米連邦準備制度理事会（FRB）: 新たな局面に移行 

 テーパリングは 2022 年 6 月に完了する見通し 

 政策判断において現時点の予想インフレ率が重要な役割を果たすことに 

 イールドカーブはフラットニングの方向に 
 
短い期間でのテーパリング 

11 月 2、3 日に開催される FOMC において資産買い入れの縮小が発表され、金融政策は新たな局面に移行

すると幅広く予想されています。予想通り月 150 億ドル（米国債が 100 億ドル、住宅ローン担保証券（MBS）が

50 億ドル）のペースで減額が進むと、来年 6 月にはゼロになる計算です。これは 11 カ月を要した 2013～14 年

の実績を上回るペースですが、FOMC は必要に応じてペースを調整する余地を残すとみられます。もっとも、米

国債のグロス発行額はテーパリングと同じ程度に減少する見通しであり、テーパリングがネット供給量の観点

で額の減少という形で市場に与える直接的な影響は非常に小さいと、ロベコでは考えています。今回の FOMC

後の記者会見では、インフレ圧力の持続性に関するパウエル議長の見解と、市場における利上げ見通しの

織り込み状況に対する同議長の反応が、注目されることになるでしょう。 
 
テーパリングと利上げのスケジュールには、関連性が存在します。テーパリングを完了した上で利上げ判

断を行う、という順序が望ましいとされています。このため、テーパリングのスケジュールが予想から逸脱した

場合には、短期ゾーンの市場金利に影響が生じることになります。FRB の高官は、テーパリングに関連して市

場に対するサプライズを避ける意向を強調しているため、ひとたび発表されたスケジュールを変更することは、

容易ではないと考えられます。テーパリングのプロセスを中断するには、新たなロックダウン措置に関連する

などして、雇用統計の数字がマイナスに転じるといった状況が必要になるでしょう。一方、テーパリングのペー

スを加速するには、インフレ圧力が拡大して、コア・インフレ率が来年 4～5 月辺りまで 5%を超える水準で推移

するといった状況が必要になるでしょう。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is priced in for the Fed, versus our expectation
Effective Fed funds rate 0.09 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by FF Futures (bps) 0 5 20 39 58
Our probably-weighted expectation (bps) 0 0 5 15 20
Our central scenario (bps) 0 0 0 0 0
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2022 年の利上げ見通しの再評価 

