
①BBGからコピー、半年間が入るようにする。
②高さ8cm、幅24cmくらいで貼付け 1
③黄色背景が隠れるように移す。

■IMM通貨先物ポジション（CME建て玉、非商業＋非報告） ■相場変動要因

①IMM先物のEXCELから、グラフをコピー
②図・拡張メタファイルで貼付
③高さ8cm/幅12cmくらいで 黄色背景が消えるように重ねる。
④下の金利見通しとずれないよう、

書式→配置→でそろえる

■米国における消費者信用残高と貯蓄率推移 ■今月の市場分析と展望

【 ドル高・円安 要因 】 【 ドル安・円高 要因 】
・世界経済の先行き懸念を背景としたドル保有ニーズの高まり（ドル高） ・FRBの将来の利上げペース鈍化示唆（ドル安）

・欧州圏のエネルギー不足を背景とした景気悪化懸念（ドル高） ・中間選挙にて共和党が躍進、バイデン政権のレームダック化（ドル安）

・日銀金融政策の緩和姿勢の継続（円安） ・本邦通貨当局による為替介入の実施（円高）

 ①IMM通貨先物ポジション（左上図）
10/18時点での円先物ポジションはネット後110,841枚の円ショート。9/22に政府・日銀の円買い介入

があったにも関わらず10月は円ショートポジションが拡大。10/21の為替介入と見られる動きから、覆面介
入への警戒感が高まっており、今後はややショートポジションが縮小すると考える。
②米国における消費者信用残高と貯蓄率の推移（左下図）
 足元では米製造業の景況感が悪化しているが、個人消費が底堅く米景気を支えている。尤も、足元ではコ
ロナの給付金を消化し、貯蓄率は過去最低レベルまで低下、消費者信用残高は急上昇している。物価上昇率
以上の賃金上昇が見込めない中、大規模な個人消費を支えていると言える個人への信用供与拡大は懸念材料
だ。家計債務の延滞率上昇やクリスマス商戦の不振など、個人消費に陰りが見えた場合は、製造業の受注悪
化にも波及し米景気後退が意識されるだろう。

 ③来月のドル/円見通し:上値の重い展開を予想
 10月のドル/円はインフレ高進に歯止めがかからない中、ドル買い地合いからドル/円は151.90円台まで
上昇。その後は、FRBが今後の利上げ幅を縮小させるとの報道や政府・日銀の為替介入と見られる動きから
145円近辺まで下落した。かかる中、来月早々にFOMC会合が開催されるが、今後の利上げ見通しについて
のコメントが注目されよう。同会合では、金融引き締めによる経済への悪影響を注視しつつも、コアインフ
レ率が上昇し続ける中では、引き続きデータ次第との発言がなされると見ている。市場が期待するほどハト
派色は出にくく、FOMC後のドル/円は上昇を予想する。11/8には米中間選挙が行われ、高インフレが続く
中で与党・民主党への批判の高まりから上・下院での敗北を予想する。中間選挙後はバイデン政権の円滑な
運営が困難となり、経済対策も実施しづらくなることが予想される。消費マインドの落ち込みから米リセッ
ション懸念が高まり、次第にドル売りとなりそうだ。（文責:瀬戸）

③06/17:日 黒田日銀総裁:「⾧期金利の変動幅拡大は考えていない」

⑩09/22:日 黒田日銀総裁:「当面は金利を引き上げない」

⑫10/21:米 WSJ紙ティラミオス氏:「11月会合で今後の利上げ幅縮小を議論」

①05/04:米 パウエルFRB議⾧:「次の2会合で0.50％利上げの議題想定」

②06/15:米 FOMC、FF金利誘導目標を0.75%引き上げ1.50%-1.75%に

④06/22:米 パウエルFRB議⾧:「ソフトランディングは達成が非常に困難」

⑤07/21:日 黒田日銀総裁:「金利引き上げるつもり全くない」

⑧08/26:米 パウエルFRB議⾧:「早急過ぎる緩和のリスクを歴史が警告」

⑨09/21:米 FOMC、FF金利誘導目標を0.75％引き上げ3.00－3.25％に

⑦08/01:米 ペロシ米下院議⾧を乗せた飛行機、台湾に着陸

⑥07/28:米 パウエルFRB議⾧:「大幅利上げを繰り返すかはデータ次第」

⑪09/22:日 神田財務官:「為替介入を行った」「為替市場は急速で一方的動き」

Forex Monthly 11月為替相場展望

USD/JPY  11月の予想レンジ:142.00 ～ 151.50
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■IMM通貨先物ポジション（CME建て玉、非商業＋非報告） ■相場変動要因

■日米欧のCDSインデックス推移 ■今月の市場分析と展望

【 ユーロ高・ドル安 要因 】 【 ユーロ安・ドル高 要因 】
・ユーロ圏インフレ高止まりによるECBの金融政策タカ派化（ユーロ高） ・米インフレの継続による金融引き締め継続（ドル高）

