
 ドル円 ユーロ円 24H

115.69 153.29 寄付

06/12/01 116.38 154.11 安値

（金） ･10月のﾕｰﾛ圏失業率7.7% 114.97 153.07 高値

115.40 153.88 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 115.24 153.90 寄付

06/12/04 115.84 154.18 安値

（月） 115.23 153.61 高値

･ﾎﾞﾙﾄﾝ米国連大使の辞任が決定 115.27 153.80 終値

･NZ財務相｢NZﾄﾞﾙは依然高水準｣ ドル円 ユーロ円 24H
 115.38 153.86 寄付

06/12/05 115.43 153.87 安値

（火） 114.43 152.61 高値

114.90 153.01 終値

･10月景気先行指数50.0% ドル円 ユーロ円 24H
 114.95 153.08 寄付

06/12/06 115.31 153.17 安値

（水） 114.53 152.45 高値

115.27 153.15 終値

･11月外貨準備高8969.49億ﾄﾞﾙ ドル円 ユーロ円 24H
 115.35 153.24 寄付

06/12/07 115.35 153.28 安値

（木） ･BOEが金利据え置き 114.76 152.61 高値

･ECB25BPの金利引き上げ 115.26 153.13 終値

･南ｱが50BPの金利引上げ
ドル円 ユーロ円 24H

 115.15 152.98 寄付

06/12/08 ･ECBがﾚｰﾄﾁｪｯｸ実施の噂 116.51 154.04 安値

（金） 114.90 152.97 高値

116.35 153.61 終値

･10月の米卸売在庫0.8% ドル円 ユーロ円 24H
 116.25 153.28 寄付

06/12/11 117.26 154.88 安値

（月） 116.24 153.23 高値

117.00 154.87 終値

･12月独ZEW景気期待指数▲19.0% ドル円 ユーロ円 24H
 116.78 154.71 寄付

06/12/12 117.25 155.30 安値

（火） 116.68 154.55 高値

116.78 155.14 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 116.72 155.02 寄付

06/12/13  117.65 155.50 安値

（水） ･ﾉﾙｳｪｰ中銀が25BPの利上げ動意 116.70 154.95 高値

 117.58 155.36 終値

 
･米中戦略経済対話(15日も) ドル円 ユーロ円 24H

 ･ｽｲｽ中銀が25BPの利上げ動意 117.42 155.18 寄付

06/12/14 117.89 155.59 安値

（木） 117.26 154.75 高値

117.83 154.88 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 117.78 154.93 寄付

06/12/15 118.33 155.50 安値

（金） 117.45 153.82 高値

118.18 154.58 終値

します。アドレス　info@fx-newsletter.com　まで

･12月のNY連銀製造業景気指数
23.1(翌日発表予定がｼｽﾃﾑ問題な
どで前倒し発表)

･日銀短観大企業製造業DIは25､第
3次産業活動指数2.1%
･11月の米CPIは±0.0%､同鉱工業
生産0.2%､同設備稼働率81.8%､10月
の対米証券投資823億ﾄﾞﾙの買い越
し

･米財務長官｢人民元の柔軟性に付
いて中国と協議する｣
･渡辺財務官｢国内要因で円が安く
なる状況にはない｣
･FRB議長｢人民元の上昇は中国に
とって有益｣
･JTの英たばこ大手ｷﾞｬﾗﾊｰ買収明
らかに(97億ﾎﾟﾝﾄﾞ)
･米著名情報社が｢ﾕｰﾛ下落を示唆
する｣ﾚﾎﾟｰﾄ送信の噂
･ｵｰｽﾄﾘｱ中銀総裁｢ECB利上げが
終了したと決めるのは間違い｣

･ｽﾍﾟｲﾝ財務相｢ﾕｰﾛ高の進行を懸
念､いまのところ影響は限定的｣

･独連銀総裁｢ｲﾝﾌﾚの明確な上向
きﾘｽｸがある｣

･10月の経常黒字1兆5146億円､同
貿易黒字7562億円､同鉱工業生産
確報値1.6%

･11月の米小売売上高1.0%､10月の
米企業在庫0.4%

･10月の米貿易赤字▲589億ﾄﾞﾙ､対
中▲243.7億ﾄﾞﾙ､対日▲32.6億ﾄﾞﾙ

･中国人民銀｢米貿易赤字拡大で米
資産離れが起こればﾄﾞﾙ安進行も｣
･ECB総裁｢金融政策は引き続き緩
和的｣
･NZ中銀総裁｢市場介入の手段を
有している｣
･米商務長官｢米中貿易摩擦､来年
激化する可能性｣
･米財務長官｢強いﾄﾞﾙは米国の国
益に叶う｣
･匿名日銀幹部｢12月の利上げは
困難｣
･独G8ｼｪﾙﾊﾟ｢中国の巨額の外準は
問題がある｣
･前FRB議長｢米国の国際収支が変
化するまでﾄﾞﾙ安継続見通し｣
･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ中銀総裁｢金利は歴史的
に最低水準にある｣

･第3四半期GDP改定値0.2%､10月
の機械受注前月比2.8%

･11月の米失業率4.5%､同非農業者
雇用数13.2万人､12月のﾐｼｶﾞﾝ大消
費者信頼感指数90.2

･米著名情報社が｢日銀12月利上げ
見送り｣とのﾚﾎﾟｰﾄ送信の噂

･米FOMCで金利据え置き決定､ま
た声明はややﾊﾄ派的な内容に

･西村日銀審議委員｢市場と完全に
一致しなくても利上げはありうる｣
･一部通信社電｢北朝鮮は6ヶ国協
議に復帰しない見込み｣
･仏中小企業相｢ﾌﾗﾝｽはﾕｰﾛ高に
対応すべき｣

