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PRAEVIDENTIA DAILY（2 月 27 日） 

 

昨日までの世界：ややリスクオフ的なドル高 

昨日は、対主要通貨および対新興国通貨も含めて、全般的にドル高となった。この間、米新築住宅販売件数は
48.8 万件と前月および市場予想を大きく上回る良好な計数となったが、米長期債利回りは低下、米株価も横ば
いから軟調な中でのドル高となっており、米景気に対する信頼感の高まりを受けたドル高というよりは、市場
のリスク回避的傾向を受けたリスクオフのドル高という面の方が強いようだ。 

主要通貨では豪ドル、NZ ドルやカナダドルといった所謂コモディティ通貨の下落が大きかったほか、ユーロ
やポンドなどの欧州通貨も対ドルで下落した。この間、ドル/円相場は、米新築住宅販売件数の発表前に 102 円
丁度方向へ軟化する局面がみられた後、予想比上振れを受けてその後反発し、一時 102.61 円へ上昇した。もっ
とも、米長期債利回りが低下する中で、連動性が高いドル/円の上昇は限定的となり、102 円台前半へ反落して
引けている。 

この間、新興国通貨はロシアのウクライナ国境近辺での軍事演習報道などが嫌気されてか、ロシアルーブルや
ウクライナフリブナその他中東欧通貨の下落が比較的大きかったほか、南アランドやトルコリラも下落した。
他方、前日、前々日と大きく下落した中国人民元は下落が一服、中国経済や金融市場の影響を受け易いアジア
通貨は総じて堅調となっている。人民元の最近の下落は大幅で、確かに経済指標の悪化やシャドーバンキング
問題など通常の通貨にとっては悪材料もあるが、中銀である人民銀がコントロール可能な人民元相場の下落は
当局の意図が現れていると見た方がよく、それまでの市場の一方向の元高期待を修正するための教育的措置と
も取れる。更に、人民元の他のアジア通貨や豪ドル、円との連動性は最近非常に低く、人民元の主要通貨への
影響は再び低下してくるだろう。 

 

きょうの高慢な偏見：ドレスデンのインフレ低下が ECB の限界を試す 

本日は、明日発表のユーロ圏 2 月 HICP（消費者物価指数）速報および来週 3 月 6 日の ECB 定例政策理事会を
控えて、ドイツ分 2 月 HICP の発表が注目される。ユーロ圏ではユーロ圏全体の指標発表の前に、主要国分が
発表される統計が一部あり、PMI と並んで HICP もその一つで、最近はユーロ圏分発表の前にドイツ分 HICP
やフランス、ドイツ分 PMI に市場が大きく反応し、ユーロ圏分への反応は既に織り込まれ限定的になる、とい
うパターンになっているため重要だ。更に HICP については、ドイツ全国分発表の前に主要州分が発表される
ため、ドイツ全国分やユーロ圏分と最も連動性が高い州の動向が重要となる。 

ドイツ各州の前年比および前年比計数の変化に関して、ドイツ全国分およびユーロ圏分との相関を計算すると、
総合的にみてザクセン州（州都ドレスデン、17：00 発表）が最も相関が高いほか、ユーロ圏との相関ではバイ

主要通貨ペアの前営業日比変化率と、連動性が高い金利・株価・商品市況の変化

変化率 米日2年金利差 米2年金利 日2年金利 米日10年金利差 米10年金利 日10年金利 米株価 日株価 原油WTI 原油Brent
ドル/円 +0.1 +0.01 +0.01 +0.00 -0.04 -0.04 +0.00 +0.0 -0.5 +0.7 -0.1

変化率 独米2年金利差 独2年金利 米2年金利 独米10年金利差 独10年金利 米10年金利 欧株価 米株価 原油Brent 西伊の対独格差

ユーロ/ドル -0.4 -0.03 -0.02 +0.01 +0.01 -0.03 -0.04 -0.4 +0.0 -0.1 -0.00

変化率 英米2年金利差 英2年金利 米2年金利 英米10年金利差 英10年金利 米10年金利 英株価 米株価

ポンド/ドル -0.1 -0.01 +0.01 +0.01 +0.02 -0.02 -0.04 -0.5 +0.0

変化率 豪米2年金利差 豪2年金利 米2年金利 豪米10年金利差 豪10年金利 米10年金利 米株価 中国株価 CRB
豪ドル/米ドル -0.6 -0.04 -0.03 +0.01 -0.01 -0.04 -0.04 +0.0 +0.3 +0.0

変化率 NZ-米2年金利差 NZ2年金利 米2年金利 NZ-米10年金利差 NZ10年金利 米10年金利 米株価 中国株価 CRB
NZドル/米ドル -0.3 -0.03 -0.02 +0.01 +0.02 -0.01 -0.04 +0.0 +0.3 +0.0

変化率 米加2年金利差 米2年金利 加2年金利 米加10年金利差 米10年金利 加10年金利 米株価 原油WTI CRB
米ドル/加ドル +0.4 +0.03 +0.01 -0.02 +0.01 -0.04 -0.04 +0.0 +0.7 +0.0

