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１．はじめに
米連邦準備理事会（FRB）の政策を理解し、予測するには、この

組織のトップである議長の考え方を知り、その観点から状況を判

断しなければならない。70年代後半から80年代半ばにかけて、

ポール・ボルカー氏がFRBの議長であったとき、金融政策を左右

したのはマネーサプライであった。また、アラン・グリーンスパン氏

が議長だったとき、重要性を増したのは、労働市場のデータであ

る。これは続くベン・バーナンキ議長の時代に、政策目標とされ

た。そして現在、ジェネット・イエレン議長体制下のFRBでは、 

労働市場のデータに対する解釈が神聖化されている。

今回のMarket Insightsでは、金融政策の運営という観点から、 

労働市場を分析する方法について考察する。また今後FRB内外

で議論が高まると思われる、経済指標の関連性についても検証

しておきたい。そこで大きなテーマとなるのが「労働市場の状況、

経済成長、インフレ率、インフレ期待の間には、本質的に動的

（ダイナミック）な関係がある」ことだ。経済学の泰斗であるジョー

ン・ロビンソン氏は、次の言葉を残している 1 。

「歴史に正常な時代などない。正常とは、 
経済学の教科書の中の虚構にすぎない」
つまり、労働市場のデータを分析するうえで“平均”や“正常”な

経済状態への回帰を前提としたアプローチは、解釈を誤る場合

が多いというわけだ。

そこで今回は、解釈の違いを明確にしたい。景気後退が終了して

経済状態が“正常”へと回帰することを前提とした「標準的見解」

と、労働力の高齢化、労働力成長率の低下傾向、さらには小売

業やサービス業などのハイテク化を受けてビジネスモデルや雇用

プロセスが変化したことを考慮した「動学的見解」を対比する（労

働市場のデータを収集・編集する方法の詳細については、すべ

て注釈に記した。興味のある読者はそちらを参照してほしい）。

1．著書『Contributions to Modern Economics』（1978年）の第1章（3ページ）より引用（en.wikiquote.org/Joan Robinson参照）。ジョーン・ヴァイオレット・ロビンソン氏（1903―83年）は20世
紀の著名な経済学者であり、ノーベル賞を受賞しなかった経済学者の中で最も影響力のあった人物といえる。不完全競争論に関する先駆的な研究で知られる。ケンブリッジ大学は長
年、氏が教授職につくことを阻み続け、教授になったのは晩年、夫であり経済学者のオースティン・ロビンソン氏が教職を退いた後であった。また、氏の政治思想が左翼的過ぎると感じ
ていたノーベル賞委員会は、受賞機会を幾度となく阻んだとされる。こうした目に見えない抵抗を受けながらも、ロビンソン氏の知性や理論的業績は、同僚たちから高く称賛されており、
経済思想史にその名を刻んでいる。

私たちの解釈は次のとおりだ――「米国の金融政策という観点

からいえば、米国の労働市場は正常への回帰を前提とした標準

的見解が示唆するよりも強固である」。そしてより注目してもらい

たいのが、ここ数十年の間に、労働市場とインフレにあるマクロ 

経済的な関係が弱まってきたことだ。この点を指摘したうで、FRB

が政策金利の引き上げに踏み切った場合、金利と債券市場が 

どう反応するか、2つの対極的なシナリオを提示する。ひとつは

次のとおり。

コアインフレ率が2％を超えていない状況で、FRBが労働市場
の状況に反応して金融引き締めに踏み切った場合、利回り曲線

（イールドカーブ）は平坦化すると考えられる。 つまり、短期金

利が、現在のほぼゼロの状態から0.5％や1％に引き上げられた

としても、債券価格は必ずしも下落しないということだ。

逆に、インフレ率が2％を超え、3％を目指すような状況で、労
働市場の改善を理由に短期金利が引き上げられた場合、市場
は「FRBがインフレの対応に後れを取っている」と認識して、
利回り曲線が全体的に上昇すると考えられる。このシナリオで

