
  



 

 

2017 年度年間見通し: 先進的な金融緩和; 財政刺激は 米国  のドアを  ノ ッ ク し て い る 

 市場の見通し: 20017 年のテーマ 

• 財政刺激はもはや唯一の選択肢である 
• 財政政策は少なくとも米国ではるかに重要な役割を果たす 
• 世界的な利回りは高いが、日本は例外である 
• ユーロ圏での政治リスク 
• 英国通貨を左右する“Brexit” 
• 元 (げん) はさらなる下落に向かうかもしれない 

 
2016 年を特徴付けることができる単一のフレーズがあるとすれば、おそらく”驚きの連続”だろう。 中国の景気減速懸
念が「リスクオフ」環境につながったことから、世界的な株式市場が暴落し安全な 通貨資産に集中する。 その後 6 月
には、英国市民の EU 離脱によってポンドの暴落が世界中に衝撃を与えた。アメリカの有権者は、次の米国大統領と
しての 11 月初め のドナルド・トランプの選挙は、低インフレ時代が終わり新しい時代に入っていると投資家の間で 
投機的な投資を引き起こした。2017 年も同様に刺激的な年となるのか？総合的にみてその可能性は少ないと思
われる。 
 
 米国 –連邦準備制度理事会はトランプに踊らされるか？  
 

ドナルド・トランプの選挙により米国経済は転換期を迎えた。トランプの政策は、ここ数週間の 市場行動を支配してい
る。財政刺激策に対するトランプの約束は、選挙後の市場参加者によって真剣 に受け止められたが、そのような政策
が将来的にはより高いインフレにつながると推測されている。こ れは、米国のインフレ期待と債利回りの急騰によって明
らかであった。また、インフレを加速させるために、連邦準備制度理事会が金利を速やかに引き上げなければならない
可能性を押し上げ、年末の 2 ヶ月間にドルを大幅に上昇させた要因。 

今後の政権で全体的な政策の方向性は分かりやすいが、市
場参加者がより大きな財政刺激策を期待することから、この
ような政策の正確な結果は大部分が 不透明である。新政
府の規模、構成、政策の履行が連 邦準備制度理事会によ
り今後何年にどのくらい迅速 に借入コストを引き上げるかを決
める上で重要な役 割を果たすと予測している。それによってド
ル の今後の方向性を示している。すべてがトランプの 選挙前
の公約と現在の市場の予想に従って進行する 場合、連邦
準備制度理事会が目標とするインフレ指標で ある個人消費
支出インフレは増加した政府支出を通じて 2％の目標を上
回って急速に上昇する可能性があり、輸入の税率を 引き下
げ、 関税を引き上げるだろう。 このシナリオは、現在「ドット･
プロット」によって予測されるよりも速いレート上昇を意味し、
従って、おそらく一年を通してドルの上昇傾向をそのまま維持
するだろう。 

楽観的なシナリオの概要を説明した上で、我々は、ドルのパフォーマンスを取り巻く 2 つの大きなリ 
スクがあることに注意する必要がある。第 1 に、トランプの財政計画の規模と実施、および議会を通 じて彼の改革を推進する彼の能力

 



 

に関する潜在的な市場の失望である。公式に発表されたデータや数 字はなく、投資家（およびいくつかの規制当局）が、議会の承認
が得られなかったときの影響を考慮していない。私たちの見解では、市場は、最近までトランプが議会の反対派に直面する可能性につい
て期待しすぎていたかもしれないが、財政面では保守的である。実際、2017 年度の共和党の 予算は、税金を上げることなく 10 年間
で均衡の取れた予算に戻ることを構想していたが、これは今後 数年間で財政刺激策が少なくなる可能性を意味する。 
 

 
UK – “ブレキジット”:ゲームをはじめる 

ブレキジットと英国のインフレ上昇率は、ポンドを対象とするとレーダーにとって重要な指標となる。テリーザ・メイの政府
は欧州連合（EU）を離脱する正式なプロセスが 2013 年までに開始されると声明をだした。ここでのポイントは、ブ
レキジットの交渉がソフトなものなのかハードなものなのかであり、それによってブレキジットの内容が異なる可能性があ
る。交渉が始まり、ユーロ圏での貿易が認められる場合ポンドは上昇、貿易に制限がかかる場合ポンドは下落するだ
ろう。 

