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足元で ECB と FRB の政策担当者は、「自然利子率（r*）」について頻繁に言及するようになりました。このこ

とからも、中央銀行が金利政策の指針として自然利子率を位置付けている様子がうかがえます。このため、

市場間の長期債利回りとイールドカーブの水準の違いについて理解を深め、投資機会を見出すためには、

自然利子率を推計することが極めて重要になります。厄介なことに、自然利子率は理論的な概念であり、そ

の推計値は、各市場のインフレ、経済成長、財政の健

全性、人口動態をはじめとする、あらゆる変数に関する

想定に依存して決まります。  
 

ロベコの推計値は、市場の推計値を下回ります。コロ

ナ後の緩和的な財政スタンスが、中立金利の長期的な

低下トレンドに歯止めをかける要因になりうるとの見方

には賛同するものの、この先 5～10 年間は人口動態の

変化を背景に、特に先進国市場においては、歴史的に

低い水準で推移する可能性があると見ています。 
 

ロベコでは、先進諸国の政策金利はこの先数年間

に、ロベコの（市場の推計値より低い）自然利子率の推

計値に向けて、いくぶん速いペースで低下に転じるとの 

見方に傾斜しています。このため、5～10 年国債に対す 

る評価を強気な方向にシフトする作業を進めています。 
 
 

セントラル・バンク・ウォッチャー 

特別版: 債券市場を導く見えざる手 

 

 債券利回りのバリュエーション評価に際しては「自然利子率

（r*）」の推計が極めて重要 

 この「見えざる手」についてのロベコの推計値は市場の推計

値より低い 

 国債に対する評価を強気な方向にシフト  
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長期名目自然利子率（ロベコの推計値 vs. 市場の代替指標） 

 
出所: ブルームバーグ、FRB、ECB、イングランド銀行、日本銀行、国際決済銀行 

** 5 年先 5 年物 OIS レート（中国と韓国は 5 年先 5 年のスワップ金利、ブラジルは 5 年先 5 年の国債利回り） 

1. 自然利子率の決定要因と今後の方向性 

自然利子率の導入 

 先進国、新興国の多くの中央銀行は、インフレの抑制を企図して着手した引き締めサイクルの最終段階に

近づいています。政策金利がどの程度まで引き上げられるかは、経済指標に大きく左右されることになります

（ロベコは 6 週間ごとに見解をアップデートしています）。おそらくは近い将来の景気減速が追い風となって、イ

ンフレ率を政策目標の水準まで押し下げることに成功した場合には、政策金利は再び引き下げられる公算が

大きく、実際、金融市場にもそのような見通しが織り込まれています。さらに長期的には、景気が循環的な変

動に適応した後に、政策金利は均衡水準に収束すると想定されています。その段階で、金融政策（金利政策）

は緩和的でも抑制的でもなくなり、経済成長を促進することも鈍化させることもないと考えられます 1。 
 

投資家にとっては厄介なことに、この長期的な均衡政策金利（「中立金利」や「自然利子率（r*）」と同義）は

理論的な概念であって、実際には観察できず、推計せざるをえません。とは言え、中央銀行が参照指標として

活用していることも手伝って、均衡政策金利は（イングランド銀行のベイリー総裁の言葉を借りると）「この先数

年間の全般的な金利見通しを示唆する」役割を果たします。実際、ここ数カ月間の講演において、ECB の政策

担当者は FRB の政策担当者（パウエル議長を含む）と同じように、頻繁に中立金利に言及しています。また、

FRB の理事と地区連銀総裁が四半期ごとに更新する「経済・政策見通し（SEP）」には、長期自然利子率の推計

値が含まれています。  
 

一般に消費者と企業の投資判断は、投資期間中のインフレ見通しを勘案した資金調達コストの水準に左右

されるため、多くの場合、自然利子率は「実質」ベース（インフレ調整ベース）で表示されます。したがって、名

目ベースに変換するには、インフレ期待の指標を追加することが必要になります。中央銀行が掲げるインフレ

目標が、典型的な例といえるでしょう。市場間の長期債利回りとイールドカーブの水準の違いを理解し、今後

の動向を評価する上で、自然利子率の視点は大いに役立ちます。  
 

 
1 以降、本レポートでは、均衡金利に関してこのような「長期的」見通しを採用します。 
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この点を踏まえて、以下では、自然利子率の公式な推計値と市場の代替指標を比較する前に、自然利子

