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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）のグロー
バル・アクティブ債券運用チームは、毎年、投資における長期枠組
みを見直し、労働力のダイナミクス、生産性、インフレ、政策の方向
性に関する長期トレンドを検討している。この枠組みでは、まず顧
客の投資目的、投資機会、制約条件に基づき、構造的なポートフ
ォリオ配分の土台を作る。その後、月次ベースで、アセット・アロケー
ション委員会が景気循環に沿ったリスク目標を設定して、構造的な
目標配分からの乖離を定める。

コロナ禍により低金利はさらに長期化
世界の先進国市場の経済は、労働力と生産性の長年に及ぶ伸び悩みという2つの逆風にさらさ
れ、趨勢的な成長率の低下に直面している ―― 「長期停滞（secular stagnation）」と多
くの著名エコノミストが呼んでいる状況だ。労働力が伸び悩む主因は、出生率の低下と高齢化に
ある。生産性（労働者1人の1時間当たりの生産量）の減速を促してきたのは官民両部門によ
る設備投資不足であり、加えて、テクノロジーの進歩や自動化によって、生産性が中程度の労働
者（所定の手順に従って作業する生産従事者など）が、生産性の低い職業（対面サービス
業）にシフトしたことも大きな要因となっている。こうしたトレンドは、世界金融危機（GFC）以
降に定着し、構造的なデフレ圧力をもたらしており、米国を含む先進国全体で低成長・低利回り
環境が続くことを示唆している。

Arkady Ho, CFA 
Fixed Income Portfolio Specialist
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こうした「長期停滞」に対しパンデミックの長期化した影響がどのように作用するのかは、時間が経た
なければ分からない。生産性に関しては、グローバル化の後退やサプライチェーンの再編が既にある
程度始まっており、今後も続くとみられ、こうした動きは生産性にプラスとならないかもしれない。その
一方で、例えばサービスセクターでは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策でテクノロ
ジーへの適応が進み、生産性向上につながる可能性もある。長期生産性（10年年率換算）
は、第2四半期の1％から第 3 四半期には 1.25％に若干上向いている。だが、果たして「これは
持続的な上昇なのか」が問題となってくる。労働力が悪影響を受けているのは間違いない。労働
参加率は大幅に低下しており、社会的に脆弱な低所得者層の打撃は特に大きく、さらなる格差
拡大につながっている。また、労働市場からの退出に占める割合は女性が過度に高い。幼稚園か
ら高校3年までの義務教育（K-12）および高等教育の生徒・学生も悪影響を受けており、これ
も長期生産性に影響する公算が大きい。COVID-19が引き起こした労働市場の混乱による傷
痕は何年も消えないだろう。 

出所：ブルームバーグ、2020年9月30日時点 

図表1:米国の労働力と生産性の長期的な伸び悩みに伴う趨勢的な成長率の低下は、今後
10年にわたり続くだろう 

趨勢的な成長率 労働生産性の伸び率 
（10年年率） 

労働力の伸び率 
（10年年率） 
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マイナスの需給ギャップとFRBの新たなインフレの枠組みは、金融緩和
策が今後数年続くことを示唆

上述した、コロナ禍前から続く構造的なディスインフレ圧力は、コア個人消費支出価格指数
（PCE）の前年同月比上昇率が数十年にわたり米連邦準備制度理事会（FRB）の目標
（2％）を下回って推移してきたことに反映されている（1995年以降は平均1.7％、2010年以
降は同1.6％）。パンデミックとその政策対応の影響に加えて、需給ギャップの解消まで何年もかか
るとの見通しを踏まえると、FRBの目標（2％）を持続的に上回るインフレ率達成への追い風は
強いとは言えない。議会予算局（CBO）によると、2020年第2四半期の需給ギャップのマイナス
幅は、世界金融危機の最悪期に付けた水準のほぼ2倍となる-11％まで拡大し、2020年代末ま
でマイナスにとどまると予想される。構造的トレンドとCOVID-19対策として打ち出された超緩和的
金融政策は、FRBに政策枠組みの見直しを促した。FRBは8月に「柔軟な平均インフレ目標
（FAIT）」を発表し、長期的に2％の平均インフレ率の達成を目指し、目標未達が続いた場
合、その後インフレ率が一時的に2％を上回ることを容認するとした。これにより、短期金利の経路
に関する見通し、ならびに、将来の成長とインフレに対するFRBの感応度に関する市場予想が変
化する可能性がある。当社はこうした理由から、FFレート（FFR）は現在市場が織り込んでいる
よりも長期にわたりゼロ％で安定する公算が大きいと考えている。

