
 ドル円 ユーロ円 24H

95.35 120.80 寄付

08/12/01 95.42 121.02 安値

（月） ･露中銀がﾙｰﾌﾞﾙ安容認ｺﾒﾝﾄ 93.04 117.35 高値

93.24 117.56 終値

･RBAが1.0%の金利を引き下げ ドル円 ユーロ円 24H
 ･日銀が全員一致で金利据え置き 93.21 117.43 寄付

08/12/02 93.83 119.47 安値

（火） 92.63 116.57 高値

93.18 118.43 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 93.14 118.35 寄付

08/12/03 93.65 119.25 安値

（水） 92.53 116.82 高値

93.30 118.66 終値

･NZが政策金利を0.5%引き下げへ ドル円 ユーロ円 24H
 ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝが政策金利を1.75%下げ 93.15 118.34 寄付

08/12/04 ･英国が政策金利を1.0%引き下げ 93.42 119.29 安値

（木） ･ECBが政策金利を0.75%下げ 92.05 116.35 高値

・ﾃﾞｶﾏｰｸが政策金利を0.75%下げ 92.22 117.84 終値

･10月の米製造業受注▲5.1%
ドル円 ユーロ円 24H

 92.46 118.15 寄付

08/12/05 93.40 118.74 安値

（金） 91.58 115.87 高値

92.89 118.16 終値

･10月の経常収支9605億円 ドル円 ユーロ円 24H
 92.79 118.14 寄付

08/12/08 93.89 120.95 安値

（月） 92.57 118.10 高値

92.81 120.30 終値

･第3四半期GDP改定値▲0.5% ドル円 ユーロ円 24H
 ･10月の景気先行指数85.0 93.01 120.10 寄付

08/12/09 ･10月の独貿易収支158億ﾕｰﾛ 93.06 120.22 安値

（火） ･12月の独ZEW景況感指数▲45.2 91.93 118.40 高値

･ｶﾅﾀﾞが政策金利を0.75%引き下げ 92.11 119.06 終値

･10月の米住宅販売▲0.7%
･10月の機械受注▲4.4% ドル円 ユーロ円 24H

 ･11月の企業物価指数▲1.9% 92.33 119.36 寄付

08/12/10 93.03 121.44 安値

（水） 92.30 119.33 高値

･10月の米卸売在庫▲1.1% 92.77 120.81 終値

･米財務省が為替報告書発表
･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ中銀が金利据え置き決定 ドル円 ユーロ円 24H

