
 　 ドル円 ユーロ円 24H

  寄付

07/01/01 　 　 休 休 安値

（月）   高値

　 場 場 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.92 157.18 寄付

07/01/02  118.95 157.90 安値

（火） 118.51 156.93 高値

  118.85 157.76 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.85 157.77 寄付

07/01/03  119.68 158.06 安値

（水） 118.67 157.06 高値

 119.38 157.22 終値

 ドル円 ユーロ円 24H
 119.35 157.18 寄付

07/01/04 119.52 157.32 安値

（木）  118.99 155.69 高値

119.05 155.75 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.83 155.55 寄付

07/01/05 119.04 155.56 安値

（金） 117.98 154.00 高値

118.63 154.28 終値

 
･東京成人の日で休場 ドル円 ユーロ円 24H

 118.58 154.24 寄付

07/01/08 118.83 154.73 安値

（月） 118.11 153.66 高値

118.80 154.73 終値

･11月の独貿易収支193億ﾕｰﾛ ドル円 ユーロ円 24H
 118.71 154.76 寄付

07/01/09 119.55 155.43 安値

（火） ･11月､12月分のFRB議事録 118.70 154.76 高値

119.40 155.22 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 119.30 155.03 寄付

07/01/10 119.78 155.25 安値

（水） 119.13 154.54 高値

119.63 154.77 終値

･12月の外貨準備高8953.20億ﾄﾞﾙ ドル円 ユーロ円 24H
 ･11月の景気先行指数20.0% 119.53 154.64 寄付

07/01/11 ･BOEが25BPの利上げ実施 120.65 156.35 安値

（木） ･ECBが金利据え置き決定 119.50 154.64 高値

120.48 155.32 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 120.34 155.15 寄付

07/01/12  120.74 155.86 安値

（金） 120.16 155.13 高値

120.34 155.54 終値

･11月機械受注3.8% ドル円 ユーロ円 24H
 ･NY市場が休場 120.27 155.46 寄付

07/01/15  120.61 156.11 安値

（月） 120.07 155.08 高値

120.43 155.80 終値

します。アドレス　info@fx-newsletter.com　まで

･ECB総裁｢円など為替について話
はしなかった｣
･ｺｰﾝFRB副議長｢ｲﾝﾌﾚ警戒を緩め
ることは早過ぎ｣

･ﾜｼﾝﾄﾝで尾身財務相と米財務長官
が会談
･NYで異臭騒ぎ発生(当初はﾃﾛの
噂も)

･米国防省高官｢北朝鮮は事前警
告なしに核実験を行う準備を進め
ている｣
･米行政管理予算局局長｢米国資
産は引き続き魅力のある資産｣

･12月の米失業率4.5%､同非農業者
雇用数6.16万人

･尾身財務相｢通貨は経済ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝ
ﾀﾙｽﾞを反映すべき｣

･一部ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞが商品相場で大怪
我､破綻の噂あり
･11月の米製造業受注0.9%､12月の
ISM非製造業景気指数57.1
･新しい米国連大使にﾊﾘﾙｻﾞｰﾄﾞ氏
が内定
･中国人民銀行が預金準備率を
9.0%から9.5%に引き上げ

･ﾌｫｰﾄﾞ元米大統領の国葬のため米
株式市場が臨時休場､債券も半日
取引へ､また米経済指標の発表も
翌日へ先送り

･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中銀総裁｢ﾕｰﾛ圏のｲﾝﾌﾚ
は依然上方ﾘｽｸがある｣

･12月の独失業率9.8%､同失業者数
411.5万人
･12月の米ADP全米雇用報告▲4万
人､同ISM製造業景気指数51.4､11
月建設支出▲0.2%

･FOMC議事録｢短期的な経済成長
の下方ﾘｽｸがやや増加｣

欧米はNY休場で薄商いのなか依
然円が冴えない。対ﾎﾟﾝﾄﾞを中心と
した円売り意欲が終始旺盛。

東京は中川発言で円安気味ﾆス
タートするも良好な機械受注に影響
は相殺され結局揉み合い。

東京は円安基調継続のなか利益確
定売りなどに押され､やや円高気味
に推移。

東京はこの日も円が続落し一段
安。依然としてｸﾛｽを中心とした円
売りが終始優勢だった。
欧米は複数ﾒﾃﾞｨｱで1月日銀利上げ
見通しが報じられたこともあり、円
売りも流れも一服。

