
 ･東京市場が休場 ドル円 ユーロ円 24H

98.54 125.84 寄付

08/11/03 99.65 128.46 安値

（月） 98.30 124.75 高値

　 99.14 125.33 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 99.03 124.93 寄付

08/11/04 100.56 130.98 安値

（火） 98.35 123.43 高値

99.73 129.48 終値

･9月の米製造業受注▲2.5%
ドル円 ユーロ円 24H

 99.80 129.57 寄付

08/11/05 ･次期米大統領選にｵﾊﾞﾏ氏決定 99.87 130.13 安値

（水） 97.88 126.07 高値

97.95 126.89 終値

･9月の景気先行指数89.2 ドル円 ユーロ円 24H
 ･BOEが1.5%の利下げ実施 98.23 126.83 寄付

08/11/06 ･ECBが0.5%の利下げ実施 98.69 127.05 安値

（木） ･SNBが0.5%の利下げ実施 97.49 123.90 高値

97.75 124.32 終値

･韓国が0.25%の利下げ実施 ドル円 ユーロ円 24H
 97.30 123.51 寄付

08/11/07 98.70 126.37 安値

（金） 96.75 122.48 高値

98.25 124.97 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 99.04 127.00 寄付

08/11/10 ･9月の機械受注5.5% 99.48 128.43 安値

（月） ･米家電2位が連邦破産法申請へ 97.60 124.25 高値

98.02 124.96 終値

･9月経常収支1兆4979億円 ドル円 ユーロ円 24H
 ･11月の独ZEW景況指数▲53.5 98.00 124.93 寄付

08/11/11  98.31 125.50 安値

（火）  97.30 121.84 高値

97.66 122.29 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 97.28 121.73 寄付

08/11/12 98.08 123.86 安値

（水） 94.48 118.10 高値

･露ﾙｰﾌﾞﾙ切り下げの噂 95.03 118.84 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 94.82 118.13 寄付

08/11/13 ･第3四半期独GDP▲0.5% 98.30 125.99 安値

（木） 94.82 118.13 高値

97.70 124.78 終値

･10月の米財政収支▲2372億ﾄﾞﾙ
･第3四半期ﾕｰﾛ圏GDP▲0.2% ドル円 ユーロ円 24H

 ･金融ｻﾐｯﾄにｵﾊﾞﾏ氏出席せず 97.62 124.84 寄付

08/11/14 97.76 125.05 安値

（金） 96.09 121.35 高値

･ECB総裁｢ﾕｰﾛ圏の景気は低迷｣ 97.00 122.22 終値

･米連邦住宅金融局局長｢ﾛｰﾝ条件
緩和計画を12/15から実施｣

･北朝鮮が来月1日から韓国との軍
事境界線を閉鎖と発表
･10月の独失業率3.0%､同失業者増
減3.65万人

･10月の国内企業物価▲1.6%､9月
の鉱工業生産確報値1.1%

･11月のECB月報｢ﾕｰﾛ圏経済の成
長ﾘｽｸの下向きﾘｽｸが実体化｣
･仏大統領｢ﾄﾞﾙは唯一の基軸通貨
であらず､G20で表明｣

･S&P｢南ｱの格付け見通しをﾈｶﾞﾃｨ
ﾌﾞに引き下げ｣
･英中銀総裁｢必要なら再び利下げ
をする予定あり｣
･米財務長官｢公的資金の有効な使
い方､住宅ﾛｰﾝ資産購入ではない｣
･ｾﾝﾃﾞﾝｽBOE委員｢来年の弱い英
経済指標が続く｣

･9月の米貿易収支▲565億ﾄﾞﾙ､対
日▲55.9億ﾄﾞﾙ､対中▲277.7億ﾄﾞﾙ

･ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁｢第4四半期GDP
は▲0.3%をさらに下回る見通し｣
･ｵﾊﾞﾏ氏｢自動車業界支援に取り組
んでいる｣

･中国が4兆元の景気策実施との報
道あり(8日)

･ﾄﾞｲﾂ証券がGMの目標株価をｾﾞﾛ
に修正

･WSJ｢米政府はAIG支援額を1230
億ﾄﾞﾙから1500億ﾄﾞﾙに拡大｣
･FRB｢米財務省､AIG発行の優先株
400億ﾄﾞﾙ取得へ｣
･ECB総裁｢幾つかの中銀には利下
げ余地あり｣
･ﾍﾞﾙｷﾞｰ中銀総裁｢12月のｽﾀｯﾌ予
測は大幅に下方修正｣
･山口日銀副総裁｢来年半ばごろま
で停滞色強い状況が続く｣

･10月日銀会合議事録｢景気の下
振れﾘｽｸが高まっている｣
･BOE声明｢英ｲﾝﾌﾚ見通し､大幅に
下向きにｼﾌﾄした｣
･ECB総裁｢追加利下げの可能性も
除外せず､ﾃﾞｰﾀ次第｣
･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中銀総裁｢ECBは12月に
追加利下げの可能性｣