･NZが政策金利据え置き、ただ引き
上げﾊﾞｲｱｽのｺﾒﾝﾄも

･ｶﾀｰﾙｴﾈﾙｷﾞｰ相｢ﾄﾞﾙ安を懸念､
OPEC総会で協議する｣
･ｱﾙﾑﾆｱ欧州委員会委員｢ﾕｰﾛ相
場を警戒する理由なし｣

･水野日銀審議委員｢すべての経済
指標が力強くなければ利上げでき
ないわけではない｣
･独財務相｢相場は市場に任される
べき｣

･11月の米ISM製造業指数49.5､10
月の建設支出▲1.0%
･韓国の南北堺界線近くで爆発音､
との一部報道あり

･大田経財相｢利上げは日銀が決め
ること｣
･ECB高官｢ﾕｰﾛの現状水準は懸念
せず､ﾕｰﾛ/ドルの節目は1.50～55
ﾄﾞﾙ｣

･渡辺財務官｢円ｷｬﾘｰﾄﾚｰﾄﾞの影響
は誇張されている｣

･米著名情報社が｢ECB乗り上げは
今回で一段落｣とのﾚﾎﾟｰﾄ送信の噂

･日銀総裁と首相が会談､終了後｢
追加利上げの話は出なかった｣
･第3四半期の米費農業部門労働生
産性改定値0.2%､同単位労働ｺｽﾄ改
定値2.3%､10月の製造業受注▲
4.7%､ISM非製造業景気指数58.9

･11月の米ADP全米雇用統計15.8
万人

≪１２月　1日～１５日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は再び円安進行。韓国で爆発
音との報道に加え渡辺発言が嫌気
され、円売りかさむ。
欧米はこの日も欧州要人によるﾕｰ
ﾛ高容認相次ぎﾕｰﾛ堅調推移ただ
対円では上値も重い。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は弱いCPIの数字を受けて円
売り優勢。その後はｸﾛｽの円安もあ
りﾄﾞﾙ/円も円が続落へ。
欧米はﾕｰﾛ独歩高。ﾕｰﾛ高を示唆
する匿名筋の発言が材料視。一方､
指標の悪化でﾄﾞﾙは全面安。

･10月の消費者物価指数0.1%､同失
業率4.1%､05年度実質GDP確報値
2.4%

欧米も円安・ﾄﾞﾙ高でｽﾀｰﾄするもｸﾞ
ﾘｰﾝｽﾊﾟﾝ発言を受けて様相一変。
利食い売り優勢に。

欧米は発表された2つの英経済指
標悪化でﾎﾟﾝﾄﾞが急落。一方ﾄﾞﾙは
米雇用統計改善期待から堅調裡。

東京はｺﾞﾄｰ日仲値不足思惑などか
ら円安でｽﾀｰﾄするも続かず。その
後は償還売りなどに押される。
欧米は発表される米経済指標を受
けて右往左往。好悪の内容混在で
ﾚﾝｼﾞ内ながら荒れ模様。

東京は中国人民銀から発せられた
ﾄﾞﾙ下落ﾘｽｸを嫌気したﾄﾞﾙ売り進
む。115円台から114円台へ軟落。

東京は予想外とも言える強気の西
村発言を受けて円買い優勢。ただ
終盤は北朝鮮ﾌｧｸﾀｰが足枷に。

東京は大きな材料ないなか日銀の
追加利上げ後退思惑から円安進
む。とくにｸﾛｽで円は冴えない。

欧米はECBの利上げ実施また総裁
の強気ｺﾒﾝﾄにも関わらずﾕｰﾛ冴え
ない。結果ﾄﾞﾙ全面高。
東京は発表された2つの日本の指
標が悪く円売り優勢。ｸﾛｽでも円は
弱含みに推移。
欧米は米財務長官の発言や日銀
幹部の発言を材料に円独歩安。一
方水準紹介の噂でﾕｰﾛ荒れ模様。

欧米は荒れ模様の相場付き。指標
や噂で大きな乱高下を繰り返したす
え、最終的にはﾄﾞﾙ高で越週へ。

東京は外貨建て投信の設定やｺﾞﾄｰ
日仲値不足からﾄﾞﾙ買い･円売り優
勢。一時118円台へ。

東京は夜半のFOMCなどをにらみ
手控えﾑｰﾄﾞ。目立った動意はほと
んどなくﾚﾝｼﾞ内で一進一退。

東京は米財務長官発言で円高に振
れるもﾎﾝの一瞬。その後は再び円
安進行。反動安。
欧米は発表された米指標が強い内
容でﾄﾞﾙ買いを後押し。とくに対円で
の上昇続く。

欧米はﾄﾞﾙ高で始まるも弱目の
FOMC声明を受けてﾄﾞﾙ売り優勢
に。結局ﾄﾞﾙは安値引け。

欧米は米小売売上高が予想以上
の好数字になったことでﾄﾞﾙ買い優
勢に。対円は一時117円後半も。

東京は冬のﾎﾞｰﾅｽｼｰｽﾞﾝと言うこと
もあってかｸﾛｽ中心の円売り止まら
ず。ﾕｰﾛ/円は年初来高値へ。


