
 ドル円 ユーロ円 24H

118.04 154.43 寄付

06/12/18 118.29 154.78 安値

（月） 117.70 154.10 高値

･米半期為替報告を19日発表へ  118.15 154.74 終値

･日銀が金利の据え置きを決定 ドル円 ユーロ円 24H
 ･12月の独IFO景況指数108.7 118.06 154.68 寄付

06/12/19 118.32 155.88 安値

（火） 117.82 154.37 高値

･ﾀｲ証券取引所が一時取引停止 118.11 155.86 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.03 155.87 寄付

06/12/20  118.52 156.39 安値

（水）  117.95 155.86 高値

　 118.48 155.92 終値

･11月の貿易黒字9159.11億円 ドル円 ユーロ円 24H
 ･第3四半期英GDP確定値0.7% 118.34 156.03 寄付

06/12/21 118.53 156.42 安値

（木） 117.95 155.60 高値

118.33 155.92 終値

 
･日銀金融政策決定会合議事 ･ﾀｲ中銀｢資本流出は懸念せず｣ ドル円 ユーロ円 24H

 118.30 155.94 寄付

06/12/22 　 118.97 156.40 安値

（金） 118.23 155.88 高値

　 118.87 156.11 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.76 155.99 寄付

06/12/25 　 118.94 156.12 安値

（月） 118.73 155.81 高値

　 118.75 155.87 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 118.86 156.12 寄付

06/12/26 ･主要欧州市場は引き続き休場 119.23 156.35 安値

（火） 118.77 155.96 高値

119.15 156.05 終値

･台湾南部で大規模地震発生  
ドル円 ユーロ円 24H

 119.13 156.18 寄付

06/12/27 119.14 156.25 安値

（水） 118.28 155.44 高値

118.87 155.89 終値

　
･11月の鉱工業生産速報値0.7% ドル円 ユーロ円 24H

 118.77 155.87 寄付

06/12/28 119.04 156.73 安値

（木） 118.52 155.74 高値

 118.93 156.39 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 118.92 156.33 寄付

06/12/29  119.18 157.19 安値

（金） 118.74 156.30 高値

  119.02 157.13 終値

 

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

欧米は円安値圏での揉み合い相
場。結局ﾄﾞﾙ/円相場は119.02円で
越年決定。

東京は週末･月末・期末の仲値不足
思惑からﾄﾞﾙ/円小じっかり。またｽﾛ
ﾊﾞｷｱ中銀の噂もありﾕｰﾛ堅調。

欧米は日銀利上げ観測に加えUAE
のｺﾒﾝﾄから結果としてﾄﾞﾙ独歩安。
ただ終盤はﾄﾞﾙ巻き戻しも。

東京は行って来い。早朝はﾄﾞﾙ買い
が優勢となったものの続かず。上値
の重さから小反落。

欧米は発表された3つの米経済指
標が良好でﾄﾞﾙ買いﾑｰﾄﾞ｡ただｽﾛﾊﾞ
ｷｱ中銀の話でﾕｰﾛも底堅い。

東京は再び円安進行。発表された
鉱工業生産が冴えない内容となり円
売り要因に。

東京は円安。消費者物価は予想通
りの内容ながら誤報でﾏｲﾅｽの数字
が流れたことも円売りに繋がった。

東京は一部通信社による日銀利上
げを示唆する報道に円が急伸。損
切りを巻き込みつつ118円台へ。

欧米は主要欧州市場休場で薄商い
のなか円が冴えない。台湾地震も円
売りに繋がっていたようだ。

欧米は良好なﾐｼｶﾞﾝ大指標を好感
したﾄﾞﾙ買い優勢。上値は輸出ｵ
ﾌｧｰに阻まれたものの高値引け。
東京は開店休場状態。福井総裁が
ﾊﾄ派的な発言を行ったことで一時
円売りも見られたが影響限定的。
主要欧米市場休場。

