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「テーパータントラム」に備える
新型コロナの収束が視野に入り経済活動が正常化に向かえば、それまで資産価格を押し上げてきた財政・⾦融政策も正
常化に向かうと予想しています。財政政策の正常化は企業の資⾦繰り⽀援や失業給付加算の縮⼩が最初のステップにな
りそうですが、⾦融政策の正常化には⾼いハードルが待ち構えています。FRBが市場に量的緩和縮⼩の意図を伝えれば
2013年5月のテーパータントラム同様に株式市場が軟化し、インフレ連動国債が売られる可能性があると考えます。
図表1 テーパータントラム（2013年5⽉）
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（図表1-2の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞

■本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成し
たものではありません。■本資料に掲載されている市況⾒通し等は、本資料作成時点での当社の⾒解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、
将来の運用成果を保証するものでもありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論⾒書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客
様ご⾃⾝で⾏っていただきますようお願いします。

1

情報提供⽤資料

岡三アセットマネジメント

ストラテジストの眼

環境、特に市場が織り込む期待インフレ率
に注目する必要があります。市場が織り込
む期待インフレ率はブレークイーブンイン
フレ率（以下BEI）と呼ばれ、通常の国債
利回りからインフレ連動国債利回りを引い

図表3 テーパータントラム前と現在の比較（10年⾦利とBEI）
(期間︓2005年1月〜2021年2月、月次、
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⾦融市場の⾒通し
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邪を克服した1920年代に⾒られた消費ブームがやって

FRBがリーマン危機後に始めた緩和的な⾦融政策の正
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常化は資産買入れの縮⼩・停止、利上げ、バランスシー
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ト縮⼩の順番で進められました。近い将来にインフレが
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5月のテーパータントラムと同様の混乱が繰り返される

うようになれば、中間層の購買⼒が益々低下し、物価は

可能性があります。市場参加者には学習効果があるため

上がりにくくなりそうです。FRBのパウエル議⻑は4月

⼤きな混乱は避けられると思いますが、株式市場ではリ

にインフレ率が上昇しても、それは一時的な現象にとど

フレ期待の後退によって上値が重くなり、米国債市場で
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は⾦利上昇が続くとともに、QE縮⼩がインフレ期待の
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ます。

が通常の国債よりも売られ、BEIが低下する可能性があ
ると考えています。
以上（ストラテジスト）
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