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イベントフルだが、案外小幅な値動きの可能性も

ソニーフィナンシャルホールディングス
金融市場調査部長 チーフアナリスト

尾河 眞樹
貿易問題の不透明感が増している。自動車関税に発展すれば、一時的とはいえ
円高要因となる可能性も。今週は米朝首脳会談とFOMCに注目。ドットチャートの
中央値が引き上げられれば、ドル高要因に。円高とドル高の綱引きとなる公算。

今週のドル円予想レンジ

108.00-110.50円

■今週の注目材料（いずれも現地時間）
先週のドル円は方向感に欠ける展開。前週発表された5月の米雇用統
計が市場予想を上回ったため、週初はドル高・円安で取引きを開始した
が、翌週、米朝首脳会談や、各国中銀の政策発表などイベントが目白
押しであることから、週後半は様子見の展開となった。週末に開催され
た7カ国首脳会議（G7サミット）では、貿易を巡る各国の溝が鮮明になっ
た。カナダのトルドー大統領が記者会見で「米国の関税は屈辱的」と述
べたことに対して、トランプ大統領が反発。自動車関税を検討すると述
べるとともに、首脳宣言は承認しない方針を示した。こうした通商問題
の深刻化は、ドル円の上値を潜在的に抑える要因となるだろう。
今週のハイライトは 12日にシンガポールで開催される米朝首脳会談だ。
トランプ大統領の最近の発言を見る限り、米国は当初北朝鮮に対して
主張していた「完全で検証可能かつ不可逆的な核放棄の実現」からは
後退し、ある程度米国側が譲歩しそうなムードだ。仮に、北朝鮮は核放
棄を宣言しても、具体的な期限は示さない場合には、実質的な核の完
全な放棄とはならないだろう。ただ、それでもトランプ大統領にとっては
北朝鮮から「核放棄」を引き出したという実績になるうえ、金正恩委員長
にとっても面目が保たれる形となれば、とりあえずイベント自体は無事
に通過し、金融市場の波乱要因にはなりにくいだろう。一方、12、13日
におこなわれる米連邦公開市場委員会（FOMC）については、利上げが
決定される見通し。また、FOMCメンバーによる金融政策予想（ドット
チャート）が注目を集めることになりそうだ（図表1）。ただ、最近の良好
な米経済指標を反映して、市場では 2018年内 3回以上の利上げが織
り込まれつつある。ドットチャートの2018年の中央値が、仮に、3月時点
の3回の利上げから 4回の利上げに引き上げられたとしても、ドルが小
幅に上昇する程度にとどまり、市場全体へのインパクトは限定的になる
のではないか。結局、通商問題の円高要因と、米利上げのドル高の間
で綱引きとなり、今週のドル円は案外小幅な値動きにとどまるかもしれ
ない。ECB理事会については、今回は金融政策は据え置かれる見通し。
月間300億ユーロの資産買い入れプログラムは9月末が期限であり、そ
の先の方針について、今回の理事会で何らかの方向性が示されるとみ
る向きもある。しかし、ユーロ圏の 景況感が依然弱いこと（図表2）、イン
フレ率の上昇も鈍いこと、などを踏まえれば今回方向性を示す可能性
は低いのではないか。当社は ECBが 9月以降テーパリングを開始し、
12月末までに資産買い入れプログラムを修了、利上げは来年７月にな
るとの見通しを変えていない。なお、15日の日銀金融政策決定会合で
は、金融政策は据え置かれる公算。現状の為替水準での「出口戦略」
の示唆は、円高を誘発するリスクが高いため、今回も出口戦略へ示唆
はないだろう。

【米朝】6月12日：首脳会談
【英】6月12日：5月失業率

【独】6月12日：6月ZEW景況感指数
【米】6月12日：5月消費者物価指数
【英】6月13日：5月消費者物価指数
【欧】6月13日：4月鉱工業生産
【米】6月13日：FOMC金融政策発表
【豪】6月14日：5月失業率
【中】6月14日：5月鉱工業生産、5月小売売上高
【欧】6月14日：ECB理事会
【米】6月14日：5月小売売上高
【日】6月15日：日銀金融政策決定会合
【米】6月15日：5月鉱工業生産、
6月ミシガン大消費者信頼感

■図表1：FOMCドットチャート

出所：FOMC

■図表2：ユーロ圏PMI

出所：Eurostat

2018/06/11

1

今週の注目通貨： ユーロ

ソニーフィナンシャルホールディングス
金融市場調査部 シニアアナリスト

ECB理事会で10月以降の道筋が見えるか

石川 久美子

14日のECB理事会において、現在の資産買入れプログラムの終了に向けた需要
な議論が行われるとみられる。焦点は、具体的な終了プロセスについての発表
までがあるかという点。また、米欧の通商問題についても要注意だ。

