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12 月第 3 週に入って利上げの動きが相次ぎ、ノルウェー、チリ、メキシコ、コロンビア、ロシア、ハンガリーの

中央銀行が政策金利を引き上げました。また、同じ週には、イングランド銀行がコロナ下で初の利上げを決定

したほか、FRB は資産買い入れプログラムを早期に終了させる意向を表明し、2022 年に利上げを開始するた

めの地ならしを行いました。世界中の中央銀行が金融緩和からの出口戦略を急いでいるという印象を受ける

かもしれませんが、実態は異なります。世界第 2 位の経済大国である中国では、人民銀行は足元で全面的

な緩和スタンスに転換し、同 3 位の経済大国である

日本では、極めて緩和的な金融政策からの転換が

非常に遅いペースで進んでいます。一方、ECB は量

的緩和プログラムの 1 つである「パンデミック緊急購

入プログラム（PEPP）」の終了を発表したものの、通

常のプログラムが終了して初めて、利上げは秒読

み段階に入ることになります。グローバルな供給サ

イドの問題が重要な要因となってインフレは上昇傾

向にあるものの、中央銀行の政策対応に関しては

別世界にいる感覚を覚えます。  
 

もっとも、主要先進国の債券市場の趨勢が激変する、あるいは大きく分極化する展開は想定していません。

各市場が相互に結び付いていることや、先進諸国の政策金利が長期的に低い水準で推移する見通しを踏ま

えると、長期債利回りの上昇余地は、ここ 10 年間と同じように限定的と言えるでしょう。直近では、新型コロナ

ウイルスのオミクロン株の感染拡大を背景とする質への逃避の動きが一因となって、長期債利回りの上昇圧

力は抑制されています。  
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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）: 利上げに向けた地ならし 

 初回の利上げは 2022 年上期、おそらくは 5 月になる見通し 

 インフレの動向が利上げペースの指針となるものの、新型コロナウイルスの影響も無視できない 

 短期ゾーンにおいてフラットニングの傾向がさらに顕著になる見通し 
 
利上げに向けた地ならし 

 FRB は利上げに向けた準備作業を加速しています。12 月の FOMC ではこの点が明確になりました。準備作

業においては、資産買い入れプログラムの終了が重要なステップになります。「テーパリング（量的緩和の縮

小）」のペースは 2 倍のスピードとなり、プログラムは 2022 年 3 月に完了することになります。その次には、言

うまでもなく利上げのプロセスに入ります。利上げの判断は完全雇用達成という目標の進捗状況に依存する

ことになると、パウエル議長は示唆しています。議長の発言を引用すると、進捗状況は幅広いデータに基づい

て“主観的に判断”されることになります。参照データとしては、失業率や労働参加率に関連する各種の指標

と合わせて、退職や求職に関するデータが含まれる見通しです。高水準のインフレが「完全雇用達成の目標

に対する大きな脅威」になることを FRB 自身も認識しているため、十分な進捗が実現したと判断するための条

件は、厳格にならないと見られます。したがって、テーパリングのプロセスが完了した上で、労働市場関連の

データに少なくとも緩やかな改善傾向が確認されるようになれば、FRB は利上げに前向きになるでしょう。資産

の買い入れは 3 月に終了する計画であり、4 月には FOMC の開催が予定されていないことから、初回の利上

げのタイミングとしては 5 月 3、4 日に開催される FOMC が有力になります。 
 
インフレの動向が利上げペースの指針となるものの、新型コロナウイルスの影響も無視できない 

 2022 年に予想される利上げの回数と FRB のバランスシート縮小に関する議論は、今後のインフレの動向に

よって左右される見通しです。インフレ率は来年 2 月までは足元の水準近辺（11 月の消費者物価指数（CPI）の

実績は総合指数が 6.8%、コア指数が 4.9%）で推移した後に、同 6 月には 3.75%程度、同 12 月には 2.75%に

低下すると予想しています。この予想では、サプライチェーン混乱の部分的な正常化、原油価格の安定、低賃

金のサービス業における 5%程度の賃金の伸びを前提条件としています。このシナリオの下では、FRB は来年

1 年間の利上げ（25bp）の回数を 2 回か、あるいは 3 回にとどめる可能性があります。ロベコのインフレ見通し

に伴う上振れリスクの要因としては、賃料と賃金の伸びが予想を上回ることが考えられます。また、サプライチ

ェーンの問題が解決するスピードによっては、上振れリスクにも下振れリスクにも発展する可能性がありま

す。FRB はこれらの状況を注視していくことになるでしょう。 
 
米国では足元で新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にありますが、これまでのところ FRB の理事か