欧米は米貿易収支が予想より良好
な内容となったことでﾄﾞﾙ買い優勢。
ただ一部噂もあり120円に届かず。

欧米は予想外のBOE利上げでﾎﾟﾝ
ﾄﾞ堅調裡。日英金利差注視から円
は弱く、それがﾄﾞﾙ/円にも飛び火｡

東京は円続落。ﾄﾞﾙ/円は119.98円
わ付けるもOP防戦売りなどに阻ま
れ120円には届かず。

欧米は米情報社ﾚﾎﾟｰﾄの噂などか
ら円が続落。ｸﾛｽを中心に円は対ﾄﾞ
ﾙでも安値引け。

欧米は発表された米経済指標はそ
れほど悪くなかったもののﾍｯｼﾞﾌｧﾝ
ﾄﾞ破綻の噂からﾄﾞﾙが冴えない。

東京休場のｱｼﾞｱはこの日も閑散。
ほとんどの通貨ﾍﾟｱは高値圏での
揉み合いに終始。
欧米は発表された米経済指標が強
弱混在していた内容だったこともあ
り右往左往。方向感定まらない。

東京はｺﾞｰﾄ日仲値不足などを飲み
込み円高。日銀早期利上げから円
の買い戻し意欲強い。

東京はﾚﾝｼﾞ相場。年初初めての取
引となったが正月と週末3連休に挟
まれ参加者いまだ少ない。

東京は再び円売りの展開。とくにﾎﾟ
ﾝﾄﾞ/円などｸﾛｽで円は冴えない。
M&A手当てが出ていたとの話も。

欧米もｽﾀｰﾄは円高。しかし発表さ
れた米雇用統計が良好な内容と
なったことで流れが一変した。
東京休場で薄商いとなるなか、ﾕｰﾛ
/円での円買いに連れる格好で円
が堅調裡。
欧米はNYの異臭騒ぎからﾄﾞﾙ売りと
なったがFRB副議長の発言を好感
し後半巻き戻す。

≪　１月　1日～１５日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京休場のｱｼﾞｱは取引閑散。ただ
年末までの円ｼｮｰﾄ巻き戻しなども
あり円が小じっかり。
欧米はﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中銀総裁の発言も
あり利上げ期待が高まったﾕｰﾛが
強含み。小幅ながら独歩高。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京､ｱｼﾞｱ市場ともﾆｭｰｲﾔｰで休場

欧米市場ともﾆｭｰｲﾔｰで休場

･読売新聞朝刊｢日銀が1月利上げ
に利上げに動く可能性｣

･米情報社が｢日銀の1月利上げは
懐疑的｣とのﾚﾎﾟｰﾄ送信の噂

･財務省幹部｢ｸﾞﾘｰﾝｽﾊﾟﾝ氏は尾身
財務相との会談で米経済は若干上
向き､再加速の兆しと指摘｣
･在韓米軍ﾍﾞﾙ司令官｢北朝鮮の追
加核実験､可能性は高い｣

･11月の米貿易収支▲582億ﾄﾞﾙ､対
中▲229.2億ﾄﾞﾙ､対日▲79億ﾄﾞﾙ
･日本の財務省が金融機関に圧力
を掛けて120円到達を阻んでいると
の噂あり

･早川日銀調査局統計局長｢景気
は緩やかな拡大を続けている｣
･ｼｶｺﾞ連銀総裁｢ｲﾝﾌﾚﾘｽｸは主な懸
念｣
･ﾀﾞﾗｽ連銀総裁｢外準ｼﾌﾄがﾄﾞﾙに打
撃となる必然性はない｣

･12月の米小売売上高0.9%､同輸入
物価1.1%､11月企業在庫0.4%

･日経ｳｪﾌﾞｻｲﾄ｢来週日銀は利上げ
見通し｣

･大田経財相｢日銀はﾃﾞﾌﾚ脱却見
通しに対する説明責任果たすべき｣
･藤井財務次官｢為替はﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ
ｽﾞを反映すべき｣
･ECB総裁が会見で｢強いｲﾝﾌﾚ警
戒｣の文言使用せず

･中川自民党幹事長｢日銀利上げな
ら議決延期請求権を行使｣
･独産業連盟｢今年のﾕｰﾛ相場､
1.40ﾄﾞﾙまで上昇も｣
･ﾍﾞﾙｷﾞｰ中銀総裁｢ﾕｰﾛ圏の金利は
歴史的低水準にある｣

･ﾎﾞｽﾄﾝ連銀総裁｢ｲﾝﾌﾚは引き続き
難題｣
･ﾍﾞﾙｷﾞｰ中銀総裁｢ﾕｰﾛ圏金利は50
年来の低水準｣
･尾身財務相｢為替についてｺﾒﾝﾄす
る立場にない｣