東京は前日の日銀総裁発言の余波
がいまだ残る状態。投信設定と併せ
て円売り優勢。
欧米は揉み合いつつも流れは円
安。米経済指標の発表もなく売買は
限定的。

欧米は米経済指標や発言などを受
けてﾚﾝｼﾞ内で右往左往。ｸﾘｽﾏｽ前
で市場参加者は乏しい。

東京は貿易黒字増で一時円買いが
進行したものの続かず。投信設定な
どの円売りに徐々に押される｡

≪１２月１６日～３１日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は福井日銀総裁のﾊﾄ派発言を
失望した円売り優勢。小幅ながら円
は全面安。
欧米はｲﾝﾌﾚ指標が史上最大の上
昇率を記録､ﾄﾞﾙ買い材料ながら住
宅指標は逆に冴えず。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は翌日に日銀政策決定会合を
控え様子見ﾑｰﾄﾞ。ただ外債の払い
込みなどからｸﾛｽはしっかり。
欧米は引き続きﾄﾞﾙ堅調。発表され
た米経常赤字が過去最大になった
ものの市場への影響は限定的。

･ﾀｲ中銀がﾊﾞｰﾂ高阻止のための規
制発表

･ECB総裁｢ﾄﾞﾙ安と米景気減速は世
界経済成長にとって大きなﾘｽｸでは
ない｣･第3四半期米経常赤字▲2256億ﾄﾞ

ﾙ

･11月の米PPIは2.0%､同住宅着工
件数158.8万戸

･日銀総裁｢消費や物価などで弱め
の数字が出ている｣
･米為替報告書｢中国を為替操作国
と認定せず｣

･ECB総裁｢経済成長は減速してい
る｣
･米大統領｢陸軍､海軍の増強が必
要｣

･BOE議事録要旨｢9対0で政策金利
据え置きを決定｣

･第3四半期米GDP確定値2.0%､ｺｱ
PCE価格指数確報値2.2%､11月景
気先行指数0.1%､12月FF連銀景気
指数▲4.3%

･藤井財務次官｢為替の過度な変
動･無秩序な動きは望ましくない｣
･ﾀｲ財務相｢ﾊﾞｰﾂの心理的節目は1
ﾄﾞﾙ35ﾊﾞｰﾂ｣
･ABCﾆｭｰｽ｢ｸﾘｽﾏｽ休暇中にﾛﾝﾄﾞﾝ
でﾃﾛ発生の恐れ｣

･11月の米個人所得0.3%､同耐久財
受注1.9%､同ｺｱPCE価格指数±
0.0%､12月のﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感
指数91.7

･福井日銀総裁｢個人消費の伸び悩
み､注視する必要がある｣

･ｸﾘｽﾏｽということで日本を除くほと
んどの市場が休場

･11月の消費者物価指数前年比
0.2%､同完全失業率4.0%

･尾身財務相｢日銀は金融政策で景
気を下支えしてほしい｣
･周中国人民銀総裁｢人民元相場の
柔軟性を徐々に拡大｣･12月のﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀製造業景気

指数▲6

･UAE｢07年9月までに外準全体の
ﾕｰﾛ比率を現在の2%から10%に引き
上げる｣
･一部通信社電｢1月会合で日銀利
上げが議題にのぼる見通し｣

･前日台湾地震で海底ｹｰﾌﾞﾙに異
変?!ﾛｲﾀｰなど一部通信機器にﾄﾗﾌﾞ
ﾙ発生
･11月の米新築住宅販売104.7万戸

･11月の米中古住宅販売628万戸､
12月の米消費者信頼感指数109､同
ｼｶｺﾞ購買部協会景気指数52.4
･ｽﾛﾊﾞｷｱ中銀が自国通貨でﾕｰﾛ買
い介入動意
･ｽﾛﾊﾞｷｱ中銀が連日ﾕｰﾛ買い介入
を実施したとの噂あり

･独経済研究所｢2007年の独GDP伸
び率予想を1.4%から1.7%に上方修
正｣

･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ中銀総裁｢政策金利は
依然として低水準､緩和基調｣
･米大統領｢翌年1月2日はﾌｫｰﾄﾞ元
大統領追悼で休日に｣