率の決定要因について議論した上で、長期的な低下トレンドが終了したどうかを考えます。 
 
 
 
自然利子率の決定要因と今後の方向性 

 簡単に言うと、自然利子率は（投資資金としての）貯蓄の供給と需要の相互作用に大きく左右されます。具

体的なメカニズムと、経済において一般に貯蓄と投資の行動に影響する要因に関しては、本セクション末のボ

ックスで議論します。 
 

1970年代末以降、望ましい貯蓄水準が望ましい投資水準を上回っていたため 2、自然利子率は長期的な低

下トレンドをたどってきたと、多くの研究において指摘されています（図 1 参照）。イングランド銀行のリサーチャ

ーが行った最近の研究 3では、自然利子率低下の主因は、世界的に見ると、（i）高齢化の進展（（潜在的）退

職者の望ましい貯蓄水準を押し上げる要因）と、（ii）生産性の伸び悩み（新規投資の潜在的なリターンが低下

する中で所与の金利水準における資金需要を押し下げる要因）であると想定されています（図 2 参照）。特に

日本と中国においては、この 2 つの影響が顕著に確認されています。  
 

図 1. 実質金利のトレンド（グローバルおよび米国）  図 2. 自然利子率の変動要因（1970～2017 年） 

 
 

出所: Del Negro ほか（2019 年） 
 

出所: イングランド銀行、Rachel および Summers、Eggertsson ほか 

 
一方、Rachel および Summers は 2019 年の研究の中で、先進国においては人口増加率の低下と貧富の格

差拡大が追加的な要因であると指摘しています。後者については、高所得者層/富裕層ほど限界貯蓄性向が

高いことが、自然利子率低下の要因と考えられます。また、この両名は、1970 年代以降の政府債務残高の増

加が、自然利子率の長期的な低下の歯止めに寄与したと推測しています。この指摘は、「Eggertsson ほか

（2019 年）」と「Ferreira および Davin（2022 年）」の推測によっても、裏付けられています。注目すべき点として、

後者の研究では、2008 年から 2019 年にかけての米国、カナダ、英国、ユーロ圏における政府債務の供給増

加は、長期自然利子率をそれまでの低い水準から押し上げる方向に作用したと指摘されています。パンデミ

ック危機の発生を受けて政府債務残高がさらに増加したことによって、この傾向は強まった可能性があります

（次頁の図 3 および図 4）。対照的に、一部の民間有識者は、政府債務残高が高い水準でさらに増加すること

によって、（将来の増税に対する懸念から）経済主体の貯蓄意欲が高まり、自然利子率は低下する傾向にあ

ると指摘しています。 
 
 
 
 
 
 

 
2 望ましい貯蓄水準が望ましい投資水準を上回る環境において、実際の資本の需給を均衡させるために、実質金利は低下しています。 
3 イングランド銀行スタッフ・ワーキングペーパー、「世界の自然利子率の変動要因を分解する（Decomposing the drivers of Global R*）」、
2022 年 7 月 
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図 3. 主要国における長期名目自然利子率の推移 
 
図 4. 米国における長期自然利子率の変動要因 
         （1995 年以降） 

  