FRB には 2 つのマンデートがありますが、その比重は変わる見通しです。テーパリングの決定に際しては、

雇用の回復がインフレの上昇見通しよりも重視されたとの見方があります。これに対して、利上げの決定に際

しては、インフレの上昇見通しの方が重要な役割を果たすとみられます。この先数カ月、数四半期において、

FRB はインフレの絶対水準に対するのと少なくとも同じように注意深く、インフレの構成要素にも注目するでし

ょう。足元の物価上昇圧力の大半は、経済活動の再開に伴う混乱と供給の断絶に起因すると考えられ、FOMC

委員は概ね一過性の現象であると判断してきました。しかしながら、最近の FOMC 議事録において確認される

ように、委員の間では確信が揺らぎつつあります。今後は、インフレ期待、賃金、家賃に関するデータや、FRB

の基調的なインフレ予想指標が注視される見通しです。現時点では、これらの指標が示すメッセージは明白

であり、基調的なインフレ圧力は依然として 2007～21 年の範囲内にありますが、既にレンジの上限に達して

います。典型的な例は地区連銀が算出するトリム平均インフレ率であり、現在、9 行の指数の中央値は 2.8%

に達しています。これは 2018 年の高値（2.6%）を上回る一方で、2008 年のピーク（3.2%）には届かない水準に

なります。米国全体のインフレ率は、年内は 5%近辺の水準で推移する見通しですが、ベース効果を考慮する

と、来年 3 月以降は総合インフレ率、コア・インフレ率ともに弱含むことになるでしょう。ロベコでは、2022 年 6

月の総合インフレ率とコア・インフレ率の予想を、2.5%近辺から 3%に上方修正しました。したがって、テーパリ

ングの最終段階において、インフレ率は 2%の目標をわずかながら上回る可能性があります。ロベコの予想通

りの展開となれば、FRB は利上げ準備を進める可能性がありますが、タイミングや規模の点において前のめり

になるとは限りません。2014 年の事例では、テーパリングの終了後 1 年以上経過した後に、初回の利上げが

実行されています。今回はこれよりも速いペースとなり、基本シナリオとして初回の利上げは 2023 年の早い

時期になると予想しています。ロベコの確率加重方式による FF 金利の見通しは、基本シナリオと代替のシナ

リオの両方を反映しています。足元では、2022 年のフロントエンドの先物は、ロベコの予想を上回る水準で推

移しています。その先の限月に関しては、今次サイクルにおける金利のピーク水準を示唆する自然利子率の

予想に依存する部分が大きくなります。ロベコは最近公表した「5 年間のリターン見通し」において、米ドルの

名目金利の中立的なレンジを 1.7～2.5%と予想しました。この数字が確定的なものでないことは言うまでもなく、

FRB はこれを超える水準まで金利を引き上げる可能性もあります。もっとも、最近の利上げサイクルにおいて

は、予想される中立的な水準よりも金融政策を引き締める余地は、控え目に言っても限定的と言えるでしょう。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
イールドカーブのフラットニング 

FRB は 6 月以降、平均インフレ目標の枠組みにおいても、2%のインフレ目標の大幅な上振れを容認しない

という重要なメッセージを伝えてきましたが、最近の FRB 高官の発言によってその内容が確認されています。

このメッセージは、コンセンサスだったイールドカーブのスティープニング・ポジションの解約を誘発しました。ロ

ベコ独自のポジショニング分析によると、解約の動きは未了であり、ファンダメンタルズ、テクニカルのいずれ

の観点からも、さらなるフラットニングが予想されます。一方、バリュエーションの水準は短い期間で大幅に変

動し、5 年/30 年、5 年/10 年、10 年/30 年のスプレッドはそれぞれ 80bp、40bp、40bp となっています。引き続

き、長期的なトレンドはフラットニング・トレードの追い風となっていますが、ポジションを積み増す際には水準

が調整するタイミングを見極めたいと考えています。2 年と 5 年の利回りはロベコの目標水準を超えたため、こ

の年限のショート・ポジションに関しては、足元のモメンタムが強まるシナリオを念頭に一部を継続保有する一

方で、段階的に縮小していくべきと考えています。一方、10 年債利回りは比較的狭いレンジで推移すると予想

しています。現在の短期ゾーンの水準と長期金利が反応する傾向を踏まえて、レンジの下限を 1.4%とみる一

方で、6 月に達したピークの水準（1.75%近辺）は引き続き重要なレジスタンスになると予想しています。 
 

USTs Spot yield 12m Fw Carry* Hedged to EUR
2y 0.53 1.13 42 -4

5y 1.24 1.62 37 18

10y 1.60 1.86 22 12

30y 1.98 2.09 9 4

* for a 1pd position over 12 months
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FRB と気候政策 

 FRB のブレイナード理事は最近、銀行が抱える気候変動関連のリスクを推計するため、シナリオ分析プログ

ラムを開発すると表明しました。これは、気候変動リスクを削減するための監督上の指針を、銀行に対して提

示することを目的としています。 
 
米国の経済バロメータ指数は安定的に推移しています。高水準のインフレ・データと鈍化傾向にある個人

消費のデータが綱引きする形が続いています。現在、2024 年 3 月時点で 140bp の利上げが織り込まれてい

ます。 
 

図表 1. 金利見通しは新たな高みに 図表 2. バロメータ指数は高位で安定 

  
出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ 

図表 3. 実質利回りは足元低水準で推移 図表 4. フォワード・インフレ率はピークからやや調整 

  
出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ 
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欧州中央銀行（ECB）: ガイダンスに対する事後的な批判  

