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北京での米中通商協議で合意の兆し見えるか

尾河 眞樹
今週のハイライトは米中通商協議。2月末に期限が迫るなかで注目が集まる。進
展がなければ円高のリスクはあるが、3月に米中首脳会談も計画されているとの
報道もあり、一定の進展は期待できよう。今週のドル円は底堅く推移か。
先週のドル円は、リスクオンの地合いから堅調に推移し、週明け110円
台にしっかりと乗せる展開となった。米中通商協議への期待などが背景。
一方、S&P500株価指数は、昨年12月4日以来約2カ月ぶりに200日移動
平均線を上抜けるかに見えたが、同水準では上値を抑えられ反落した
（図表１）。トランプ大統領は2月5日の一般教書演説で、「1つのチームと
して、1つの国民として、そして、1つのアメリカの家族として、力を合わせ
れば不可能なことはない」と、超党派の団結を訴えた。しかしその一方
で、民主党との間で調整がついていない「壁の建設」については、その
必要性を主張。移民政策の柱として①子供の頃に入国した180万人の
不法移民には市民権を与える、②国境警備を強化し、壁を建設する、
③くじでビザを付与することを止める、④連鎖的な移民をくい止める、な
どを挙げた。通商政策については意外なほど時間を割かなかったが、
今週の米中通商協議を控え、中国政府を刺激しないように配慮したの
かもしれない。全体としては、経済成長に対する自らのこれまでの実績
をアピールしたうえで、米国民の一致団結を主張するといった、2020年
の大統領選を意識した構成だったといえよう。メディアの論調も比較的
今回の一般教書演説を支持する内容が多かったようである。
今週のハイライトは、北京で開催される米中通商協議の閣僚級会合だ。
11日から次官級会合が開かれたのち、14日、15日に閣僚級会合が行
われ、米国側からはライトハイザー米通商代表部（USTR）代表とム
ニューシン財務長官、中国側からは劉鶴副首相らが出席する予定だ。
期限を２月末に控えるなか、米中通商協議はいよいよ大詰めを迎える。
もしもこの段階で合意の兆しが見えなければ、市場には再び不安な空
気が立ち込めるそうだ。ただ、報道によればトランプ大統領と中国の習
近平国家主席との首脳会談を3月半ばにも開催する方向で調整中とい
う。前述したとおり、同大統領は来年の大統領選を意識しており、米株
価が急落するような事態は避けたいだろう。したがって、米中間で一定
の落としどころを見出せるよう、歩み寄ると思われる。加えて、3月半ば
にも米中首脳会談が予定されているとなれば、1月末に開催された前回
の協議で既に合意の兆しが見えていた可能性は高い。今週はその最
終調整の場になるのではないか。昨年末からの米政府機関一部閉鎖
の影響で滞っていた商品先物取引委員会（CFTC）で業務が再開され、
12月18日を最後に更新されていなかったシカゴ通貨先物市場（IMM）の
投機筋の持ち高が更新されるようになった。これをみると、1月3日のド
ル円急落（フラッシュクラッシュ）により、ネットの円ショートポジションは
かなり縮小しているため、今週仮に悪材料が出ても、再びドル円が105
円割れを目指す可能性は短期的には低そうだ（図表2）。今週のドル円
はむしろ、米中合意への期待から底堅く推移するのではないか。

今週のドル円予想レンジ

109.00-111.00円

■今週の注目材料（いずれも現地時間）
【英】2月12日：カーニーBOE総裁・発言
【米】2月12日：パウエルFRB議長・発言
【NZ】2月13日：RBNZ政策金利発表
【英】2月13日：1月消費者物価指数
【欧】2月13日：12月鉱工業生産
【米】2月13日：1月消費者物価指数
【米・中】2月14日：米中通商協議閣僚級会合（～15日）
【中】2月14日：1月貿易収支
【日】2月14日：10-12月期GDP（速報値）
【独】2月14日：10-12月期GDP（速報値）
【欧】2月14日：10-12月期GDP（改定値）
【米】2月14日：12月小売売上高
【日】2月15日：12月鉱工業生産（確報値）
【米】2月15日：2月NY連銀製造業活動指数、1月鉱工
業生産、2月ミシガン大消費者信頼感（速報）

■図表1：S6P500株価指数
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■図表2：IMM円ポジションとドル円
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今週の注目通貨： NZドル
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NZ中銀は豪中銀に続くか

