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【米連邦準備制度理事会の金融政策とドル・円相場の見通し 株安でも利上げ継続へ】
■次回の予想：3月21日（日本時間22日午前3時結果発表）
政策金利（FFレートの誘導目標水準）：1.50％-1.75％ （0.25ポイントの利上げ予想）
米連邦準備制度理事会（FRB）は3月21日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で金融政策を決定します。政
策金利であるFFレートの誘導目標水準は現行の1.25％-1.50％から1.50％-1.75％に引き上げられる見込みです。
■今回の結果：1月31日（日本時間2月1日午前4時）結果発表
政策金利（FFレートの誘導目標水準）：1.25％-1.50％ （据え置き）
■今回のFOMC会合で政策金利の据え置きを決定した主な理由
・昨年12月に行った0.25ポイントの追加利上げに対する市場の反応と利上げ実施後の
インフレの進展を点検する必要があること
・労働市場は力強さを増しているものの、完全雇用状態には到達していないこと
1月31日に公表された米FOMC声明では、「前年比ベースでのインフレ率は今年上昇し、中期的には委員会の目標
である2％程度で安定すると見込まれる」との見解が含まれていまました。昨年12月13日に公表されたFOMC声明で
は「インフレ率は短期的には引き続き2％をやや下回る」との見通しが示されていました。
しかしながら、トランプ政権が昨年12月下旬に米税制改革を実現したことを受けてFRBはインフレ見通しを引き上げ
ました。インフレ見通しの引き上げはFRBが3月に追加利上げを行うことを正当化するために講じた措置であると考え
られます。
【FRBの金融政策見通し：年内3回以上の利上げを計画か】
次回3月20-21日のFOMC会合で0.25ポイントの追加利上げが決定される可能性は高いと思われます。米金利見通し
の引き上げを嫌気して、米国などの主要国の株価は大幅に下落しましたが、株安でも米国金利の先高観は後退して
いません。
NY連銀のダドリー総裁は今月7日、「株式相場の急変は景気見通しに影響与えず」、「株式相場の下落は、中央銀
行が重視する話には今のところなっていない」との見方を伝えており、米FRBの金融政策は足元の株価動向に左右さ
れないことを明確に伝えています。今年3回またはそれ以上の利上げが計画されていると考えるべきでしょう。
・政策金利の想定レンジ：1.50％-1.75％
【ドル・円相場の見通し：日米金利差拡大を想定してドル下げ渋りか】
報道によると、安倍首相は4月8日に任期満了となる日本銀行の黒田総裁を続投させる人事案を今月中にも国会に
提示するもようです。日銀が掲げる2％の物価目標は未達成ですが、インフレ率は緩やかに上昇していることから、現
行の金融緩和策の枠組みを維持することで2％の物価目標の達成を再任期間中に目指すことになりそうです。米FRB
は2018年に3回程度の利上げを行うと予想されており、日米間の短期・長期の金利格差はさらに拡大する可能性があ
ります。この動きはドル高・円安の進行を促す一因になると予想されます。
・ドル・円の想定レンジ：107.00円-111.00円
■2018年の米FOMC会合開催スケジュール
3月20-21日、5月1-2日、6月12-13日、7月31-8月1日、9月25-26日、11月7-8日、12月18-19日（あと7回）

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

先週のメキシコ ペソ相場
取引レンジ

5.71 円

今週の見通し
-

5.94 円

想定レンジ

2月13日

-

2月16日

5.80 円

-

5.90 円

下落。米国株の動揺・為替市場のリスク回避・資源安
が継続。資源国のリスク通貨メキシコペソは安全通貨
の円に対して売られた。1月の消費者物価指数の前
年比上昇率は5.55％でメキシコ中央銀行の目標3％を
上回る水準。同中銀は0.25％の追加利上げ実施後
も、追加利上げスタンスを維持し、ペソを下支え。

横ばいか。為替市場のリスク回避と資源安も一巡し

2週間の推移

1年の推移

5.98

始め、対円でメキシコペソは下値固めを予想。米雇
用への影響の大きさを理解、トランプ大統領は北米
自由貿易協定（NAFTA）離脱を回避する姿勢。
NAFTA再交渉への楽観的な見通しが支援材料に。
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債券相場動向（メキシコ5年債）
先週の概況

今週の見通し

利回りは上昇。メキシコ中央銀行は8日、政策金利を
0.25ポイント引き上げて7.50％にすることを決定した。
追加利上げの決定は予想通りだったが、米利上げ継
続の可能性が高いことから、メキシコ中銀はさらなる
金利引き上げに動くとみられており、債券利回りの上
昇を促した。