 市場は ECB のインフレ見通しに対して懐疑的であり、かなり早い段階での利上げを想定  

 ECB は PEPP 終了時のクリフ効果を回避する見通し  

 イールドカーブの長期ゾーンより中期ゾーンの方が依然として脆弱性が高い 
 
方向性が示された 10 月の理事会に続いて、12 月の理事会では政策決定に至る見通し 

ECBは先進国市場の一部の中央銀行とは異なり、量的緩和政策の終了を急いでいないようです。10 月の政

策理事会では量的緩和プログラムの規模を据え置き、月平均 600～700 億ユーロのペースで進行中の「パン

デミック緊急購入プログラム（PEPP）」のネット買い入れ額を、「少なくとも 2022 年 3 月末までは」維持する見通

しを示しました。また、月平均 200 億ユーロのペースで進行中の「資産買い入れプログラム（APP）」の下でのネ

ット買い入れを、「政策金利の緩和的な効果を強化するために必要な限りは」継続し、利上げ開始の「直前」に

終了する方針を示しました。一方、ラガルド総裁は記者会見において、上昇傾向の続く総合インフレ率は、当

初の想定よりは緩やかなペースであるものの、年明け以降に大幅に低下するとの見通しを繰り返しています。  
 
こうした中で、利下げの可能性を示唆する政策金利のフォワード・ガイダンスは据え置かれました。対照的

に金融市場では、来年末までに 10bp 以上の利上げが実行されるシナリオが織り込まれています（以下の図

表を参照）。ラガルド総裁は、このような市場の想定は ECB のフォワード・ガイダンスと整合的ではないと指摘

する一方で、市場が ECB の動きを先取りしているとコメントする立場にはないと付言しています。ここ最近、ユ

ーロ圏諸国の借り入れコスト（GDP 加重）が上昇傾向にある一方で、金融環境は引き続き「良好」であると見な

されていることは、注目に値します。背景には、実質利回りが非常に低い水準にとどまっている状況がありま

す（次頁の図表 1～4 参照）。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is priced in for the ECB versus our expectations
ECB deposit facility rate -0.50 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by OIS (bps) 1 3 7 15 23
Our probability-weighted expectation (bps) 0 1 2 4 5
Our central scenario (bps) 0 0 0 0 0

DBR curve Spot yield 12m Fwd Carry* (bp)
2y -0.61 -0.50 -9
5y -0.39 -0.27 2
10y -0.08 0.01 9
30y 0.17 0.19 5
* for a 1pd position over 12 months
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12 月の理事会では、多くの重要事項が決定される見通しです。 

• 2022 年第１四半期の PEPP のネット買い入れ額  第１四半期は季節的に債券の発行額が増加する傾向

にありますが、2021 年第 4 四半期の平均買い入れ額（ロベコの予想では約 650 億ユーロ）と比べて横ば

いか小幅な減少になると予想しています。その場合、総額 1 兆 8,500 億ユーロのプログラムにおいて、少

なくとも 450 億ユーロの枠が残存する見通しです。 
• PEPP の終了日  ラガルド総裁のコメントから判断すると、2022 年 3 月に終了するとみるのが妥当なようで