らは、潜在的な経済的影響に関する懸念はほとんど聞かれていません。最近の感染拡大の状況には地域間

で違いが見られますが、ここ数週間の欧州諸国の状況を見る限り、米国においても新たな行動制限措置の導

入を回避するのは困難になると思われます。これまでの感染拡大局面と比べて、経済活動に与える影響が軽

微になることも十分想定されますが、ウイルスの動向が今後も（金融）政策に影響を与える可能性の高い重要
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なファクターであることが、改めて証明された結果となりました。ロベコが今月公表したグローバル債券マクロ・

アウトルックから引用すると、「オミクロンは最後の変異株ではなく、最後の懸念すべき変異株になる可能性は

低いと思われます」。このためロベコでは、基本シナリオとしては 2022 年に 2～3 回、2023 年上期に 2 回の

利上げが実行されると予想する一方で、ウイルスの動向によって綿密な計画に狂いが生じる可能性があるこ

とも十分認識しています。 
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
上記の表は、（ユーロドル）先物価格に織り込まれた FF 金利の見通しとロベコの予想を比較したものです。

ロベコの予想では、初回の利上げのタイミングを前倒しにしましたが、上振れの度合いは縮小されました。そ

の結果、基本シナリオと確率加重の期待値が同様の水準となっています。また、今回の利上げサイクルが終

了するタイミングの予想は変えていませんが、米国経済（および世界経済）が 2%を大幅に上回る FF 金利の水

準を難なく消化したとしたら、ロベコにとってはサプライズとなるでしょう。 
 
パウエル議長率いる FRB はコミュニケーションの問題に再び直面 

2020 年には FRB は積極的に行動して信認を大きく取り戻しましたが、コミュニケーションに苦労する様子や

政策決定における不透明感が再び目立つようになっています。まず、米国債と住宅ローン担保証券（MBS）の

買い入れプログラムの縮小を決定するまでに、多大な時間を要しました。テーパリングが始まったのは 11 月

であり、FOMC 議事要旨（2020 年 12 月）においてテーパリングについて初めて言及されてから 1 年近くかかっ

たことになります。また、カナダ銀行が同様の決定をしたのは、半年以上前のことでした。このような状況にお

いて、パウエル議長は今回の FOMC 後の記者会見の場で、FRB は「後手に回っている」わけではないと、いく

どか説明せざるをえませんでした。コミュニケーションの問題は、さまざまな理由により重要な意味を持ちま

す。第 1 の理由として、FRB 内部の意思決定者の間に不確実性が存在する状況が露呈されることが挙げられ

ます。今後は、影響力の大きいクラリダ副議長の退任によって、不確実性はさらに強まる見通しです。第 2 の

理由として、FOMC の意思決定が外部からの圧力に対して脆弱になることが挙げられます。第 3 の理由とし

て、政策判断ミスに対して高い代償を払うことを余儀なくされるリスクが高まることが挙げられます。今回、テ

ーパリングの加速を余儀なくされたように、政策や政策に関わるコミュニケーションにブレが生じるリスクが高

まります。目先の動向としては、FRB の理事が新型コロナウイルスに対する警戒感を強めるようになり、タカ派

的なスタンスに転じる可能性があります。アクティブ投資家にとっては、政策のブレは投資機会となりえます

が、2018 年の過剰な金融引き締めの事例が示唆するように、金融市場の安定性が脅かされるおそれもあり

ます。  
 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
フラットニングは継続する見通しながら、注目ゾーンはシフト 

ロベコでは最近数四半期にわたって、米ドルのイールドカーブ（5 年超）のフラットナーのポジションを概ね推

奨してきました。引き締めサイクル初期において典型的なカーブの形状変化と、コンセンサスであったスティー

プナー・ポジションを解消する動きが、収益をもたらすと想定していました。ロベコ独自のポジショニング分析に

よると、長期ゾーンにはアンダーウェイト・バイアスが残存しています。また、ファンダメンタルズの観点からフ

What is priced in for the Fed, versus our expectation
Effective Fed funds rate 0.09 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22

Change implied by FF Futures (bps) 23 16 57 81
Our probably-weighted expectation (bps) 0 28 60 65
Our central scenario (bps) 0 25 50 50

