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ＮＹマーケットレポート（2014 年 9 月 11 日) 
 

昨晩の NY 外国為替市場は、米国の新規失業保険申請件数が前週末に比べ悪化してい

たことを受けて軟調に寄り付きました。黒田日銀総裁が出演したテレビ番組の中で追加

緩和について「追加緩和でやれることはもうないということはない」などと発言したこ

とで、一時 107 円 20 銭という高値を付けました。一方、米株式市場はオバマ大統領が

「イスラム国」壊滅に向けたプログラムを発動すると表明したことで、中東情勢への懸

念から上値が抑えられました。米債券市場は、地政学的リスクへの逃避から買いが入り

ましたが、FRB の早期利上げに対する懸念から金利が上昇しました。 
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(出所：ブルームバーグ) 
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NY 市場レポート 
21：00 

ドル/円 107.05  ユーロ/円 138.37  ユーロ/ドル 1.2928 

 

21：00 

◆≪欧州株式市場・米株価指数先物≫ 

 

欧州主要株価 株価 前日比 米株価先物 株価 前日比 

英 FT100 6796.90 -33.21 
ダウ INDEX 

FUTURE 
16905 -70 

仏 CAC40 4427.57 -23.22 
S&P500 

FUTURE 
1979.00 -8.30 

独 DAX 9680.14 -34.20 
NASDAQ 

FUTURE 
4070.00 -15.50 

(出所：ブルームバーグ) 

21:30 

◆≪ 経済指標の結果 ≫ 

カナダ 7 月  新築住宅価格指数（前月比） 0.0%（予想 0.2%・前回 0.2%） 

             新築住宅価格指数（前月比）1.4%（予想 1.6%・前回 1.5%） 

 
(出所：ブルームバーグ) 

米国 新規失業保険申請件数 31.5 万件（予想 30.0 万件・前回 30.4 万件） 

前回発表の 30.2 万人から 30.4 万人に修正 
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(出所：ブルームバーグ) 

失業保険継続受給者数 248.7 万人（予想 249.0 万人・前回 247.8 万人） 

前回発表の 246.4 万人から 247.8 万人に修正 

 
(出所：ブルームバーグ) 

◆≪ 経済指標のポイント ≫ 

米労働省が発表した今回の新規失業保険申請件数の統計にはレーバーデーの祝日が含

まれているため、調整が困難であった可能性がある。エコノミストによると、「失業保

険申請件数は、ここ数ヵ月は 30 万程度で推移しており、堅調な状態が続いている。今

回の増加を労働市場の悪化とは考えていない。」とのコメントがあった。 

 

22:00 

◆≪ 経済指標の結果 ≫ 

メキシコ 鉱工業生産（前月比） 結果 2.1% （予想 2.3%・前回 2.0%） 

     鉱工業生産（前月比） 結果 0.3% （予想 0.7%・前回 -0.2%） 
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(出所：ブルームバーグ) 

22：33 

◆≪米主要株価≫ 

米主要株 株価 前日比 

ダウ平均 17057.41 -11.3 

ナスダック 4567.64 -18.88 

(出所：ブルームバーグ) 

22:45 

◆≪ 経済指標の結果 ≫ 

米国 ブルームバーグ消費者信頼感 結果 36.5 前回 37.7 

 
(出所：ブルームバーグ) 

23：05 

◆≪ 要人発言 ≫ 

黒田日銀総裁 

「為替水準についての具体的なことは差し控える」 

「 市場では金融政策の違いに注目集まっているようだ」 

「米国経済は順調に回復している」 

「実際の為替レートの動きは様々な状況で変わる」 

「 円安でも円高でも、経済実態に即していれば好ましい」 

「日本経済はまだ大幅な金融緩和続く」 



 

                      