石川 久美子

NZ中銀は13日、金融政策を発表する予定。政策金利は据え置きの公算だが、先
週の豪中銀に続く形でスタンスがハト派寄りに傾く可能性がある。そうなればNZド
ルには下押し圧力が掛かるだろう。
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■図表2：ＮＺのインフレ率
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前回、昨年11月のRBNZの声明は、「政策金利を2019年から2020年に
かけてこの水準に維持すると予想」「政策金利は相当な期間、緩和的な
水準での維持が見込まれる」「利上げの予想時期は2020年第3四半期」
「いつも通り、利上げの時期と方向はデータ次第」「インフレ見通しに対
する上方向のリスクが存在」「成長見通しに対する下方向のリスクは依
然としてある」「NZドルが輸出需要を支援すると予想」「潜在力を超えて
経済成長を進めることを望む」というものであった。RBNZのスタンスとし
ては、2020年第2四半期までは政策金利は変更せず、インフレ見通しに
ついては上方リスク、経済見通しに対する下方リスクを指摘するなど、
これまで通り、次の一手は利上げと利下げ双方あり得るというスタンス
を維持している。しかし、この声明の後、12月の大幅な株安、米中の通
商協議の難航ぶりと、それを背景とする中国の景況感の悪化などを背
景に、NZ経済の先行きについての不安が緩やかに高まり、徐々に市場
はNZの次の一手について「利下げ」を織り込む事態となっている。特に
RBAのスタンスのハト派を受けてこの動きは加速。先週末には6月まで
に利下げが行われる確率が4割超え（OIS市場ベース）となった。なお、
足下のNZのファンダメンタルズを振り返ると、インフレ率は依然ターゲッ
トレンジ（1-3％）内（図表2）。近い将来に利上げをする必要は見受けら
れないが、乳製品価格の推移を表すGDＴ物価指数は12月から再び上
昇傾向、住宅市場は高止まりであることを考慮すると、インフレ率は上
振れする可能性の方がより高いことが示唆されている。ただ、RBAと同
様に中国の景況感の影響への不安は拭えないだろう。企業景況感は
戻り歩調とはいえ、未だマイナス圏だ（図表3）。外部環境を理由に利下
げの可能性をより強く指摘された場合は、NZドルに一段の下押し圧力
が掛かると見る。他方、こうした市場の織り込みにも関わらずRBNZがこ
れまでのスタンスを据え置くようなら、NZドルは大きく反発することもあり
得る。いずれにせよ、声明文後の値動きは大きくなる可能性があるため、
中が必要だ。このほか、11日から次官級協議が再開した米中通商協議
の行方もNZドル相場に影響を及ぼすだろう。関連報道には要注意だ。

72.50-75.20円

■図表1：NZドルチャート（日足）
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NZドルは2月に入って急失速した（図表1）。大きな要因はまず、同じオセ
アニア通貨である豪ドルの大幅な下落だ。豪州の最大貿易相手国であ
る中国の景況感の著しい低下やインフレの伸び悩みを背景に、市場で
「豪中銀（RBA）のスタンスがハト派に傾くのでは」との見方が広がるな
か、翌6日にロウRBA総裁が「次の金利の動きは『（利上げと利下げが）
より均衡している』模様」とするなど、これまでの主張（「次の一手は利上
げの可能性が高い」）からハト派色を強めたことにより、失速。これに連
れる形でNZドルも対ドル、対円で大きく値を下げた。さらに、7日に発表
されたNZの10-12月期雇用統計は失業率が4.3％（予想：4.1％、前期：
3.9％→4.0％）、雇用者数が前年比+2.3％（予想：+2.6％）と冴えない結
果となった。平均時給は市場予想（前期比+0.8％）こそ上回ったものの、
前期（+1.4％）からは減速するなど弱い結果だったことが、NZドルを一段
と押し下げた。労働参加率も低下（71.1％→70.9％）した。このような状
況下、13日にはNZ中銀（RBNZ）が金融政策を発表する。金融政策自体
は据え置かれる公算だが、オアRBNZ総裁のコメントには注目が集まる
だろう。焦点は、RBAに続き、スタンスがよりハト派に傾くかどうかだ。

今週のNZドル円予想レンジ

出所：NZ統計局

■図表3：NZの企業と個人の景況感
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（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
ファースト・シカゴ銀行、JPモルガン証券などの為替ディーラーを経て、ソニー財務部にて為替リスクヘッ
ジと市場調査に従事。その後シティバンク銀行（現SMBC信託銀行）で個人金融部門の投資調査企画部
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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ループ」メンバー、内閣官房「公的・準公的資金の運用･リスク管理等の高度化等に関する有識者会議」
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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
取得。
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は内閣府政策統括官室（経済財政分析・総括担当）へ出向し、『経済財政白書』等の執筆を行う。2011
年からはSMBC日興証券金融経済調査部および株式調査部にて機関投資家向けの経済分析・情報発
信に従事。2017年1月より現職。内外のマクロ経済についての調査・分析業務を担当。ロジカルかつ
データの裏付けを重視した分析を行っている。

石川 久美子
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金融市場調査部 シニアアナリスト
商品先物専門紙での貴金属および外国為替担当の編集記者を経て、2009年4月に外為どっとコムに入
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