は、FRBの金融引き締めが遅いという見方から、利回り曲線が 

一時的に急勾配化するかもしれない。

いずれにしろ「労働市場の環境改善がインフレ圧力の高まりと 

一致するか？」が、債券価格にとって重要となる。そこでポイント

となるのが「労働市場の強さは、将来のコアインフレを映す指標
として信頼性に欠ける」ことなのだ。

まずは、グリーンスパン時代とバーナンキ時代をとおして重要性

を確固たるものとしていった労働市場関連の指標について検証

していこう。また、この分野であまり議論される機会がない2つの

要因、労働力の成長率と高齢化について言及する。そして最後

に、インフレと労働市場のマクロ経済的な関連性の議論に戻り、

それがFRBの政策決定と市場の反応にどう影響するかについて

考察したい。

http://www.cmegroup.com/ja/


16 JUNE 2014

2 MARKET INSIGHTS

２．グリーンスパンとNFP
景気予測やコンサルティングの業務を経てFRBの議長に就任し

たグリーンスパン氏は、米国の景気循環を理解するうえで、雇用

統計が非常に重要であると固く信じていた。グリーンスパン議長

が率いたFRBは、毎月第一金曜日に発表される雇用統計を、そ

れまで重視されてきたマネーサプライや、どの経済統計よりも米

国経済に関する最優先指標としたのだ。

標準的見解
2007～09年の金融危機を受けて、雇用水準は大幅に低下した。

また過去60年の平均に比べ、2010年以降のNFP（非農業部門の

雇用者数）は期待されたほど、しっかりとした回復を見せていな

い 2 。したがって、米国の労働市場には依然として余剰（スラック

＝緩み、たるみ）があるといえる。

動学的見解
2009年末から始まった景気回復は、それまでと様相が全く異な

る。その大きな違いのひとつを理解するため、NFPのデータを民

間部門と政府部門に分けて見なければならない。今回の景気回

復では、民間部門の雇用者数が比較的しっかりと成長している

のに対し、連邦・州・地方政府（米郵政公社を含む）の雇用者数

が大きく減少しているのだ。これがNFP改善の壁となっている。

第二次大戦以降、景気回復期では常に政府部門の雇用拡大に

よる効果が期待できた。ところが今回は異なり、この部門で85万

人の雇用が喪失したことに対処する必要がある。

図2　最近の非農業部門雇用者数

図3　民間部門の雇用者数

図4　政府部門の雇用者数
図1　非農業部門雇用者数の推移（1954年以降）

2. NFPのデータは事業所調査によるものであり、各企業から報告される毎月12日時点の給与口座の登録件数を集計している。通常、大企業は中小企業に比べてこうした報告を期限内
に行うため、NFPを集計するには、中小企業の開廃業率をどう想定するかがポイントとなる。そして、この開廃業率の想定が、結果的に現実と大きくかけ離れる場合がある。特に景気が
後退または回復に向かう経済環境では、想定した開廃業率が現実を反映しにくくなるため、雇用者数のデータに大きな誤差が生じやすい。
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3. 中央銀行が経済指標を数値目標に設定するのは、大いに議論されるところである。そこで一考の価値があるのが、チャールズ・A・E・グッドハート氏の指摘だ。氏は、中央銀行が特定
の経済指標を数値目標に設定してしまうと、その指標に対する市場の反応が変化してしまい、指標の特性自体が変化してしまうと主張した。これを「グッドハートの法則」という。物理学
でいうところの「ハイゼンベルクの原理」と似ている。測定しようとすると、その対象自体を変質させてしまうというものだ。いずれにしろ、バーナンキ氏はグッドハートの法則に反する選択
をした。そして、イエレン新議長が最初にしたのは、特定の指標に目標値を設定することをやめ、この法則に従うという選択だった。

