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金融経済の見通し

2021 年 10 月 18 日

植物状態の世界経済：不調な身体機能
ドイツの電力卸価格は年初から 4 倍に上昇

医者の仕事とエコノミストの仕事には、意外にも多くの
共通点があります。医者の仕事は、診断から始まり、治
療、予後までに及びます。エコノミストの仕事もこれと
よく似た過程をたどります。

ドイツの電力卸売価格（単位：ユーロ/メガワット時
（MWh））
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医療の例えは、さらに拡大することができます。2008
年の世界金融危機の際、世界経済は深刻な心臓発作に見
舞われ、それ以来、一種の植物状態（覚醒昏睡）が続い
ています。世界経済の脳の活動を示す指標は、主要中央
銀行の主要政策金利の推移です。世界金融危機以降、主
要政策金利はほぼ 0%で推移してきました。しかし、今
年は世界経済がおかしくなってきているようです。血
圧、血糖値、肝機能の数値、その他の重要な検査値が急
上昇したり急低下したりしています。すなわち、経済に
置き換えると、木材価格、中古車価格、コンテナ運賃、
電気料金などが乱高下しているということです。
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出所： Refinitiv Datastream, Metzler; 2021 年 10 月 5 日現在

では、エコノミストは、どのような診断を下すでしょう
か。患者は死んでしまうのか、身体機能は再び低下し昏
睡状態が続くのか、それとも回復し生き返るのか。

その理由の一つとして、エネルギー企業の化石燃料生産
への投資額が少ないことが考えられます。2015 年以
降、MSCI ワールド構成銘柄のコモディティ企業とエネ
ルギー企業の実物投資額は 60%以上も低下していま
す。その背景には、気候変動対策として、化石燃料から
代替エネルギーへの移行が求められていることがありま
す。その結果、銀行や金融市場では新たな「化石」プロ
ジェクトへの資金供給はほとんど行われていません。ま
た、大手エネルギー企業は、裁判所から新たな「化石」
プロジェクトへの投資を中止させられています。電力会
社が現在行っていることは、風力発電や太陽光発電など
の代替エネルギーへの投資です。今回の展開を「旧産業
の復讐 1」と呼ぶ人もいます。このようなエネルギー価
格の動向は良い面もあります。エネルギー価格上昇は、
エネルギー転換をより迅速に実施するためのインセンテ
ィブを生み出すからです。

エネルギー価格の高騰はスタグフレーションを引き起こ
すか
ここ数日、欧州では天然ガス価格や電力価格が急上昇し
ており、アジアでも同様の展開が見られました。ピーク
時には、ドイツの電力卸価格は年初の約 4 倍に達しまし
た。

オールドエコノミーの復讐（Revenge of the Old Economy）
1.

1

しかし、ここ数日のエネルギー価格の上昇は衝撃的であ
り、生産的なものとはなりえません。欧州やアジアの厳
冬期に、エネルギー市場の状況が著しく悪化してしまう
可能性があります。マクロ経済的には、この供給ショッ
クが経済成長に大きな影響を与え、インフレを助長する
可能性があります。そうなると、スタグフレーションの
リスクが高まります。しかし、マクロ経済への影響がど
れほど大きいかは、価格が現在の非常に高い水準にどの
程度長く留まるかにかかっています。

当面、世界経済は旺盛な需要回復が見られることが予想
されます。したがって、需給バランスが本格的に解消さ
れ始めるのは来年半ば以降になると思われます。そのた
め、世界経済はしばらくの間、ブレーキをかけたまま成
長を続けることになると見ています。
一方で、迫り来るエネルギー危機や食糧危機は、構造的
なものである可能性が高いと思われます。気候変動が世
界の食糧生産に影響を及ぼしつつあります。世界の人口
は増加しているため、食糧生産量の伸びを世界人口の増
加が上回る「マルサスの罠」が迫っていると言われてい
ます。食糧生産の革新に適切なインセンティブを与え、
食糧消費の調整を確実に行うためには、実際には食料価
格の大幅な上昇が必要となると考えられます。

なぜエネルギーやサプライチェーンのボトルネッ
クが、パンデミックのピークである 2020 年 4 月や
冬ではなく、今発生しているのか
それは、製造業各企業がパンデミックの状況下でも生産
や輸送が可能であること身をもって学んだからです。そ
のため、製造業では需要の低迷がほとんど見られない一
方、大変珍しい現象ですが、不況の主因となったのはサ
ービス業の不振でした。