すが、この先数カ月間に欧州全体においてパンデミック危機がさらに深刻化した場合、2022 年半ばに向

けて段階的な終了を目指す可能性も否定できません。ちなみに、ロベコが ECB の立場であれば、12 月の

段階では、来年の第 1 四半期または第 2 四半期のいずれかに終了するとはコミットせず、その意向のみ

を表明するでしょう。 

• PEPP 終了後の量的緩和のペース  クリフ効果を避けるために、ECB は 2 つの現実的な選択肢を検討して

いる模様です。1 つは総額の調整であり、PEPP が終了するタイミングに合わせて APP の月間買い入れ額

を一時的に増額する選択肢です。もう 1 つは量的緩和の補完制度の新設であり、金融環境の急激な逼

迫に備えた予防措置として、同制度の下で選別的に、柔軟に、場合によっては受動的にのみ、ネットの買

い入れを行う選択肢です。後者の場合、APP の下でのネット買い入れを終了した上で、早い段階で利上

げを開始することが可能になるかもしれません。いずれの場合でも、この先数年間に SSA 債（ソブリン債、

国際機関債、政府系機関債、この場合は主に EU 債）の発行額が加盟国国債の発行額対比で大幅に増

加する見通しを踏まえて、「公共債買い入れプログラム（PSPP）」の月間買い入れ額に占める国際機関債

の比率が、現行の 10%から 15～20%程度に引き上げられると予想しています。 
• APP の下でのネット買い入れの見通しに関するフォワード・ガイダンス ECB が APP の下でのネット買い入

れを終了する前に利上げを実行する可能性は低いと考えられます。このため、現行のガイダンスの内容

が大幅に薄められることや、まして政策の手順が変更されることは、予想していません。   
• TLTRO（的を絞った長期資金供給オペ） ECB はグリーン・ローンや気候関連ローンを対象とする TLTRO 新

設の可能性を示唆すると予想しています。いずれにしても、来年に向けて TLTRO III の増額が発表される

見通しです。 
• 政策金利に関するフォワード・ガイダンス   「より低い」政策金利という表現に含意された政策金利に関

する緩和バイアスは、12 月の理事会で取り除かれる可能性が比較的高いとみています。基調的なインフ

レ率が十分に上昇したことの確認、を含む利上げの条件が、「近い将来に」満たされる公算は小さいとい

うラガルド総裁の見解に、ロベコも同意しています。条件が満たされるには、ユーロ圏の賃金の伸びがさ

らに拡大する必要があると考えています。実際、ECB がこの先 1 年以内に初回の利上げに踏み切るシナ

リオは想定しづらいのですが、総合インフレ率や消費者および企業のインフレ期待は引き続き上昇傾向

にあるため、市場において 1 年以内の利上げシナリオが排除されるのは、もう少し先のことかもしれませ

ん。 

イールドカーブの長期ゾーンより中期ゾーンの方が依然として脆弱性が高い 

 ドイツ 10 年債利回りは、5 月に達した年初来最も高い水準を回復しました。但し、今年前半の状況とは異

なり、足元の金利上昇は ECB の利上げ見通しの再評価に起因する部分が大きく、その傾向はさらに強まり

つつあるようです。実際、10 年のスワップ・スプレッドは、5 月を大幅に上回る水準にとどまっています。 

 注目に値する点として、ロベコが予想した通り、利回りの上昇はイールドカーブ上の 5 年ゾーンに集中して

います。このゾーンでは、利回りが上昇しやすい地合いが続く見通しです。ドイツ 10 年債に関しては、利回

りが 0%近辺で推移していることを踏まえて、強気な姿勢に転じる方針です。 

 5 年/10 年または 5 年/30 年のカーブが大幅にスティープニングすることがあれば、フラットナーのポジショ

ンを（新たに）設定することを検討します。ここ数週間、ドイツ 30年債利回りの上昇幅は限定的でした。この

ため、ECB が足元の（供給問題を一因とする）インフレ上昇圧力を念頭に金融政策を引き締めた場合、経

済成長には負の影響が生じるとの見方が広がり、均衡金利や「中立的な」政策金利が低い水準で推移す

る中で、長期的な金利の上昇余地は限定されると考えています。また、市場のポジショニングには、強い

スティープニング・バイアスが存在している模様です。  

 このような環境において、長期のブレークイーブン・インフレ率が低下するリスクは高まっているとみられま

す。ドイツのスワップ・スプレッドに関しては、緩やかなタイトニング・バイアスを維持しており、国債金利が
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スワップ金利をアンダーパフォームするとみています。もっとも、足元で ECB の政策に関する不透明感が強