出所: Ferreira および Davin「主要先進国における長期中立金利

（Longer-Run Neutral Rates in Major Advanced Economies）」、 FEDS 
Notes、2022 年 12 月 

出所: Ferreira および Davin「主要先進国における長期中立金利

（Longer-Run Neutral Rates in Major Advanced Economies）」、 FEDS 
Notes、2022 年 12 月 

 
新興国市場を対象とする研究においても、政府債務残高と自然利子率の間に正の相関が確認されていま

すが、「Ruch（2021 年）」と「Clarida（2019 年）」が指摘するように、同市場では金融政策の信頼性チャネル

（credibility channel）が作用していると見られます。一般に、政府債務残高が比較的大きく、双子の赤字（財政

赤字と経常収支赤字）を抱える国の場合、高水準の輸入インフレに見舞われるリスクが存在しますが、これを

防ぐには信頼度の高い中央銀行の行動が必要になります。したがって、財政政策が緩和された場合には、潜

在的なインフレ圧力の上昇を相殺するために、中央銀行が（為替レートの安定化を通じて）経常収支のさらな

る悪化を防ぐことによって、断固として対応する必要があります。そのような国（例：ブラジル）では、政府債務

残高が相対的に小さく財政指標が比較的健全な国（例：韓国）と比べて、自然利子率は高くなります。  
 

この先を展望すると、コロナ後の全般に緩和的な財政政策のスタンスが、自然利子率の長期的な低下トレ

ンドに歯止めをかける要因になったとの見方に賛同します。また、2022 年のジャクソンホール会議において

IMF が指摘したように、気候変動対策としての投資の世界的な拡大が、自然利子率を押し上げる効果をもたら

したとも考えられます 4。とは言え、長期的な人口動態のトレンドに鑑みると 5、特に先進国市場においては、こ

の先 5～10 年の間、自然利子率は歴史的に低い水準で推移する可能性が高いと見ています。  
 

次のセクションでは、4 つの G10 市場（米国、英国、ユーロ圏、日本）と 3 つの新興国市場（中国、韓国、ブラ

ジル）における自然利子率について、ロベコの最新の推計値を提示し、最新の公式推計値と市場の代替指標

との比較を行います。 
 
  

 
4 ベイリー総裁が主張するように、「カーボン・ニュートラルへの移行経路に関する不確実性」を踏まえた家計の予防的貯蓄の増加によっ

て、この押し上げ効果は弱まる可能性があります。 
5 実際、イングランド銀行スタッフと「Rachel および Summers（2019 年）」によるシミュレーションの結果は、先進国市場においては、この先し

ばらくの間、人口動態の変化によって自然利子率が下押しされるという見方と一致しています。 
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ボックス: 自然利子率と貯蓄・投資の相互作用 
 
いわゆる貸付資金モデルは、投資目的による資金

需要と貯蓄による資金供給の相互作用が、実質金利

の均衡水準にどのように影響するのかを、解明する

役割を果たします。これは、ケインズの著書『雇用・利

子および貨幣の一般理論（1936 年）』への考察として

有名になった、ジョン・ヒックスの IS-LM 分析における

「IS」の領域に該当します。  
 
このモデルにおいては、投資関数によって、望まし

い投資額と利子率が関連付けられます。借り入れコ

ストが低いほど望ましい投資額が増えると考えられる

ため、投資関数は右肩下がりのラインで表わされま

す（以下の図参照）。一方、貸付資金、すなわち貯蓄

の供給は、利子率の水準と正の関係にあると考えら

れることから、右肩上がりのラインで表わされます。2

つのラインが交差するポイントが、実質金利の均衡

水準である自然利子率となります。 

 
 

この点を踏まえて、自然利子率の決定要因につい

て具体的に考えてみましょう。経済の発展が次の段

階に移行している場合など（先進国 vs.新興国）、生産

性の伸び悩みを経験している経済においては、新規

投資が生み出す潜在的なリターンは低下するはずで

す。このため、投資性向も低くなります。この状況は、

望ましい投資関数の下方シフトによって描かれます。

また、人口増加率の低下によっても、潜在的なリター

ンは同じように低下する可能性があり、やはり下方シ

フトにつながります。  

 
 
 貯蓄性向に影響する要因の一例として、高齢化が

挙げられます。高齢者の貯蓄率は高く、貯蓄関数は

右方向にシフトするため、均衡利子率の低下と投資

の増加につながります。また、高齢化は人口増加率

の低下を意味し、投資関数を下方シフトさせることか

ら、均衡利子率低下の影響が支配的になると考えら

れます。 
 
 一方、政府債務の増加は貯蓄関数の上方シフトに

つながり、自然利子率を押し上げます。しかしながら、

民間部門の主体は、（リカードの等価定理に基づき）

いずれ政府債務の返済を迫られることに気がつくか

もしれません。そのような影響が生じれば、貯蓄関数

は下方にシフトするため、自然利子率の上昇は抑制

されることになります。 
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2. 自然利子率の推計値（主要な先進・新興諸国） 