仮にFAITが過去20～30年にわたり導入されていた場合、その間の平均FFレートは40～50ベー
シスポイント（bp）低くなっていたと推測される。FRBは平均インフレ率の指標を明示的に定義し
なかったが、当社は数値を示すため、FAITの目安となる指標として、コアPCEインフレ率の2年平
均を使用した。そして、FRB が 1990 年以降に低金利または利下げ局面後に利上げを開始した
4つの状況を検証した（1994年第1四半期、1999年第2四半期、2004年第2四期、2015
年第4四半期）。2年FAITを使用すると、1999～2000年と2015～2018年の利上げは全て
実施されなかったことになる。2004年の利上げも1年後になっていただろう。FAIT政策は、低水準
の政策金利が長期化することを明らかに示唆していると当社は考える。また、FRBが上記の利上げ
を実施したのは、需給ギャップが力強く回復した後に限られている。そしてCBOの予測では、2025
年第3四半期に-2％未満になるまで、そうした状況にはならない。



グローバル・インサイトNo.18「低金利のさらなる長期化: コロナ時代の米国金利の長期枠組み」 4 

 

量的緩和: もはや非伝統的な金融政策ではない 

量的緩和（QE） ―― 金利をより広範囲にわたり引き下げ、金融環境を緩和するために中央
銀行が主に長期債券を購入する措置 ―― は予見しうる将来にわたり継続され、従って投資の
枠組みに組み込まれるとみている。QE は世界金融危機以降、先進国の金融政策の大黒柱とな 
っている。FRB、欧州中央銀行（ECB）、日銀のバランスシートの合計は 2008年の4兆ドルから 
2019年には15兆3,000億ドルに拡大し、2020年11月時点で22兆5,000億ドルまで膨らん
だ。これがシステムの流動性に構造的な変化をもたらしたのは間違いないだろう。 

政策金利がゼロ％またはそれ以下にある中で、先進国中銀は低迷する経済成長と低インフレに
対応するために非伝統的政策への依存を強めてきた。日本では、主に高齢化、低水準またはマ
イナスの人口増加率、移民制限策を背景に、数十年にわたりゼロ％近くで低迷してきた成長とデ
フレ圧力に対抗するため、政府の財政拡大政策に加えて、日銀がQE、マイナス金利、イールドカ
ーブ・コントロール策を積極的に追求してきた。欧州でも過去10年続く同様の傾向に対応して、
ECBがQEとマイナス金利政策を導入した。米国も同じ方向に向かっているとみられる。図表１に
示すように、米国は長期的な減速基調にあり、その主な牽引役となっているのが人口動態で、人
口の増加は1990年代終盤に約1.3％でピークアウトしてから、2020年には0.6％とほぼ半分と
なっている。

図表2: 平均インフレ目標（FAIT）と需給ギャップはゼロ％の政策金利の長期化を示唆 

出所：CBO、米連邦準備制度、ブルームバーグ、2020年11月30日時点 

米国コアPCEインフレ率、前年同月比、％ 

2年平均（左軸） 

CBO予測 

FF金利上限 
実質需給ギャップ（対GDP比、％） 

月次（左軸） 
インフレ目標
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他の条件がすべて同じ場合、均衡金利とボラティリティは、QEを導入している方がそうでない場合よ
り低くなると当社は考える。FFレートをゼロ％としてマイナス金利政策を導入する意欲がなけれ
ば、QEが主要な金融政策手段となるだろう。2009年以降、FRBのバランスシートは5,000億ド
ルから現在７兆ドル超に拡大した。FRBは世界金融危機の最中とそれ以降、非伝統的政策の
導入と市場への情報発信に関して既に多くを学んでおり、2020年に実施した非伝統的金融政
策で大きな効果を上げた。以前と同様に、QEはストレスのピーク時にイールドカーブをフラット化さ
せ、ボラティリティを抑制し、市場の安定化を図った。少なくとも短期的にメリットがあるのは明らかだ
が、一方で、公然のデメリット、特にこれまで新たなQE導入のたびに予想された急激なインフレは
1度も起きていない。企業のゾンビ化（すなわち破綻の人為的な抑制）や資産バブルの創出な
ど、長期的な潜在コストは当然ながら十分に理解されているとは言い難い。また、パンデミック対
策による政府債務の発行額が多いほど、低金利を維持するために財政・金融政策で協調し、
QEを活用しようというインセンティブは強まる。こうした理由から、当社は、FRBが今後も当面の間
QE に大きく依存し続けると判断する。