まり、金利のボラティリティが上昇し、周縁国のスプレッドが拡大しているため、強い確信を抱いているわけ

ではありません。 
 

図表 1. ユーロ圏の 10 年国債利回り（GDP 加重、名目および

実質） 
図表 2 ECB の政策金利見通しと 2 年先 2 年物インフレスワッ

プ-ターゲット 

  
出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ 

Chart 3. ドイツのイールドカーブ 図表 4. ドイツ 10 年国債利回り（名目および実質） 

  
出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 

中国人民銀行: 出し惜しみするほど後の負担が増大 

 経済成長の下振れリスクが高まる中でも金融政策当局は的を絞ったアプローチに固執 

 中国人民銀行が追加緩和を先送りするほど、より大規模な政策が将来必要に  

 特に長期的な時間軸において、中国国債に対する前向きな評価を維持 
 

状況は厳しさを増す 

ロベコの経済バロメータ指数からも確認されるように（次頁以降参照）、この数カ月間に中国経済の短期見

通しが悪化したことについては、疑いの余地はほとんどありません。不動産開発会社が直面する財務面での

ストレスに加えて、土地の売買や不動産取引のデータ等からも明らかなように、近年の不動産規制強化の影

響によって経済面でのストレスが顕在化するようになっています。また、計画停電や（「ゼロ・トレランス」政策

の下で）最近の新型コロナウイルスの感染再拡大による影響も、経済成長をさらに脆弱にする要因となってい

ます。  
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このような状況において、住宅購入資金の借り入れ意欲や住宅需要全般のさらなる冷え込みを回避するた

め、（地域における）一部の不動産規制は早急に緩和されることになりました。また、住宅ローン供給の落ち込

みを避けるため、中国人民銀行は銀行に対する窓口指導を強化しています。同時に、不動産関連のストレス

が銀行セクターに波及するのを食い止め、（地方）政府による債券発行の拡大を後押しするために、新規の流

動性が注入されています。地方債の発行推進は、大幅に落ち込んだインフラ投資の再稼働を狙いとするもの

です。一方、広範にわたる金融緩和政策の導入は、当面は見送られたようです。実際、中国人民銀行は 10 月

半ばに行った記者会見において、「流動性の状況は安定的に推移する見通し」であり、金融調節の目的で優

先される政策手段は中期貸出制度（MLF）と公開市場オペ（OMO）であると強調しています。これに対して多く

の専門家は、年末までに銀行預金準備率（RRR）が追加的に引き下げられるシナリオを後退させています。 
 
ロベコでは、中国人民銀行が全面的な緩和に二の足を踏む要因は 2 つあると考えています。第 1 に、これ

まで導入された不動産規制の強化策は、概ね将来の金融システムの安定化リスクを念頭に策定されたもの

であり、2014～15 年の不動産不況時のように、景気浮揚策として利下げを含む広範な緩和策を採用すること

は適切ではない（さらに、ベース効果の恩恵を踏まえると、2021 年の実質 GDP 成長率目標（6%超）を達成する

ために必要でもない）、と考えられているのかもしれません。第 2 に、生産者物価指数（PPI）の上昇を踏まえ、

コモディティの輸入価格の上昇を抑制するために、中国人民銀行は金利政策に起因する通貨安を避けようと

しているように見受けられます。 
 
とは言え、経済成長がさらに大幅に鈍化すれば、最終的に中国人民銀行がとりうる選択肢はなくなる可能

性があります。実際、インフラ投資の再拡大と製造業の持続的な成長によって、不動産市場下落の影響を十

分補うことが可能であるのか、疑問の余地が残ります。ロベコではこの先数カ月間の基本シナリオとして、MLF

の 1 年金利（2.95%）と人民銀行の 7 日物リバース・レポ金利（2.20%）の引き下げを（引き続き）想定していませ

ん。代わりに、的を絞った RRR の引き下げや、（日本銀行等が導入したイニシアティブに近い）グリーン・プロジ

ェクトおよび気候関連プロジェクトに関連した流動性支援策の導入を予想しています。もっとも、ロベコの基本

シナリオに対するリスクは、引き締めサイドではなく（追加）緩和サイドに傾斜しています。対照的に、金融市

場では、短期市場金利が上昇する方向性が意識されているようです（以下の図表参照）。  
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 
 
