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株式・社債と国債がデカップリング

⾜元で⽶国株式・社債市場と⽶国債市場は異なった景気⾒通しに基づいた展開を続けています。株式・社債
市場は相対的に強気の景気⾒通し、国債市場は弱気の⾒通しを前提にしているようです。どちらの⾒通しが
実現するかを⾒極めるには今後のISM製造業景況指数の動きに注⽬する必要があると考えています。
図表1 ⽇⽶独の10年国債利回りの推移

株式・社債と国債がデカップリング（異なる動き）
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図表2 ⽇⽶株式と⽶国社債市場の推移

⽅、株式市場は⾜元で上値がやや重くなっているもの
の年初来の⾼値圏で推移し、ハイイールド社債の対国
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債スプレッドは安定的に推移しています（図表2）。
株式・社債市場の参加者は国債市場の参加者ほど景気
に対して悲観に振れていないことがわかります。
市場の解釈
⾦利の⼤幅低下に対して市場からは「質への逃避」、
「欧州経済の⽇本化」、「FRB⾸ 脳が唱える“New
Normal”に沿った動き」など様々な解釈が聞こえてき
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図表3 ⽶国の⻑短⾦利差と景気後退期

ま景気後退に突⼊することを⽰唆すると思われます。
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が近づいたと考える向きもあります（図表3）。
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（図表1~3の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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図表4 ISM製造業景況指数とS&P500

景気・⾦融市場の先⾏き：2つのシナリオ

（期間：2000年1⽉〜2019年3⽉、⽉次）
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⽶国経済がこのまま景気後退⼊りするシナリオです。
⽶中協議が決裂したり、中国経済が年央以降も減速・

⻑短⾦利差がマイナスになってもアジア通貨危機を受

失速を続け、国債市場の弱気な⾒通しが実現する展開

けたFRBの利下げによって⻑短⾦利差がプラスに戻っ

です。この場合は⻑期⾦利の低下が続き、⽂字通り⻑

た1998年のパターンです（前⾴図表3の⾚丸）。その

短⾦利の逆転が景気後退を先取りしたと判断されるこ

前後のFRBのハト派転換が2000年3⽉まで続いたテク
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は景気が加速も失速もしない低温経済（Goldilocks)に
近い環境が実現し、株式市場は⼤きく上昇も⼤きく下

各シナリオの実現確率

落もしない状態が継続するパターンです。

A)のシナリオが実現する確率を80%、B)の実現確
率を20%と⾒ています。A)のシナリオはさらに2つの

以上 （作成：投資情報部）

パターンに分類することができます。1つ⽬は数⽇間
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