以下の表では、ロベコが直近でアップデートした、7 つの市場における長期自然利子率の推計値を提示しま

した。市場に織り込まれた自然利子率（一番右の列）と比較しやすくするために、推計レンジを名目ベースで

示しています（長期のインフレ期待を含むベース）。その際に、実質ベース（インフレ調整ベース）で表示される

ことの多い公式機関や学術界の推計値に、長期のインフレ期待（左から3つめの列）を加算することによって、

名目ベースに変換しています。  
 
各市場の推計値について議論する前に、注意点を 2 つ述べたいと思います。第 1 に、一部の市場、特に中

国とブラジルの公式推計値は数年前の研究に基づくものであり、最近の動向を踏まえると、中国の数字はや

や高く、ブラジルの数字はやや低いように思われます。第 2 に、入手可能な場合には、市場の代替指標として

5 年先 5 年物の OIS（オーバーナイト・インデックス・スワップ）レートか、国債のフォワード利回りを用いていま

す。一般にフォワードの数字には、特にインフレ動向の不確実性を反映する形で、リスク・プレミアムが含まれ

ます。このため、特に債務のファンダメンタルズが脆弱であり、経常収支赤字が大きい市場に関しては、ロベ

コの推計値と各市場の公式推計値の違いを解釈する際に、一定の注意が必要になります。  
 
表 1: 長期自然利子率の推計値 vs.市場の代替指標 

 長期実質      

自然利子率の   

公式推計値（%） 
 

長期のインフレ  

期待（%） 
 

長期名目    

自然利子率の  

公式推計値（%） 
 

長期名目      

自然利子率の   

ロベコ推計値（%） 
 

市場に織り込まれ

た長期名目自然利

子率（%）** 

米国 0.25 ～ 1.00 2.00 2.25 ～ 3.00 2.50 ～ 3.00 3.1 

ユーロ圏 -1.00 ～ 0.00 2.00 1.00 ～ 2.00 1.75 ～ 2.25 2.7 

英国 0.00 ～ 1.00 2.00 2.00 ～ 3.00 2.00 ～ 2.50 3.1 

日本 -1.00 ～ -0.50 1.00 0.00 ～ 0.50 0.25 ～ 0.75 1.3 

中国 2.00 2.00 4.00 2.25 ～ 2.75 3.2 

韓国 -1.00 ～ -0.50 2.00 1.00 ～ 1.50 2.25 ～ 2.75 3.1 

ブラジル 3.00 ～ 3.50 4.50 7.50 ～ 8.00 8.50 ～ 9.00 13.0 

出所:ブルームバーグ、FRB、ECB、イングランド銀行、日本銀行、国際決済銀行 

** 5 年先 5 年物の OIS レート（中国と韓国は 5 年先 5 年のスワップ金利、ブラジルは 5 年先 5 年の国債利回り） 
 

• 米国  FRB の名目自然利子率の推計値は、2014 年の 4%から 2019 年には 2.5%まで低下しました。

2019 年以降は、横ばいで推移しています。自然利子率の低下は、生産性の伸び悩みと高齢化の進

展によって説明することができます。生産性の伸び率（10 年移動平均）は、2005 年に 3%でピークに

達した後、2016 年までに 1.25%へと低下しましたが、最近では趨勢的にやや持ち直しています。一方、

高齢化の状況を把握する際に用いられる老齢依存率は、2010 年から上昇し始め、OECD によると

2027 年までは上昇トレンドが続く見通しです。また、財政赤字は構造的に拡大傾向にあると見られ、

これが自然利子率を押し上げる影響も考慮するべきでしょう。財政赤字の対 GDP 比率（10 年平均）は、

2009 年の 2.5%から 2019 年には 4.5%まで上昇し、パンデミック危機の下でこの傾向に歯止めがかか

っていません。もっとも、自然利子率はこの期間中に低下していることから、財政赤字に関連する上

昇圧力は限定的であり、一時的な影響にとどまる可能性があります。このほか、FRB が 2019 年に金

融政策の枠組みを変更して、柔軟なインフレ目標を導入したことも、インフレ期待の上昇要因になっ

た可能性があります。市場価格に織り込まれたフォワード・インフレ率を見る限り、この影響は最大で

0.25%と思われます。これらの要因を総合すると、推計値はいくぶん上昇して 2.5～3%となります。 

• ユーロ圏  ユーロシステムの最新の推計によると、ユーロ圏の長期実質自然利子率は-1%から 0%の

レンジにあります。これに ECB の新たなインフレ目標である 2%を加算すると、名目自然利子率は 1～

2%となります。昨年、ECB 理事会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁は、このレンジについて何