USTs Spot yield 12m Fw Carry* Hedged to EUR
2y 0.62 1.24 51 -4

5y 1.17 1.49 31 8

10y 1.41 1.65 20 8

30y 1.84 1.92 8 3

* for a 1pd position over 12 months

https://www.robeco.com/en/insights/2021/11/fixed-income-outlook-pricing-sigma.html
https://www.robeco.com/en/insights/2021/11/fixed-income-outlook-pricing-sigma.html
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ラットニングを予想する根拠も不変ですが、注目ゾーンはシフトしています。長期ゾーンについては、過去のサ

イクルよりも速いペースでフラットニングが進んでいますが、2 年/5 年については、過去のサイクルと足並みを

そろえた動きとなっており、今後は速いペースでフラットニングが進むと予想しています。  
 
長期ゾーンの利回り水準に関するロベコの予想は、それほど変わっていません。比較的狭いレンジでの動

きが想定され、短期的に見ると、米国において新規感染者数が増加した場合には、質への逃避の動きに関連

して利回りが低下することも考えられます。長期的に見ると、フラットニングが進んだことを受けて、市場の政

策金利に対する見方が長期ゾーンの利回りを牽引するようになると予想しています。このため、金利がわず

かながら上振れする展開も想定されます。最近、長期のユーロドル先物価格のインプライド利回りは 1.85%近

辺でピークに達しましたが、当面はこの水準が長期債利回りの参照ポイントになる可能性があります。 
 

図表 1. 金利見通しは進展 図表 2.消費関連データは控えめ 

  
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. 実質利回りは引き続き低水準 
図表 4. 1994 年来の利上げサイクルと比較した現在の 2～5
年債利回り 

  
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）: PEPP は終了、APP は継続  

 ECB は PEPP を終了する一方で、量的緩和の「クリフ（崖）効果」と債券市場の分断の回避に努める 

 APP の運用状況を見る限り 2022 年の利上げ確率は低い  

 2023～24 年の利上げ見通しを背景に、イールドカーブの中期ゾーンが利回り上昇の影響を最も受けやすい 

 

明確ながら慎重なテーパリング路線 

ECB は今月、政策金利を据え置く一方で、量的緩和に関連して数多くの重要な決定を行いました。総じて言

えば、出口に向かう方向性が強調された内容ですが、FRB をはじめとする他の中央銀行よりも緩やかなペー

スでの出口戦略となります。  

 

1 つ目の重要な決定として、「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）」に基づくネットの資産買い入れは、

2022 年 3 月末時点で終了することになります。2 つ目の決定として、2022 年第 1 四半期には、PEPP に基づく

ネット買い入れのペースが 2021 年第 4 四半期対比で減速することになります（ロベコの推計によると月 630

億ユーロ程度から月 500 億ユーロへの減額）。3 つ目の決定として、パンデミックに関連して債券市場が再び

分断された場合には、1 兆 8,500 億ユーロ規模の PEPP の 2022 年 3 月以降の残高（ロベコの推計によると約

1,000 億ユーロ）は、PEPP の下で買い入れた債券の償還資金（2022 年は総額 1,500～2,000 億ユーロ）の「柔

軟な」再投資と合わせて活用される可能性があります。これは後追い的な性質の措置ですが、バックストップ

として機能し、各国国債の対ドイツ国債スプレッドの潜在的な拡大幅を事前に抑制する効果があると見られま

す。4 つ目の決定として、PEPP の終了後に量的緩和に基づく全体の買い入れ額が激減することがないように

（7 頁の図表 1）、“通常の”「資産買い入れプログラム（APP）」の下での総額 900 億ユーロの追加的買い入れ

枠は、2022 年第 2～3 四半期を通じて維持されることになります。5 つ目の決定として、APP の下での月 200

億ユーロのネット買い入れは、利上げ開始の「直前」までは「必要な限り」維持されることになります。これはハ

ト派的な決定であり、重要性が高いとロベコでは考えています（APP の下でネットの買い入れにコミットする期

間をオープンエンドとせずに、2022 年末を期限にするとの見方も存在していました）。最後に、PEPP の再投資

期間を少なくとも 2024 年末まで延長する方針が決定されました。 

 