4．失業率は、労働人口に対する失業者数の割合で計算される。この2つの大数は、家計調査から推計されたものだ。米国全土の数万人を対象に、電話や戸別訪問で集めていく。調
査対象者が就業していれば労働人口に加え、失業中であっても就職活動をしているか確認し、活動中であれば労働人口に加える。しかし、就職活動をしていなければ労働人口から除
く。この調査では、就業者数と労働人口の2つのデータが毎月かなり変動する。したがって、労働人口全体に対する失業者の割合については、データを毎月単体で見るよりも、その傾
向を見たほうがよい。

図5　民間失業率 4

３．バーナンキと失業率
バーナンキ議長はFRBの政策決定プロセスをより透明なものに

しようと考えた。その方針のもと、FRBの使命である物価安定と完

全雇用を達成するための指針として導入されたのが、経済指標

に基づいたフォワードガイダンスの概念である。そしてバーナン

キ議長は、労働市場に対するFRBの目標を示す指針として、失

業率に重きを置いた。2012年12月、失業率6.5％を労働市場の

改善を示す目安とし、そこまで低下させることを政策目標に掲げ

たのだ 3 。

標準的見解
第二次大戦以降の平均と比較した場合、失業率が5.5％を超え

ていると、労働市場に余剰があるひとつの兆候と考えられる。 

直近（2014年4月）の失業率は6％を超えている。したがって、 

雇用環境に改善の余地がある。

動学的見解
失業率は、直近のピークである10％水準から、現状の6％を若干

上回る水準にまで下げたにすぎない。しかし、NFP同様、その推

移は政府部門での大規模な雇用喪失の影響を受けていた。むし

ろ回復期に入ってから4年で失業率が3.5％改善しているのは、

その前の景気後退の深刻さと失業率の上昇を考えれば、概して

しっかりとした足取りで推移しているといえる。この点について標

準的見解では、閾値として設定された絶対的な失業率水準に注

目してしまっている。一方、動学的見解で重視しているのは、政

府部門の雇用者激減という強い逆風下にもかかわらず失業率が

改善している事実だ。まさに「コップの水は半分しか残っていない

のか」それとも「まだ半分も残っているのか」という、経済学に両面

的視点が求められる一例といえる。

図6　失業率低下の足取り
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４．イエレンと膨大なニュアンス
先ほど述べたように、イエレンFRB議長は、初の議長役として臨ん

