
 ･10月の独ZEW景気指数▲18.1 ドル円 ユーロ円 24H

117.43 166.76 寄付

07/10/16 117.46 166.93 安値

（火） 116.45 164.85 高値

116.93 165.71 終値

･FRB議事録公表
ドル円 ユーロ円 24H

 117.04 165.92 寄付

07/10/17 117.20 166.48 安値

（水） 116.18 164.58 高値

116.67 165.76 終値

･米地区連銀報告
ドル円 ユーロ円 24H

 116.38 165.33 寄付

07/10/18 116.64 166.10 安値

（木） 115.28 164.85 高値

115.63 165.29 終値

･8月の全産業活動指数1.0% ドル円 ユーロ円 24H
 ・第3四半期英GDP速報値0.8% 115.56 165.15 寄付

07/10/19 115.73 165.28 安値

（金） 114.51 163.70 高値

 114.51 163.76 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 113.48 162.71 寄付

07/10/22 114.63 163.75 安値

（月） 113.37 160.47 高値

 114.57 162.48 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 114.40 162.18 寄付

07/10/23 115.04 163.97 安値

（火） 114.17 162.05 高値

114.78 163.71 終値

 
･9月の貿易黒字1兆6378億円 ドル円 ユーロ円 24H

 ･9月の米中古住宅販売504万戸 114.91 163.82 寄付

07/10/24 114.96 163.85 安値

（水） 113.81 161.70 高値

･米緊急追加利下げ実施の噂 114.26 163.00 終値

 
･10月の独IFO景気指数103.9 ドル円 ユーロ円 24H

 114.04 162.63 寄付

07/10/25 114.58 164.02 安値

（木） 113.77 162.45 高値

114.18 163.55 終値

　
ドル円 ユーロ円 24H

 114.10 163.44 寄付

07/10/26  114.57 164.58 安値

（金） 113.98 163.34 高値

･ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞがCDO格下げ発表  114.20 164.38 終値

　 ドル円 ユーロ円 24H
 　 114.20 164.51 寄付

07/10/29 　 114.91 165.49 安値

（月） 114.06 164.42 高値

114.67 165.41 終値

　
･9月の完全失業率4.0% ドル円 ユーロ円 24H

 114.71 165.37 寄付

07/10/30 115.03 165.87 安値

（火） ･ｽｳｴｰﾃﾞﾝが金利を0.25%引上げ 114.38 164.45 高値

･10月の米消費者信頼感指数95.6 114.64 165.45 終値

･日銀会合で金利据え置き決定 ･10月の日銀展望ﾚﾎﾟｰﾄ発表される ドル円 ユーロ円 24H
 114.78 165.74 寄付

07/10/31 115.51 167.27 安値

（水） 114.38 165.37 高値

･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁが決算発表､ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関
連で合計79億ﾄﾞﾙの損失と発表

･篠原財務官｢円ｷｬﾘｰﾄﾚｰﾄﾞは事実
上消滅した｣
･ｱﾙﾑﾆｱ欧州委員｢G7のﾒｯｾｰｼﾞは
非常に明解｣
･IMF専務理事｢ﾄﾞﾙは過大評価､緩
やかな下落を予想｣

･9月の米耐久財受注▲1.7%､同新
規住宅販売77.0万戸
･AIG生命がｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ絡みで巨額
損失被る､との噂あり

･NYﾀｲﾑｽﾞ「ﾒﾘﾙﾘﾝﾁがｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関
連で25億ﾄﾞﾙの追加損失計上｣
･中国国家発展開発委員会が｢人民
元は15～20%切り上がるべき｣との報
告書発表(のちに否定)

･ｼｶｺﾞ地区連銀総裁｢住宅市場を除
けば､米経済は前進している｣
･米財務長官｢人民元はﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ
ｽﾞを反映していない｣
･前FRB議長｢住宅価格が落ち着く
には時間がかかる｣

･香港ﾄﾞﾙが金融管理局設定の目標
下限を初めて示現､そのため当局が
香港ﾄﾞﾙ売り介入を実施
･10月のﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀製造業指数
▲5

･日本経団連会長｢強い企業なら
100～110円でもやっていける｣
･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ首相｢ﾕｰﾛは懸念せ
ず､綿密に監視｣

･10月の月例経済報告で基調判断
据え置き
･独ｺﾒﾙﾂ銀行がｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連で巨
額損失を抱えるとの一部報道あり

･ｱﾙﾑﾆｱ欧州委員｢過度の為替変
動は望ましくない｣
･G7声明草案にﾕｰﾛ高是正など盛り
込まれず
･ECB総裁｢G7は若干の行き過ぎや
かなりの変動が見られると認識｣
･ｽﾏｷﾞECB専務理事｢欧州は強い
ﾕｰﾛに対応する必要あり｣

欧米は米住宅指標が良かったこと
でﾄﾞﾙ高でｽﾀｰﾄ。しかしAIGに絡む
噂などから流れが一変した。

前週末のG7を受けて円は高寄りす
るも続かず。東京ﾀｲﾑに入るとむし
ろやや冴えない値動きとなった。

欧米はﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞの発表を受けて流
れが一変。再び円買い優勢となるも
米株が底堅く、ﾄﾞﾙも下げ渋り。