ラガルド総裁は理事会後の記者会見において、ユーロ圏のインフレ率は短期的には高止まりするものの、

2022 年を通して低下するという表現を繰り返しました。また、ECB の新しいスタッフ予想においても、2023 年と

24 年は通年のインフレ率が 2%を下回るという見通しが示されています。このような見通しの下で、3 つの条

件を前提とし、引き続き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、据え置かれる結果

となりました。  

 

ECB は一定の柔軟性を残しつつも、パンデミックの状況が許容する限り、来年はネット買い入れのペースを

着実に減速する方向であるように思われます。ネットの債券買い入れが 2022 年末までに終了するかどうか

は、インフレ見通しの動向に強く依存することになります。賃上げ圧力が抑制された状態において、インフレ率

が実際に 2%の政策目標に向けて低下すれば、年末までは（少なくとも）月 200 億ユーロのネット買い入れが

維持される一方で政策金利は据え置かれる、というのが引き続きロベコの基本シナリオになります。もっとも、

実際には、確率を加重したベースの期待が市場価格を左右します。また、ロベコの基本シナリオに伴うリスク

が、（利下げではなく、早期の）利上げ方向に傾斜していることも認識しています。このため、2022 年末までの

利上げシナリオを、ある程度織り込むことが妥当であるように思われます（もっとも 10bp 近くの利上げが織り

込まれている現状はやや行き過ぎと見られます。（次頁の表参照））。ただし、インフレの上昇が一過性の現象

であるという ECB の見通しが的中するまでには時間がかかることから（あるいは、的中しなかった場合に備え

て）、2023 年と 24 年にもう一段の利上げが実行されるシナリオが市場価格に反映される可能性もあると考え

ています（現在は 2023 年末までに 40bp の利上げを織り込み済み）。  

 
 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216%7E1b6d3a1fd8.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216%7E1b6d3a1fd8.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216%7E1b6d3a1fd8.en.html
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出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 

 
出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
イールドカーブの中期ゾーンが利回り上昇の影響を最も受けやすい 

• 10 月の月中に、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。しかしその後は、 

「-0.50%から-0.10%」というレンジの下半分の水準に逆戻りしています。主な要因は ECB の利上げ見通しの後

退ではなく、タームプレミアムの縮小であると考えています。実際、OIS のフォワード・レートの低下はそれほど

顕著ではありません（次頁の図表 2）。タームプレミアム縮小の一因は、新型コロナウイルスの感染拡大の波

が北半球に広がり、オミクロン株の感染が拡大する中での、質への逃避を背景とする買いニーズであるように

思われます。また、ユーロ圏国債の発行が季節的に少ないタイミングにおいて、量的緩和の強力な効果が発

揮されたことも要因と考えられます（夏場にも同様の傾向が見られました。次頁の図表 2 参照）。 

• ドイツ国債市場では、10 月末以降の金利低下局面において、5 年/30 年のカーブが小幅ながらさらにフラット

ニング、2 年/5 年のカーブが再び大きくフラットニングする一方で、10 年/30 年のカーブは横ばいで推移してい

ます（次頁の図表 3）。この先、10 年/30 年のカーブがさらにフラットニングする余地は限定的と見られます。ロ

ベコでは、どちらかと言うと 5 年/30 年のフラットニング・バイアスを据え置く一方で、2 年/5 年のスティープナ

ーのポジションを推奨する機会をうかがっています。実際、ドイツ国債のイールドカーブ上では、利回りの再上

昇リスクに対して 5 年ゾーンが特に脆弱であると考えています。  

• ドイツ 10 年債に関しては、短期的には質への逃避に関連するサポートがさらに強まる展開に備えつつも、利

回りが 0%近辺で推移するようになるまでは、戦略的にオーバーウェイトとはしない方針です。来年はデュレー

ションのアンダーウェイト・ポジションが引き続き過密状態になるとの見方から、上期に利回りがプラス圏内に

上昇した場合でも、長続きはしないと考えています。また、中国主導の世界的な成長サイクル鈍化の兆しがみ

られることも金利上昇を抑える要因になるとみています。 

• ECB が緩やかなペースで出口に向かい、他の先進諸国の中央銀行もさらに速いペースで出口戦略を進める

環境において、長期のブレークイーブン・インフレ率には上昇の余地がほとんど確認されません。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、国債金利がスワップ金利をアンダ