だ2014年3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で、特定の経済

指標に目標値を設定するフォワードガイダンスを撤回し、労働市

場の状況をかなり感覚的に判断するアプローチへと切り替えた。

さらに各種指標がコアインフレは低いところで推移すると示して

いたことから、イエレン体制下のFRBでは、完全雇用の実現を優

先課題とし、労働市場の余剰については各種データを収集して

客観的に判断するとした。ここで、新議長が公聴会証言や記者

会見で時々言及しているデータのチャートとその見解をまとめて

おこう。

標準的見解
2008年以降、米国の労働参加率は低下傾向にある。これを、就

職活動をあきらめた労働者が多数存在するという考え方と関連づ

ける労働経済学の専門家は多い。長期にわたって就業できない

状況が続くと、失業者はあきらめてしまい、就職活動をやめてしま

うというわけだ。したがって、労働参加率の低下は、労働市場が

悪化している兆しとなる。 

動学的見解
ここでは労働参加率についての解釈を一変させる必要がある。 

労働参加率の低下は、教育水準が比較的低い、あるいは肉体労

働に従事していたベビーブーマー世代が早期退職したからだと

考えられる。労働参加率に長期的な修正が起こっているからかも

しれない。2008年に金融危機が勃発するまでの景気拡大期、グ

リーンスパン体制下のFRBは、低金利政策を続ける一方で、銀行

が過剰にリスクを取ることへの監視が緩かった。そのため住宅資

金で過剰な貸し付けがあり、とてつもない好景気が生まれた。そ

して、こうして生み出された特需がなければ機会に恵まれなかっ

たような労働者でさえも、多くが就業できたのだ。しかし現在は、

単純労働者や肉体労働者は、就職先を探し、その仕事を維持す

ることが、より難しくなっている。そういう人たちが高齢のパートタイ

ム労働者になったり、家事に専念したりして、労働市場から撤退

し始めているわけだ。したがって金融危機は、労働参加率に長期

的な修正が入るきっかけになったといえる。いいかえれば、2006

年末の総労働者数である1億5273万2000人は、労働市場の規模

の傾向からして過大な数字であったのだ。住宅バブルによる好景

気で、多くの単純労働者がその数字に含まれていた。こうした見

解が正しいとすれば、長期的に達成すべき完全雇用状態の労働

力について、また労働市場を余剰と認識することについて、現在

の期待値は過大評価されているといえる。

図7　米労働参加率 5

5. 労働参加率は、労働年齢人口に対する労働力の割合。70年代から80年代にかけて女性の参加が増えたことで労働力が拡大し、大きく変化した。
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標準的見解
金融危機の後、パートタイム労働者が大幅に増加した。これに

対する標準的見解は、金融危機で資金繰りに困った経営者が、

正規従業員の一部をパートに格下げし、その他を一時解雇 

（レイオフ）したからというものである。この論法では、景気回復期

に企業収益が改善すると、パートタイム労働者は正規雇用者に

格上げされ、また一時解雇されていた労働者は再雇用されるこ

とになる。しかし現状は、景気回復が進む一方で、パートから正

規への雇用形態の改善が進んでいない。それは景気に対する

企業の信頼感が総じて低く、企業は正規雇用の拡大に踏み切

れないでいるからだと考えられる。

動学的見解
パートタイム労働者の水準が高いのは、労働市場が根本的・構

造的変化の過程にあるからだ。消費支出のパターンにネット通

販やeコマースの占める重要性が増しており、実店舗での売上

げは減少していくと考えられる。企業は、こうした状況に対応する

ため、実店舗とeコマースのバランスがよりうまくとれた新しいビジ

ネスモデルを模索している。そのため、より融通が利くパートタイ

ムの労働力のほうが、多くの事業で、特に小売業の分野で、かな

りうまく機能するわけだ。

また、労働力の供給サイドでの変化も見逃せない。労働者の 

大部分を占める高齢者は、年齢的理由から、若年者よりもパート

タイムの労働を好む傾向がある。仕事は続けたいが、正規の労

働者であることに必ずしもこだわっていない。特に、パートタイム

労働者にも健康保険など福利厚生が支給される場合は、この傾

向が強い。

図8　パートタイム労働者の雇用 図9　失業期間の平均値と中央値

図10　短期失業者と長期失業者の数
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標準的見解
求職中の労働者が失業中である期間は、景気後退期に長くな

り、そして縮小していく。失業期間の平均値と中央値は、どちら

も依然として高い水準にあり、労働市場の余剰を示している。

動学的見解
労働市場では、サルマン・カーン氏がいうところのマインドワー

カー（私たちは問題解決型の労働者と呼んでいる）と、熟練で

あっても反復作業がほとんどの労働者との間に、実質的な分

裂が生じている 6 。

問題解決型の労働者からすれば、労働市場はかなり逼迫して

いる。もちろん、その労働力の割合は、他の労働者に比べれ

ば、はるかに小さい。このような構造的変化は、労働市場の 

余剰についてあまりにも単純化して解釈することを非常に難し

くしている。また、失業期間が5週以下の短期失業者数にも注

目すべきだ。これは労働市場がかなり逼迫していることを示し

ている。一方、27週以上の長期失業者数から、まだ高齢ではな

い未熟練な労働者が、自分に合った仕事をまったく探せずにい

るという一種の構造的変化があると分かる。

図13　離職率 7

図11　教育水準：大学以上

図14　失業者と求人

図12　教育水準：高卒以下

6. サルマン・カーン著『世界はひとつの教室』（ダイヤモンド社）

7. 辞職率はNFP全体に対する辞職者数の割合（％）、一時解雇率はNPF全体に対する一時解雇者数の割合（％）で計算される。
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標準的見解
離職率には、自発的失業率（辞職率）と非自発的失業率（一時

