
 ･3月日銀短観大企業DIは20 ドル円 ユーロ円 24H

･2月豪貿易赤字▲5.95億ﾄﾞﾙ 117.93 142.74 寄付

06/04/03 117.57 142.45 安値

（月） 118.80 143.06 高値

 117.68 142.84 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 117.75 143.04 寄付

06/04/04 117.23 142.70 安値

（火） 117.95 144.13 高値

 117.53 144.07 終値

･豪州が政策金利の据え置き決定 ドル円 ユーロ円 24H
 117.45 143.93 寄付

06/04/05 116.68 143.22 安値

（水） 117.78 144.53 高値

  117.42 144.27 終値

･2月の景気先行指数80.0 ドル円 ユーロ円 24H
 117.63 144.47 寄付

06/04/06 117.26 143.67 安値

（木） ･BOEが政策金利を据え置き  117.99 144.88 高値

･ECBが政策金利を据え置き 117.75 144.01 終値

　
･3月の外貨準備高8520.3億ﾄﾞﾙ ドル円 ユーロ円 24H

 ･2月の独貿易黒字125億ﾕｰﾛ 117.73 143.69 寄付

06/04/07 117.42 142.70 安値

（金） 118.40 143.99 高値

118.30 143.07 終値

 
･2月の機械受注3.4% ドル円 ユーロ円 24H

  118.19 143.05 寄付

06/04/10 117.90 142.85 安値

（月）  118.71 143.58 高値

 118.35 143.32 終値

･日銀が政策金利の据え置き決定 ドル円 ユーロ円 24H
 ･2月の英貿易赤字▲64.78億ﾎﾟﾝﾄﾞ 118.54 143.49 寄付

06/04/11 ･4月の独ZEW景気期待指数62.7 118.18 143.28 安値

（火）  118.90 143.97 高値

118.27 143.60 終値

･2月の経常黒字2兆2087億円 ドル円 ユーロ円 24H
 118.13 143.60 寄付

06/04/12 117.83 142.84 安値

（水） 118.62 143.78 高値

 118.55 143.49 終値

･2月のNZ小売売上高1.9% ドル円 ユーロ円 24H
 118.52 143.46 寄付

06/04/13 118.31 143.08 安値

（木） 118.85 143.60 高値

118.56 143.54 終値

 
･3月の中国外準8751億ﾄﾞﾙ ドル円 ユーロ円 24H

 118.69 143.73 寄付

06/04/14 118.55 143.52 安値

（金） 118.73 143.75 高値

118.68 143.71 終値

･ｵﾙｿﾝFRB理事｢FRBが中立水準を
超えていくことが適切となる状況､
論理的にはありうる｣
･安倍官房長官｢急激な金利上昇は
景気に悪影響｣

･4月月例経済報告で景気判断は前
月表現を維持
･3月の米鉱工業生産0.6%､同設備
稼働率81.3

･細川財務次官｢G7では原油価格を
含めた世界経済が議論される｣
･ｺｰﾝFRB理事｢米経済はかなり強
い｣
･米大統領｢中国は柔軟な為替制度
に移行するべき｣

･3月の米小売売上高0.6%､2月の米
企業在庫±0.0%､4月のﾐｼｶﾞﾝ大消
費者信頼感指数89.2

･青森県六ヶ所村の使用済み核燃
料再処理施設でﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑを含む水
漏れ事故発生

･ﾗｲｽ国務長官｢安保理はｲﾗﾝに対
して強力な措置を取るべき｣
･米財務長官｢人民元をさらに柔軟
化するよう中国を推し進める｣

･2月の米貿易赤字▲657.4億ﾄﾞﾙ､
対日▲71.1億ﾄﾞﾙ､対中138.4億ﾄﾞﾙ

･ﾊﾞｲｽﾞFRB理事｢金利はさらに中立
水準に近づいた｣

･福井日銀総裁｢先行きの金利政策
はまったく予断もたず｣
･ｵｰｽﾄﾘｱ中銀総裁｢ﾕｰﾛ圏の金利
はとても低い｣
･ﾀﾞﾗｽ連銀総裁｢適切な金融政策を
維持する必要がある｣

