
 ･2月の鉱工業生産確報▲1.2% ドル円 ユーロ円 24H

118.38 143.68 寄付

06/04/17 117.54 143.60 安値

（月） 118.41 144.58 高値

117.80 144.31 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 117.80 144.40 寄付

06/04/18 117.07 144.18 安値

（火） 118.22 144.75 高値

117.07 144.59 終値

･3月の米CPIは0.4% ドル円 ユーロ円 24H
 117.04 144.63 寄付

06/04/19 　 116.76 144.25 安値

（水） 117.97 145.44 高値

　 117.30 145.27 終値

･第1四半期の中国GDP10.2% ドル円 ユーロ円 24H
 ･3月の貿易黒字9781億円 117.39 145.26 寄付

06/04/20 117.32 144.53 安値

（木） 117.90 145.51 高値

･米中首脳会談 117.55 144.79 終値

 
･2月の第三次産業活動指数▲1.5% ドル円 ユーロ円 24H

 117.55 144.57 寄付

06/04/21 116.55 143.85 安値

（金） 117.77 145.12 高値

　 116.60 143.86 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 115.80 143.27 寄付

06/04/24 　 114.24 141.75 安値

（月） 115.95 143.33 高値

114.65 142.02 終値

 
･4月のIFO景況指数105.9 ドル円 ユーロ円 24H

 ･ｶﾅﾀﾞが25BPの利上げ実施 114.66 141.96 寄付

06/04/25 114.30 141.50 安値

（火） 115.00 142.87 高値

　 114.82 142.74 終値

 
･第1四半期の英国GDP速報値0.6% ドル円 ユーロ円 24H

 114.88 142.73 寄付

06/04/26 114.62 142.65 安値

（水） 115.39 143.18 高値

114.73 142.87 終値

　
･NZが政策金利の据え置き発表 ドル円 ユーロ円 24H

 114.75 142.86 寄付

06/04/27 113.83 142.08 安値

（木） 115.13 143.15 高値

114.10 143.00 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 114.15 143.14 寄付

06/04/28 113.66 142.95 安値

（金） 114.50 143.81 高値

･日銀が金融政策維持の維持を発表 113.83 143.81 終値
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･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中銀｢保有していたｸﾛｰﾈ
をﾕｰﾛに交換した｣
･ｽｲｽ中銀総裁｢現行の金利水準は
適切な水準ではない｣

･3月の消費者物価0.5%､同失業率
4.1%､同鉱工業生産0.2%
･第1四半期米GDP速報値4.8%､同
労働ｺｽﾄ指数0.6%､4月のﾐｼｶﾞﾝ大消
費者信頼感指数87.4､同ｼｶｺﾞ購買
部協会景気指数57.2

･4月の独失業率11.3%､同失業者数
▲4万人
･中国人民銀行が貸出基本金利を
0.27%引き上げ5.85%にすると発表

･渡辺財務官｢G7声明､ﾄﾞﾙ調整と読
むのは間違い｣
･FRB議長「展望を見極めるために
金融引き締めを停止する可能性が
ある」｢G7がﾄﾞﾙ下落を求めていると
の市場観測は間違い｣

･ﾏﾚｰｼｱ中銀が政策金利を25BP引
き上げ
･3月の米耐久財受注6.1%､同新規
住宅販売121.3万件

･米地区連銀報告｢ｴﾈﾙｷﾞｰ価格は
物価に圧力を与えている｣
･ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中銀総裁｢ECBは原油価
格を注視｣

･4月の米消費者信頼感指数109.6､
3月の米中古住宅販売692万件

･谷垣財務相｢円相場はG7後荒っぽ
い値動き｣
･ｶﾅﾀﾞ中銀｢緩やかなさらなる利上
げが必要となる可能性｣
･ﾊﾟﾗﾓ欧州中銀専務理事｢必要とあ
ればECBは行動する｣

≪　４月１６日～３０日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は夜半のFOMC議事録発表に
注目する向きが多く、売買手控え
ﾑｰﾄﾞ。
欧米は注目のFOMC議事録が利上
げ打ち止めを示唆する内容になっ
たことでﾄﾞﾙは急落。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京はWSJ報道に加え全人代副委
員長の発言を受けてﾄﾞﾙ安･円高の
流れ。
欧米もﾄﾞﾙ安継続。東京の流れが続
くなか発表された米経済指標が冴
えずﾄﾞﾙは対円などで続落。