解雇率）がある。それぞれ労働市場の側面を示唆する指標だ。

特に辞職率は、労働市場に対する労働者のセンチメントを強く

示すとされる。現状は辞職率が上昇する一方で一時解雇率が 

低下している。したがって、労働市場や景気に対して強気なセン

チメントであると分かる。 

動学的見解
雇用環境や企業への忠誠心に関して、労働者は各世代で認識

を異にしているようだ。ベビーブーマーの親の世代は、雇用主に

対して忠実だった。しかし、ブーマーたちは懐疑的で、転職に 

積極的な世代である。そしてX世代（訳注：60年代初期～80年代

初期生まれとされる）やY世代（訳注：ミレニアル世代、1982～99

年生まれとされる）の労働者たちは、さらに異なるキャリア・労働

意識を持っているだろう。新世代の労働者たちは総じて、収入や

資産形成に関して、親たちが成し遂げた水準を超えられないと

思っているようだ。こうした意識の変化が明確になるかについて

は、今後の観察を必要とする。ただ、収入は減少傾向にあるとい

う予想が現実味を増しており、そのことがこれまでの世代と比べ

て、若年層での起業意欲を喚起することにつながっている。

５．注意を要するその他の指標
米国の労働市場を研究している人であれば恐らく誰もが、人口

増加率の低下と現在の移民政策が米国の労働力成長率をかな

り抑制しており、また労働力の高齢化を招いていることに賛同す

るだろう。ところが、私たちが知るかぎり、多くのアナリストがこの

傾向に気づいているものの、自らの分析に大きな要素として指

摘することはあまりないようだ。特に、労働力成長率が上昇傾向

にあった70年代までと、低下傾向にあるそれ以降とを区分して、

労働市場のデータのパターンをどのように解釈するか決めると

き、これらの要素は重要となる。
標準的見解
労働市場に関する標準的見解では、多くの場合、労働力成長率

の低下傾向や労働力の高齢化を適切に考慮していない。これは

大きな見落としである。

動学的見解
労働力成長率の減速は、その国の実質GDP（国内総生産）の潜

在成長率に大きく影響する。なぜなら潜在成長率の計算式は、

実質GDPの長期的な傾向が、労働力成長率あるいは労働生産

性の向上によってもたらされることを示しているからだ。なお、労

働生産性は、技術革新や設備投資の影響を受ける。米国のよう

に近代化され成熟した工業国では、追加投資からのリターンは 

新興国ほどではない。 

図16　労働力の年齢

図15　労働力成長率
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実際のところ、米国は新技術を非常に素早く取り入れるし、すで

