
 ドル円 ユーロ円 24H

116.30 156.20 寄付

07/08/16 ･FRBが緊急会合開催の噂 116.74 156.53 安値

（木） 112.01 150.03 高値

113.86 152.88 終値

･南ｱが0.5%の利上げ実施
ドル円 ユーロ円 24H

 113.72 152.73 寄付

07/08/17 114.92 155.30 安値

（金） 111.60 149.25 高値

114.37 154.11 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 114.23 153.92 寄付

07/08/20 ･７月の米景気先行指数0.4% 115.51 155.95 安値

（月）  114.16 153.68 高値

114.86 154.76 終値

･6月の全産業活動指数0.2% ドル円 ユーロ円 24H
 114.70 154.54 寄付

07/08/21 115.24 155.38 安値

（火） ･8月独ZEW景気期待指数▲6.9 114.01 153.53 高値

114.43 154.09 終値

 
･7月貿易収支6712億円 ドル円 ユーロ円 24H

 114.43 154.11 寄付

07/08/22 115.47 156.25 安値

（水） 114.26 153.73 高値

　 115.33 156.19 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 115.84 156.94 寄付

07/08/23 117.15 159.10 安値

（木） 115.60 156.53 高値

･第2四半期独GDP0.3% 116.18 157.60 終値

 
ドル円 ユーロ円 24H

 116.05 157.42 寄付

07/08/24 116.47 159.29 安値

（金） 115.53 156.60 高値

　 116.44 159.23 終値

 
･安倍新内閣組閣 ドル円 ユーロ円 24H

 116.65 159.58 寄付

07/08/27 116.66 159.63 安値

（月） ･ﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾞﾝｸﾎﾘﾃﾞｰ 115.86 158.10 高値

･7月の米中古住宅販売575万戸 115.86 158.10 終値

　
･8月独IFO景況指数105.8 ドル円 ユーロ円 24H

 115.65 157.71 寄付

07/08/28 115.77 158.15 安値

（火） 114.21 155.40 高値

114.27 155.45 終値

･ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞが政策金利を引き上げ ドル円 ユーロ円 24H
 　 113.98 154.76 寄付

07/08/29 　 116.26 158.96 安値

（水） 113.92 154.53 高値

116.18 158.91 終値

　
･豪州系HFが破産法申請へ ドル円 ユーロ円 24H

 115.70 158.15 寄付

07/08/30 116.09 158.48 安値

（木） 115.21 156.78 高値

 115.86 157.87 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 116.02 158.58 寄付

07/08/31 116.62 159.64 安値

（金） 115.48 157.40 高値

･7月の米耐久財受注5.9%､同新規
住宅販売件数87.0万件
･NY連銀が投資適格級の資産担保
CPを担保として受け入れへ

･仏経財相｢中銀の情報によると国
内銀行のｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾘｽｸは非常に小
さい｣
･篠原財務官｢次回G7でｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ
問題によるﾏｰｹｯﾄ状況は当然議論
になる｣

･ECB｢金融政策に関する姿勢は総
裁が今月2日表明したものに沿う｣･BNPﾊﾟﾘﾊﾞがﾌｧﾝﾄﾞ凍結解除､の噂

あり
　

･一部報道｢米住宅金融ｶﾝﾄﾘｰﾜｲﾄﾞ
がBOAより20億ﾄﾞﾙの投資受け入
れ｣

･日銀が8対1で金融政策据え置き
決定
･8月日銀月報で足元の景気判断を
据え置き ･日銀総裁｢ｼﾅﾘｵに強い確信持て

れば政策変更していく｣

欧米は欧州の利上げ観測が急後退
したことでﾕｰﾛ売りが進行。結果円
は独歩高の様相に。

東京はﾚﾝｼﾞ内で荒い値動き。ただ
ﾊﾟﾘﾊﾞに関する噂から終盤に掛けて
は円売りやや優勢に。

欧米は再び円が独歩高。米景気減
速懸念に加え米株安が足枷となり､
結果円が志向された。

東京は荒い展開。ただﾀｲﾑｽﾞの報
道もあり引き続き円買い優勢。乱高
下の末､ﾄﾞﾙ/円は安値引け。

東京は欧州銀行にｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ損失
発生の噂などからﾕｰﾛ/円を中心に
右往左往。

東京は円売りでｽﾀｰﾄするも英ﾀｲﾑ
ｽﾞの報道などを受けて一転円買い
戻し優勢に。

欧米は発言や株価動向を受けた一
喜一憂続く。ただ終盤のNY連銀発
表もありﾄﾞﾙは高値引け。

欧米はECBの声明を受けてﾕｰﾛが
堅調裡。ﾄﾞﾙ/円はﾚﾝｼﾞ内で方向性
乏しい。
東京早朝の一部報道を好感した円
売り優勢｡ﾄﾞﾙ/円はｷﾞｬｯﾌﾟを空けて
高寄りした。その後もしっかり。
欧米は激しい上下動を経たうえ､最
終的には円が冴えない。ただﾄﾞﾙ買
いなど決め手にも欠ける。

欧米はﾊﾟﾆｯｸ的な円高。途中から
ﾋﾞｯﾄﾞが消え､4円以上となし崩し的な
円高進行となった。

東京は株価にらみで荒い値動き。
円買いでｽﾀｰﾄしたが､日経平均が
400円以上反発したことで円安へ。
欧米は株価ならびに米再利下げ観
測などを受けて右往左往。114円台
後半中心の激しい上下動が続く。