・米景気後退懸念を背景としたFRBの利上げ休止観測（ドル安） ・エネルギー価格高止まりによるユーロ圏貿易収支のさらなる悪化（ユーロ安）

・南北スプレッド拡大によるEU国債市場の不安定化（ユーロ安）

③06/15:米 FOMC、FF金利誘導目標を0.75%引き上げ1.50%-1.75%に

④06/22:米 パウエルFRB議⾧:「ソフトランディングは達成が非常に困難」

⑤07/21:欧 ECB、0.50％利上げ。新たな債券買入プログラム（TPI）を発表

①05/23:欧 ラガルドECB総裁「資産購入プログラム終了が7月利上げ可能に」

⑥07/21:日 黒田日銀総裁:「金利引き上げるつもり全くない」

②06/09:欧 ECB、主要政策金利を据え置き、7月に0.25％の利上げの意向

①IMM通貨先物ポジション（左上図）
 10/18時点ユーロ先物ポジションは、ネット後70,577枚のユーロロング。9月中旬にロングに転じて以
降、ECBの利上げ観測も支えにロングポジションは漸増基調。今後ロングポジションの巻き戻しには警戒が
必要だろう。
②日米欧CDSインデックス推移（左下図）
 欧州圏ではエネルギー価格高騰が顕著で、ユーロ圏8月生産者物価指数は前年比+43.30％と驚異的な伸
びを示すなか、ECBはインフレ退治を優先せざるを得ない状況。かかる中、デギンドスECB副総裁は「ユー
ロ圏銀行、景気減速に備え引当金積み増しを」と述べ、困難な金融・経済環境が民間セクターを圧迫する懸
念に言及。実際、企業の債務不履行リスクを表すCDSインデックスを日米欧で比較しても、足元欧州の伸び
が目立つ。ECBはインフレ退治と金利上昇による経済へのマイナス面の狭間で深刻なジレンマに陥ってお
り、欧州経済先行きへの不透明感がユーロの重石となろう。
③来月のユーロ/ドル、ユーロ/円見通し:ユーロは対ドル・対円で上値重い展開を予想
 10/27のECB理事会では主要政策金利0.75％利上げが決定。尤も、欧州圏で物価高騰と経済停滞が同時進
行するスタグフレーション懸念が高まる中、「今後数回の会合に渡り利上げが決定される可能性がある」と
の文言が声明文から削除され、ややハト派な内容となった。利上げによる経済へのマイナス面を考慮しECB
は積極的な利上げに踏み切れず、利上げ期待によるユーロ押上げも見込み辛い。また、足元、欧州内でのガ
ス在庫が想定以上に早く備蓄できている状況だが、今後本格的な冬が到来する中でエネルギー逼迫懸念も根
強い。11/14には英政府による中期財政計画が公表予定で、市場の期待を満たす内容でない場合、英国発の
市場動揺が再来する可能性もある。かかる状況下、ユーロには引き続き下押し圧力がかかり、リスクオフ局
面では対ドル・円で軟調な展開を見込む。（文責:山本）

⑦07/28:米 パウエルFRB議⾧:「異例の大幅利上げ繰り返すかはデータ次第」

⑧08/01:欧 7月消費者物価指数予想(前年比) 8.9%（予 8.7%、前 8.6%）

⑨08/26:米 パウエルFRB議⾧:「早急過ぎる緩和のリスクを歴史が警告」

⑩09/22:日 黒田日銀総裁:「当面は金利を引き上げない」

⑪09/22:日 神田財務官:「為替介入を行った/為替市場は急速で一方的動き」

⑫10/27:欧 ECB、0.75％利上げを決定、「一段の利上げを想定」

EUR/USD(黒線、右目盛)、EUR/JPY(オレンジ線、左目盛) (過去6か月間の推移）
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星取DIは、インフレ指標・対外収支を除く経済指標について、経済活動上向きの指標の数の比率から、経済活動下向きの指標
の数の比率を差し引いたもの。DIは、「+100～-100」のレンジで推移し、数値が大きいほど、経済活動上向きの指標が多
い。「0」は、経済活動上向き・下向きの指標数が拮抗していることを示す。

9月の星取DIはマイナ
スに転落した。日
本・米国・ユーロ
圏・中国がすべてマ
イナスに。特に欧州
が下押しした。

9月は強弱まちまち
だったが、星取DIは
若干マイナスに。公
表済みの10月の景況
感も強弱まちまち。

9月の星取DIは今のと
ころ若干のマイナ
ス。10月PMI速報は
水際対策緩和などか
らサービス業が改善
した。

9月も物価高から景況
感悪化を背景にマイ
ナスが継続。10月の
公表済み景況感はや
や悪化優勢でスター
ト。
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星取ＤＩ推移グラフ

（出所：Bloomberg・Reutersのデータをもとに三井住友信託銀行が算出）



月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

豪RBA理事会 日銀議事録(9/22) G7外相会合(ﾄﾞｲﾂ)－－－－→

日10年国債入札

英中銀MPC政策発表

ｲｽﾗｴﾙ総選挙 英中銀金融政策報告

FOMC－－－－－－－－→ 米夏時間終了

7 8 9 10 11 12 13

日10年物価連動 日銀主な意見(10/28) 日30年国債入札 G20財務相･保

国債入札 皆既月食 健相会合(ﾊﾞﾘ)

ﾕｰﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ財務相 EU財務相理事会

会合

米国中間選挙

米3年国債入札 米10年国債入札 米30年国債入札

14 15 16 17 18 19 20

G20首脳会議(ｲﾝﾄﾞﾈｼﾞｱ･ﾊﾞﾘ)→11/16 日20年国債入札 APEC首脳会議(ﾀｲ)－－→ ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ大統領

日5年国債入札 ﾏﾚｰｼｱ総選挙 選挙

EU首脳会議－－－－－－→ 愛媛県知事選

米10年ｲﾝﾌﾚ連動

米20年国債入札 国債入札

21 22 23 24 25 26 27

NZ政策金利公表 日40年国債入札 和歌山県知事選

米 2年国債入札 米 2年変動国債入札

米 5年国債入札 米 7年国債入札

28 29 30

日2年国債入札

ﾍﾞｰｼﾞｭﾌﾞｯｸ

（その他のイベント）

・(11/3)ASEAN経済共同体(AEC)評議会(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ)

・(11/6-18)国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)(ｴｼﾞﾌﾟﾄ/ｼｬﾙﾑｴﾙｼｪｲｸ)

・(11/20-12/18)ｻｯｶｰW杯ｶﾀｰﾙ大会
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