短期ゾーンのレポ金利が安定的に推移する一方で、5～10 年の国債利回りとオフショアのスワップ金利

（NDIRS）は 8 月のボトムから上昇傾向にあります。その要因として、金融緩和見通しの後退、債券の供給圧力

の増大、銀行のターム物資金調達コスト（3 カ月物銀行間取引金利（NCD））上昇の波及効果が考えられます。

もっとも、ロベコの見解では、さらなる上昇余地は限定的と考えられます。中長期的な観点からは、とりわけ他

の市場におけるポジションとの組合せとして、中国国債のロング・ポジションを引き続き選好しています。全般

に高水準の債務残高や人口構成の見通しを背景に、この先数年間に政策金利の均衡点が（大幅に）低下す

るとの見方を踏まえての判断です。  
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 
 
 
 
 

 

What is priced in for the PBoC versus our expectations
PBoC 7-day reverse repo 2.20 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by forwards (bps) 16 13 12 15 19
Our probability-weighted expectation (bps) -2 -7 -10 -15 -15
Our central scenario (bps) 0 -5 -5 -5 -5

CGB curve Spot 12m Fw
2yr 2.50 2.83
5yr 2.82 3.02
10yr 2.97 3.19
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経済バロメータ指数は景気の減速を裏付ける 
 中国の経済バロメータ指数は第 2 四半期から悪化に転じて、最近では再びマイナス圏内に突入してい

ます。これまでも、「与信推進力（クレジットインパルス）」の指標（図表 3 参照）とマネーサプライ（M2）の伸

びなどから構成される「貸し出し状況」の Z スコアの（第１四半期における）悪化が、景気減速リスクを示唆

してきましたが、同スコアは最近では低い水準で安定しています。周知のように、最近では、新型コロナ

ウイルスの感染拡大と計画停電に伴う混乱が、景気の減速傾向をさらに強めています。

 その他の構成要素に注目すると、数カ月前には Z スコアが最高の水準にあった「生産者行動」が、顕著に

弱含んでいます。要因としては、鉄道貨物輸送量と鉱工業生産の伸び悩み、50 を下回っていた NBS（中国

国家統計局）の PMI 新規受注指数が 10 月に入ってさらに低下したことが考えられます。また、「消費者行

動」の Z スコアに関しても、9 月に入って小売りが反発したものの、自動車販売の伸び悩み、不動産販売に

関連する悪影響の拡大、（家計の貯蓄預金残高に対する当座預金残高の割合を示した）限界消費性向

の指標の低迷を受けて、最も低い水準に落ち込んでいます。限界消費性向の指標は、個人消費の伸びの

脆弱性を示唆するものです。

 PPI の上昇と製造業 PMI 投入価格指数およびサービス業 PMI 産出価格指数の反転が、サービス業の消費

者物価指数（CPI）の落ち込みを相殺した結果、「インフレ率」の Z スコアは全体の軟調な傾向とは対照的な

動きを示しています。CPI の伸びが依然として抑制されているため、金融政策の引き締めリスクは限定的と

言えます。

図表 1. 代表的な政策金利および短期金利 図表 2. バロメータ指数の回復は U ターン 

出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ

図表 3. 銀行の預金準備率とクレジットインパルス  図表 4. 代表的な短期金利および長期金利 

出所：ブルームバーグ、ロベコ 出所：ブルームバーグ、ロベコ
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日本銀行: 静観の構え   

