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【カナダ中央銀行の金融政策とカナダドル相場の見通し 政策金利は当面現状維持へ】
＜カナダ中央銀行の政策金利は0.50％に据え置きの見込み＞
《今回の予想》（日本時間1月19日 午前0時結果発表）
・政策金利：0.5％（現状維持の予想）
《前回のレビュー》 （日本時間2016年12月8日結果発表）
・政策金利（翌日物金利）：0.50％ （市場予想：0.50％）
カナダ中央銀行の理事会は12月7日（日本時間8日午前0時）、政策金利の据え置きを発表しました。金利据え
置きは予想通り。カナダ中銀が公表した声明では、金融・経済の現状について以下のポイントが指摘されました。
■声明要旨
・経済指標は世界経済の良化を示唆している
・米国の財政拡張観測で債券利回りは世界的に上昇
・7-9月期の国内経済は4-6月期の落ち込みから力強く回復
・企業投資や非エネルギーの輸出は期待を下回る状況
・雇用増は続いているものの、国内経済には大きなたるみが残る
前回の声明では、世界経済は良化しており。国内景気は回復しつつあるものの、企業投資や輸出は弱含みの
状態が続いているとの見方が示されていました。今回の声明では、トランプ米次期政権が計画している財政拡
張策が経済に与える影響について、やや詳細な見解が表明される可能性があります。
■カナダ中銀の政策金利は今回現状維持と予想する主な理由
・国内経済には大きなたるみが残されていること
・コアインフレは2％レベルに接近しているが、カナダドル安の影響は薄れつつある
・家計部門の脆弱性は改善されていないこと
＜カナダ中央銀行の政策金利見通し：需給ギャップ残り、当面は現状維持の公算＞
12月の声明では「国内経済には大きなたるみ（需給ギャップ）が残されている」との見解が含まれていました。ま
た、企業投資や輸出が十分回復していないことも指摘しており、現在0.5％の政策金利は当面維持されることに
なりそうです。トランプ次期米政権の経済・財政政策の詳細を確認する必要があることも政策金利の据え置き理
由となります。
・当面の政策金利想定レンジ：0.50％-0.50％
＜カナダドル相場見通し：原油価格安定で上値水準を探る展開＞
OPEC やロシアなどOPEC非加盟国による減産によって、2017年の世界の石油需給バランスは若干の供給不足
に転じることが見込まれており、原油価格の先高観は後退していないようです。カナダの貿易収支は改善してい
ることから、投機的なカナダドル売りが大きく広がる状況ではないとみられており、カナダドル相場の上値水準を
探る状態が続くことが予想されます。
・当面のカナダドル・円想定レンジ：86.00円-90.00円
※2017年のカナダ中央銀行の金融政策発表スケジュール
1月18日、3月1日、4月12日、5月24日、7月12日、9月6日、10月25日、
12月6日（全8回の予定）

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

先週のドル・円相場
取引レンジ

今週の見通し

113.76 円

-

117.53 円

想定レンジ

1月16日
113.00 円

-

1月20日
117.00 円

下落。トランプ次期政権による景気刺激策によって米

こう着か。昨年11月8日の米大統領選以降の急激なド

経済成長率は高まるとの期待は根強い。しかし、11

ル高を調整する動きはトランプ氏が大統領に正式就

日に行われたトランプ次期米大統領の記者会見で経

任する20日まで続く可能性がある。トランプ次期政権

済政策などの詳細について言及しなかったことや保

については景気刺激策が期待される反面、保護主義

護主義的な通商政策に対する市場の懸念が強まり、

的な通商政策に対する市場の警戒感は残されてお

ポジション調整的なドル売り・円買いが広がった。

り、ドル・円相場が一方向に大きく動く可能性は低い。
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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

債券利回りは弱含み。11日に行われた10年国債入
札は好調な結果となったことが債券利回りの上昇を
抑えた。トランプ次期米政権の不確実性に対する懸
念が浮上し、安全逃避的な債券買いも観測された。
原油先物やNYダウの伸び悩みも債券利回りの上昇
を阻む要因となった。