東京は発表された日本の経済指標
が悪化したことに加え､堅調な株価
が円売り要因に。円弱含み。

東京はﾒﾘﾙﾘﾝﾁ決算や人民元に関
する報道などもあり円買い優勢。た
だ114円台は割り込めず。

東京は引き続き株価動向をにらみ
ながらも揉み合い。積極的な動意に
乏しかった。

欧米は発表された米経済指標が冴
えなかったことに加え米追加利下げ
の噂などからﾄﾞﾙが続落した。

欧米はｺﾒﾙﾂ銀に対する報道などか
らﾕｰﾛが買いにくい雰囲気。ﾕｰﾛ/ﾄﾞ
ﾙの下げに併せ対円でもﾄﾞﾙ高へ。
東京は株価動向などをにらみつつﾚ
ﾝｼﾞ内で乱高下。ﾄﾞﾙ/円は結局行っ
て来いで終了している。
欧米も株価に左右される展開。発表
された主要企業の決算が良好と
なったこともありﾄﾞﾙも小じっかり。

欧米は対米証券投資が過去最大の
売り越しとなりﾄﾞﾙ売りに寄与したも
のの､好調な米決算が下支え。

東京は引き続きG7での円安是正合
意観測などが根強く円買い優勢。
仏財務相発言も円買いを後押し｡
欧米はﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟや人民銀総
裁などの発言をｷｯｶｹに円続伸。た
だ終盤は米株反発もあり下げ渋り｡

欧米はﾄﾞﾙ独歩安。懸念されていた
G7での為替合意が見送られたとの
判断からﾄﾞﾙ売り安心感強い。

東京は日経平均が300円近い下げ
を記録したことなどもあり信用ﾘｽｸの
再燃観測から円が強含み。

欧米は米株が堅調に推移したことで
ﾄﾞﾙ強含み。ただ月末FOMCでの利
下げ観測が足かせに。

東京は月末の日銀会合や株価動向
をにらみつつ揉み合い。ﾄﾞﾙ/円は
30Pﾚﾝｼﾞで方向性乏しい。

≪　１０月１６日～３１日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は前日の写真相場。株安に加
えG7円安是正合意の観測から円買
い優勢ﾑｰﾄﾞ。
欧米は米住宅指数の悪化に加えﾄﾙ
ｺ軍ｲﾗｸ進行の可能性を受けたﾄﾞﾙ
売り依然旺盛。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は株価下落に加え財務省幹部
の発言を受けて円買い優勢。ｸﾛｽを
含めて1円以上も円高が進行した。

欧米は指標やFOMCの結果を受け

東京は日銀会合やFOMCにらみで
動意薄。ただ会合終了後はｸﾛｽで
やや円安進行。

欧米は発表された米経済指標が冴
えず､ﾄﾞﾙの売り要因に。ただ株価が
下げ渋ったことで意外に底堅い。

東京はWSJ紙の報道を受けてﾄﾞﾙ売
り･円買い優勢。また日経平均株価
の下落も円買いを支えていた。

･8月の対米証券投資▲1630億ﾄﾞﾙ､
9月の米鉱工業生産0.1%､同説後稼
働率82.1%､10月のNAHB住宅指数
18

･財務省幹部｢G7では為替評価に
ついての発言があるかも知れない｣
･ﾎﾞﾙﾄｶﾞﾙ中銀総裁｢最近のﾕｰﾛ高
は大幅だが過去を見れば前例があ
･米財務長官｢強いﾄﾞﾙは国益に叶
う｣

･8月の第三次産業活動指数1.3%､
同景気先行指数確報値27.3%
･9月の米住宅着工件数119.1万件､
同許可件数122.6万件､同CPIは
0.3%

･ｲﾝﾄﾞ株式市場への外貨流入規制､
財務相｢資金流入に上限を設定｣
･IMF｢ﾄﾞﾙは中期ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞから
みて過大評価｣
･ﾄﾙｺ協会議長｢ｲﾗｸ越境軍事作戦
を可能にした法案を可決｣
･ｶﾚﾝNZ財務相｢依然としてNZﾄﾞﾙは
過剰評価｣
･仏財務相｢弱い円やﾄﾞﾙに対して
ﾕｰﾛ圏は不利益を被っている｣
･人民銀総裁｢人民元問題協議のた
め副総裁をEUに派遣｣

･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾖｰﾛｯﾊﾟ｢円は日本の経常
黒字をもっと反映すべき｣
･9月の米景気先行指数0.3%､10月
FF連銀景気指数6.8

･9月の消費者物価指数▲0.2%､同
鉱工業生産▲1.4%
･10月のﾐｼｶﾞﾝ大学消費者信頼感
指数80.9

･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ首相｢G7ではﾄﾞﾙや円
相場に関する合意がなかった｣

･米財務長官｢強いﾄﾞﾙは米国の国
益｣
･ｱﾙﾑﾆｱ欧州委員｢米当局が強いﾄﾞ
ﾙ支持の姿勢維持すること希望｣

･WSJ紙｢FOMCでは利下げと金利
据え置きの両方議論される｣

･米財務長官｢強いﾄﾞﾙに強くｺﾐｯﾄし
ている｣
･独連銀総裁｢為替水準に目標はな
い｣
･前FRB議長｢長期的なﾄﾞﾙ安を予想
する｣

･10月の米ADP全米雇用報告10.6
万人､同ｼｶｺﾞPMIは49.7､9月建設支
出0.4%､第3四半期GDP速報値

･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ中銀総裁｢最近のｲﾝﾌﾚ指
数はかなり高い｣
･FOMCで金利を0.25%引き下げ、声



115.43 167.22 終値

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

荒れ模様。大きくはﾚﾝｼﾞだがそのな
かで上下に激しい値動き。

3.9%､同個人消費3.0%､同PCE価格
指数1.8%

明は｢ｲﾝﾌﾚに新たな上向きﾘｽｸ｣