ーパフォームすると見ています。特に 2～5 年のスワップ・スプレッドについてはそのような方向性が見受けら

れ、年末特有の季節要因が剥落した後に再びタイトニングする見通しです。一方、長期ゾーンのスワップ・ス

プレッドが再び戦略的にタイトニングする余地は、ECB が量的緩和政策の下で来年の新規発行予定額を上回

る規模でドイツ国債を買い入れる可能性があるという認識によって、限定されています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is priced in for the ECB versus our expectations
ECB deposit facility rate -0.50 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by OIS (bps) 1 1 4 9
Our probability-weighted expectation (bps) 0 1 2 5
Our central scenario (bps) 0 0 0 0

DBR curve Spot yield 12m Fwd Carry* (bp)
2y -0.70 -0.72 0
5y -0.59 -0.53 8
10y -0.37 -0.25 10
30y -0.03 0.00 5
* for a 1pd position over 12 months
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図表 1. 2020 年以降の ECB による月次買い越し額 図表 2. ドイツ 10 年国債とのタームプレミアムは縮小 

  
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. ドイツ国債のイールドカーブ 図表 4. ドイツ 10 年国債利回り（名目及び実質）  

  
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: 国際的な流れに逆らう政策 

 国際的な流れに逆らい、政策当局は全面的な緩和スタンスに転換  

 2022 年は不動産政策を方向転換しない限り、経済成長目標の実現のためには追加的な財政・金融緩和が

必要に 

 ロベコが想定する利下げの確率は、依然として市場の見通しよりも高い  

 

他の状況が改善しなければ･･･ 

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）、この数カ月間は中国のマクロ経済

情勢は総じて改善していません。11 月に入って、停電による操業停止の影響が緩和されたことに加えて、半導

体供給のボトルネックに緩和の兆しが生じたことが自動車生産の追い風となり、製造業の生産が強含んだこ

とは確かです。需要サイドにおいても、輸出（と製造業）の投資が同セクターを引き続き下支えしています。し

かしながら、不動産とインフラ向けの投資は依然として低調であり、不動産セクターと建設セクターが生み出

す付加価値は引き続き低迷しています。さらに、（「ゼロ・トレランス」政策の下で）新型コロナウイルスの感染

者数が足元で急増していることや、住宅価格の先行きが不透明であることを受けて、個人消費は引き続き脆

弱であり、サービス・セクター全体の成長の足かせとなっています。   
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12 月初旬に開催された中央政治局会議と中央経済工作会議（CEWC）において、全面的な緩和スタンスに転

換する方針が示されるなど、中国の政策当局は経済成長の下振れリスクに対する認識を一段と強めていま

す。具体的には、(i)一部の不動産規制のさらなる緩和、(ii)来年度の地方政府特別債の発行枠拡大と発行ペ

ースの加速、(iii)ソーシャル・ファイナンスの成長推進を狙いとした、銀行貸出に関する窓口指導の強化、(iv)

最近実施された 2 回目となる銀行預金準備率（RRR）の全面的な 50bp の引き下げ、中小企業・農村向けの再

貸出金利の 25bp の引き下げを通じた間接的な緩和、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に追加する形での金融支援拡大、といった政策が挙げられます。  
 
これらの政策は全体として、2022 年を通じて経済成長を大幅に加速させるために十分であろうという見方

が目に付きますが、次の 4 つのポイントには留意が必要でしょう。第 1 に、不動産規制の強化が完全に白紙

に戻る可能性は低いと見られます。CEWC の声明において「家は投機のためではなく住むためのものである」

とのメッセージが繰り返されたように、来年も引き続き、不動産セクターが中国経済の大きな下押し要因にな

る公算が大きいようです。第 2 に、地方政府の隠れた債務に注目が集まる中で、国有地使用権の販売が低

迷する状況を踏まえると、負債の積み増しを通じた公共投資による成長支援の効果を過大評価するべきでは

ありません。効果の一部は、地方政府の土地リノベーション向け支出の減額によって相殺されることになるで

しょう。第 3 に、輸出の伸びは失速しつつあります。これまでのロックダウン期間中に、一部の主要先進国にお

ける消費財向け支出の増加が追い風となった状況が、再現する保証はありません。最後に、与信の伸びが

押し上げられたとしても、信用のフロー（GDP 対比）を反映する与信推進力がプラス圏内に戻るまでには時間

がかかると見られ（次頁の図表 3）、当面は、中国経済と世界経済の成長に対する足かせになる見通しです。 
 
このためロベコでは、2022 年の GDP 成長率の目標割れを回避するには、さらなる対応が必要になると考え

ています。金融政策面では、少なくとも 1 回は RRR を追加的に引き下げること、銀行の貸出レートの基準とな

るプライム・レートを（追加的に）引き下げることが必要になります。加えて、中期貸出制度（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%）が引き下げられる可能性が高いと考えています。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 
 