債券利回りは下げ渋りか。18日に発表される12月消
費者物価指数が手掛かり材料になりそうだ。前年比
＋2.1％で11月実績と同水準になると予想されてい
る。予想通りならば、年3回の利上げ見通しを裏付け
る内容になるとみられており、債券利回りの低下を阻
む要因となる。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・日銀は長期金利目標を0％程度に据置
・トランプ政権下での米経済成長への期待持続
・2017年は3回の米利上げの可能性
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・米金利上昇で経済成長鈍化の可能性
・米次期政権の保護主義的な通商政策への懸念
・FRBはドル高の影響を懸念

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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本日の債券市場見通
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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

121.20 円
1.0454 ドル -

想定レンジ
ユーロ/円

123.73 円
1.0685 ドル

ユーロ/米ドル

1月16日

-

121.00 円
1.0500 ドル -

1月20日
123.00 円
1.0800 ドル

軟調。リスク回避的なドル売り・円買いが優勢となり、

こう着か。欧州中央銀行（ECB）の金融政策が手掛

この影響でユーロの対円レートは一時121円20銭まで

かり材料となる。19日のECB理事会やドラギECB総

下落した。ユーロ圏のインフレ鈍化に対する警戒感は

裁の会見で出口戦略への思惑が広がった場合、

低下したが、日米の株安を嫌気した円買いが勝る結

ユーロ買いが優勢となり、対円でユーロはやや強

果となった。

い動きを見せる可能性がある。
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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

債券利回りは上昇。ドイツを含めてユーロ圏のインフ
レ率が鈍化するとの見方は後退し、賃金上昇によっ
て総合的なインフレ率はやや上昇するとの見方が浮
上したことが要因。欧州中央銀行（ECB）による量的
緩和策は2018年以降、縮小されるとの思惑が浮上し
たことも債券利回りの上昇につながったようだ。

債券利回りは下げ渋る展開が予想される。欧州中
央銀行（ECB）は19日に金融政策・政策金利などを
発表する。いずれも現状維持の公算だが、ドラギ
ECB総裁の会見でユーロ圏のインフレ見通しにつ
いて、やや楽観的な見通しが示された場合、ドイツ
国債利回りはやや強い動きを見せる可能性があ
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

・欧州中銀は量的緩和策を12月まで延長
・欧州系金融機関の資本不足への懸念残る
・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

29.08 円

今週の見通し
-

32.21 円

想定レンジ

1月16日
29.50 円

-

1月20日
31.50 円

下落。11月の経常収支を警戒した売りが強まった
が、11月の経常収支は、227億リラの赤字と市場予
想（275億リラの赤字）より赤字幅が縮小したことか
ら、下げが一服。トルコ当局における「必要があれ
ば為替介入を行う」という旨の発言も材料視されて
下げ幅を縮小する展開となった。

下落か。エルドアン政権による強権統治や、相次ぐ
テロなど治安の悪化が嫌気されて、外国人観光客
は減少傾向にある。稼ぎ手の観光産業が大きな打
撃を受けていることから月末の観光客数発表が警
戒されて反発は弱いと見る。再び30円を割り込む
場面を警戒したい。

2週間の推移

1年の推移

34

（円）

（円）

45

33

40

32
35
31
30

30
29

25

2016/12/30

2017/1/6

2017/1/13

2016/1/13

2016/7/13

2017/1/13

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

債券利回りは上昇。対米ドルで通貨リラの下落が
続いており、インフレ進行の可能性がさらに高まっ
ていることが要因。政府が投機的なリラ売りをけん
制したことで通貨安は一服したが、通貨安の影響
でインフレ進行の懸念は高まっており、米長期金利
は弱含みとなったが、トルコ国債10年などの利回り
は強い動きを見せた。

債券利回りはもみあいか。トルコ政府は過度のリラ
安をけん制したが、通貨安が大幅に是正される可
能性は低いとみられている。資金流出増大のリスク
は除去されていないため、トルコ政府が通貨安に
対してどう対応していくのかを見極める展開になる
とみられる。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・トルコ中央銀行はインフレ抑制の姿勢を強める可能性 ・治安情勢悪化の懸念
・ユーロ圏経済の改善期待
・経常収支の大幅な改善は当面期待薄
・米長期金利の伸び悩み
・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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