 楽観的なインフレ見通し 

 金利についても静観 

 通貨安を容認する構え 
 
楽観的なインフレ見通し 

前回のセントラル・バンク・ウォッチャーの発表後、日銀は政策スタンスを変更していません。昨年導入した

パンデミック危機対応の資金供給オペを継続しつつ、緩和バイアスを据え置いています。10 月 28 日に公表さ

れた最新の展望レポートでは、2021 年度の経済成長見通しを 3.8%から 3.4%に引き下げる一方で、2022 年度

については 2.7%から 2.9%に引き上げました。日銀が実質 GDP 成長率の短期見通しを下方修正した要因とし

ては、新型コロナウイルスの感染拡大に起因して緊急事態宣言の適用期間が予想以上に長期化したことと、

製造業の勢いが世界的に弱まったことが挙げられます。日銀はインフレ見通しについても同様に、2021 年度

の CPI（除く生鮮食品）の見通しを 0.6%から 0.0%に引き下げる一方で（指数の基準改定の影響を含む）、2022

年度については 0.9%に据え置きました。これらの数字にはエネルギー価格が含まれることには留意すべきで

あり、これを除くベースでは、日本の CPI（除く生鮮食品およびエネルギー）は 0%を辛うじて上回る水準（0.1～

0.3%のレンジ）にとどまります。このことは、日本ではインフレ率を意味ある水準に押し上げることが容易では

ないという、ロベコの従来の見解を裏付けるものであり、引き続き、長期的なトレンドが支配的な影響を与えて

います。 
 
その一方で、世界的なインフレの構造が日本国内の物価に与える潜在的な影響を考えた場合、パンデミッ

ク危機がグローバルなサプライチェーンに長期的な影響を与え、商品価格やコモディティ価格、労働者の賃金

を世界的に押し上げる構図が確認されます。その結果、ほぼ全ての先進国、新興国においてインフレ率が急

速に上昇しているため、日銀の基本シナリオとされる見通しとは異なり、日本だけがグローバルな影響を完全

に回避できるかどうかは、疑問の余地があります。直近の金融政策決定会合後の記者会見において、この点

について質問を受けた黒田総裁は、（1）（ウイルスの状況に起因して）欧米諸国よりも需要の回復が遅れてい

ること、（2）パンデミック危機下においても日本企業は従業員の雇用を維持していること（足元で労働力不足

は確認されていない）、（3）日本ではデフレ・マインドの長期化を受けてコストの転嫁率が押し下げられている

ことを主な要因として指摘しつつ、供給のボトルネックに起因してインフレが加速するリスクは限定的であると

コメントしています。つまり、黒田総裁は PPI と CPI のギャップは解消されないとみているようです。ロベコとして

は、日銀と黒田総裁が提示した上記の要因には概ね同意するものの、グローバルなインフレが日本に波及す

るリスクが過小評価されている点を強調しておきたいと思います。ロベコでは、コア・インフレ率(食料とエネル

ギーを除く)は 2022 年度に 0.5% -0.7%まで上昇した後、2023 年度後半には長期トレンドの 0%まで低下すると

予想しています。 
 
金利についても静観 

短期的な成長率の低下と日銀のインフレに対する緩和スタンスのおかげで、日銀は緩和バイアスやイール

ドカーブ・コントロール（YCC）の目標レンジを維持し、パンデミック資金調達プログラムを維持することができて

います。これは、多くの先進国、新興国の中央銀行がパンデミック支援プログラムを縮小し、あるいは引き締

めのシグナルを発しているのとは対照的です。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
 

What is priced in for the BoJ, versus our expectation
Policy balance rate -0.10 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by futures (bps) 1 2 1 2 2
Our probability-weighted expectation (bps) 0 0 1 2 4
Our central scenario (bps) 0 0 0 0 0
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直近の衆議院選挙において連立与党が十分な議席を確保したため、岸田新首相は財政支出を増やすと予