短期金利が比較的安定的に推移する一方で、ここ数週間、5～10 年の国債利回りとオフショアのスワップ金

利（NDIRS）は狭いレンジで変動しています。債券の供給圧力と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））上昇の波及効果によって、金利には上昇圧力がかかる可能性もありますが、国債利回り

の短期的見通しに対するリスクは、他の先進国市場と比べて低下方向に大きく傾斜しているように思われま

す。このため、とりわけ他の市場におけるポジションとの組合せ（対英国債など）として、5～10 年のロング・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 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22
Change implied by forwards (bps) -5 -3 -1 0
Our probability-weighted expectation (bps) -10 -15 -15 -15
Our central scenario (bps) -5 -5 -5 -5

CGB curve Spot 12m Fw
2yr 2.47 2.69
5yr 2.67 2.83
10yr 2.89 3.09
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経済バロメータ指数はモメンタムの悪化を示唆  

 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、最近ではマイナス圏内で下げ幅を広げています。

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

などから構成される「貸出状況」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、底打ちした可能性があります。 

 その他の構成要素に注目すると、半年前には 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（ただし、ここ 2 カ月は前年比ベースで

増加）、工業用金属価格の上昇率低下、NBS（中国国家統計局）の PMI 新規受注指数の低下（8 月以降は 50

未満で推移）が考えられます。また、「消費者行動」の Z スコアに関しても、小売売上高の全般的な伸び悩み、

居住用不動産販売に関連する深刻な悪影響、（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。  

 「インフレ率」の Z スコアはプラス圏内を維持しつつも、製造業 PMI 投入価格指数の低下、生産者物価指数

（PPI）とサービス業 PMI 産出価格指数の低下を反映する形で、大幅に悪化しています。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: 金融政策の分極化 

 非常に小幅な第一歩 

 デルタ株からオミクロン株へ 

 軟調な円相場 

 

非常に小幅な第一歩 

前回のセントラル・バンク・ウォッチャーの発表後、各国の中央銀行は政策対応に追われてきましたが、日

銀の直近の政策決定会合では、それほど目立った動きは確認されませんでした。予想通り、重要な政策目標

は軒並み据え置かれ、10 年債利回りの変動幅（-25bp～+25bp）や ETF および J-REIT の買い入れ基準は変更さ

れませんでした。今回の会合では、CP・社債等の買い入れ増額措置、十分定着した新型コロナウイルス感染

症対応金融支援特別オペを含む、ウイルス関連の企業向け資金支援措置がメインテーマとなりました。これ

らの措置はいずれも、パンデミックの打撃を受けた企業に対する補完的な資金支援を企図する制度であり、

プログラムの期限は今年度末に設定されています。日銀は今回、CP・社債等の買い入れ増額措置を来年 3

月末時点で終了する一方で、80 兆円規模の新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペについては、

来年 9 月まで半年間延長すると発表しました。今回の発表は、特に中小企業セクターにとっては前向きな内

容であると考えています。 

 

日銀はことあるごとに、昨年、パンデミックの影響で急増した企業の資金需要は落ち着くようになり、特に大

企業は債務の返済を継続していると述べています。同時に、CP・社債の発行環境は引き続き良好であり、大

企業向けに資金支援を行う必要性は低下しています。これに対して、今夏にデルタ株の感染拡大の波が長期

化したことを受けて、ウイルスの打撃を強く受けたサービス・セクターをはじめとして、中小企業の状況は大き

く異なります。12 月の日銀短観においても、大企業の資金繰り状況と CP の発行環境が前四半期の安定的な

水準と概ね不変であることが示されるなど、今回の政策判断の妥当性が裏付けられています。対照的に、日

銀短観では、中小企業の資金繰り状況がわずかながら悪化したことが確認されています。  

 

日銀のパンデミック緊急流動性支援制度が最終的に縮小されると、2022 年下期以降、日銀の巨大なバラ

ンスシートは緩やかなペースで縮小に向かう可能性があります。もっとも、全体的には極めて緩和的な金融政

策が継続する見通しです。 

 

