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2019年波乱の幕開け、ドル円に底打ち感広がるか

尾河 眞樹
ドル円は3日に104円台を付けた。ただ、ドル円が急落する要因にも欠けており、
ポジション調整の円買いが主導か。今週はパウエル議長の発言や米株価動向に
注目。市場心理が改善すればドル円にも底打ち感が広がる公算。
年明け早々、為替相場は波乱の展開となった。1月3日、米株価が大幅
安となるなかで、ドル円が急落。108円台半ばから下げ足を速め突如
104円87銭（Bloomberg値）の安値を付けた。前日アップル(Apple)が中国
でのiPhone販売の減速を理由に、2018年10-12月期の売上高見通しを
下方修正したこと、また、12月のISM製造業景況指数が54.1と、11月の
59.3から急低下していたことなどを受けて、世界経済の減速懸念が広
がったことが背景。しかし、これらはドル円が突如約4円も急落するほど
の材料だったかといえばそうではない。実際、ドル円が急落したタイミン
グのドルインデックスをみると、96.4から96.3付近までの下落に留まって
おり、ほとんどドル安にはなっていない。一方、シカゴ通貨先物市場IMM
の円ポジションをみると、12月18日時点でネット10万2000枚の円ショート
となっていた（図表1）。このように大きく積みあがっていた円売りポジショ
ンが、年始で薄商いのなか狙われ、ストップロス・オーダーを巻き込む
形で買い戻されたのではないだろうか。
今回のドル円急落が短期筋によるポジション調整だったとすると、さらな
る悪材料がない限り、再び104円台をみる可能性は低いようにみえる。
日足のロウソク足をみても、1月3日のドル円は107円68銭から104円87
銭までの長い下髭を付けて反発しており、104円台はどうみても「やりす
ぎ」感が否めない。一方、一度ここまでの円高・ドル安水準になると、110
円もしばらく重くなるだろう。したがって、ドル円は目先105～110円での
もみ合いが続くのではないか。今後は新たな材料を待って、レンジの上
下どちらに抜けるか見極めたい。ただ、12月の米雇用統計が極めて良
好な結果だったことを踏まえれば、昨年末から市場に広がっていた「米
国の景気後退懸念」は行き過ぎた見方だった可能性が高い。米連邦準
備理事会（FRB）のパウエル議長は12月4日、アトランタで開催された米
国経済学会の年次会合で、必要があれば政策変更に対して柔軟にな
る可能性があるとの見解を示した。FRBがしばらくの間利上げを見送れ
ば、市場心理は改善し、過度な景気後退懸念も落ち着くのではないか。
米国経済が見直されるなかで、年後半は利上げが再開されると予想す
る。FRBが昨年12月に公表した政策金利見通し（ドットチャート）では、
2019年に2回の利上げが予想されていた。これに対し、足下市場ではむ
しろ利下げが織り込まれている（図表2）。こうした見通しが上方修正さ
れていくなかで、ドル円は徐々に持ち直し、110円台を回復するだろう。

106.50-109.50円

■今週の注目材料（いずれも現地時間）
【米】1月7日：12月ISM非製造業景況指数
【独】1月8日：11月鉱工業生産
【欧】1月9日：11月失業率
【英】1月9日：カーニーBOE総裁発言
【米】1月9日：FOMC議事要旨
【日】1月10日：黒田日銀総裁発言
【中】1月10日：12月消費者物価指数
【欧】1月10日：ECB理事会議事要旨
【米】1月10日：パウエルFRB議長発言
【日】1月11日：11月貿易収支
【豪】1月11日：11月小売売上高
【英】1月11日：11月鉱工業生産、11月GDP
【米】1月11日：12月消費者物価指数

■図表1：IMM円ポジション（投機筋）
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■図表2：ドットチャートと市場の政策金利予想
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なお、今週は各国中銀総裁の発言に注目したい。足下の市場混乱に対
して、柔軟な姿勢をみせれば市場心理は一段と改善しよう。今週は、先
週金曜日に大幅反発となった米株価の動向がカギとなろう。継続的に
持ち直すようなら、ドル円も底を打ったとみて良いだろう。

