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3.0％、今年１～３月が同3.2％だったが、こ

雇用者数が同1.2％増加した場合、労働需給は
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逼迫（失業率は低下）し続け、賃金上昇圧力

ことで、大幅な景気悪化を意味するものでは

は徐々に高まっていくはずだ。

ない。
また、最近の雇用者数の伸びの鈍化は、需
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タームプレミアムの低下によるものだ。

した。
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期金利＋タームプレミアム、と分解できるが、

ビス業の景況感も悪化しなかった。
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ニューヨーク連銀の推計によれば、昨年10月

して、右下がりの形状になるのが一般的だ。

の初め時点の予想名目短期金利が3.4％で、タ

リーマンショック前の2007年には確かにイ

ームプレミアムがマイナス0.2％、
直近６月７

ールドカーブは右下がりの状態だった。しか

日時点では、予想名目短期金利が3.0％と

し、直近の動きをみると、６月７日時点での

0.4％ポイント低下する一方、
タームプレミア

１年金利が2.49％、２年金利が2.54％、３年

ムがマイナス0.9％と0.7％ポイント低下した

金利が2.60％、５年金利が2.71％、10年金利

（図２参照）
。

が2.95％と右上がりで、それぞれ最も短い金

タームプレミアムというのは、投資家が短

利であるＦＦ金利(2.375％)を上回っている。

期投資に比べリスクの高い長期投資の際に要

長短金利は表面上、大幅に逆転しているよ

求するプレミアム分で、プラスになるのが普

うにみえるが、実際には、最近の株価下落を

通だ。ところが、現状は、①ＦＲＢの国債大

反映したリスク回避の動きによる債券利回り

量購入による国債需給逼迫、②株価下落のヘ

の全般的な低下が作用していると考えられ、

ッジのための国債保有意欲の高まり、などの

実態は典型的な長短金利逆転の状態にはなっ

ためにマイナス圏で推移しており、直近では

ていない。

マイナス0.9％と過去最大のマイナス幅にな
っている。最近のマイナス幅拡大は、直接的

○ＦＯＭＣは行き過ぎた利下げ予想にどう

には、このうちの①ではなく、②が大きく作

対応するのか？

用したものと考えられる。

少なくとも現時点での米国経済は利下げが

このタームプレミアムの異常な低下が10年

必要な状況とは言えなそうだが、ＦＯＭＣメ

国債利回りを大幅に低下させたわけだが、実

ンバーの金利見通しなどが発表される６月18

際には、タームプレミアムの低下は10年国債

～19日のＦＯＭＣ、さらにはほぼ９割程度利

といった長期債利回りだけではなく、１～３

下げが織り込まれている７月30～31日のＦＯ

年程度の比較的短期の国債利回りをも低下さ

ＭＣが、こうした市場の行き過ぎた利下げ期

せている。そこで、タームプレミアム部分を

待にどう対応するかが注目される。３月のＦ

除いた、予想名目短期金利の数値
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でみても、長短金利が逆転してい

5.5

るのか、つまり将来の金利低下が

5.0

予想されているのかを確認してみ

4.5
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分を除いた平均予想短期金利だけ
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で、イールドカーブの動きをみた
ものだ。
イールドカーブというのは、満
期までの期間を横軸、利回りを縦
軸にとって、
プロットしたもので、
景気後退懸念が強い場合は、先行

（図３）タームプレミアム部分を除いた金利のイールドカーブ
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ＯＭＣではＦＯＭＣメンバーのＦＦ金利予想
（中央値）は2019年末が2.375％のまま、20
年中には一度の「利上げ」が実施され、2020
年末には2.625％になるという予想だった。言
うまでもなく、
こうした予想が維持されれば、
市場の見方とのかい離が余りにも大きいた
め、株式市場は動揺することになるだろう。
６月の米中首脳会談が物別れになり、株価
が再び急落して、それが世界経済を悪化させ
るというシナリオでも描かない以上、市場が
予想するような「年末までに２～３回の利下
げ」ということにはならないのではないか。
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