デルタ株からオミクロン株へ 

日本では、非常に長期化したデルタ株の感染拡大の波からの回復プロセスが始まったばかりですが、近い

将来にオミクロン株が市場に影響を及ぼすことは確実であり、回復プロセスが中断する可能性は非常に高い

と言えるでしょう。もっとも、パンデミック危機が始まって以来、いくつかの重要な変化が生じていることを、ここ

では強調したいと思います。第 1 に、ワクチンの普及が進んでいます。効果は低減しつつありますが、ブース

ター接種が予定されています。第 2 に、市場が財政政策と金融政策のポリシーミックスにどの程度依存してい

るのかが、不透明になっています。財政政策面では、緊急事態宣言などの各種制約の影響を相殺するため

の補償を含めて、これまでと同じような対応がなされると予想しています。もっとも、他国におけるオミクロン株

への対応から判断すると、今回の制約はこれまでの緊急事態宣言よりも緩やかな内容にとどまる公算が大き

く、財政支援の規模も従来を大幅に下回ることになると主張することも可能でしょう。一方、金融政策面では、

出口戦略が先送りされた場合でも、積極的に追加緩和措置が講じられる可能性はほとんどありません。供給

サイドの問題は落ち着く可能性があり、来年はインフレ率が低下に向かうと予想していますが、リスクは残存

しています。総じて言えば、金利の低下余地は限定的であると見ています。一方、日銀は金融セクターに与え

る悪影響を踏まえて、マイナス金利の深掘りを進めることはないと予想しています。日銀は次の一手として、

マイナス金利政策の正常化に向かう可能性が高く、タイミングとしては 2023～24 年が有力視されます。  
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出所：ブルームバーグ、ロベコ 

 
軟調な円相場 

日銀は円相場についても神経質になる必要はないでしょう。FRB をはじめとする各国の中央銀行が緩和的

な政策を引き締め方向に転換する一方で、日銀は金融政策のスタンスを変えていないため、緩やかな円安傾

向が続いています。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。円安は輸出チ

ャネルを通じて経済成長を後押しすると考えられ（円ベースの商品が割安になる）、また、輸入チャネルを通じ

てインフレを小幅に押し上げる可能性があります。もっとも、円相場の下落が比較的小幅であることには注意

が必要です。日本円はパンデミック危機が始まった 2020 年 3 月にピークに達し、当時行き過ぎであったことは

明白ですが、その後の下落率は 12%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。その意味で日銀は、緩やかな円安を容認しつつ、

他の中央銀行の政策に追従することが可能な、居心地の良い環境にあると言えるでしょう。 
 
日銀が当面は（2022 年に入っても）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、オミクロン株

関連のリスクを考慮したとしても、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

を上回るか、あるいは 2020 年 3 月時点のパンデミックの状況がそのまま再現する場合に限られます。いずれ

も明確なリスク・シナリオではありますが、実現する確率は限定的であると見ています。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、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。ただし、短期的に見ると、オミクロン株の感染が世界的

に、そして日本国内においても拡大する過程で、30 年国債利回りには下方圧力がかかる可能性があります。

30 年国債をショートする（あるいはスワップで固定金利を払う）のに適した水準としては、0.6%が考えられます。

同じように 10 年国債に関しては、0%が魅力的な水準と言えるでしょう。 
 

 
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 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Mar-23
Change implied by futures (bps) 0 0 1 1 1
Our probability-weighted expectation (bps) 0 0 1 2 4
Our central scenario (bps) 0 0 0 0 0

JGB Curve Spot yield 12m Fw Carry* Hedged to EUR
2yr -0.12 -0.12 -5.8 -6.0
5yr -0.10 -0.11 -1.0 -1.0
10yr 0.04 0.14 6.8 6.7
30yr 0.65 0.69 4.4 4.4
* for a 1pd position over 12 months
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図表 1. 資金繰り環境は緩和傾向 図表 2. 景気回復は鈍化 

  

出所：ゴールドマン・サックス、ブルームバーグ 出所：ロベコ、ブルームバーグ 

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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誘や推奨等を目的とするものではありません。記載された情報は十分信頼できるものであると考え

ておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。意見や見通しはあくまで作成

日における弊社の判断に基づくものであり、今後予告なしに変更されることがあります。運用状況、

市場動向、意見等は、過去の一時点あるいは過去の一定期間についてのものであり、過去の実績

は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。また、記載された投資方針・戦略等

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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