この点で、議会が第 50 条を発動させるための発言権を有するべきかどうかについての 2017 年 3 月の裁判は、ポン
ドの短期的な動きを予測できる。議会は全体的に「ソフトブレキジット」を支持すると考えられている。したがって、国会
で合意が得られない場合ポンドは下落する可能性が高い。  

インフレが継続する限り、ポンドの崩壊による CPI の加速は、
様々な要因を引き起こす。まず、インフレの急速な上昇により
消費者の実質所得は伸び悩む可能性が高い。BOE は、12
月の会議の議事録では CPI インフレ率が 6 ヶ月以内に２％
の目標に上昇すると予測し、2017 年後半に目標を達成で
きると考えている。 これは、12 月の消費者物価の上昇が影
響している。 

 

 
インフレ率２％を大幅上回った場合、銀行は大幅な財政政策を行なうことを予期している。 
ポンドのリスクついについては落ち着いたと考えるが、ブレキジットの内容次第でポンドはさらに下落する可能性が高い。 

 
 

       円安で日銀は現状維持？ 
 
2016年末、日銀は超円安という思いがけない恩恵を受けた。9月にイールドカーブコントロールととも 
にQQE（量的質的緩和）プログラムを導入したことに継いで、日銀は長期国債の利回りを0%で維持す 
ると述べている。更に米大統領選挙の後、日銀のイールドコントロール戦略とあいまって世界の金利が 
上昇したことにより、JPYは全体を通して著しい安値となりました。海外の金利が上昇する中、最初か 
ら日本の金利に上限を設けたことで、日銀は日本の国債と他G10国の国債の差を広げ、園の保有価値が 
下がった。円安が輸入品の価格を引き上げ、日本の一般物価水準もこれに伴い上昇するため、円安によ 
り日銀のインフレ回帰の狙いも簡単になります。 
円安と経済データの改善を考慮に入れると、日銀による驚くような大幅な金利政策は考えにくい。2017 
年はほぼ動きがないと想定する。日銀の追加金利政策は効果が薄く、今後の動きに備えて多くの手段を 
蓄えておくべきだという点から、さらなる緩和の水準についての討論は盛り上がりを見せている。 

 



 

 
したがって、円の値動きに対し日銀が行動を起こさないということは、何を意味するのか。上述のように、 
世界的に金利が上昇したことで日本円はG10国の中で最も思わしくない価格となった。このように、金利が 
上昇する限り、日銀がイールドコントロール戦略を保つ間は、米と日本の株に差が開き続けるため日本円の 
ドルに対する安値は続くだろう。 
弊社の見通しにおいて危ういのは、日本円の「安全通貨」としての立ち位置である。2017年のイベントが 
どのようなものになるかによって、ヨーロッパにおける前述の選挙とブレキシットの交渉のように 
日本円が時折、安全通貨の流れを受け、 
一部通貨の価値下落の圧力を受けることになる可能性がある。 
このシナリオは投資家たちが、中国経済を取り巻く危機、高債務水準、 
更なる中国元下落の可能性に再び注目し始めた場合に特に起こり得る。 

 
 

中国 – 価値の下落 
 

加速した資本の流出は、アメリカ選挙につぐイベントであった。
私たちの見解では、トランプ政権下のもと中国元がさらに下
落すると予測する。このような期待は、投資家の外国資産に
転換意欲を加速させてさらに元の下落圧力に影響を与える。 

 

 

通貨が弱くなることは、輸出競争力を高めることになるが急な下落は財務の安定性に対するリスクを 

高めて、消費者の購買意欲を低下させる可能性がある。中国政府は、急激な変動に備えて外貨準備 

高の増加を利用する可能性があるがこの方法は長期的な対策とはならない。この方法は、結果的 

に中国経済を悪化させる。中国にもっともよいシナリオは中国元の緩やかな下落である。 

中国元の下落は、AUDや NZDなどの中国に大きく依存している国の通貨に悪影響を与える可能性が高い。 

 