欧米は引き続きｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題に絡
む噂などで一喜一憂｡ただ要人発
言が失望され、終盤は円高に。

東京は尾身財務相緊急会見の報か
ら期待による円売り先行。しかし内
容がなく、終了後は一転円買いへ。

欧米はやや不安定な値動き続くな
か､FRB議長の書簡が明らかになる
と円売りが殺到した。

東京は行って来い。欧米の流れを
継ぎ円買いでｽﾀｰﾄ。一時113円台
を見るも輸入の買いで下げ止まり。

≪　８月１６日～３１日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京早朝は値頃感などから反発に
転じるも徐々に円高再燃。損切りを
巻き込みつつ､一時111.60円へ。
欧米はﾊﾟﾆｯｸ的な円高が一巡し、小
幅円安へ。FRB緊急利下げやECB
流動性確保が安心感誘う。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は前日の米株安を受けた円買
い優勢。対ﾄﾞﾙでは100P､ｸﾛｽはそ
れ以上もの円高が進行した。

欧米は再び円高。期待された米大

東京は夜半に大統領やFRB議長が
ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑに関する発言を実施する
期待から円売り優勢。

欧米は引き続き円買い優勢。しかし
米株が反発に転じたこともあり終盤
は逆に円売り目立つ。

東京は早朝からｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑに絡む噂
や報道などが相次ぎ円買いﾑｰﾄﾞ。
ただ115円台ではﾄﾞﾙ下げ渋り｡

･埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市
で40.9度の過去最高気温記録

･SL連銀総裁｢緊急利下げの必要な
い｣
･竹中元総務相｢8月に日銀は利上
げをすべきでない｣

･NZ財務相｢NZﾄﾞﾙは依然として過
大評価されている｣

･7月の米住宅着工件数138.1万戸､
8月FF連銀景況指数0.0

･篠原財務官｢為替市場を注視して
いる｣
･独連銀総裁｢ECBは物価安定のた
め､いつでも必要なことを行なう｣
･独財務相「G7､定例会合前に特別
に実施する計画はない」

･豪中銀が｢若干の流動性回復」を
目的に市場介入を実施
･FRBが公定歩合だけだが緊急利
下げ実施
･8月のﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数
83.3

･ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀総裁｢市場混乱で連
銀が利下げする必要はない｣

･中国が1年物預金基準金利を
3.33%から3.60%に引き上げ

･8月独連銀月報｢ECBの金融政策､
依然緩和傾向にある｣

･津田財務次官｢G7での緊急共同
声明､そういう動きがあること承知し
ていない｣
･ﾄﾞｯﾄﾞ米上院議員｢FRB議長､米財
務長官と明日会合を行なう｣(これを
受け米､再利下げ観測広がる)

･英系金融機関が巨額損失公表
か?!との噂あり

･尾身財務相｢G7の緊急ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ､
声明発表の予定はない｣
･米財務長官｢市場混乱はしばらく
継続する｣

･渡辺金融相｢各国中銀の資金供給
は対処療法｣
･ｻﾏｰｽﾞ元財務長官｢ﾘｾｯｼｮﾝ入りﾘｽ
ｸは､ﾃﾛ攻撃後の時期以来最高｣

･英ﾀｲﾑｽﾞ｢独ｻﾞｸｾﾝ州立銀にｻﾌﾞﾌﾟ
ﾗｲﾑ損失｣

･ECB総裁｢8/2声明は事前約束で
はない｣
･英ﾀｲﾑｽﾞﾈｯﾄ版｢米ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄの
ABCPｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰは220億ﾄﾞﾙ｣(の
ちに巨額損失などの懸念へ)

･8月の米消費者信頼感指数105.0､
同ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀指数7

･IFO｢ECBは当面利上げを見送る
べき｣

･FOMC議事録｢住宅市場の低迷は
しばらく経済成長を抑える｣

･米大統領｢投資家を緊急援助する

･7月の米個人所得0.5%､同個人消
費0.4%､同ｺｱPCE価格指数0.1%､同
製造業受注3.7%､8月のｼｶｺﾞPMI指
数53.8､同ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指

･額賀財務相｢急激な為替変動が起
こらないよう努力するのは当然｣
･安倍首相｢日銀や海外機関と情報
交換を緊密に行なっていく必要があ
･FRB議長(書簡にて)｢連銀は市場
を綿密に監視｣

･第2四半期の米GDP改定値4.0%､
同個人消費改定値1.4%､同ｺｱPCE
価格指数改定値1.3%
･国連ﾋﾞﾙで神経独発見のと一部報
道あり(結局10年前の押収品)

･WSJ紙｢ﾊﾞｰﾅﾝｷ体制化では利下
げが容易ではない｣
･津田財務次官｢為替は経済指標を
含め注意深く見ていく｣

･7月の失業率3.6%､同消費者物価
指数0.0%､同全世帯支出▲0.1%､同
鉱工業生産▲0.4%



115.78 157.81 終値

　 ･FRB議長も大統領とほぼ同じ発言

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

統領の発言などが失望に終わった
ことで市場は再び円買いﾑｰﾄﾞ。

意向はない｣数83.4


