
 ドル円 ユーロ円 24H

109.25 136.29 寄付

04/10/18  109.08 136.12 安値

（月） 109.58 136.90 高値

 109.24 136.47 終値

･ｶﾅﾀﾞが政策金利を25BP引き上げ ドル円 ユーロ円 24H
 109.23 136.45 寄付

04/10/19 108.25 135.45 安値

（火） 109.43 136.55 高値

108.38 135.63 終値

･日銀ﾚｰﾄﾁｪｯｸの噂あり ドル円 ユーロ円 24H
 108.34 135.58 寄付

04/10/20  108.09 135.49 安値

（水） 108.66 136.65 高値

 108.23 136.26 終値

･9月貿易黒字は1兆2376億円 ドル円 ユーロ円 24H
 108.24 136.28 寄付

04/10/21 107.33 135.33 安値

（木） 108.38 136.35 高値

107.45 135.54 終値

･8月の第三次産業活動指数0.4% ドル円 ユーロ円 24H
 ･第3四半期の中国GDP9.1% 107.46 135.55 寄付

04/10/22  107.18 135.46 安値

（金）  107.74 136.04 高値

107.21 135.86 終値

･新潟中部大地震発生(24日) ドル円 ユーロ円 24H
 107.21 136.11 寄付

04/10/25 106.21 135.71 安値

（月） ･10月独IFO景況指数95.3 107.39 136.87 高値

･9月の米中古住宅販売675万戸 106.72 136.69 終値

･10月米消費者信頼感指数92.8 ドル円 ユーロ円 24H
 106.71 136.68 寄付

04/10/26 106.39 135.67 安値

（火）  106.99 136.97 高値

 　 106.70 136.21 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 106.72 136.24 寄付

04/10/27 106.21 135.18 安値

（水） 107.15 136.52 高値

106.44 135.33 終値

･9月鉱工業生産▲0.3% ドル円 ユーロ円 24H
 106.43 135.32 寄付

04/10/28 105.89 134.79 安値

（木） ･日銀ﾚｰﾄﾁｪｯｸの噂あり 106.95 135.55 高値

106.28 135.46 終値

･9月失業率4.6% ドル円 ユーロ円 24H
 ･日銀が金融政策維持決定 106.29 135.47 寄付

04/10/29 ･財務省の市場介入､10月もｾﾞﾛ 105.78 134.88 安値

（金） 106.37 135.52 高値

105.80 135.40 終値

 

･第3四半期米GDP速報値3.7%､雇
用ｺｽﾄ指数0.9%､10月ﾐｼｶﾞﾝ大指数
91.7､同ｼｶｺﾞ購買部協会指数68.5

･谷垣財務相｢ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞを超え
た動きには適切な措置を取る｣
･ｲﾗｸでｱｼﾞｱ系と見られる遺体発見
(26日拉致被害者とは別人)
･ﾋﾞﾝﾗﾃﾞｨﾝがｱﾙｼﾞｬｼﾞｰﾗで声明､と
の一部ﾆｭｰｽあり

･米地区連銀報告｢経済活動は9月
から10月に掛けて引き続き拡大｣

･OPEC筋｢ﾛｼｱに増産余力なし､原
油価格は80ﾄﾞﾙに達する可能性｣

･中国が9年ぶりに貸出金利を0.27%
引き上げ

･福井日銀総裁｢量的緩和を長く続
けること､絶対にいけない｣
･渡辺財務官｢市場介入､必要なら
断固措置する｣

･東京午前に新潟中部で再び震度6
の地震発生

･ｼｭﾚｰﾀﾞｰ独首相｢現在のﾕｰﾛ相場
を憂慮｣

･9月の米耐久財受注0.2%､同新規
住宅販売120.6万戸

･WSJ紙｢米ﾃﾞﾙﾀ航空が連邦破産法
適応申請か｣

･福井日銀総裁｢量的緩和解除は情
勢を判断して機動的にやる｣
･ｽﾉｰ米財務長官｢中国のﾄﾞﾙﾍﾟｯｸﾞ
は他国にとって迷惑の域にある｣

･ｲﾗｸで日本人男性が拘束される､と
のﾆｭｰｽあり

･ｽﾉｰ財務長官｢中国の利上げは適
切｣

≪１０月１６日～３１日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は引き続き小動き。終盤に若干
ﾕｰﾛ売りも見られたが大勢には影響
なし。
欧米はﾄﾞﾙが独歩安。原油価格が大
きく崩れたうえGMなどに対する報道
がﾄﾞﾙ売りに繋がった。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

･ﾌﾟｰﾙSL連銀総裁｢良好な雇用の
伸びが期待できる｣

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

東京は小動き。時間外取引で原油
価格が高値を更新したとの報道も影
響は限定的に留まった。
欧米はややﾄﾞﾙ小安い。米証券投
資の流入額が7月を下回ったうえ､
原油価格が反落したことを材料視。