･第3四半期米単位労働ｺｽﾄ速報値
3.6%､同非農業部門生産性1.1%

･10月の米失業率6.5%､同非農業部
門雇用数▲24.0万人､9月の米中古
住宅販売▲4.6%

･独財務相｢欧州委の見通しに賛
同｣
･ﾕｰﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ議長｢欧州はﾃｸﾆｶﾙ的
なﾘｾｯｼｮﾝに直面している｣

･ﾀﾞﾗｽ連銀総裁｢中銀の政策には
限界がある｣
･仏貿易相｢今週のECB利下げを期
待｣
・一部報道｢米財務省は銀行･保険
以外にも公的資本注入検討｣
･日銀総裁｢日銀利下げは将来の
金利変更余地を残すものではな

･10月の米ISM製造業景気指数
38.9､9月の米建設支出▲0.3%

･ｼｭﾀﾙｸECB理事｢ﾕｰﾛ圏の低迷は
09年も続く｣
･麻生首相｢短期的にはﾄﾞﾙをある
程度支えないとやっていけない｣

･GSの旗艦ﾌｧﾝﾄﾞが10億ﾄﾞﾙ損失被
るとの一部報道あり
･ＲＢＡが政策金利を0.75%下げ､声
明｢通貨下落と財政刺激が国内経
済を支える｣

･豪財務相が豪財政黒字と経済成
長率の見通しを下方修正

･10月のADP全米雇用報告▲15.7
万人､同ISM非製造業指数44.4

欧米はNYﾀﾞｳが大幅安をたどったこ
とでﾄﾞﾙ売り優勢。英利下げ幅が予
想よりも大きくﾎﾟﾝﾄﾞは冴えない｡

≪　１１月　1日～１５日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は米系Fの損失計上報道から
円買い優勢。ただ日経平均が500
円以上上昇したことで下げ渋り。
欧米は主要な欧米株価が強含みと
なったことで円売り優勢。米新大統
領誕生への期待感も後押し。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京休場のｱｼﾞｱ市場はｱｼﾞｱの株
式市場が強含みに推移したことを
受けてｸﾛｽ中心に円売り優勢。

･欧州委員会秋季見通し｢先行き､
複数のEU諸国がﾘｾｯｼｮﾝ入り｣

欧米はﾎﾟﾝﾄﾞやﾕｰﾛが冴えない。対
円などで大きく下落した。米株安も
あり、結局円の独歩高に。
東京はｼｮｰﾄｶﾊﾞｰからﾄﾞﾙの買い戻
しが先行。しかし日経平均が500円
近い下げとなり結局行って来い。

欧米は米連邦住宅金融局局長の
発言から米株が下げ止まりの様相
を見せたことで為替も円安気味。

東京は豪財務相の発言を嫌気し豪
ﾄﾞﾙ売り優勢。対円では2円以上下
落。利下げ観測からﾕｰﾛも弱い。
欧米は米経済指標の悪化､とくに雇
用と関係指数の大幅悪化が嫌気さ
れﾄﾞﾙ売り優勢。ﾄﾞﾙは安値引け。

欧米はﾚﾝｼﾞ内で激しい値動き。米
経済指標の悪化がﾄﾞﾙ売りとなった
ものの､調整的な買い戻しも｡

東京は概ね揉み合い。そうしたなか
M&A絡みの動きからﾎﾟﾝﾄﾞが対円な
どで強含み推移。

東京は引き続き株価にらみの展
開。株安･円高の展開で一時96円
台へ。ただｸﾛｽは逆行高。

東京は前日同様ECB利下げ観測か
らﾕｰﾛが軟調｡またﾎﾟﾝﾄﾞも利下げ観
測が嫌気され弱含み推移。

欧米は株高でｽﾀｰﾄするもｻｰｷｯﾄｼ
ﾃｨの破綻やﾄﾞｲﾂ証券の発表を受け
て一転株安へ。円買い優勢。

･10月の米小売売上高▲2.8%､同輸
入物価指数▲4.7%､9月の企業在庫
▲0.2%､11月のﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼
感指数57.9

･WSJ｢来年1月まで米自動車業界
向け支援策決定が遅れる可能性｣
･ｼｭﾀﾙｸECB理事｢一段の利下げを
行う可能性を否定しない｣

＊ご質問などはＥメールにてお願い致します。アドレス　info@fx-newsletter.com　まで

東京は北朝鮮に絡む報道から円は
小安い。ただ株価が意外に底堅く、
それもあり円売りは限定的。

欧米は米雇用統計が予想よりも悪
化したが米株が200ﾄﾞﾙあまりと上
昇したことでﾄﾞﾙ/円は高値引け。
東京は中国の景気刺激策を受けて
円は1円以上も弱含み。またWSJ紙
の報道も円売りの一因に。

欧米はﾎﾟﾝﾄﾞ大荒れ。次回理事会で
英国が大幅利下げを実施するとの
見方からﾎﾟﾝﾄﾞ売りが進行した｡
東京はWSJの報道を受けて円買い
優勢。ただ金融ｻﾐｯﾄにらみで商い
そのものは全般的に閑散。
欧米は株価の動向をにらみつつﾘ
ｾｯｼｮﾝ入りや利下げが懸念される
ﾕｰﾛが冴えない。


