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株式市場のボラティリティ(変動性)を考える
1⽉まで低下傾向をたどってきた株式市場のボラティリティ（変動性）は2⽉に急上昇しました。その背景
には適温（Goldilocks）経済の終わりを想起させる環境変化があったと考えています。市場参加者は以前
よりも⾼まった株式市場のボラティリティに慣れていく必要があると考えています。⽶国株式市場のボラ
ティリティの先⾏きについて2つのシナリオを描きました。
図表1 ⽇⽶株式市場のボラティリティ指数
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その後も⾼まった⽔準で推移しています（図表1）。
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図表2 景気サイクルの振幅

イクルの振れ幅が縮⼩した（図表2）。
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図表3 主要中央銀⾏のバランスシートの推移
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図表4 S&P500のボラティリティ指数と株価

「適温経済」後の株式市場
これまでに、経済活動、インフレ、⾦融市場の変動
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