AUD – RBA（オーストラリア準備銀行）: 中立だが将来的には金利引き下げの可能性あり 

RBA は、2016 年一貫して中立だったものの 2 回金利引き下げを行なった。銀行は、12 月の政策会議の議事録
では雇用市場には依然として不確実性が残ることを指摘して、しばらくの間インフレを抑える可能性が高いと指摘した。
これらのコメントはタカ派的である。さらなる金利引き下げが金融市場安定のリスクを証明する可能性が必要として、
当面は金利引き下げが行なわれる可能性が高い。 

GDP の縮小、低インフレの継続、中国からのコモディティ需要の減少のリスクは、オーストリア準備銀行によるさらなる
行動を引き起こす可能性が高い。これらを念頭に追いて Aussie は 2017 の G10 コモディティ通貨の中で最も大き
な成果をあげる可能性があると考える。 

 

 



 

 

 

テクニカル分析 EUR/USD ウィークリーチャート 
 
2015年の始まりから、EUR/USDは 1.0500 と 1.1625 の間で動いていた。2016年の間は、範囲内で 
ほぼ動かなくなったが、12月の ECBの会議から、何とか売り人気によりキーラインである 1.0500 を超え、前 
述の長期範囲にも下降の出口が見えてきたということを示していた。しかしこの売り人気は 1.0350 のラインで 
停止し、短命なものとなった。 
この 1.0500以下の下落で、上記の範囲から下降気味に戻ったと我々は考え、我々が次に見る 1.0200の 
支持線へ向け、我々は 2002年の 12月 22日の最低水準であり、かつ 2002年 11月 10日のスイング 
H ポイントである 1.0350 のライン以下が決定打になると見る。この支持線以下を越えることで、平価に到達 
する可能性が著しく高まるかもしれない。もしこの鍵となるサイコロジカルラインを突破することがある場合、我々 
は次の支持線は 0.9850 にあると見る。週のモメンタムインジケータに焦点を移すと、週の MACD が０とトリ 
ガーライン以下を行く一方、RSIは 50 の抵抗ラインに接して以降 14週連続で下落しており、現在はわずか 
に 30 のライン上にある。これらのオシレーターから、最近のモメンタムの不調ぶりがわかり、近い将来には先行き 
に更なる不安の波が広がりそうだ。だが、RSI インディケーターが 30 のラインに今にも届きそうであること、そして 
MACD が上昇しそうであることを考慮すると、また売りのムードが市場をコントロールする前に調整的な反動があ 
るかもしれないということに注意していきたい。1.0500以上でのポジションを閉じることが振り出しにもどすような事 
を引き起こすかもしれず、1.0880 の抵抗ライン以下の領域を更に広げることになるかもしれない。 

 
マンスリーチャートに焦点を移すと、2014年 12月はこの通貨ペアは下落し、2006年時点の価格と繋がる巨大なトライアン 
グルを作って終わった。そのため EUR/USDは不調だというムードが漂っており、またここ 2年続いた横ばいの流れは、さらなる 
下降トレンドへの小休止だったにすぎないと我々は考える。この下落傾向がとどめられるという証明もないことから、我々は少な 
くとも新年 1月まではこの流れは続くと予測する。 
 
GBP/USD  
ウィークリーチャート 
 
ポンドは 2016年の USD をもっとも苦しめた G10国の通貨であり、ブレキシットの国民投票、続いて起こった先行きの不透明 
性、そしてその結果を取り巻く記事で圧力をかけた。しかし、全体的なトレンドとしては、 
投票後はしばらく振るわない様子が続いた。 
ウィークリーチャートでは、2014年 7月以来 GBP/USD がたたき出したピークの数字は一層低まり、また最低ラインについて 
もより低い数字となった。国民投票の結果によってトレンドが更に加速し、 
2013年 11月の下降支持線までレートを引き下げた。 
更には、18週の移動平均は再びその値動きを追いはじめた。 
これは 4月と 12月初旬には上手い具合に良い抵抗となった。 
この移動平均は、2013年 7月から 2014年 7月の上昇トレンド中は立体曲線的なトレンドラインを描いており、 
2014年の 7月から 2015年 4月の下降期にかけては更なる値動きを見せた。 
 
