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市場センチメント悪化がドル円の足かせに

尾河 眞樹
米国雇用統計では、非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に下回った。これを
受けて市場は一段とハト派に傾いており、今月20、21日に行われるFOMCでは
ドットチャートに一段と注目が集まろう。今週のドル円は上値重い展開か。
ドル円は先週、一時112円台前半まで上昇したが、週末にかけて反落。
2月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比2万人増と、市場
予想の18万5000人増を大きく下回ったことが重しとなり、ドル円は111円
台前半で越週した（図表1）。前月比2万人の雇用の伸びは、ハリケーン
被害に見舞われた2017年9月以来で最少となる。ただ、1月分は速報値
の前月比30万4000人増から、同31万1000人増に上方修正されたうえ、
失業率は3.8％に低下、平均時給は前年比3.4％と、前月の3.1％を上回
る伸びとなったことなどを踏まえれば、全体としては極端に悪い内容とも
言い難い。雇用の伸びについては、前月があまりに強かった分の反動
減が大きかったのではないか。今回1度で判断するには材料不足であり、
今後数カ月間の雇用統計の結果を見定める必要があるだろう。

今週のドル円予想レンジ

110.00-112.00円

■今週の注目材料（いずれも現地時間）
【米】3月11日：1月小売売上高、

パウエルFRB議長・発言
【英】3月12日：英議会でEU離脱協定案採決

1月鉱工業生産
【米】3月12日：2月消費者物価指数
【欧】3月13日：1月鉱工業生産
【米】3月13日：2月耐久財受注（速報値）
【中】3月14日：2月鉱工業生産、2月小売売上高
【米】３月14日：2月新築住宅販売件数
【日】3月15日：日銀金融政策決定会合（2日目）
【欧】3月15日：2月消費者物価指数（改定値）

とはいえ、今回の結果を受けて、市場参加者の間では米連邦準備理事
会（FRB）の利上げ観測が一層後退している。FF金利先物から見た2019
年の政策金利予想は、雇用統計が発表された8日を挟んで2.26％から
2.175％へ急低下した（図表2）。金利のマーケットでは今年1回の「利下
げ」をほぼ8割方織り込んだことになる。また、FRBのブレイナード理事
は7日、「リスク上昇や支出鈍化の兆しがあるため、FRBは経済見通しを
変更せずとも、利上げ予想を引き下げるべきだ」と述べた。同理事はこ
れまで、「中立派」とされてきたが、いよいよ「ハト派」に傾いたようだ。今
月20、21日に行われる米連邦公開市場委員会（FOMC）では、FOMCメ
ンバーによる政策金利見通し、所謂ドットチャートがどのように変更され
るかに一層の注目が集まろう。当社は年内の「利下げ」を織り込むのは
時期尚早とみているが、ドットチャートの今年2回の利上げ予想が市場
予想と益々とかい離するなか、米株価の急落を避けるためにも今月の
FOMCで1回に引き下げられる可能性はこれまでよりやや高まったかも
しれない。場合によっては、ドットチャートの公表を止める可能性も浮上
している。市場参加者の関心が既にFOMCにシフトしたなかで、今週は
上値が重いままドル円は様子見相場となりそうだ。トランプ政権にも
徐々に逆風が吹き始めた。2月末にハノイで行われた米朝首脳会談は
合意なく終わったが、9日に北朝鮮の平壌近郊にあるミサイル製造施設
で車両などの動きが活発化していることが報じられた。首脳会談で何も
得られかった金正恩委員長が面子を保つため、米国に対して何らかの
揺さぶりをかけてくるリスクもある。また、米中通商協議も、3月1日の期
限は既に延期されたが、米中間で電話等の会談が続いているものの今
のところ成果は得られていないようだ。それどころか、3月の開催が期待
されていた米中首脳会談が4月にずれ込む可能性も浮上している。トラ
ンプ大統領の孤立感が増すなか、不透明感が市場の重しとなりやすく、
今週のドル円相場は上値の重い展開か。

【米】3月15日：2月鉱工業生産、3月ミシガン大学消
費者信頼感指数（速報値）、3月NY連銀製造業景況指数

■図表1：米雇用統計
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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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今週の注目通貨： トルコリラ

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

徐々に下振れリスクが強まる？

石川 久美子

トルコリラは2月、弱含んでいる。①原油安②米国との関係悪化③統一地方選に
向けての不安④欧州の景況感の煽りなど、リラ相場を取り巻く環境が悪化してお
り、ここから一段と下値を切り下げる可能性がありそうだ。
トルコリラは2月以降、上値が重い状態が続いている。原油価格上昇し
が50ドル台後半に乗せたことが原油の輸入国であるトルコの経常赤字
拡大に繋がるとの懸念が広がったほか、国内外の問題が徐々に意識さ
れつつある点が大きい。ここから、リラは下落トレンド入りする可能性も
あり、警戒が必要とみる。

今週のトルコリラ円予想レンジ

19.80-20.80円

■図表1：トルコリラチャート（日足）
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国に対する輸出優遇策である一般特恵関税制度（GSP）の対象国から
■図表2：トルコの物価指標
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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
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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シニアフェロー チーフエコノミスト
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JPモルガン証券入社、チーフエコノミスト・経済調査部長・マネジングディレクターとして日本の金融経済
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」
専門委員、内閣府「経済財政諮問会議グローバル化改革専門調査会、金融・資本市場ワーキンググ
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」
メンバー、厚生労働省「年金積立金の管理運用に係る法人のガバナンスの在り方検討作業班」専門委
員などを歴任。日本経済新聞「十字路」「経済教室」、日経QUICK「QUICKエコノミスト情報」、東洋経済
「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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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

（いしかわ くみこ）

金融市場調査部 シニアアナリスト
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