度か言及しています。最近では、レンジの上限に近づいているとも主張しています。この見方は、ロ

ベコの推計レンジ（1.75～2.25%）にも反映されています。市場では、このレンジより 50bp ほど高い水

準が想定されていると見られます。重要な点として、ユーロ圏内でも国によって水準が異なり、ECB

（2018 年）と IMF（2020 年）はいずれも、南欧諸国の水準が全体の平均より低いことを指摘しています。
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このことは、所与の政策金利において、南欧諸国では他のユーロ圏諸国と比べて金融政策がインフ

レ抑制的であることを意味します。  

• 英国  イングランド銀行は長期実質自然利子率の明示的な推計値を公表していないため、学術界や

中央銀行のコミュニティからの推計値に頼らざるをえません。これらの推計値は、おおむね 0～1%程

度とされています。2%のインフレ目標が掲げられていることから、名目ベースの中立金利の推計値

は 2～3%となります。イングランド銀行は実際に自然利子率の予測を提示していませんが、今後の政

策金利の推移を想定した上で、経済成長とインフレに関する金融政策見通しからインプライド・レート

を導くことは可能です。このような概算によると、長期名目自然利子率は 1.5～2%の水準となります。

イングランド銀行のソーンダース前金融政策委員やベイリー総裁も、折に触れてこの水準に言及して

います。輸入依存度が高くインフレが上昇しやすいことや、Brexit（EU 離脱）やパンデミックの影響によ

って移民労働者が減少した結果、労働市場全般の需給が著しく逼迫している状況を反映する形で、

ロベコの推計値はこれよりもやや高めの水準となっています。 

• 日本  使用するモデルや前提条件の違いによって、日本の自然利子率の推計値には大きなばらつ

きが見られますが、多くの場合、長期実質自然利子率は-1～-0.5%程度と推計されています。日本の

場合は、インフレに関する構造的な問題（および日銀の目標達成実績）を踏まえて、日銀のインフレ

目標を加算する代わりに、日銀の調査結果と 5 年先 5 年のインフレ・スワップのフォワードを合わせ

て適用することとします。両者を合算すると現時点で 1%であり、長期名目自然利子率は 0～0.5%にな

ります。これはロベコの推計値とはそれほど変わりませんが、市場の代替指標の水準を大幅に下回

ります。 

• 中国  国際決済銀行の研究（2021 年）によると、2018 年時点の長期実質自然利子率は 2%近辺であ

ると推計されています。名目ベースでは、（中国人民銀行は公式なインフレ目標を公表していないた

め）インフレ率の 5 年移動平均である 2%を加算して 4%となります。しかしながら、高齢化が進展する

中で、人口動態の変化を主な根拠として、現在の名目自然利子率はこれより大幅に低い水準にある

と推計しています。ロベコの推計レンジ（2.25～2.75%）は実際の政策金利のコリドーとおおむね一致

するものの、市場の代替指標である 3.2%を大幅に下回ります。 

• 韓国  IMFの研究（2021年）によると、長期実質自然利子率を-1～-0.5%のレンジと推計されています。

インフレ目標について調整すると、長期名目自然利子率は 1～1.5%のレンジとなります。 かなり低い

水準の推計値も数多く見受けられますが、日本や中国と同じように高齢化が急速に進展する韓国に

おいて、人口動態の変化が主な理由の 1 つとされています。韓国では輸入依存度が高まり、インフレ

が上昇しやすくなっていることを念頭に、ロベコの推計値はやや高めの水準となっています。もっとも、

大規模な経常収支黒字、高齢化社会、貯蓄と投資の構造的な不均衡などの要因によって、推計値

は他の新興諸国よりも低くなると考えられます。 

• ブラジル  ブラジル中央銀行は、長期実質自然利子率の推計値を頻繁に公表しています。直近の推

計値は 3.0～3.5%でした。これに長期のインフレ期待（4.5%）を加算すると、長期名目自然利子率は

7.5～8%のレンジと推計されますが、これはロベコの推計値より低い水準になります。中立金利の推

計値が比較的高い要因として、インフレが（非常に）上昇しやすいこと、賃金の上昇率が高いこと、財

政・債務の指標が比較的脆弱であること、ブラジル中央銀行のインフレ抑制の実績が芳しくないこと、

などが挙げられます。また、足元で市場に織り込まれた水準（13%程度）から、大きくかけ離れている

ことにも注目しています。市場では高い水準のインフレ・リスク・プレミアムが織り込まれているため、

市場の代替指標は過大評価されていると、強調しておきます。   
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3. 債券利回りの先行きに与える影響 