に非常に先進的である。したがって、長期的に平均で1.5～2.0

％を超える労働生産性の向上を果たすのは、まず難しいだろう。

そして労働力成長率が年0.5％に減速すれば、潜在成長率は

2.0～2.5％のレンジに収まると考えられる。もちろん、これは計算

上の話だ。移民で労働力成長率が上昇し、潜在成長率が上昇

するかもしれない。また、石油・天然ガス生産ブームに見られる

天然資源の開発が、米国の潜在成長率を10年以上にわたり押し

上げるだろう。さらに、技術革新の波も動的であり、かなり加速す

る可能性がある。

そして労働力の高齢化にも取り組まなければならない。米国民

は退職後の準備がかなり足りないと指摘されている。確定給付年

金（受給年齢に達したら死亡するまで毎年定額が支払われる）

は過去のものであり、現在は401kなど確定拠出年金（個人の裁

量で納める掛金の額を決められる）の時代となっている。平均寿

命が長くなり、また加齢にともない生活費から医療に向けられる

割合が増えることから、労働力の年齢中位数は上昇していくだろ

う。前の世代なら退職していた年齢になってもまだ働かなければ

ならない人がたくさんいる、という現実を示しているわけだ。こうし

た要素は、退職後の蓄えと医療費に関する方策や動機づけによ

って、労働力に動学的な影響をもたらすかもしれない。

６．FRBの使命、そしてインフレと労働市
場の関係の変化
ここまで、2009年以降に見られる政府部門の雇用減少、70年代

以降に見られる労働力成長率の低下傾向と労働力の高齢化、

そしてIT時代がビジネスモデルや雇用形態にもたらした非常に

重要な影響について動学的見解から考察したうえで、米国の労

働市場の状況を再解釈することに焦点を当ててきた。結論は以

下のとおり。

• 米国の労働市場には、金融危機で生じた余剰がいくらか残っ

ているかもしれない。だが、その未活用度は、標準的見解が指

摘するほどではないだろう。

• 米国の民間部門での雇用創出は、過去の景気回復期の足取

りと比べても遜色ない。

• 米国の労働市場が低調である最大の要因は、通常はさらに雇

用を創出していた政府部門で今回は85万人の雇用が失われ

ていることである。2010年から始まった量的緩和で、過剰雇用

を抱えていた州・地方政府と郵政公社の雇用削減に歯止めが

かかることはなかったとみている。

• 前回（1982年）の景気後退で、10％を超えた失業率が6％を

割るまでに5年を要した。今回、失業率が10.0％に達したのは

2009年10月。その後の回復状況は前回と同じ足取りである。

• パートタイム雇用数や労働参加率といった多くの補足的な労

働市場指標が、失業率あるいは雇用創出の足取りが示してい

る以上に労働市場に余剰がある根拠として引用されている。

しかし、こうした見解は誤っており、私たちの意見はまったく違

う。労働力の高齢化や非常に低い労働力成長率を考慮したう

えで労働市場のさまざまな指標を解釈すれば、これまでと異な

る、まったく新しい変化に順応しようとしている、比較的強固で

活力のある市場の姿が見えてくる。

さて、ここまでまだ論じていない、しかも労働市場の分析を専門と

する多くのアナリストがめったに注目することのない、ひとつの重

要な動学的パターンがある。それは労働市場の動向とインフレの

関係だ。労働市場の余剰は、インフレ圧力を少しは抑制するか

もしれない。しかし、その関係は非常に弱く、複雑であり、特に信

頼性があるわけではない。つまり、健全な労働市場と物価安定に

は強い二律背反（トレードオフ）があるという標準的な見解につい

て、考え直す必要があるのだ。特にFRBの二大使命が完全雇用

と物価安定であることから、その再考は非常に重要といえる。

食品とエネルギーを除いたコアインフレ率は、1995年以降1～2％

で推移しており、非常に安定している。米国経済は実質的に20

年にわたる安定的低インフレ環境にある。特筆すべきは、その20

年間に、90年代末のITバブル崩壊、2003～2007年の住宅バブ

ル、2008年の金融危機が含まれていることだ。この間、失業率は

非常に大きく上下にブレた。その一方で、コアインフレ率は、驚く

べき安定性を維持していたのだ。

このことは非常に単純明快な統計的関連性から分かる。次の計

算式は、90年代半ばで前後に区切って、コアインフレ率と失業

率の関係を最小二乗法（OLS）で表したものだ。推定係数の下に

ある括弧でくくられた数字はt値である。

EQ #1：1961年1月～1994年12月 
コアインフレ＝0.008＋0.58×失業率

(1.89) (8.71)

EQ #2：1995年1月～2014年4月 
コアインフレ＝0.023－0.10×失業率

(27.75) (7.39)

