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インフレリスクの誤認識 
 

カリフォルニア大学のウルリケ・マルメンディエ教授

は、個人のインフレ期待に大きな影響を与えるのは自身

のインフレ体験であることを研究で示しましたが、この

ことが、米連邦公開市場委員会（FOMC）のメンバーに

も当て嵌まるようであることは、興味深いと考えていま

す。現在、金融市場関係者や消費者は、インフレ率が低

下しているか、低水準にあることしか知らないと思わ

れ、インフレ率の上昇は殆どの人にとって想像もつかな

いものになっていると考えられます。 

 

従来のインフレに対する構造的な低下圧力 
過去 40 年間、米国で個別の製品や商品の価格が、短

期間で上昇する局面は度々観察されてきましたが、その

都度、供給側の反応が起こり、その後価格は下落に転じ

ていったと思われます。実際、この 40 年間では、失業

率が自然失業率（インフレ非加速的失業率）を上回って

いた期間が約 66％、下回っていた期間は僅か 34％であ

ったことが確認されており、これをもって米連邦準備制

度理事会（FRB）が、同期間に「高い」失業率を前提と

した金融政策を進めていたことの証左と見ることが可能

だと考えています。こうした状況が、構造的にインフレ

率の低下圧力に繋がっていたとも考えられ、こうした状

況が、今後、変わる可能性があるか考察したいと思いま

す。 

 

低すぎるインフレの衝撃 
過去10年間、米連邦準備制度理事会（FRB）と欧州中

央銀行（ECB）はともに、インフレ目標を達成できませ

んでした。その為、金融市場関係者の間では、「日本的

状況」が米国や欧州に波及し、長期に亘るゼロ金利、構

造的な低インフレ、経済の停滞を招くのではないかとい

う懸念が高まったと思われます。 

 

 

米国：‘正常’なインフレ期待への回帰 
単位：（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー   2021 年 7 月 20 日時点 

 

 

現在インフレ期待は、2008年の金融市場危機以前の

水準に戻っており、消費者や金融市場関係者は、米国の

金融政策の効能を再び信じているように見受けられるこ

とから、少なくとも、米連邦準備制度理事会（FRB）

は、いま「日本的状況」を心配する状況にはないと考え

ています。 

2015年から2020年にかけて、予想インフレ率に持続

的な低下が見られ、物価が「日本的条件」を織り込み始

めているかのような兆候が示されていました。 

しかし、その後はインフレ見通しが上方へ転換し、正常

化したと言える状況が出現しました。この背景には、金

融政策ではなく、コロナ危機以降の多額の財政赤字を伴

う政府の財政政策から、刺激を受けた大きな成長の推進

力が生まれた為だと考えられます。 

 

「過ぎたるは及ばざるが如し」か 
前述のようにインフレ期待の数値の正常化は、一つの

成果だと思われます。しかし、冒頭で述べた経験と期待

の関係性、即ち、将来の期待は過去の経験に縛られると

いう性質に鑑みると、今回、インフレ期待は、先行指標

にはなり得ず、むしろ、インフレ傾向を推し量る遅行指

標になるものと見られます。経済主体は、将来の高イン

フレを期待する為に、先ず高インフレの経験を必要とす

ると考えられる為です。 

上記に基づくと、インフレは、実体経済の動向から生

じる可能性が高いと思われ、現在、賃金・物価スパイラ

ルの危険性が高まっていると考えられます。NFIB 中小

企業景況感指数によると、人手不足に対する欠員補充が

非常に困難な企業が過去最多となっている状況が、ま

た、最近の消費者信頼感調査によると、家計は今年の労

働市場をこれまでで最も良好な水準で評価していること

等が示されており、引続き動向を注視して行きたいと思

います。 

 

米国で賃金・物価スパイラルが起きているか 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー  2021 年 6 月 15 日時点 
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賃金・物価スパイラルのリスクが高まっているにもか