しかし、食料価格の高騰は、貧困国の社会的平和を脅か
します。そのため、すぐに、欧州や世界の農業政策が議
論の的に戻ってくる可能性があります。加えて、前頁に
記載の通り、気候変動の影響を緩和するために化石燃料
の生産を削減する取り組みが世界的に行われています
が、化石燃料の使用量低下は政治的に望まれているもの
とはいえ、足元では化石燃料の不足という形でエネルギ
ー価格の急激な上昇を引き起こしています。市場経済の
観点からすると、気候変動に配慮した代替エネルギーへ
の投資やイノベーションの開発に大きなインセンティブ
が働くため、これは歓迎すべきことです。しかし、冬季
には、欧州のエネルギー供給に大きな圧力がかかり、供
給のボトルネックになる可能性もあります。

過去数十年の間に、企業は不況後においては需要の回復
が遅いことを繰り返し経験してきました。したがって、
不況時の正しい対応策は、常に在庫を減らし、新たな設
備投資を行わず、現金を確保することとしてきました。
しかしながら、今回は（サービス業主導という）異例と
もいえる不況の形であったことから、サービス業の急速
な活動の再開に加え、政府の大規模な財政支援が行われ
たことにより、需要が急激に回復したのです。企業にと
ってもこれは全くの驚きでした。例を挙げると、パンデ
ミックの際、米国のレンタカー会社は保有する商用車の
在庫を大量に売却しました。年初にレンタカーの需要が
急増した際、レンタカー会社は再び車両を補充するため
に、中古車市場で最大で50%高い価格を支払わなければ
なりませんでした。つまり、世界経済は現在、非常に旺
盛な需要に完全に圧倒されているのです。

全体的に見て、インフレ率の顕著な上昇が危惧され、こ
れは来年にまで継続する可能性があります。その結果、
金融市場ではインフレ期待が高まっています。ただ、ユ
ーロの10年物のインフレ・スワップは、現在1.95%の水準
です。欧州ソブリン債務危機以前の平均的な水準は
2.25%程度でしたが、当時のインフレ期待は、まだECB
（欧州中央銀行）のインフレ目標に沿ったものでした。
そのため、ECBは金融政策を早急に引き締める必要性に
迫られていないと考えられます。したがって、PEPP（新
型コロナウイルス対応の緊急資産購入枠）を今後どうす
るかについては、ECBは12月まで時間をかけて決定する
と思われます。しかし、米国については、インフレとイ
ンフレ期待が制御不能に陥り、FRBは主要政策金利の引
き上げを予想よりも早く行わなければならなくなるリス
クがあります。

たとえば、ドイツの自動車産業は、高水準の受注残高を
持つにもかかわらず、最近自動車生産量が減少していま
す。これは、半導体が不足しているためです。コンテナ
運賃においては、上海からロッテルダムへの運賃が、
2020年11月には40フィートコンテナ（長さは約12m、幅
と高さは約2.4m）1本あたり2,000米ドル程度だったの
が、直近では14,000米ドルを超えています。ただ、価格
の上昇が「必要な供給対応のための適切な市場シグナ
ル」を発していることから、サプライチェーン問題はす
みやかに解消されると考えられます。従って、足元の最
大の関心事は、現在不足している中間財をどれだけ早く
生産できるかということです。
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米国の労働市場におけるインフレ・リスク
米国：加速する賃金上昇
平均月間賃金（4ヶ月前との比較、％）、年率換算

米国では、米労働省の雇用動態調査で7月の求人件数が
約1,100万人に増加したのに対し、失業者数は約800万
人にとどまっています。
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米国：労働市場の大きな不均衡
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（単位：百万人）
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出所： Refinitiv Datastream, Metzler; 2021 年 8 月 31 日現在
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しかし、パンデミック後に生産性が大幅に向上した可能
性があるため、賃金の高い伸びが必ずしも高インフレに
つながるとは限りません。たとえば、多くの企業が、パ
ンデミックを機に、リストラやデジタル化を進めている
模様です。
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エコノミストの診断と予測

出所： Refinitiv Datastream, Metzler; 2021 年 8 月 31 日現在

インフレ・ショックの助けを借りて、患者を生き返らせ
る可能性は十分あります。しかし、医者（中央銀行）に
は最大限の努力が求められています。一方では、インフ
レ・ショックを大きくしすぎてはならず、他方では、患
者が再び昏睡状態に陥る可能性があるため、インフレ・
ショックを急停止させてはならないからです。

2021年4月以降、すでに求人件数が失業者数を上回って
います。したがって、8月の賃金上昇率が4月に比べて
5.7%（年率）に加速したことは驚くべきことではあり
ません。このように、賃金の伸びは、失業率の緩やかな
低下に伴って賃金の伸びが緩やかに加速してきた2011
年以降のトレンドラインを上回っています。

メッツラー・アセット・マネジメントGmbH
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