想しています（経済成長にとってプラス要因）。一方、前回から議席数を減らしたことも、支持率の低下を反転

させるための追加支出を後押しする要因となるでしょう。中小企業向けの減税や労働市場改革を中心とする

形で、12 兆円の追加支出策が導入されるとロベコでは推計しています。  
 
通貨安を容認する構え 

金融政策のスタンスは緩和的であり、短期的な方針転換は容易ではないことから、日銀は円相場について

もそれほど神経質になっていません。各国の中央銀行が（足元で）緩和的な政策を引き締め方向に転換する

中で、内外金利差の影響が強まるようになり、円相場は押し下げられています。この 1 カ月間、日本円の対主

要通貨の水準と実効為替レートは緩やかな低下傾向にありますが、各国の中央銀行が緩和的な金融政策の

終了と引き締め方向への（即座の）転換を打ち出す流れが続く限り、この傾向は継続すると予想しています。

メディアやセルサイドのレポートでは、円安に対する注目は既に高まりつつあり、日本経済や金融システムの

安定性に対する悪影響や地政学リスク（近隣窮乏化政策）が指摘されていますが、ロベコは比較的楽観視し

ています。総じて言えば、日本円の実効為替レートの変動は比較的小幅であり、2020 年 3 月にピークに達し

た際には過度な円高であると見なされていましたが、その後の下落率は 11%にとどまります。日本の為替政策

が世界的な批判を集めていた 2007 年の水準に達するには、さらに 20%下落する必要があります。近い将来

（2021 年度および 2022 年度）に関しては、政策金利の水準とバイアスを安定的に保つ限りは円安傾向が継

続して、輸出と企業利益を下支えすると同時に、場合によってはインフレを幾分押し上げる可能性があるとい

う意味で、日銀にとっては居心地の良い環境が続くでしょう。  
 
市場の観点からは、金融引き締めに向かう国の通貨に対して、日本円は非常に緩やかながら段階的に下

落すると予想しています。日銀が当面は金融政策と政策のバイアスを安定的に保つとの見方から、残存 10 年

までの国債利回りが「イールドカーブ・コントロール（YCC）」のレンジを超える可能性は低いと考えています。レ

ンジを超えるには、インフレ率がコンセンサス予想や日銀の予想を上回る必要がありますが、前述のように、

これは 2022 年第 3 四半期のリスクであるとロベコでは考えています。その一方で、10 年超の国債と株式に関

しては、日銀は市場メカニズムに委ねる方針を堅持しています。実際、これまでもセントラル・バンク・ウォッチ

ャーにおいて指摘したように、利回りとリターンの確保に苦慮する国内の金融機関にとって、30 年国債利回り

の上昇は待望の展開であり、この先数四半期の間に 0.9～1.0%近辺まで上昇することも考えられます。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 

図表 1. 資金繰り環境は緩和傾向 図表 2. 景気回復 

  

出所：ゴールドマンサックス、ブルームバーグ 出所：ブルームバーグ、ロベコ 

JGB Curve Spot yield 12m Fw Carry* Hedged to EUR
2yr -0.10 -0.10 -4.7 -4.8
5yr -0.08 -0.06 0.3 0.3
10yr 0.09 0.18 6.3 6.3
30yr 0.67 0.71 4.4 4.4
* for a 1pd position over 12 months
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図表 3. ブレークイーブン・インフレ率の改善 

 

図表 4. 市場では短期金利は 2 年後も横ばいとの見方 

  
出所：ブルームバーグ 出所：ブルームバーグ 
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は全ての投資家の皆様に適合するとは限りません。当資料は法律、税務、会計面での助言の提供

を意図するものではありません。 
 
 ご契約に際しては、必要に応じ専門家にご相談の上、最終的なご判断はお客様ご自身でなさるよ

うお願い致します。 
 
 運用を行う資産の評価額は、組入有価証券等の価格、金融市場の相場や金利等の変動、および

組入有価証券の発行体の財務状況による信用力等の影響を受けて変動します。また、外貨建資

産に投資する場合は為替変動の影響も受けます。運用によって生じた損益は、全て投資家の皆様

に帰属します。したがって投資元本や一定の運用成果が保証されているものではなく、投資元本を

上回る損失を被ることがあります。弊社が行う金融商品取引業に係る手数料または報酬は、締結

される契約の種類や契約資産額により異なるため、当資料において記載せず別途ご提示させて頂

く場合があります。具体的な手数料または報酬の金額・計算方法につきましては弊社担当者へお

問合せください。当資料および記載されている情報、商品に関する権利は弊社に帰属します。した

がって、弊社の書面による同意なくしてその全部もしくは一部を複製またはその他の方法で配布す

ることはご遠慮ください。 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

商号等：    ロベコ・ジャパン株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2780 号 

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会 
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