 ･韓国が政策金利を1.0%引き下げ 92.85 120.83 寄付

08/12/11 ･ｽｲｽが政策金利を0.5%引き下げ 92.85 122.73 安値

（木） ･11月の米輸入物価指数▲6.7% 91.16 120.30 高値

91.43 122.07 終値

ドル円 ユーロ円 24H
 91.50 121.95 寄付

08/12/12 ･10月の鉱工業生産確報値▲3.1% 91.88 122.55 安値

（金） 88.10 117.74 高値

91.10 121.82 終値

･12月の日銀短観▲24 ドル円 ユーロ円 24H
 90.72 121.95 寄付

08/12/15 91.36 124.58 安値

（月） 90.25 121.67 高値

90.63 124.06 終値

･WSJ｢FRBは国内自動車ﾒｰｶｰに
対する直接融資を拒否する見通し｣
･ﾃﾞｲﾘｰﾃﾚｸﾞﾗﾌ｢BOEは国債などの
直接買い入れを検討｣

･中国政府が商業銀行の融資金利
に課税される事業税を引き下げ
･米ﾒﾃﾞｨｱ大手のﾄﾘﾋﾞｭｰﾝが連邦破
産法を申請

･一部報道｢日銀は週内にも臨時政
策決定会合､年末の資金需要に向
けて貸し渋り対策などを検討｣

･11月の米ISM製造業指数36.2､10
月の米建設支出▲1.2%

･GMが120億ﾄﾞﾙの融資要請､ﾌｫｰﾄﾞ
が最大で90億ﾄﾞﾙの融資要請､ｸﾗｲ
ｽﾗｰが70億ﾄﾞﾙの融資要請とﾋﾞｯｸｽ
ﾘｰが再建計画発表

･11月の米ADP全米雇用報告▲25
万人､同ISM非製造業指数37.3､第3
四半期非農業部門労働生産性
1.3%､同労働ｺｽﾄ2.8%
･米地区連銀報告｢10月半ば以降､
経済はすべての地域で弱まった｣

･11月の米失業率6.7%、同非農業者
部門雇用数▲53.3万人

･英首相｢金利はさらに引き下げら
れる可能性がある｣
･下院金融委委員長｢速やかな自動
車救済が必要｣
･FRB｢GSE債券対象買い切りｵﾍﾟを
実施｣
･NZ首相｢利下げによりNZﾄﾞﾙはさ
らに下落する可能性｣
･米下院金融委委員長｢自動車救
済策は最大で150億ﾄﾞﾙ｣
･米民主党自動車業界救済法案｢
ﾋﾞｯｸﾞ3への融資期間は7年｣

･WSJ｢米財務長官はTARP第2弾拠
出を議会に要請検討中｣
･米自動車労働者組合｢協定の見
直し､修正も検討｣
･CNBC等｢住宅ﾛｰﾝ金利を低下さ
せる策を検討している｣
･一部米紙｢GMが破産法申請を検
討か｣
･露首相｢急激なﾙｰﾌﾞﾙの切り下げ
はない｣
･ECB総裁｢第4四半期の経済はさ
らに弱まった｣

･中国人民銀行｢人民元の基本的な
安定を維持する｣
･全米経済研究所｢米国経済は07
年12月からﾘｾｯｼｮﾝ入り｣
･FRB議長｢金融政策には限界があ
る｣
･与謝野経財相｢円が高くなること
は悪いことはでない｣
･米財務長官｢自動車産業は米経
済にとって重要｣
･ﾍﾛｼ下院議長｢自動車産業の破綻
は選択肢にない｣

欧米は翌日にFOMCの結果発表を
控え売買手控えﾑｰﾄﾞ。一時ﾄﾞﾙ売り
進むも結局行って来い。

ｵｾｱﾆｱﾀｲﾑに一時92円手前を付け
るもその後ﾄﾞﾙは冴えず。自動車救
済をめぐる動きがﾄﾞﾙの足かせ。

＊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

≪　１２月　1日～１５日の国内外外国為替市場動向　≫

為替レート

東京は豪ﾄﾞﾙ主導の相場展開。発
表された豪経済指標は良好ながら
利下げを受けて上げ渋りの局面も｡
欧米は米政府による自動車業界支
援期待からﾄﾞﾙ買い優勢。しかし米
株伸び悩みで終盤に失速。

為替市況 主要経済指標など 主要発言など

東京は日経平均が弱含みに推移し
たことで円買い先行。一方､ﾙｰﾌﾞﾙ
安容認報道からﾕｰﾛ冴えない。

東京は翌日のECB利下げ観測背景
にﾕｰﾛ/円中心に円がしっかり。ﾄﾞﾙ
/円も92円台へ。
欧米は発表された米経済指標の悪
化でﾄﾞﾙ売り先行するも､終盤はｼｮｰ
ﾄｶﾊﾞｰで急反発。

欧米は全米経済研究所が公式なﾘ
ｾｼｯｮﾝ入りを表明したことが材料視
されﾄﾞﾙ売り優勢。安値引けに。

東京は日中株価をにらんだ展開と
なったがともに株価は伸び悩み、ﾘ
ｽｸ回避の円買いが先行した。

東京はNYﾀｲﾑに発表される米雇用
統計待ちで商い閑散。ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ調整
と思しき価格変動に終始した。