この 1 年間に、多くの市場では政策金利が大幅に上昇しました。もっとも、長期的には均衡水準である自然

利子率に収束すると想定されています。（セクション 1 において主張したように）コロナ後の全般に緩和的な財

政政策のスタンスが、自然利子率の長期的な低下トレンドに歯止めをかける要因になったとの見方には、十

分な根拠があります。とは言え、長期的な人口動態のトレンドに鑑みると 、特に先進国市場においては、この

先 5～10 年の間、自然利子率は歴史的に低い水準で推移する可能性が高いと見ています。 
 

セクション 2 では、大方の市場において、ロベコの現在の推計値を上回る水準の名目自然利子率が織り込

まれていることを示しました（図 5）。このこと自体は、長期債に対して強気になるべき根拠になりえます。しか

しながら、長期債の価格は（短期債の価格ほどではないにせよ）この先数年間の政策金利の方向性にも影響

されるため、インフレと経済成長の短期的な見通しを考慮する必要もあります。 
 
図 5. 長期名目自然利子率                                                               
        （ロベコの推計値 vs. 市場の代替指標） 

図 6. 主要中央銀行の政策金利と市場に織り込まれた                
          この先 3 年間の推移見通し 

  
出所: ブルームバーグ、FRB、ECB、イングランド銀行、日本銀行、国

際決済銀行 
** 5 年先 5 年物の OIS レート（中国と韓国は 5 年先 5 年のスワップ

金利、ブラジルは 5 年先 5 年の国債利回り） 
 
 

出所: ブルームバーグ、ロベコ 

米国、英国、ユーロ圏の市場では、政策金利が長期自然利子率を大幅に上回る水準でピークに達した後、

数年かけて 100～200bp 低下する見通しが織り込まれています（図 6）。このシナリオは、（深刻な景気後退と

はならないものの）経済成長が低迷する中で、基調的なインフレ圧力が徐々に弱まるとの見方を前提としてい

るように思われます。仮に深刻な景気後退に陥った場合には、コアインフレ率が急速に低下して、政策金利も

場合によっては（インフレ率が政策目標以下の水準で再び定着しうると中央銀行が判断する場合）自然利子

率を下回る水準まで急速に低下する可能性があります。  
  

欧州における卸売りガス価格の急落、パンデミックの影響により抑制されていた中国経済の再開、労働市

場の堅調な推移を背景に、世界経済の見通しが改善していることは認識していますが、ここ最近の金融引き

締め政策の経済的な影響は、ほとんど顕在化していないように思われます。足元で、米欧の銀行貸出サーベ

イ（最近の ECB の研究によると将来の貸し出しの伸びを示す先行指標としての特性を有する調査）が景気後

退を示唆する水準まで悪化していることは、このことを裏付ける典型的な動きといえるでしょう。要約すると、ロ

ベコでは、インフレと経済成長の短期的な見通しについて検討しつつ、先進諸国の政策金利はこの先数年間

に、ロベコの（市場の代替指標より低い）自然利子率の推計値に向けて、いくぶん速いペースで低下に転じる

との見方に傾斜しています。このため、5～10 年国債に対する評価を強気な方向にシフトする作業を進めてい

ます。 
  

最後に自然利子率について付言すると、長期的に上昇する可能性について、ロベコも市場も過小評価して

いるのであれば、多くの先進国においては、現在の金融政策のスタンスが見かけほどインフレ抑制的ではな

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2023/html/ecb.ebbox202208_07%7E5f7ba986d9.en.html
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いのかもしれません。長期債利回りに織り込まれる自然利子率の推計値が上方修正されるようになれば、イ

ールドカーブのスティープニングがリスク要因になります。このような自然利子率に関する不確実性は、ロベコ

のグローバル債券マクロ・チームが運用する戦略において、この先数年間にイールドカーブが再び大幅にス

ティープニングするとの見方が採用されていることの、追加的な理由になります（債券アウトルック「リセッショ

ン・トレード」をご参照ください）。 

 

 

  

https://www.robeco.com/jp/insights/2022/12/fixed-income-outlook-recession-investing.html
https://www.robeco.com/jp/insights/2022/12/fixed-income-outlook-recession-investing.html
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