（注）為替相場、株価および商品価格は前営業日比変化率、金利は前営業日比変化幅（％ポイント）。
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エルン州（州都ミュンヘン、18：00 発表）も高い（下図を参照）。現在のところドイツ全国分は前年比+1.1％、
ユーロ圏分は前年比+0.7％といずれも前月から 0.1％ポイント低下が予想されていることから、ザクセンとバイ
エルンで前年比計数（各々+1.4％、+1.1％、市場予想はない）が 0.1％ポイント以上下がるかどうか、が焦点だ。
前月から横ばいとなった場合、3 月理事会での ECB 追加利下げの可能性がやや後退することからユーロは上昇
するだろう。ドイツ分が 0.1%ポイント低下の場合は予想通りだが、ユーロ圏分が+0.7％と ECB の中期的な物
価安定の定義から程遠い率であることから、緩和期待は残りユーロが下落する可能性があり、0.2％ポイント低
下するようならユーロへの売り圧力は大きくなる。 

とはいえ、ECB 金融政策を巡っては、現在 0.25％の政策金利の追加利下げ余地が限られていること、現在 0％
の中銀預金金利（短期金利の下限を規定する）のマイナス化には Constancio 副総裁を始め慎重派も根強いこと、
既存の国債保有分の非不胎化（買取で生じた市場へのユーロ資金供給を吸収せず放置）については議論が立ち
消えになっており既存保有残高が限度になること、量的緩和についても全く進展がなく（OMT は残存期間 1-3
年の国債に限られ不胎化される）、OMT についても独憲法裁判所の要請で現在欧州司法裁判所が他の法律体系
との整合性につき検証中であること、など、ECB のディスインフレ対策としての金融緩和には無限性が全くな
く、あるとしても単発的とならざるを得ず、これでは効果が限られる。このため、HICP が弱い計数となる場
合でも、来週の ECB 理事会後には即買戻しを考えている投資家が多いはずであり、注意が必要だ。 

 

ドル/円は引き続き 101-103 円のレンジ内で、通常振れが大きい米耐久財受注統計結果では米景気の基調的な方
向性が分かりにくいことから、レンジ突破の材料とはなりにくい。むしろ Yellen 議長の議会証言で、前回 1 回
目の証言での慎重ながらも淡々と資産購入縮小を進める姿勢が修正されないかが焦点となる。足許の弱い経済
指標を受けてどちらかというと発言が慎重化するリスクがあるため、ドル/円は議会証言に向けて弱含みで推移
するだろう。 

本日の指標、イベント 時刻 前期 市場予想 備考 
Pianalto クリーブランド連銀総裁発言 9：30   ややタカ派、投票権あり 
スイス 4QGDP・前期比 15：45 +0.5％ +0.4％  
佐藤日銀審議委員発言 16：00   相対的にタカ派 
独 2 月失業者数 17：55 -2.8 万人 -1.0 万人  
独 2 月全国分 HICP・前年比 22：00 +1.2％ +1.1％ 17：00 のザクセン州分を皮

切りに各州分が発表。 
Weidmann 独連銀総裁発言 22：00   タカ派 
米 1 月耐久財受注・除く輸送用機器・前月比 22：30 -1.3％ -0.3％  
同・コア資本財受注・非国防除く航空機  -0.6％ -0.2％ 設備投資の先行指標 
同・コア資本財出荷・非国防除く航空機  +0.6％ -1.0％ GDP 算出に使用 
米新規失業保険申請件数 22：30 33.6万件 33.5 万件  
Yellen・FRB 議長議会証言 0：00   上院銀行委。2 月 13 日分が

嵐のため延期されたもの。 
Fisher ダラス連銀総裁発言 0：30   ややタカ派、投票権あり 
Lockhart アトランタ連銀総裁、 
George カンザスシティ連銀総裁発言 

5：15   ややハト派、投票権なし 
タカ派、投票権なし 

ウクライナ、暫定内閣樹立？     
（出所）プレビデンティア・ストラテジー作成 

ドイツ各州CPIの、全ドイツ分およびユーロ圏分との相関係数

相関係数（09年以降） ザクセン ヘッセン

バーデン

ビュルテン

ブルク

ブランデ

ンブルク

ノードライ

ンヴェスト

ファーレン

バイエルン

ユーロ圏
との相関

前年比伸び率 0.92 0.92 0.93 0.92 0.88 0.95

前年比伸び率の

月次変化幅
0.84 0.77 0.74 0.81 0.77 0.78

全ドイツ分
との相関

前年比伸び率 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.96

前年比伸び率の

月次変化幅
0.88 0.84 0.79 0.80 0.81 0.81 0.5
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ドイツおよびユーロ圏のCPI前年比推移

前年比％

市場予想
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ディスクレイマー 

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、金融商品の売買や投資など何らかの行動を勧誘するものではありません。

ご利用に関しては、全てお客様ご自身でご判断下さいますようよろしくお願い申し上げます。 
当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性を保証するものではありません。内容は予告
なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。 
当資料は著作物であり、著作権法により保護されております。全文または一部を転載する場合は出所を明記して下さい。当資料は購
読者向けに送付されたものであり、購読者以外への転送を禁じます。 
 
プレビデンティア・ストラテジー株式会社 
金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第 2733 号 
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02641 

 
 


