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いよいよ米中間選挙、ドル円への影響は？

尾河 眞樹
ドル円は113円台を回復。今週の米中間選挙次第でドル円は大きく振れそうだが、
上下両院で民主党が過半数を占める結果とならない限りは、基調としてドル高・
円安の流れに変わりはないとみている。その他FOMCの声明にも注目したい。
先週、ドル円は上昇。 米中貿易戦争を巡り、両国間で何らかの進展が
あるのではないかとの期待が高まったこと、10月の米雇用統計が良好
な結果だったことなどを受けて、週末にかけてドル円は113円台の前半
まで回復した。1日に発表された10月のISM製造業景況指数は57.7と市
場予想の59.0を大幅に下回る結果。新規受注が57.4と9月の61.8から大
幅に悪化し、米中貿易戦争が製造業のマインドに少なからず影響を及
ぼしている可能性が浮上している。ただ、水準をとしては依然として高く
堅調である。次回以降連続して低下するかどうかがカギとなろう。また、
10月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比25万人増と、市場予
想の同20万人増を上回る良好な結果となった（図表1）。注目されていた
平均時給は前年比3.1％と2009年以来の高い伸びを示した。足下の米
国経済は総じて良好な環境が続いているといえよう。

今週のドル円予想レンジ

111.50-114.50円

■今週の注目材料（いずれも現地時間）
【日】11月5日：日銀会合議事要旨、黒田総裁発言
【中】11月5日：10月財新サービス部門PMI

【トルコ】11月5日：10月消費者物価指数
【米】11月5日：10月ISM非製造業景況指数
【豪】11月6日：RBA政策金利発表
【独】11月7日：9月鉱工業生産
【欧】11月7日：9月小売売上高
【中】11月8日：10月貿易収支
【NZ】11月8日：RBNZ政策金利
【米】11月8日：FOMC金融政策発表
【豪】11月9日：RBA四半期金融政策報告
【英】11月9日：7-9月期GDP（速報値）
【米】11月9日：11月ミシガン大消費者信頼感（速報）

今週のハイライトはなんといっても米中間選挙である。下院では民主党
が優勢であると報じられているが、もし仮に共和党が上下両院で過半 ■図表1：米雇用統計
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中間選挙以外では、10月の米ISM非製造業景況指数や、米連邦公開
市場委員会(FOMC)などに注目したい。ただ、ISM非製造業景況指数は
前回が61.6と非常に強い結果だったことから、仮に今回それを下回った
としても水準としては高く、市場への影響は限定的と見ている（図表2）。
また、FOMCは今回はパウエル議長による記者会見もなく、金融政策の
変更も見込まれていないため、基本的にはノーイベント。ただ、最近の
株価急落を受けて、12月の利上げが難しくなったとの見方も市場で散見
されることから、声明文がタカ派的な内容となればドルが小幅に強含む
可能性も。今週はS&P500株価指数が200日移動平均線を回復するか、
また、ドル円で113円台が定着するかに注目したい。いずれにせよ、米
中間選挙の結果が大きく影響しそうである。

■図表2：ISM製造業、非製造業景況指数
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今週の注目通貨： NZドル

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

米中間選挙とNZ中銀の金融政策

石川 久美子

NZでは8日に金融政策が発表される。政策金利は据え置き見通しで声明などに注
目が集まるが、それ以上に重要なのは米中間選挙結果を受けた主要国株価の方
向感だろう。

今週のNZドル円予想レンジ

74.00-76.80円

今年春以降、NZ中銀の政策金利が1.75％に張り付いている一方で米
連邦準備理事会（FRB）が着々と利上げするなか、米長期金利がNZの
長期金利を上回った。利回り格差も夏以降は拡大を続けており、NZドル
米ドルは軟調な推移が続いている。さらに、米中貿易戦争や中国の景
気減速懸念も、中国を最大貿易相手国とするNZにとっては逆風であり、
対ドルのみならず対円でもNZドルを押し下げる要因となっている。ただ、
10月に入り上海株が値を戻すなかでNZドル安にも一服感が出ている。

■図表1：NZドルチャート（日足）

11月8日、NZ中銀は金融政策を発表する。ここでは政策金利は維持さ
れる公算が大きいが、声明およびオアNZ中銀総裁の会見などは注目
だ。前回9月27日の金融政策発表時に発表された8月金融政策報告に
おいて、NZ中銀は消費者物価指数（CPI）をが2％のインフレ目標中央
値に達するのは2021年1-3月期であり、政策金利は2020年1-3月期ま
で据え置くとの見通しを示した。またオアNZ中銀総裁はこれまでと同様
に、成長見通しには依然として下振れリスクがあり、必要であれば利下
げを行う用意があることも示した。その後発表された経済指標を見ると、
7-9月CPIは前年比+1.9％と市場予想（+1.7％）を上回る伸び（図表2）を
示したものの、この物価上昇加速の主因は原油高。10月以降の原油価
格は失速していることを考慮すると物価上昇圧力が継続的にかかって
いるとは考えにくい。また、企業の景況感は弱い状態が続き、個人の景
況感も減速している様子が見受けられる（図表3）。加えて、NZの主力輸
出品である乳製品価格も2016年以来2年ぶりの水準まで低下している。
これらを考慮すると、NZ中銀のスタンスがそう簡単にタカ派化するとは
考えにくく、前回のスタンスを維持すると見る。そうした場合、NZドルへ
の影響は限定されよう。
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■図表2:NZの消費者物価指数（CPI）の推移
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こうしたNZ独自の材料以上に、目先のNZドルの方向感を考える上で重
要なのは、米国の中間選挙と、それを受けた主要国株価の動向だろう。
まず株価にとって最も追い風となるのは、米中間選挙で上下院ともに共
和党が過半数議席を確保することだろう。これによってトランプ政権の
打ち出す減税やインフラ投資が順調に進むと考えられ、まずは株高→リ
スクオンとなろう。そうなればNZドルを含む資源国通貨には全般的に追
い風だ。ただし、それにより米長期金利が急騰することとなれば、NZド
ル米ドルに下押し圧力が掛かる。さらに米国の利上げペース加速懸念
が広がり、株安・資源国通貨安に転じる可能性がある点には要注意だ。
他方、選挙前に最も可能性が高いとみられている「上院・共和党、下院・
民主党」というシナリオの場合は先行きの政局について多少の不透明
感はあるものの、事前に織り込み済みであることから却って株高となる
こともあり得る。その場合は、トランプ大統領が11月末の米中首脳会談
に向けて中国との融和ムードをどれだけ演出できるかにかかっていると
言えるだろう。米中の貿易問題に関する合意への期待は2日のクドロー
米国家経済会議委員長の発言で一旦萎んでしまったが、歩み寄りを示
す報道があればNZドルには追い風となろう。最大のリスクシナリオは、
上下院ともに民主党が過半数議席を獲得する、というものだ。実現可能
性は最も低いと見られるものの、この場合はトランプ政権の景気刺激策
は軒並み実現性が低下する。株価は失速し、NZドルには下押し圧力と
なるだろう。
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■図表3：豪州の企業と個人の景況感
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著書に『為替がわかればビジネスが変わる（2014年日経BP社）』、『富裕層に学ぶ外貨投資術（2015年
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