6月に入り、ユーロは反発している。イタリアやスペインの政局不安が一
旦落ち着いたことに加え、14日の欧州中銀（ECB）理事会において、現
行の資産買入れプログラムの停止を巡る協議が行われる可能性が示
唆されたことで欧州の金融緩和終了が意識され、ユーロは上昇した。
5日、一部通信社が関係筋の話として、ECB理事会で政策当局者は資
産買入れについて重要な議論を行うと見込んでおり、買入れ終了時期
を公表する可能性もあると伝えた。さらに翌6日、ECBのチーフエコノミス
トであるプラート理事が、債券購入を停止する時期を巡り、政策委員会
での最初の公式協議が迫っているとの認識を示した。また同日、ハンソ
ン・エストニア中銀総裁は「2019年半ばより前に、高い金利となる可能
性がある」、クノット・オランダ中銀総裁は「まもなく資産買入れの終了を
宣言することは合理的」とコメントしている。昨年末の段階から資産購入
停止を唱えていたクノット・オランダ中銀総裁はともかく、これまで金融
緩和終了に対して比較的慎重で、どちらかと言えばハト派的な立場を示
してきたプラートECB理事やハンソン・エストニア中銀総裁などが出口に
向けて具体的なコメントをするようになったことは、理事会の意見がタカ
派方向に傾いていることの証左と言える。ただし、ドラギECB総裁は
ECBのなかでも最もハト派的な考えを持っているメンバーだ。足下では
欧州の景況感が弱まりつつあることに加え、ドラギ総裁の母国イタリア
の今後の政局について不透明感が強いなか、10月以降の金融政策に
ついて示唆することを先送りしたいと考える可能性もある。もしそのよう
にドラギECB総裁が考え、記者会見で資産買入れプログラムの終了に
ついて踏み込んだ言及がなかった場合、市場では失望から一旦は大き
くユーロ売りに傾く公算だ。ただし、その場合でも7月理事会で出口戦略
の指針が示される可能性は残るため、ユーロの下げはごく一時的なも
のになると考える。なお、仮にドラギ総裁が、「ハト派寄りのコメントをす
るのではないか」との市場の不安を他所に、資産買入れ終了を明確に
示唆した場合はユーロを押し上げる要因となる。いずれにせよ、記者会
見の内容には注目だ。
ユーロの先行きを考える上でもう一つの重要な軸は、米国との通商問
題だ。米国は輸入急増が「国家安全保障上の脅威」になる可能性があ
るとして、3月に鉄鋼及びアルミ製品への関税を施行したこの際、EUは
適用除外となった。しかし、除外期間が5月末に切れ、その間の延長交
渉が不調に終わったことで、6月1日から関税が適用されるに至った。さ
らに米国は5月23日、米国が自動車および同部品の関税賦課も検討し
ていることを発表。EU諸国からは批判の声が相次ぎ、報復関税の実施
が決定された。さらに、8-9日にかけて開催されたG7サミットでも、途中
退席したトランプ米大統領がカナダのトルドー首相の「米国の関税は侮
辱的」「（カナダは米国の）言いなりにならない」などとの発言に腹を立て、
米政府代表団にG7首脳宣言を採択しないよう指示。米国と、その他6カ
国との対立は鮮明となった。対立激化となれば、投機筋のユーロ買い
越しが依然として高い水準にあるユーロにとっては売りが強まるきっか
けとなり得る。関連報道には引き続き警戒が必要だろう。

今週のユーロ円予想レンジ

127.00-130.50円

■図表1：ユーロチャート（日足）
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■図表2：ECBの資産買入れ額の推移
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■図表3:米欧の通商面での主張の対立

米国

●6/1～
鉄鋼及びアルミ製
品への輸入関税適
用
（鉄鋼25％、アルミ
10％）
●検討中
自動車及び同部品
への関税賦課
（最大25％）

EU
●7/1～
ジーンズ、オレンジ
ジュース、バーボン、
オートバイ、ピーナツバ
ター、モーターボート、
たばこなど28億ユーロ
規模を対象に関税
（関税税率は10～50％）
●検討中
日光浴用のベッドや紙タ
オル、コーデュロイのズ
ボン、磁器など37億
ユーロ規模を対象に関
税
（関税税率は10～50％）
出所：各種報道よりSonyFH作成
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