
 ドル円 ユーロ円 24H

104.55 139.15 寄付

05/03/16 103.90 138.86 安値

（水） 104.70 139.93 高値

104.15 139.72 終値

 
･SNBが政策金利の据え置き決定 ドル円 ユーロ円 24H

 104.22 139.74 寄付

05/03/17 104.13 139.50 安値

（木） 104.90 140.04 高値

104.53 139.84 終値

･原油続伸57.60ﾄﾞﾙで最高値更新
ドル円 ユーロ円 24H

 104.56 139.88 寄付

05/03/18 104.56 139.17 安値

（金） 105.07 140.20 高値

 104.74 139.57 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 104.70 139.40 寄付

05/03/21  104.67 138.30 安値

（月） 105.50 139.45 高値

 105.20 138.41 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 105.22 138.45 寄付

05/03/22  104.85 137.90 安値

（火） 105.69 138.90 高値

 105.63 138.24 終値

･2月の米PPI0.4%
･2月の貿易黒字1兆933億円 ドル円 ユーロ円 24H

 105.58 138.05 寄付

05/03/23 105.28 137.35 安値

（水） ･3月の独IFO景況指数94.0 106.19 138.10 高値

 105.95 137.60 終値

･1月の第3次産業活動指数2.2% ドル円 ユーロ円 24H
 105.93 137.57 寄付

05/03/24 105.93 137.53 安値

（木） 106.58 138.52 高値

 106.33 137.57 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 106.41 137.59 寄付

05/03/25  106.26 137.58 安値

（金） 106.52 137.95 高値

 106.36 137.82 終値

 
･主要な欧州市場は引き続き休場 ドル円 ユーロ円 24H

 ･ｽﾏﾄﾗ島付近でM8.5の地震発生 106.50 137.99 寄付

05/03/28  106.50 137.65 安値

（月） 107.37 138.30 高値

107.17 138.22 終値

 
･2月完全失業率4.7% ドル円 ユーロ円 24H

 ･3月の米消費者信頼感指数102.4 107.33 138.29 寄付

05/03/29 106.95 138.25 安値

（火） 107.62 139.08 高値

  107.57 139.00 終値

 
･2月鉱工業生産▲2.1% ドル円 ユーロ円 24H

 107.53 139.11 寄付

05/03/30 107.11 138.71 安値

（水）  107.67 139.37 高値

 107.55 138.88 終値

 
･04年度末日経平均は11715.39円 ドル円 ユーロ円 24H

 ･3月中の日銀介入実施はｾﾞﾛ 107.45 138.86 寄付

05/03/31 106.65 138.31 安値

（木） 107.50 139.13 高値

･内海元財務官｢日米金利差拡大で
ﾄﾞﾙ高方向に変わる可能性出てき
た｣
･仏経済財務産業相｢ﾄﾞﾙ安は仏経
済のﾘｽｸ要因｣

･2月の米耐久財受注0.3%､同新規
住宅販売122.6万戸

･英FT｢ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝなど投資ﾌｧﾝﾄﾞ
が伊ﾃﾚｺﾑ会社ｳｨﾝﾄﾞに130億ﾕｰﾛ
の買収提案｣
･ｽﾉｰ財務長官｢ﾌﾞｯｼｭ政権は強いﾄﾞ
ﾙを支持している｣

･日経新聞｢ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝが西武ｸﾞﾙｰﾌﾟ
に買収提案､9000億円｣と報じるも双
方から否定ｺﾒﾝﾄでる

･主要ｱｼﾞｱや欧州､米国など多くの
市場が休場に

･OECD事務総長｢原油高は世界的
なｲﾝﾌﾚにつながっていない｣

･中国人民銀行総裁｢為替改革で為
替ﾚｰﾄは一段と幅広く変動｣

･FOMCで25BPの金利引き上げを
決定､また声明で｢慎重なﾍﾟｰｽで｣と
の文言が維持されるのと同時に｢過
去数ヶ月でｲﾝﾌﾚ圧力が高まった｣
などとした

･米大統領が辞任するﾃｰﾗｰ財務次
官の後任にﾃｨﾑ･ｱﾀﾞﾑｽﾞ氏指名

･2月の米CPI0.4%､同中古住宅販売
679万戸

･福井日銀総裁｢金融政策で長期金
利水準を決めることはできない｣
･ﾃｰﾗｰ米財務次官｢原油価格は高
過ぎるが世界景気は良好」

･谷垣財務相｢大規模介入なければ
急激な円高で日本経済に壊滅的な
影響｣

･3月のﾃﾚﾚｰﾄ短観製造業が18とな
り前月から2P改善

･欧州財務相会議で｢財政規律を求
める安定と成長協定の緩和で合意｣
(20日)

･ﾒﾙｼｭECB政策委員｢ECBは利上
げを検討中､利下げではない｣

･3月の米ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指
数92.9

･中国国家開発銀行総裁｢人民元の
変更は差し迫っていない｣
･仏財務相｢ﾄﾞﾙ安は原油高の相殺
につながっている｣･2月の米景気先行指数0.1%､3月FF

連銀製造業指数11.4

･福井日銀総裁｢量的緩和の枠組
み、断固変更はない｣

･日銀金融月報で景気判断が小幅
上方修正
･NY原油が史上最高値を更新､
OPECが100万ﾊﾞﾚﾙの増産表明す
るも影響限定的

欧米は円安と言うよりﾕｰﾛ安。ｲｰｽ
ﾀｰを前にした調整の動き進み､結果
ﾄﾞﾙが小じっかり。

欧米はﾄﾞﾙが全面高の様相。FEDの
利上げﾍﾟｰｽが今後加速するとの見
方がﾄﾞﾙ買いを後押しした。
東京でﾄﾞﾙは高寄りしたが需給的に
頭も重く上げ渋り。ﾛﾝﾄﾞﾝに向けてﾄﾞ
ﾙじり安推移。
欧米は前日からの流れを受けたﾄﾞﾙ
買い止まらず。ﾕｰﾛ/ﾄﾞﾙは1.30ﾄﾞﾙ
割れ､ﾄﾞﾙ/円も106円台へ。