･ｲｰｽﾀｰﾏﾝﾃﾞｰで一部ｱｼﾞｱと主要
欧州市場休場

週末のG7声明を受けて早朝のｳｴﾘ
ﾝﾄﾝから大荒れ。ﾄﾞﾙは安寄りしたあ
と大幅続落で下げ止まらず｡
欧米に入ってもﾄﾞﾙ売りの流れ変わ
らず。途中損切りを巻き込んだことも
あり逆にﾄﾞﾙ安が加速する局面も。

東京でﾄﾞﾙはさらに続落し一時116
円台へ。しかし値ごろ感による買い
もあり行って来い。
欧米は米長期金利の上昇などから
一時ﾄﾞﾙ買いが優勢となるも各種発
言を受けて終盤その勢いは減退。

欧米はﾚﾝｼﾞ内で一進一退。人民元
改革など期待する向きも少なくない
が、とくに目立つ報道はなされず。

東京はｸﾛｽを中心に円弱含み。ﾎﾟﾝ
ﾄﾞ/円でM&Aに絡む動きがあったと
されそれがﾄﾞﾙ/円にも影響した。

欧米は結果ﾕｰﾛ独歩高。米ﾄﾞﾙ安容
認思惑などからﾄﾞﾙ買い難い雰囲
気。良好な米指標にも反応薄。

東京は月末需給に加えｼｮｰﾄｶﾊﾞｰ
などの動きもあり､ｸﾛｽを含めて円が
弱含み。

欧米は米長期金利の上昇もあり一
時ﾄﾞﾙが買い進まれたものの上値重
い。終盤はむしろじり安。

東京は週末のG7をにらんだ動きか
らﾚﾝｼﾞ相場。ただｸﾛｽで円はやや
冴えない。

欧米は渡辺発言でﾄﾞﾙ買いｽﾀｰﾄ。
しかし中国利上げ実施に米利上げ
休止発言もあり、その後急落へ。

東京は夜半のFRB議長議会証言を
控えて手控えﾑｰﾄﾞ。ﾚﾝｼﾞ内で一進
一退続く。

東京はｺﾞﾄｰ日仲値不足観測からﾄﾞ
ﾙ強含みで始まるも続かず。買い一
巡後はじり安へ。

東京は円安。材料はとくになかった
が月末に向けた外貨建て投信設定
に絡む円売りなどに押された。

欧米はﾕｰﾛが独歩高。発表された
IFO指数が予想を上回ったうえﾊﾟﾗﾓ
発言が好感されﾕｰﾛ買いが進む。

欧米はｽｳｪｰﾃﾞﾝ中銀の発表や露財
務相の発言などもうありﾄﾞﾙ独歩安。
反面､ﾕｰﾛは全面高へ。

･14日付WSJ紙にFRB6月利上げ打
ち止めの観測記事
･全人代副委員長｢中国は米債購入
を減らすべき｣
･ｼｶｺﾞ連銀総裁｢ｲﾝﾌﾚは安定したﾚ
ﾝｼﾞの上限に近い｣

･4月のNY連銀製造業景気指数
15.8､2月の対米証券投資869億ﾄﾞﾙ
の買い越し

･谷垣財務相｢長期金利､の上昇ｽ
ﾋﾟｰﾄﾞは少し早過ぎる｣
･安倍官房長官｢日銀はｾﾞﾛ金利で
日本経済を下支えしてほしい｣
･SF連銀総裁｢金融政策は行き過ぎ
る可能性がある｣

･3月の米PPIは0.5%､同住宅着工件
数196万件､同建設許可件数205.9
万件
･米FOMC議事録｢利上げは恐らく
終了に近い｣(3/28日分)

･SF連銀総裁｢指標の裏付けあれば
利上げ終了も｣
･中国国家主席｢人民元改革を継続
していく｣
･FRB議長｢米貿易赤字は必ずもﾄﾞﾙ
下落を加速させない｣
･中国統計局｢為替相場を調整する
だけでは貿易不均衡の是正は図れ
ない｣

･G7声明｢一段の為替相場の柔軟
性が不可欠｣(22日)

･細川財務次官｢G7で日本が円高
容認との発言･意見はまったくな
かった｣
･ﾌﾗｯﾄ米報道官｢為替報告書を今後
2週間以内に公表する｣

･4月のFF連銀景況指数13.2､3月の
米景気先行指数▲0.1% ･米大統領｢中国にさらなる人民元

の上昇を求める｣

･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ中銀が過去1ヶ月に外準
のﾎﾟｰﾄ変更を表明､ﾕｰﾛの比率を
13Pも引き上げ

･露財務相｢米ﾄﾞﾙは不安定､絶対的
な外準通貨とされることに理解出来
ない｣
･FRB副議長｢米経済にﾘｽｸがあるな
ら辞任はしていない｣