かわらず、米連邦準備制度理事会（FRB）は、過去40年

間のように構造的に「高すぎる」失業率という過ちを繰

り返したくない思惑があると見られます。当面の間、

FRBは、非常に慎重な言動を取り続けると想定してお

り、引続き労働市場の状況、インフレ指標、金融市場や

国際情勢の動向など広範な情報を元に金融政策を判断し

て行くと思われます。 

 
なお、不動産市況については、足元すでに 2005 年の

不動産バブルのピーク時に見られた価格水準に達してい

ると思われ、FRB の現行の金融政策が、住宅ローン担保

証券の潤沢な買い取り等を通じて、とりわけ住宅用不動

産市場に有利な資金調達条件を提供していると見られる

現状を考慮すると、こうした状況をさらに助長しないよ

う早期に対策が必要だと考えています。 

 

高額な貿易赤字にかかわらず、米ドルが好調 
米国の貿易赤字は、6月に過去最高水準に達したと見

られ、このことから、実質的な経済取引を通じて海外へ

の米ドル流出が足元でかなり起きていると考えられま

す。海外での米ドル余剰は、実際には通貨安をもたらす

はずですが、実際には米ドル高が観察されており、これ

は、足元の金融取引によって米ドルの需要がさらに高ま

ることで、米国の金融市場に多くの外国資金が流入して

いる状況に他ならないと考えています。 

 

多くの国、とりわけ新興国では、パンデミックの先行

きに対して、不透明感が依然として根強いと見られる

為、安全な投資先への投資需要が高まっている状況と思

われます。米国債は、世界で唯一、金利水準がプラスの

安全な投資先と考えられており、他の先進諸国の金利水

準が押し並べてマイナスである中、米国以外の信用度の

高い国々が外国資本を惹きつけにくい状況になっている

と思われます。従って、今後、米ドル安が予想されるシ

ナリオは、現在のパンデミックが投資家からリスクとし

て認識されなくなったときにのみ起こるのではないかと

考えています。 

 

金融市場関係者のECBに対する信頼 

ユーロ圏では、家計も金融市場関係者も、今後 1 年間

のインフレ率を 2.0％前後と予想していると見られ、こ

の予想は ECB のインフレ目標に沿ったものである為、

全てが順調に進んでいるようにも見受けられます。しか

し、実際に、インフレ率が 2.0%まで上昇するとの予想

は、金融市場関係者の短期的なインフレ期待を反映した

に過ぎないものと思われます。10 年後のインフレ・ス

ワップ・レートには、現在、インフレ目標を大きく下回

る 1.5％程度の数値しか示されておらず、このことか

ら、金融市場関係者は、ECB が中期的にインフレ目標を

達成できるとは考えていない旨、示唆されていると考え

ています。 

ユーロ圏：金融市場関係者と消費者の認識が一致 

インフレ・スワップ（％）と消費者信頼感（回答者のバラン

ス） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所: リフィニティブ・データストリーム、メッツラー   2021 年 7 月 20 日時点 

 

 

短期的なインフレ見通しについては、企業が製品価格

の値上げに積極的であるとの調査結果も示されるなど、

今後発表されてくる各種指標においてインフレに関連し

た何らかのサプライズが起きる可能性には留意していま

す。IFO指数やユーロ圏景況感指数にも良好な結果が示

されるなど、欧州経済の開放と堅調な経済成長が相俟っ

て企業が値上げを実施しやすい環境が整いつつあると見

ています。 

 
デルタ変異株のリスクを過小評価してはならない 
しかし、コロナ・ウイルスのデルタ変異株の拡大は引

続きリスクと考えられます。英国ではコロナ関連の規制

が全面解除されたことで、これから起きる展開は、広く

世界に対して先行きの道筋を示すことになると思われま

す。 

これにつき、今後数週間で感染率が急激に上昇する可

能性があると考えられますが、一方、夏場は免疫力が高

まる傾向があると思われる為、感染者の多くは軽い症状

で済むことも期待されていると思われます。同国のワク

チンの接種率はすでに非常に高く、これにより高い免疫

力が生じているとされ、秋には感染の波が再び落ち着く

と見る向きもあるようです。 

 
また、英国では、秋に医療システムに過度の負担がか

かることは回避できるとの見方がある傍ら、今後 4〜6

週間で入院患者数が大幅に増加するとする悲観的な予測

もあり、引き続き予断を許さない状況と見ています。実

際、英国で病院のベッド占有率が顕著に増加すると、新

たなロックダウン規制が再び必要になる可能性も指摘さ

れており、その場合、経済の見通しが著しく悪化すると

思われる為、動向を注視して行きたいと考えています。 
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