東京は一部米紙によるFM破産検
討報道を受けてﾄﾞﾙが急落。ECB利
下げ観測もあり円は独歩高。

欧米は米自動車業界救済に対する
期待などを背景にﾄﾞﾙ高進行。ただ
その後は利食い売りに押された。

欧米は英欧の利下げは予想通りで
影響限定的。一方､米雇用市場へ
の不安感根強くﾄﾞﾙは冴えない。

東京はﾎﾜｲﾄﾊｳｽによる発表を受け
て円が急反落。対ﾄﾞﾙを中心に対
ﾕｰﾛなどで弱含みとなった。

欧米は荒っぽい値動き。米雇用統
計の悪化でﾄﾞﾙは大幅下落するも、
その後は1円を超える急反発も。
東京は中国政府にわる課税報道か
ら円売り優勢。ﾕｰﾛ/円は実に2円
を超える大幅上昇をたどった。

欧米は米貿易赤字が予想以上に
拡大したことが嫌気されﾄﾞﾙ売り優
勢。とくに対ﾕｰﾛでﾄﾞﾙは一段安。
東京は予想外とも言える米上院で
の救済法案廃案から一時ﾊﾞﾆｯｸ的
なﾄﾞﾙ売りも。90円割れへ。
欧米は自動車ﾒｰｶｰ破綻回避に向
けた米政府などの取り組みが次々
に示されたことでﾄﾞﾙは急反発へ。

欧米は東京ﾀｲﾑから一変し自動車
業界の救済への懸念が台頭しﾄﾞﾙ
売りの流れへ。
東京は米下院でﾋﾞｯｸﾞｽﾘｰ救済融資
が決定したものの予想内との見方
多く影響限定的。

欧米は米債券利回りの低下を嫌気
したﾄﾞﾙ売り優勢。NYﾀﾞｳの大幅安
もﾄﾞﾙ売り要因に。

･米大統領報道官｢自動車業界破
綻回避のためTARP資金の使用検
･ﾍﾟﾛｼ米下院議長が5000億ﾄﾞﾙ超
の景気刺激策導入を示唆

･RBA総裁｢必要ならさらなる金融
緩和がとられる可能性｣
･ｾﾝﾀﾝｽBOE委員｢BOEはすでに大
幅な金融緩和を行っている｣
･米下院議長｢自動車業界救済法
案で進展が見られた｣
・NZ中銀総裁｢追加利下げにはｲﾝﾌ
ﾚ圧力の低下が必要｣
･ﾎﾞｰｶｽ米上院議員｢自動車業界救
済法案には反対｣
･ｼｪﾙﾋﾞｰ米上院議員「このような立
法を支持できず」

･日銀総裁｢日本経済は09年度にﾏ
ｲﾅｽ成長に落ち込む｣
･ﾍﾟﾛｼ米下院議長｢米政府は自動
車救済にTARP資金を使用する｣

･ﾎﾜｲﾄﾊｳｽから民主党議会と自動
車救済について大筋合意との報道

･10月の米貿易収支▲572億ﾄﾞﾙ､対
日▲60.5億､対中▲279.6億
･米上院で自動車救済法案が協議
決裂､廃案へ

･11月米小売売上高▲1.8%､同PPI
は▲2.2%､10月企業在庫▲0.6%､11
月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数59.1

･10月の対米証券投資15億ﾄﾞﾙ､12
月のNY連銀指数▲25.8､同HANB
指数9、11月の米鉱工業生産▲
0.6%､同設備稼働率75.4%

･一部報道｢ﾋﾞｯｸﾞｽﾘｰへのつなぎ融
資を下院で可決｣
･独連銀総裁｢ECBは実質金利がﾏ
ｲﾅｽになる水準を超えて利下げす
るべきではない｣

･ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ首相｢ECBは利下げ余
地を温存するべき｣