 

 



 

この下降トレンドは我々には特に痛手にはならないため、我々としてはこの売り人気がしばらく続くと考え、また別の道を 
狙っていく。もしこのトレンドが GBP/USD を 1.2080 のラインまでもっていくほど強いものであれば、我々は再度、 
10月 2日の破綻ラインである 1.1450 の領域にもう一度狙いをさだめていきたいと考える。 
我々のウィークリーオシレーターからはモメンタムは振るわないということを示しており、 
近い将来レートは次なるラインに届くだろうという我々の考えを裏付けている。 
ウィークリーの MACD は、トリガーラインを超えているにも関わらず、不調な領域にとどまっており、 
さらなる下降の様子を見せる一方、14週にわたる RSI インディケーターは既に 50 のライン近くに到達しており、 
下降抵抗線にまでいたっている。 

 
 

マンスリーチャート 
 
マンスリーチャートに焦点を変えると、EU の加盟国国民投票によって、マーケット参加者は 2009年 1月における 
ラインで定義され、1.3480 の支持線エリア（現在は抵抗線となっている）で動き始め、1985年 6月以来初めて 
の水準で取引が行われた。これにより、EUR/USD の通貨ペアが全体的に不調なものと思われていることがわかり、 
我々の新たな試みに試練をもたらす。前述の振り出しにもどるような困難が起こる前に、慎重に行動を起こすことで、 
短期的回復を目指す。 

 
 
 

USD/JPY 
ウィークリーチャート 
2016年始め、USD/JPYは116円の領域にまで下がり、サイコロジカルバリアである100円近くで最終的に動きを止め 
た中期トレンドとなった。2011年10月から2015年6月までにわたる、先の上昇トレンド水準への50%の綾戻りから 
ぎりぎりのところでこらえることとなった。 
100円近くを何度かテストしたあと、米総選挙の結果によって、USD/JPYは急騰し、115.50の壁を破り、 
更には2016年3月時ピークである下降抵抗線も超えることとなった。これにより、これまでの傾向が逆転した。 
116.00の壁に近い支持線へ後退する前に、118.70の抵抗線に届くまでの間、 
その後の高騰はとどまるところを知らないように見えた 
この最近の逆転は、勢力のある上昇トレンドのための調整的段階であり、各ポイントで再び買い人気が強まり、 
レートは高まることと我々は想像している。118.70を越した時点がウィークリーチャートの鍵となり、 
1月のピークである121.50のエリアへの延長の可能性が高まるかもしれない。次のハードルは123.50となり、 
2015年の5月・8月のピークである125.50のレベルあたりが抵抗域となりそうだ。 
しかしウィークリーMACD が、頂点へ到達し始めるかもしれないというサインを表した一方、 
我々のウィークリーオシレーターが好調な領域に至ったにも関わらず、 
14週の RSI インジケーターは 70 のライン上に至ったあと下降した。 
これらのインディケーターから、次なる大波を我々が経験する前に、 
現在の後退の様子がしばらく続きそうであるとわかる。 
116.00以下に辿りつくことで更にこのことの現実味は増し、我々の考える次の支持線である 
114.50 を狙うことが可能となる。 

 
 
 

 



 

マンスリーチャート 
マンスリーチャートへ目線を移すと、1998年の 8月のピークである下降抵抗線と一致する 
100.00近くからレートが戻っていることがわかる。 
このチャートでは、2011年 10月から 2015年 6月の上昇トレンドレベルの 50%の綾戻り近くで 
このリバウンドが発生していることがわかる。 
以上から、USD/JPY はまた買い人気へ戻り、2017年はさらなる上昇が期待できそうである。 
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