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【NZ準備銀行の金融政策とNZドル相場の見通し 政策金利は長期間据え置きへ】
＜NZ準備銀行は政策金利を1.75％に据え置くことを決定＞
《今回の結果》（日本時間2月9日 午前5時結果発表）
・政策金利（OCR）：1.75％（現状維持）
NZ準備銀行（RBNZ/中央銀行）は2月9日、政策金利を1.75％に据え置くと発表しました。この決定は予想通りで
したが、RBNZが公表した声明では、為替レートの下落が必要との見解が表明されました。
■声明要旨
・世界経済における供給超過の状況は変わらず
・商品相場の上昇によって世界のインフレ率は上昇
・為替レートの下落が必要
・緩和的な金融政策と移民増加で経済見通しは上向き
・原油価格下落の影響がなくなったことでインフレ率は目標バンド内に戻った
＜前回声明のキーポイント：低インフレ、通貨高を問題視＞
政策金利を0.25ポイント引き下げた昨年11月10日に公表された声明では、世界のインフレ率は依然として低い
こと、政治における不確実性が高まっていることや市場のボラティリティーは上昇しているとの見解が表明されま
した。利下げを決めた理由は1）通貨高を是正する必要があること、2）インフレ率は目標水準を下回っていること、
この2点であるとみられています。
■金利据え置きを決定した主な理由
・移民増加による内需増加が引き続き期待できること
・利下げは住宅価格のさらなる上昇を招く可能性があること
・インフレ率は目標水準（1％-3％のバンド）の下限を上回ったこと
＜RBNZの政策金利見通し：年内金利据え置きの可能性＞
昨年10-12月期のインフレ率は年率+1.3％、2014年7-9月期以来の上昇率となりました。インフレ率はNZ準備銀
行の目標バンドの下限を上回っており、追加利下げを行う必要は当面なくなりました。ただし、通貨高は是正され
ていないことやインフレ見通しがさらに引き上げられる可能性は低いため、政策金利は長期間据え置きとなる見
込みです。外部環境が悪化した場合、政策金利は年内据え置きとなる可能性があります。
・当面の政策金利想定レンジ：1.75％-1.75％
＜NZドル相場見通し：対円レートは上げ渋りか＞
主要輸出品目である乳製品などの農産物の市場価格（輸出価格）は反転していますが、NZドル高は農業部門
の収益圧迫やインフレ抑制の要因となるため、NZ準備銀行は声明で通貨安が必要であると指摘しました。リスク
選好的なNZドル買いは当面抑制される可能性があることから、米ドル・円相場に大きな動きがない場合、NZド
ル・円は上げ渋る展開が予想されます。
・当面のNZドル・円想定レンジ：79.00円-83.00円
※2017年のNZ準備銀行政策金利発表スケジュール
3月23日、5月11日、6月22日、8月10日、9月28日、11月9日
（あと6回）
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為替相場

先週のドル・円相場
取引レンジ

今週の見通し

111.60 円

-

113.86 円

こう着。トランプ米大統領の政策に対する不安感は払

想定レンジ

2月13日
112 円

-

2月17日
115 円

が優勢となった。

こう着か。トランプ政権による大規模減税などの税制
改革への期待は高まり、リスク選好的なドル買いは継
続。一方で減税策などの詳細は明らかにされていな
いため、政策内容が市場の高い期待を上回るか見極
め。イエレン米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証
言で3月利上げの可能性が後退する場面ではドル売
り要因。

2週間の推移

1年の推移

しょくされていないことや、フランスなどの欧州諸国の
政治不安を嫌って週前半はリスク回避的な円買いが
優勢。週後半はNYダウが過去最高値を更新し、米長
期金利が反転したことから、リスク選好的なドル買い
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債券相場動向（米国10年債）
先週の概況

今週の見通し

債券利回りは低下。今年行われるフランス大統領選
の結果次第で同国は欧州連合（EU）から離脱すると
の懸念が浮上し、リスク回避的な債券買いが観測さ
れた。先週行われた長期債などの入札は大きな混乱
もなく、無事終了したことも債券利回りの低下につな
がったようだ。

債券利回りは上昇か。欧州の政治不安は消えていな
いが、トランプ政権の税制改革（大規模減税）への市
場の期待は高まっている。今週はイエレン米連邦準
備理事会（FRB）議長の議会証言が行われるが、拡
張的な財政政策はインフレ進行を促すとの意見が表
明された場合、債券利回りは強い動きを見せることが
予想される。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・日銀は長期金利の上昇を抑制
・トランプ政権による雇用拡大策への期待
・トランプ減税で株高持続との見方

