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現在の米国にはバブルの要素はなく、それゆえバブル崩壊による深刻な景気後退を警戒する必要はない
昨今の株安は過度な不安心理によるミスプライシング。ただし、株安発の景気後退リスクには注意が必要
株安が2人のキーマンを翻意させ、景気拡大をむしろ長期化させるなら、怪我の功名といえなくもない
ただし、半年もすれば株価は復元し、市場の警戒は景気後退から再び景気過熱へ
FRBが市場の言いなりになればバブルが芽生える恐れがあり、それは後の深刻な景気後退の序章となる

米国株価はミスプライシング

ただし、理由はどうあれ、ひとたび株価が大きく下落すれば、そ

米国の株価は昨年末以降、軟調。急落の局面では、市場参

れ自体が景気後退の引き金を引く恐れがある。足下では一部

加者から「バブル崩壊の始まり」あるいは「景気後退の予兆」

のハイリスク資産からの資金引き揚げが発生するなど、投資家

との声も上がり、市場は悲観一色となった。

がリスクオフに傾きつつある(図表2)。

昨年、FRBのパウエル議長は講演で、過去２回の景気後退

図表2：ハイリスク資産からの資金引き揚げ（リスクオフ）

はバブル崩壊によって深刻化したと述べた。過去２回のバブ
ルとは2000年頃の株式バブルと06年頃の住宅バブルを指
す。当時は低金利を背景に、家計・企業が過剰債務を膨張
させ、株式・住宅市場では資産価値の過大評価が見られた。
しかし、現在の米国では、家計・企業の債務返済負担を表す
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デット・サービス・レシオ（＝債務返済額／所得）は極めて低く、
過剰債務はみられない（図表１）。また、株価の過熱感を測
るPERは景況感と比べて下振れしているほか、住宅価格の上
昇率は需給を表す在庫率と連動しているなど、資産価値の
過大評価もみられない。
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図表1：家計と企業の債務返済負担（デット・サービス・レシオ）
18.5

75

9.5

07 08 09 10
出所：Bloomberg、SFH

11

8.5

13.5

シャドーは
景気後退局面

17

18

19

図表3：株安発の景気後退リスク
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怪我の功名といえるか
こうした状況が2人のキーマンに翻意を促した。株安発の景気
後退リスクを警戒し、パウエル議長は金融政策を柔軟に見直す
と発言。利上げの一時停止や“自動運転”にたとえていたFRB
の資産圧縮を見直す考えを示した。政策スタンスをハト派化さ
せ、市場心理の鎮静化を最優先とする構えだ。
また、トランプ大統領も来年に大統領選を控え、これ以上の株
価下落や支持率低下を避けようと、中国に対する強硬姿勢を
改め通商協議の進展を模索し始めた。メキシコの国境の壁建
設予算を巡る下院・民主党との対立は続き、政府閉鎖は長期
化しているが、株安と支持率低下が続くなか、妥協する日も遠
くないと思われる（図表4）。
このように株安が政策変更を促し、結果として景気拡大を長期
化させるなら、怪我の功名と言えなくもない。
図表4：トランプ大統領の支持率と実質金利（景気見通し）
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注：実質金利は景気見通しを反映
大統領支持率は景気や経済政策の巧拙で決まることを示唆
出所：FiveThirtyEight、Bloomberg、SFH

FRBは政策の自律性を取り戻せるか
株式市場における過度な不安心理の後退は好ましいが、政策
が市場の言いなりになりすぎるのは考え物だ。当社はFRBが6月
まで利上げを停止するものの、年後半には2回（9月、12月）の
利上げを行うと予想する。ただ、市場参加者の年内の利上げ予
想はゼロ回だ。もし、FRBが市場の見方に従い、利上げを打ち止
めにしたり利下げに転じたりすれば、ただでさえ強い米国の国内
需要は一段と勢いを増すだろう。また、トランプ大統領が民主党
の協力を取り付けて大規模なインフラ投資を実施すれば、労働
市場は一段と引き締まり、インフレが加速するかもしれない。
半年もすれば、市場心理（PER）は回復し、売られ過ぎの今の
株価は、業績見合いの水準へ回帰すると思われる。また、市
場の警戒は、景気後退リスクから再び景気過熱リスクへ戻って
いるだろう。その頃までにFRBが政策の自律性を取り戻せてい
なければ、過剰債務や資産価値の過大評価など、いよいよ真
性のバブルが芽生える恐れがある。また、それは後の深刻な景
気後退の序章となるものである。
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