この単純な統計的関連性に、いくつか注目される点がある。ま

ず、1995年よりも前では、失業率が1％上昇すると、それに応じて

コアインフレ率が0.58％上昇していることだ。この関係は直感的

には理解しにくい。しかし、60年後半から70年代にかけてのスタ

グフレーションでは、実際にそうなることがほとんどだった。失業

率の高止まりとインフレ率の上昇が同時に発生したわけだ。しか

し現在、こうしたスタグフレーションの関係は、少なくとも統計的

には消滅している。実際のところ、1995年以降は両者の間に少

しだけ負の相関性がある。これは感覚的には受け入れやすいも

のの、決定的とはいえない。失業率が1％上昇するとコアインフレ

率が0.1％低下するだけの関係だ。逆に失業率が低下した場合
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もまたしかりである。コアインフレ率が安定的に推移したここ20年

間は、この統計的関連性にほとんど支配されている。推定される

定数項は、現在のインフレ率を少し上回る2.3％だ。統計学的に

は、「適合」するデータの大半がOLS回帰式の定数項に捕えられ

ているとき、そのファンダメンタルズのデータには、特段の追加情

報もなければ、利用価値のある関連性もないとされている。「適

合」するデータが推定される定数項に近ければ近いほど、どの要

素がコアインフレを実際に左右するか分からなくなってくるのだ。

労働市場とコアインフレの関係については、本レポートにある以

上に詳細な研究や検証が必要である。とはいえ、非常に簡単な

統計的関連性は、労働市場の余剰をインフレ率の低下に関連

づけたり、労働市場の逼迫をインフレ率の上昇に関連づけたりす

ることが、物価が安定していた過去20年間にわたって非常に無

理があったことを示している。この見解が、さらなるリサーチで支

持されるようであれば、FRBの政策、そして完全雇用と物価安定

という二大使命を遂行する方法に影響を与えるだろう。つまり、 

インフレへの対処もしくはその可能性と失業率の上昇には強い

二律背反があるという標準的見解は、正しいとはいえないのだ。

その場合、FRBは過去とはまったく異なるやり方で金融政策の関

連性を検証しなければならない。量的緩和は労働市場に何の役

にも立たなかった。また、長期にわたる超低金利は、コアインフレ

率が上昇する代わりに、資産バブルを招いた可能性がある。

そう考えると、FRBがゼロ金利政策を撤回し、短期金利の段階的

な引き上げに踏み切る場合、何をそのきっかけとするかが非常

に興味深い。そして以下の2つのシナリオが考えられる。

第1のシナリオは、労働市場が改善する一方で、コアインフレ率

が2％程度で維持され、インフレ期待も高まりを見せていない状

況である。この場合、FRBの政策金利引き上げの判断を左右す

るのは労働市場となるだろう。インフレ期待が高まらない限り、 

フェデラルファンド金利の誘導目標の引き上げが、債券利回りの

上昇を伴わない可能性があり、利回り曲線は平坦化する。

第2のシナリオは、労働市場の改善とともにコアインフレ率が多少

上昇し、それ以上にインフレ期待が2.5％や3.0％など、高まりを

見せる状況である。この場合、FRBの政策金利引き上げの判断

を左右するのは、インフレ期待の高まりであろう。市場参加者は

FRBがインフレ圧力への対応で後れを取っていると解釈する可

能性が高く、長短金利はともに上昇すると考えられる。

最後に、冒頭で提示したテーマに戻ろう。「標準的」と考えられる

概念に基づく分析は、市場の動的性質から、非常に危険なアプ

ローチであるといえる。特に、人口パターンの構造に明らかに大

きな変化が起こっており、またIT化でビジネスモデルが変化して

いる労働市場ではそうだ。さらに、失業率とインフレ率は二律背

反の関係であるという思い込みに対しても注意したい。その関係

は弱くなっており、私たちの分析では信頼性に乏しいのだ。

図17　コアインフレ率と失業率
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