東京は円が続落。ﾄﾞﾙ/円ではなく欧
州通貨や資源国通貨のｸﾛｽで円売
り目立つ。
欧米はﾄﾞﾙ買いでｽﾀｰﾄするも、上値
は重く徐々に利食い売りなどに押さ
れほぼ行って来いの商状に。

欧米はﾕｰﾛが独歩安。露中銀発表
も焼け石に水で､ﾕｰﾛ/ﾄﾞﾙは一日で
実に200Pほどの下落を見せた。

･ﾌﾞｯｼｭ大統領がUSTR代表にﾎﾟｰﾄ
ﾏﾝ下院議員を指名

東京は目立った動意うかがえず。一
時日経報道が物議醸すも否定ｺﾒﾝﾄ
が出たことで影響は限定的。
欧米は休場が多く、開店休業状態。

･日銀決定会合で政策金利などの
据え置き決定される

･ﾛｼｱ中銀がﾙｰﾌﾞﾙのﾊﾞｽｹｯﾄ構成
比率を変更､ﾕｰﾛを0.1から0.2へ引
き上げ

東京は105円挟みで揉み合い。夜
半のFOMCに注目する向きが多く、
商いは総じて手控えﾑｰﾄﾞ。

東京休場で薄商いの中、ｱｼﾞｱはﾄﾞ
ﾙ堅調裡。欧州財務相会議の決定
も嫌気されﾕｰﾛ売り・ﾄﾞﾙ買いへ。

東京はまたもや円独歩安。OP絡み
の動きなどから投機筋の円売り止ま
らず。

≪　３月１６日～３１日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は一時ﾄﾞﾙ高に振れるも結局
行って来い。新規の材料に乏しく値
動きは限定的に留まる。
欧米は小幅円安。米経済指標は斑
模様で材料視されず。ただ原油価
格の動向をにらみつつ円冴えない。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は前日からの流れを継いでﾄﾞﾙ
弱含み｡ただ夜半の米経常赤字を
見極めたいとの雰囲気強い。
欧米は結果ﾕｰﾛ独歩高。米経常赤
字の悪化やNY原油高がﾄﾞﾙの弱材
料で対ﾕｰﾛ中心にﾄﾞﾙが売られた。

･2月の米鉱工業生産0.3%､同設備
稼働率79.4､同住宅着工件数219.5
万戸､04年米経常赤字6659億ﾄﾞﾙ

欧米はﾄﾞﾙしっかり。投機筋が資源
国通貨売り･ﾄﾞﾙ買いに動いていると
され、対ﾕｰﾛなどでもﾄﾞﾙ堅調。

東京は薄商いのなか､一瞬の隙を
ついてﾄﾞﾙが急騰｡OPﾊﾞﾘｱを突破し
て107円台への上伸を見せた。

欧米はﾄﾞﾙ安で寄り付くも、その後切

東京は大幅不足と言われた仲値を
過ぎるとﾄﾞﾙ安進行。一時は106円台
も。また円はｸﾛｽでも強い。

欧米は翌日が四半期末にあたるた
め積極的な取り組みは見られず。原
油動向を睨みつつ右往左往。

東京は行って来い。悪化した経済
指標から円売り先行するも続かず。
利食いのﾄﾞﾙ売りなどに押された。

欧米でﾄﾞﾙは再びしっかり。発表され
た米経済指標は悪かったが材料視
されず。対ﾕｰﾛ中心に小高い。

東京はﾚﾝｼﾞ内で揉み合い。一時は
日銀短観悪化のｳﾜｻが台頭したも
のの、影響そのものは限定的。

･2月の米個人所得0.3%､同消費
0.5%､同製造業受注0.2%､3月ｼｶｺﾞ

･福井日銀総裁｢金融緩和政策は
CPIが安定的ｾﾞﾛ以上になるまで継
続｣
･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ証券ﾚﾎﾟｰﾄ｢原油価

･中国人民銀行総裁｢中国は為替制
度を段階的に改革する｣
･OPEC議長｢原油価格に落ち着き､
追加増産の協議を中止した｣

･ｳｨｰﾚﾝﾊﾞﾌｪｯﾄ氏にAIGとの再保険
契約に関与した疑い浮上

･ﾊﾞｰﾅﾝｷFRB理事｢ｱｼﾞｱ中銀による
ﾄﾞﾙから他通貨へのシフトはない｣･第4四半期米GDP確報値3.8%(改

定値と同じ) ･ｽﾉｰ財務長官｢投資家は米財政赤
字を懸念し始めている｣



107.15 138.92 終値

 

＊製作・著作；「FXニュースレター」          URL；　http://www.fx-newsletter.com/

り返しの動き。GSﾚﾎﾟｰﾄや強いｼｶｺﾞ
PMIなどが好感された。

PMI69.2 格は1ﾊﾞﾚﾙ105ﾄﾞﾙまで上昇する可
能性がある｣