今週のドル円予想レンジ

2.32
2.085

2.27

2.0

2.038

2.056

1.5
2018

2019

2020

2021

中立金利

出所：Bloomberg

2019/01/07

1

今週の注目通貨： カナダドル

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

市場の悲観論に加中銀はどう向かうか

石川 久美子

カナダ中銀の金融政策会合に向け、市場は一部で利下げを織り込む動きが出る
ほど悲観的な見方に傾いている。こうした市場の見方や経済動向をみて加中銀が
どのような姿勢を示すか注目される。
カナダドルは12月、大幅安となった（図表1）。5日、カナダ中銀（BOC）の
スタンスがハト派に傾き、1月利上げ観測が急速に後退したことから失
速。その後、中国でカナダ人2名が拘束され、中国との関係が緊迫化し
たことも重しとなった。加えて、年末に米連邦公開市場委員会（FOMC）
の利上げ見通しや、米連邦準備制度理事会(FRB）のパウエル議長の
会見内容が市場の期待ほどハト派的ではないと受け止められたこと、ト
ランプ大統領がパウエルFRB議長解任を検討との報道、米政府機関の
一部閉鎖などを受けて株価が急激に値を下げたことから市場が全体的
にリスクオフに傾き、原油価格も大幅に下落（図表2）。こうしたなかでカ
ナダドルは下値を切り下げ、今年1月3日の円急騰局面では2016年11月
以来となる76円98銭を付けた。

もちろん、9日の金融政策委員会の他、年末からのリスクオフムードが
しっかり収束するかどうかも注目だ。7-8日に開催される米中次官級通
商協議で進展がみられ、株価が堅調に推移すれば、カナダドルのサ
ポート要因となろう。

79.00-82.30円

■図表1：カナダドルチャート（日足）
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今週9日、BOCは金融政策を発表する。前回12月6日の金融政策委員
会で発表された声明では、貿易問題がカナダ経済の重しになるとの懸
念のほか、ガソリン価格の下落により消費者物価指数(CPI）の上昇は
今後数カ月にわたって中銀の予測よりも緩和するとの見方が示された。
さらに、1月の委員会で各要因を再検討するとした。ただ、この金融政策
委員会後に発表されたカナダの経済指標は、11月雇用統計こそ比較的
良好だったものの、11月CPIや10月小売売上高は市場予想を下回り、
10月の国内総生産も市場予想と同程度となった。BOCが発表した1012月期の貸出動向アンケート（12月21日）も▲16.0と、前期（▲10.9）から
悪化。ポロズBOC総裁は前回の委員会後の記者会見で原油安によっ
てカナダ西部アルバータ州が大きな痛手を受けており、原油市場で起
こっていることについてマクロ経済的な影響を把握する必要があるとし
ていたが、その時点よりもさらに原油価格は下落。1月4日に発表された
12月雇用統計はまずまずの結果（図表3）ではあったものの、1月利上げ
は市場の見方通り、きわめて可能性が低いと言えるだろう。ただし、足
下の市場は「弱気に傾き過ぎている可能性」がある。ポロズBOC総裁が
利上げペースは経済指標次第としながらも「インフレを軌道上に留める
ためには一段の引き締めが必要」との見解を示しているにも関わらず、
金利市場では次の一手に「利下げ」を織り込もうとする動きが出始めて
いる。翌日物金利スワップ（OIS）市場では先週末時点で1月利下げを
17.6％、4月利下げを16.3％織り込んでいる（利上げは1月が0.0％、4月
が6.3％）。こうした市場の弱気ムードに対し、BOCがどのようなスタンス
を示すか、注目だ。引き続き次の一手は利上げであるとのスタンスを崩
さないようであれば、カナダドルの大幅反発が見られるだろう。ただし、
原油市場に対する当面の悲観論も根強く、米金融大手ゴールドマン・
サックスは2019年の原油価格の見通しを下方修正している（NY原油の
年平均価格：64.5ドル→55.5ドル）。 BOCが原油安の影響を重く見て、
「次の一手に利上げも利下げもあり得る」というような態度を示せば、一
段のカナダドル売りが出ると見られる。

今週の加ドル円予想レンジ
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■図表2：NY原油の動向
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■図表3：カナダ雇用統計

（％）

雇用ネット変化（右軸）
失業率（左軸）

8.5

15
（万人）

10

8.0

5

7.5
0
7.0
-5

6.5

-10

6.0

-15

5.5

出所：カナダ統計局

2019/01/07

2

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・研究員紹介

尾河 眞樹

（おがわ まき）

執行役員 兼 金融市場調査部長 チーフアナリスト
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長として、金融市場の調査・分析、および個人投資家向け情報提供を担当。2016年8月より現職。 テレ
ビ東京「Newsモーニングサテライト」、日経CNBCなどにレギュラー出演し、金融市場の解説を行っている。
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
日経新聞出版社）』、『〈新版〉本当にわかる為替相場（2016年日本実業出版社）』などがある。
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分析・予測を担当。2017年4月より現職。総務省「統計審議会」委員、財務省「関税・外国為替等審議会」
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「経済を見る眼」「論点」、NTT出版「危機の日本経済」など執筆多数。テレビ東京「Newsモーニングサテ
ライト」レギュラーコメンテーター。1974年東京大学経済学部卒、1979年シカゴ大学大学院経済学修士号
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