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FRBの利上げはおそらく12月
利上げのペースは来年以降も緩やか
要旨
• 米連邦準備制度理事会（FRB）は9月20-21日に、連邦公開市場委員会
（FOMC）を開き、金融政策の据え置き＝利上げの見送りを決定した
• 利上げはおそらく12月と見られるが、より重要なのは来年以降の利上げ見
通しであり、実体経済に照らしても、FRBの利上げは来年以降も緩やかな
ペースに留まる
• 「低金利が長く続く」との見通しは、金融市場による過度なリスクテイクを生
む傾向にあり、日本の個人投資家は市場変動性の高さを正面から受け止
めないよう、分散投資や円ヘッジによって、リターンの安定化を心がけたい

FRBは金融政策を据え置く。利上げはおそらく12月
米連邦準備制度理事会（FRB）は9月20-21日に、連邦公開市場委員会
（FOMC）を開き、金融政策の据え置き＝利上げの見送りを決定しました。
一方、声明に次の文言を挿入することで「利上げは近い」ことを示唆し、同時
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に、四半期ごとに更新する政策金利見通しでも「年内1回の利上げ」としました。
「FOMCは、政策金利引き上げの蓋然性が高まっていると判断しているが、
もうしばらくの間、雇用の最大化と物価の安定という2つの目標に向けて経
済環境が持続的に改善しているとの更なる証拠を待つことを決定した」
利上げの時期について、筆者は、12月13-14日のFOMCで実施されると考え
ています。言い換えれば、次回11月1-2日のFOMCでは、昨年10月27-28日
の会合と同様に、利上げを見送り、なおかつ声明の中で「次回12月の会合で、
利上げが適切かどうかを検討する」との文言を挿入すると考えています。理由
としては、①11月会合は、イエレンFRB議長の定例会見が予定されていない
こと、②今年の利上げも昨年と同様に「12月」とし、「わかりやすい間隔」を取る

Guide to the Markets Japan
のダウンロードはこちらから

こと、そして、③11月8日に米大統領選挙を控え、政治との不必要な摩擦や、
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これに関する金融市場の憶測を防ぐこと、が挙げられます。
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FRBは「来年以降も利上げは緩やか」と見込む
実際のところ、次の利上げが11月なのか12月なのかはそれほど重要な問
題ではありません。なぜならば、米国経済は今すぐにでも追加的な利上げ
を実施できる環境と見られ、なおかつ、金融市場も既にそうした認識を共有
するように「まもなく利上げあり」と織り込んでいるためです。
金融市場にとって、より重要なのは来年以降の利上げがどうなっていくか
です。理由は、来年以降、先々の利上げや金利の水準が、資産価格により
大きな影響を与えるためです。
例えば、来年以降、利上げのペースが急加速するならば、実体経済にとっ
てみると、引き締め圧力となって、景気の低迷や後退のリスクが高まります。
あるいは、債券の利回りと価格が逆に動くように、金利の上昇は、金融資
産がもたらす将来のキャッシュフローや利益を現在価値に引き直す、「割
引率」の上昇を意味するため、資産価格は反対に下落圧力を受けます。
対照的に、低金利が続けば、実体経済対比で金融環境は緩和的なままで
すし、加えて、割引率の低位安定は、資産価格にとってプラスです。
では、実際の来年以降の利上げ見通しはどうかと言えば、先と同じく
FOMCの政策金利見通しによると、来年は「2回」、2018年および19年はそ
れぞれ「3回」ずつの利上げと目されています。依然として、利上げの見通
しは穏当なものに留まっています。
そこで検討すべきは、このFRBの見通しが妥当かどうかです。
参考図表1：FRBによる政策金利の見通し（FOMC参加者の見通し中央値）
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出所：米連邦準備制度理事会（FRB）、J.P.モルガン・アセット・マネジメント
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FRBの「緩やかな利上げの見通し」は妥当
筆者は、米国経済は野球に例えれば「8回＝8イニング」と考えており、そろ
そろ終盤戦で、これから景気の勢いが加速する可能性は低いと考えていま
す。したがって、やはりFRBや金融市場が見通すとおり、利上げのペース
は来年以降も現状のまま、緩やかに留まると考えています（年1-2回程度）。
米国の現在の失業率は4.9%であり、完全雇用の水準に近いとされていま
す。また、失業率は昨年10月以降、4.9%前後で長く横ばい推移が続いて
います。労働市場は既に、2008年のリーマン・ショック以降に積み上がった
大幅な「余剰」＝失業者を吸収しまっており、雇用の伸びはこれから加速す
るというよりも、だんだんと伸びが鈍くなっていく可能性が高いと見られます。
また、企業の設備投資については、既に伸びが止まった状態が2年近く続
いています。この主たる要因は、原油安による資源関連企業の設備投資
抑制ですが、FRBは設備投資について「幅広く弱い」と表現しています。
FRBは、低金利環境の維持によって、企業の設備投資を下支えすると見ら
れるほか、何よりも、GDPの3分の2を占める個人消費の堅調さをできる限
り、長く持続させたいと考えているはずです。
雇用の伸びはこれから鈍くなり、賃金については労働需給のひっ迫で上昇
圧力が想定されるものの、グローバル化＝新興国の安価な労働力との競
争の影響で下押し圧力が続くと見られます。さらに、米国国内では所得・資
産の不平等や、教育費の高騰によって、格差が解消されにくく、結果として
一般的な家計は「豊かさ」を感じにくくなっています（→これこそが今回の大
統領選挙において各党の予備選から長く続く争点です）。
こうした中、FRBは低金利によって、住宅市場や株式市場をできる限り安
定的に押し上げ、一般的な家計の消費を下支えすることを企図していると
見られます。
参考図表2：米国の設備投資（実質値、兆ドル；1999年から2016年第2四半期まで）
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出所：米経済分析局（BEA）、Bloomberg、J.P.モルガン・アセット・マネジメント
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低金利環境は過度なリスクテイクと変動性をもたらす
分散や円ヘッジが安定的な資産運用のカギを握る
以上をまとめると、FRBの利上げ見通しは来年以降も緩やかであり、また、
そうした見通しは、実体経済と照らし合わせても整合性があると見られます。
「低金利環境が続く」との見通しは、金融資産価格にとってはプラスに働き
ます。ただし、そのような見通しは時に、過度なリスクテイクにつながり、金
融市場の不安定性を高める可能性があります。金融市場によるリスクテイ
クや、これに伴う資産価格のバリュエーションは常に循環していて、しかも
穏当な水準に留まり続けることはありません。結果的に、「行き過ぎては大
幅な調整が入る」ことを何度も繰り返しています。
低金利かつ低成長で、資本＝お金は設備投資には向かわず、十分に余っ
ている、いわゆる『カネ余り』の環境は、金融市場の変動性を大きくします。
日本の個人投資家は、こうした変動性の高い環境において、「慎重ながら
もリスクテイク」を続ける姿勢が重要と考えます。具体的には、引き続き、
 分散を進めること、および
 円ヘッジに取り組む
ことが、いずれも資産のリターンを安定化させつつ、不安定な環境を乗り越
えていくための方策と考えています。
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