･3月の米失業率4.7%､同非農業者
雇用数21.1万人､2月の卸売在庫
0.8%､同消費者信用残高33億ﾄﾞﾙ

･谷垣財務相｢外準の通貨構成の
変更､あるともないとも言えない｣
･SL連銀総裁｢5.25%のFF金利がい
まのところは妥当｣

･米大統領｢ｲﾗﾝ核開発問題は当面
外交による解決を目指す｣

･3月の米ISM非製造業景気指数
60.5

･ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀総裁｢米FF金利は
中立的ﾚﾝｼﾞの上限にある可能性｣
･米財務長官｢3月の米雇用統計は
強い数字になる｣

･3月の豪失業率5.0%､同雇用数2.7
万人

･ECB総裁｢ECBの見解は市場の持
つ5月利上げ予想に沿わない｣

･全人代副委員長｢中国は米債の
保有を徐々に引き下げるべき｣
･人民銀行｢全人代副委員長のｺﾒﾝ
ﾄは個人的見解｣
･ECB関係者｢理事会ﾒﾝﾊﾞｰの大多
数は5月の利上げを望む｣

･米著名情報社が｢米国は5%で利上
げ打ち止めの打ち止め可能性を示
唆｣とのﾚﾎﾟｰﾄ送信の噂

＊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

≪　４月　1日～１５日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は全人代副委員長発言の是
非を巡りﾚﾝｼﾞ内で乱高下。ただ全
体的にﾄﾞﾙは冴えない。
欧米は結果ﾕｰﾛ高。ECB関係者の
発言に加え中東の外準ｼﾌﾄ思惑な
どがﾕｰﾛ高を後押し。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は発表された日銀短観がやや
悪化したことなどで円売り先行。ﾄﾞﾙ
/円は118円台へ。
欧米は発表されたISM製造業指数
が予想外の悪化となったことで一転
ﾄﾞﾙ売り。

東京は日銀決定会合が予想通りの
結果でﾉｰｲﾝﾊﾟｸﾄ。しかしｵｰｽﾄﾘｱ中
銀総裁発言からﾕｰﾛ強含み。

欧米は良好な米雇用統計を受けて
ﾄﾞﾙ全面高。ﾄﾞﾙ/円は118円台の高
値圏で越週へ。
東京はﾚﾝｼﾞ内での揉み合い。新規
材料に乏しく積極的な売買は手控
えられた。
欧米は米大統領発言を好感したﾄﾞﾙ
買いが先行。しかし118円後半から
は上値も重い。

ｱｼﾞｱﾀｲﾑで開いているﾏｰｹｯﾄは東
京程度。したがって商いは極めて薄
く、また値動きもなし。
欧米も主だったﾏｰｹｯﾄは休場で開
店休場状態。参加者も少なく壊滅
状態。

欧米は米貿易赤字が予想以上に改
善したことを素直に好感したﾄﾞﾙ買
い優勢の展開。

欧米は良好な米経済指標を受けて
一時ﾄﾞﾙ買い優勢。しかし119円手
前の売りは厚く再び上げ渋り。

東京の主要通貨は小動き。しかし
早朝に発表されたＮＺの経済指標を
受けてｷｳｲが一時急騰。

･安倍官房長官｢景気回復はﾄﾚﾝﾄﾞ
に沿ったもの｣
･米財務省報道官｢41日にﾜｼﾝﾄﾝで
G7を開催｣

･2月の米建設支出0.8%､3月のISM
製造業景気指数55.2

東京は過去最高の経常黒字を受け
て円買い先行。しかし投信設定絡
みの円売りなどに行って来い。

欧米は独経済指標の悪化で対ﾕｰﾛ
中心にﾄﾞﾙ買い優勢。ﾄﾞﾙ/円も一時
119円近くまでの上昇を見せた。

欧米はECB総裁の発言を受けてﾕｰ
ﾛが急落。対ﾄﾞﾙは1.23ﾄﾞﾙ台から
100P以上も下落した。

東京はｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀総裁発言を
嫌気した売りにおされ、ﾄﾞﾙは対ﾕｰ
ﾛだけでなく対円でも続落。
欧米は反転ﾄﾞﾙ高。ｽﾉｰ発言がｿﾉ
キッカケとなったが肝心の米長期金
利は伸びず終盤は上げ渋り。

東京は夜半の米雇用統計をにらみ
動意に乏しい。ただ前日の流れから
かﾕｰﾛが全体的に小安い。

東京はﾚﾝｼﾞ内でやや荒い値動き｡ﾄﾞ
ﾙ買いが先行するも続かず、その後
は反落。