 

出所：米連邦準備制度、ブルームバーグ、2020年12月9日時点 

FRBの保有額（兆ドル）または10年利回り  MOVE指数またはオプション調整後スプレッド（OAS、bp） 

図表3: 均衡金利とボラティリティはQEを実施しないより実施した方が低下する 

米国投資適格債スプレッド・ボラティリティ（13週移動平均、右軸） 
米国債 

MOVE指数（右軸） 
連邦機関債 

米国10年利回り
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実質中立金利と趨勢的成長率の格差 

長期的な金利の枠組みのもう1つの要素は、長期的に均衡する実質中立金利（R*）の推定
値の下方修正である。R*はWicksell（1936年）が「安定的なインフレと均衡（「潜在的」）
水準にある成長と整合的な金利」と定義した。実質中立金利は観測できないため、調整は、学
術研究や実証調査で推定した実質中立金利と潜在成長率の格差（R*–G）に基づく。 
Rachel and Summers（2019 年）によると、趨勢的成長率と R*は 1980 年以降に乖
離しており、R*-G の格差は過去 40 年間で 0％から-1.5％となった。Kogan ら（2015 
年）は200 年以上に及ぶデータを精査し、米国債の平均金利と実質 GDP 成長率を用いた 
R*–G の中央値が、1792～2025年は-1%、1947～2025年は-1.3％であることを見出し
た。当社は長期的な実証分析の結果と一致するよう、実質中立金利の推定値を1％ポイント下
方修正する。 

まとめ: COVID-19 と政策決定は、より低い金利環境のさらなる長
期化を示唆 

当社の長期的な金利モデルが算出するのは名目中立金利の推定レンジであり、アクティブ運用チー
ムはこれを金利のフェアバリューの枠組みで使用する。現在の名目中立金利は 1％～2.25％のレ
ンジと推定される。以下に、同チームが名目中立金利の推定値を導いた手順を示す。

1 潜在 GDP（趨勢的）成長率 = 労働力の伸び率 + 生産性の伸び率 

2 実質中立金利の推定値 = 趨勢的成長率 + (R* – G) 

3 名目中立金利の推定値 = 実質中立金利の推定値 + インフレ率の推定値 – FAIT/政策
調整 

この枠組みを用いて、基本シナリオ、上振れシナリオ、下振れシナリオに基づき、名目中立金利を推
定する。その後、これらを現在の 5 年フォワード名目金利（政策の中立水準への正常化に伴い金
利が安定する水準に関する市場予想を示す）と比較する。その結果として算出された格差がリスク
プレミアムであり、長期的価値の評価を示す。 



グローバル・インサイトNo.18「低金利のさらなる長期化: コロナ時代の米国金利の長期枠組み」 7 

当社の長期的な金利の枠組みは多面的な情報を伝えており、投資家にとって長期フェアバリュー
の推定値以上にこれが重要になる場合もある。大まかに言うと、このモデルは過去複数年にわたって
見られたディスインフレ基調と整合する、低水準の成長および低金利の長期化（lower for 
longer）を正当化している。中立金利は、定着した人口動態と生産性の基調の影響を超えて、
さらに低下し長期化する様相を見せ始めている。これに下向きの影響を及ぼしたのは、4世代に1 
度のパンデミックによる世界的な混乱、ならびにその後の政策決定だ ―― FAIT、QE、そして現
在市場に織り込まれているよりも長期化するであろう FRB のゼロ金利政策などである。 

当社は、2020年の著しい混乱にもかかわらず、専門性の高いサービスなどの一部セクターで生産性
向上やテクノロジー変革、事業モデルの改善による明るい動きが見られるか注視している。また、パン
デミックが過去のものとなれば、FAITのような政策がタームプレミアムやブレークイーブン・インフレ率に
長期的に影響する可能性があることも認識している。

資本市場の予想に際しては、これらの要因全てを踏まえること、とりわけ今後かなり長期にわたり歴
史的に低水準にとどまる可能性がある米国債利回りの影響について考慮することが投資家にとっ
て重要だろう。 

出所: ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ、FRB、ECB、日銀、ブルームバーグ
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