U.S. Market
米国マーケット事情

コロナショック後のドルの行方
～ドルサイクルからみる相場の大局観～
公益財団法人 国際通貨研究所
上席研究員

FRBの異例の金融緩和策も
高値圏での推移が続くドル

橋本 将司（はしもと・まさし）
慶應義塾大学卒業後、三菱UFJ銀行に入行。国際通貨研究所研究員、グ

新型コロナウイルスの世界的な感染

ローバルマーケットリサーチ・シニアアナリスト、経済調査室ニューヨーク

拡大により、世界経済は 2 0 2 0 年初の

駐在などを歴任し、グローバルな為替市場やマクロ経済に加え、米国金
融規制など幅広い分野の調査業務に従事。2020年より再び国際通貨

時点では想定し得なかった深刻な景気

研究所へ出向し、為替市場や主要国の金融政策・マクロ経済動向の分析

は IT（情報技術）革命により経済が好
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■図表2 米S&P500株価指数とMSCI新興国株価指数
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新興国株価指数の推移とともに見てみ
よう（図表1、2 ）
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（記事内容は 2020 年6 月8 日時点）
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