東京は106円後半で揉み合い。新
規材料に乏しく積極的な動意は乏
しかった。
欧米は小幅にﾕｰﾛ安。米経済指標
の内容は悪かったものの､この日は
米株が強含みで材料視されず。

欧米はおおむねﾕｰﾛ高。ﾊﾟﾗﾓ発言
などﾕｰﾛ高を容認する発言から欧
州通貨買いが優勢となった。
東京は円売り開始との見方とは裏腹
にﾄﾞﾙ独歩安。対ｽｲｽﾌﾗﾝでは8年
ぶりの1.20台割れへ。
欧米でﾄﾞﾙ安の流れ止まらず。とくに
対ﾕｰﾛでﾄﾞﾙは一段安となり1.28ﾄﾞﾙ
台を突破する局面も見られた。

東京はｺﾞﾄｰ日仲値不足思惑などで
ﾄﾞﾙ高で始まるも続かず。結局行っ
て来い。

欧米は揉み合い。米経済指標は好
悪混在で材料にし難い。結局翌週
の米大統領選待ちの様相に。

･谷垣財務相｢基本的にﾃﾞﾌﾚ傾向は
緩やかに続いている｣

･米原油週間在庫統計でｶﾞｿﾘﾝなど
の在庫減少

･福井日銀総裁｢CPIが安定的にｾﾞﾛ
を上回るまで量的緩和を継続｣

･9月8～9日の日銀決定会合議事録
要旨｢何人かの委員はCPIが先行き
小幅低下基調で推移するとの見方｣
･8月の米証券投資ﾃﾞｰﾀは590億ﾄﾞﾙ
の資金流入超

･小泉首相｢ﾃﾞﾌﾚのなかで日銀は金
利引き上げの判断をしない｣･9月の米住宅着工件数189.8万戸､

同CPI0.2%
･CM､ﾌｫｰﾄﾞがSECから年金会計処
理で情報開示要請される､との一部
報道あり
･前日に続きSECがﾌｧﾆｰﾒｲへの調
査に乗り出すとの報道あり

東京は朝方発表された経済指標悪
化もあり円安ｽﾀｰﾄ。しかし売りは続
かず､その後はむしろ円独歩高。
欧米は荒っぽい値動き。中国利上
げに加え本邦介入警戒感などから
円を中心に相場は右往左往。
東京はｱｼﾞｱ通貨が総じて高い。前
日の中国利上げの影響から韓国ｳｫ
ﾝなどが高く、円も連れ高に。

欧米でﾕｰﾛは一段高。対ﾄﾞﾙでは一
時1.26ﾄﾞﾙ台を示現している。この日
は原油高がﾕｰﾛ買い要因に。

欧米も引き続きﾄﾞﾙ安。米経済指標
などはほぼ予想通りでｲﾝﾊﾟｸﾄに欠
けたが途中ﾛｽｶｯﾄ的な動きも。
東京は依然ﾄﾞﾙ安。ｲｴﾚﾝ発言に加
え中国GDPの好数字などからﾄﾞﾙ売
り･円買い目立つ。

東京でﾄﾞﾙは大幅安。前日欧米から
の流れに続き米大統領の健康不安
説がﾄﾞﾙ売りに拍車を掛けた。

前日のNYｸﾛｰｽﾞ前後に報じられた
拉致報道から東京はやや円安気味
で寄り付くも大勢には影響なし。
欧米は再びﾄﾞﾙ安。円売り材料少な
くないも下がらないことから、ﾎﾟｼﾞｼｮ
ﾝを解消する動き目立つ。

･9月の米ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ景気先行
指数▲0.1%､10月FF連銀製造業景
況指数28.5

･ﾌﾞｯｼｭ大統領が脳溢血で倒れたと
の噂あり
･榊原元財務官｢ﾄﾞﾙは100円まで下
落する可能性あり｣
･細川財務次官｢為替はﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ
ｽﾞを反映した推移が望ましい｣

･細川財務次官｢必要に応じ適切に
対処｣
･渡辺財務官｢現在の為替相場の動
きは急激だ｣

･原油高再び､WTIは一時55.60ﾄﾞﾙ
台まで

･ｲｴﾚﾝSF連銀総裁｢ﾄﾞﾙ相場は貿易
赤字を考慮すれば高水準｣
･谷垣財務相｢米大統領選前の為替
介入の有無､ｺﾒﾝﾄしにくい｣
･ﾊﾟﾗﾓECB理事｢ﾕｰﾛ高について
まったく懸念していない｣
･谷垣財務相｢現在は円高というより
ﾄﾞﾙ安｣