・トランプ大統領は貿易黒字国の通貨安誘導を批判
・トランプ政権の保護主義的な通商政策への懸念
・FRBはドル高が経済に与える影響を懸念

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレーマー）をお読みください。
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為替相場

先週のユーロ相場
取引レンジ
ユーロ/円
ユーロ/米ドル

今週の見通し

119.33 円
1.0608 ドル -

想定レンジ
ユーロ/円

121.54 円
1.0802 ドル

ユーロ/米ドル

弱含み。欧州諸国の政治不安は高まっていることが

2月13日

-

118 円
1.0400 ドル -

2月17日
122 円
1.0650 ドル

惑が残されていることもユーロ安につながった。

こう着か。今年前半に予定されているフランス大統
領選などの結果次第では、複数のEU加盟国がEU
離脱に動くとの懸念が高まっており、リスク回避的
なユーロ売りは継続する可能性がある。また、ギリ
シャ債務問題や欧州中銀（ECB）による緩和方針の
継続もユーロを押し下げる要因となりそうだ。

2週間の推移

1年の推移

要因。米税制改革への期待が高まり、リスク選好的な
米ドル買い・ユーロ売りも観測された。欧州中央銀行
（ECB）による金融緩和策は長期間継続されるとの思
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債券相場動向（ドイツ10年債）
先週の概況

今週の見通し

債券利回りは低下。フランスなどが将来的に欧州連
合（EU）を離脱する可能性が浮上していることや、ギリ
シャ債務問題に対する市場の懸念が再び高まったこ
とが要因。安全資産であるドイツ国債への資金シフト
が観測されており、フランス、イタリアの国債市場から
の資金シフトも観測された。

債券利回りはもみあいか。ギリシャ債務問題に対
する過剰な警戒感は低下したが、フランスが欧州
連合（EU）から離脱する可能性は消えていない。こ
の動きが他のEU加盟国に与える影響について考
えた場合、安全資産であるドイツ国債の需要がた
だちに減少する可能性は低いとみられる。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・4月からECBの資産買入額は200億ユーロ減額へ
・ユーロ圏失業率の低下傾向
・ユーロ圏のインフレ率上昇

・欧州中銀による量的緩和策の長期継続観測
・ギリシャの債務問題に対する懸念残る
・米国とユーロ圏の金利差拡大観測

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレーマー）をお読みください。
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為替相場

先週のトルコリラ相場
取引レンジ

29.87 円

今週の見通し
-

30.99 円

想定レンジ

2月13日
30 円

-

2月17日
31.5 円

上昇。大規模なテロが発生していないことや、ドル
高一服などを材料にしっかりとした推移となった。上
値抵抗ラインだった25日移動平均線を明確に上抜
けたことなども材料視されて、31円手前まで上昇す
る場面もみられた。

横ばいか。年初みられた強い売り圧力が和らいだ
ことで、30円台でのしっかりとした推移となりそう
だ。ただ、100日移動平均線が位置する32.5円を意
識した反発には材料不足といえよう。観光客数の
減少傾向鈍化などの材料待ちか。

2週間の推移

1年の推移
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債券市場動向（トルコリラ５年債）
先週の概況

今週の見通し

債券利回りはやや上昇。リラ高・米ドル安は一服し
たことや、欧州諸国の政治不安を意識してトルコ国
債市場への資金流入はやや減少した。フランスな
どが欧州連合（EU）を離れる可能性が高まった場
合、リスク回避の動きが強まり、新興国市場からの
資金引き揚げが増えるとの懸念が浮上している。

債券利回りは下げ渋りか。通貨リラの相場動向を
再び注視する展開となりそうだ。トルコ政府は投機
的な動きを監視しているが、米国の大規模減税策
への期待が一段と高まった場合、新興国の通貨安
や資金流出に対する警戒感が高まる。米ドル高・リ
ラ安の相場展開となった場合、債券利回りはやや
強含むとみられる。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・トルコ中央銀行は投機的なリラ売りに対処へ
・ユーロ圏経済の改善期待
・治安情勢の改善期待

・欧州政治不安でリスク回避の取引拡大との見方
・通貨安の是正は困難との見方
・米金利上昇で資本流出懸念

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレーマー）をお読みください。
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【11月米雇用統計
予想通りならば、12月利上げを最終確認へ】
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