利回りは下げ渋りか。メキシコ中央銀行は年内に
追加利上げを実施する可能性は高いとみられてお
り、債券利回りは下げ渋る見込み。8日に発表され
た1月の消費者物価指数は市場予想をやや上回っ
ており、インフレ鈍化の懸念は緩和された。債券利
回りは下げ渋る状態が続くとみられる。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・NAFTA存続への期待持続
・輸出増への期待
・メキシコ中銀による追加利上げ

・財政悪化の懸念残る
・米利上げ継続で資金流出懸念残る
・NAFTA存続に対する懐疑的な見方

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

先週の南ア ランド・円相場
取引レンジ

8.91 円

今週の見通し
-

9.21 円

想定レンジ

2月13日
9.00 円

-

2月16日
9.40 円

もみ合い。主要通貨に対して円は全般強い動きと
なったものの、ランドは対円で底堅い動き。米国株の
大幅下落の影響も受けたが、ズマ大統領の国家演説
が延期となり、ズマ氏の退陣期待が高まったことが背
景となっている。

上昇を予想する。ズマ大統領の退陣のタイミングが近
づいており、政局転換への期待から短期的にランド買
いの活発化が見込まれる。リスクオフを背景とした円
買いの動きなども目先は鎮静化が見込まれ、対円で
の上昇力は強まると見られる。

2週間の推移

1年の推移
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債券相場動向（南アフリカ10年債）
先週の概況

今週の見通し

利回りは弱含み。為替相場安定を好感して債券市場
への資金流入は継続するとの見方が広がったことが
要因。市場関係者の間でズマ大統領は近く辞任する
との憶測が流れていることや、退任の日時がまもなく
公表されるとの観測も債券利回りの上昇を抑える一
因となったようだ。

利回りは上昇か。欧米諸国の長期金利上昇に対する
投資家の警戒感は低下していないことから、債券利
回りの低下を期待することは難しくなりそうだ。また、
国内政治刷新で株式市場への資金流入は増加し、債
券市場への流入はやや減少するとの見方が浮上して
いることも、債券利回り上昇の一因になるとみられ
る。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・政策金利は当面据え置きとなる可能性
・世界経済の持続的な成長期待
・国内政治刷新への期待持続

・原油高で貿易収支悪化の可能性
・財政悪化に対する警戒感残る
・米長期金利上昇で資金流出の懸念残る

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
2月13日

今週の見通し

28.12 円 29.31 円
取引レンジ
下落。米国株の動揺と為替市場のリスク回避が継
続。新興国通貨で典型的なリスク通貨であるトルコ
リラは、安全通貨とされる円に対して売られた。トル
コのエルドアン大統領は同国の中央銀行などに利
下げを再び要請。インフレ抑制を目指した利上げ継
続姿勢にある中央銀行の金融政策の先行き不透
明感も市場はやや嫌気か。

28.3 円 28.7 円
想定レンジ
横ばいか。米国では新たな悪材料が出ないとみてお
り、米国株の動揺と為替市場のリスク回避が和らぐ
方向に。安全通貨の円に対し、リスク通貨のトルコリ
ラは下値固めへ。1月の消費者物価指数の前年比
上昇率は10.35％で中銀目標の5％を大きく上回る。
中央銀行の利上げスタンス堅持でリラへの買い安心
感が戻ろう。
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1年の推移
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債券市場動向（トルコ５年債）
先週の概況

今週の見通し

利回りは上昇。対米ドルで通貨リラが下落し、イン
フレ悪化の懸念が広がったことが要因。また、欧米
諸国の金利上昇が世界的な株安につながり、これ
によってリスク回避的な取引が増えたことも影響し
た。トルコなどの新興国市場から投資資金が流出
するとの思惑が広がり、長期債などの利回り水準
の上昇を促した。

利回りは下げ渋りか。為替相場の動向が手掛かり
材料になりそうだ。9日の米株式は反発したことか
ら、目先的にリスク回避の取引は減少する可能性が
ある。新興国市場からの資金流出に対する警戒感も
低下する可能性があるが、通貨リラが伸び悩んだ場
合、債券利回りは下げ渋ると予想される。

今週の買い要因・売り要因
◆ 買い要因

◆ 売り要因

・欧州向け輸出増加の可能性
・国内政治の安定化
・2018年も相対的に高い経済成長を維持する可能性

・地政学的リスク増大の懸念残る
・米利上げ継続で資金流出の可能性
・インフレ進行、財政悪化で経済成長停滞の可能性残る

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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・第5回北米自由貿易協定、協議妥結への期待
・インフレ抑制でメキシコ中銀は適切に対応の見方