6 

「今の円安が日本経済にマイナスになるということはない」 

「為替相場、経済のファンダメンタルズに合わせた動きが好ましい」 

「4─6 月期ＧＤＰのマイナス、1-3 月期駆け込みの大きな反動による」 

「駆け込み需要とその反動は消費税などの増税あるときには想定しうること」 

「今後、日本経済がどのような成長経路たどるかが重要だ」 

「反動減からの回復は自動車などの耐久消費財で遅れ気味」 

「雇用所得情勢が引き続き改善が消費を下支えしている」 

「7-9 月期はプラス成長に戻ると思う」 

「消費税増税後予想より景気落ち込めば、財政・金融で対応可能である」 

「財政に疑念もたれ金利上昇すれば、対応は難しくなる」 

「政府の財政健全化目標、これまで順調にきている」 

「必要あれば適切な措置とるし、その余地はある」 

「金融資産は日本市場にたくさんあり、買う余地ある」 

「物価だけ上がればよいということはない、好循環で 2％達成が望ましい」 

「消費税除いた実質賃金はプラスになっている」 

 

0:05 

◆≪ NY 株式市場 序盤 ≫ 

序盤の株式市場は、前日に比べ反落して始まった。朝方発表された経済指標の新規失業

保険申請件数の結果が予想よりも悪かったことに加え、欧州株式市場において主要株価

が下落していたことが影響したようである。 

 

1:00 

◆≪ NY 債券市場・午前 ≫ 

午前の NY 債券市場は、朝方発表された新規失業保険申請件数の結果が悪かったことに

加え、オバマ大統領が「イスラム国」の壊滅をめざしシリアへの空爆拡大を表明したこ

とや、ウクライナ情勢を巡り、EU がロシアに対する追加経済制裁に合意したことを受け

て、安全資産である米国債に買いが入った。 

午前の利回りは、30 年債が 3.26％（前日比 3.27％）、10 年債が 2.52％（2.54％）、

7 年債が 2.20％（2.23％）、5 年債が 1.76％（1.79％）、3 年債が 1.05％（1.08％）、

2 年債が 0.54％（0.57％） 

欧州主要株価 終値 前日比 

英 FT100 6799.62 -30.49 

仏 CAC40 4440.90 -9.89 

独 DAX 9691.28 -8.89 

ストック欧州 600 指数 344.27 -0.43 

ユーロファースト 300 指数 1383.94 -1.83 

スペイン IBEX35 指数 10886.30 -51.50 

イタリア FTSE MIB 指数 21092.24 -48.40 

南ア アフリカ全株指数 51230.89 -32.59 
(出所：ブルームバーグ) 
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◆≪欧州株式市場≫ 

欧州株式市場は、総じて前日比で下落して引けた。中国の景気減速懸念から売りが出た

ほか、米国の新規失業保険申請件数が悪化したことが嫌気された。ウクライナ情勢を巡

り欧州連合（EU）がロシアに対して追加の経済制裁を行うことで合意したことも相場の

上値を抑える原因となった模様である。 

 
(出所：ブルームバーグ) 

1：00 

◆米主要株価・中盤 

ダウ 17035.60（-33.11）、S&P500 1992.90（-2.79） ナスダック 4576.48（-10.04) 

 

2:03 

◆米 30 年債入札  

高落札利回り 3.240%  低応札利回り 3.150%  応札倍率 2.67 

 

3:00 

◆≪ 経済指標の結果 ≫ 

米国 8 月 月次財政収支 -1287 億 USD （予想 -1300 億 USD・前回 -1479 億 USD） 

 
(出所：ブルームバーグ) 

3:30 

◆NY 金は、中心限月が前日比 6.30 ドル安の 1 オンス＝1239.00 ドルで取引を終了した 
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4:20 

◆NY原油は、中心限月が前日比 1.16 ドル高の 1バレル＝92.83ドルで取引を終了した。 

主要商品 終 値 前日比 

NY GOLD 1239.00 -6.30 

NY 原油 92.83 +1.16 
(出所：ブルームバーグ) 

◆≪ NY 金市場 ≫ 

NY 金市場は、4 営業日連続の下落となった。米経済指標が悪化したことで、堅調に推移

していたが、ドル円が円安方向に動いていることやFRBによる早期利上げ観測によって、

金需要が減っていることが引き続き材料視された。また、EU による対ロシア追加経済制

裁や中国の景気減速懸念も売られる要因となったようだ。 

 
(出所：ブルームバーグ) 

◆≪ NY 原油市場 ≫ 

NY 原油市場は、国際エネルギー機関によって発表された 9 月の石油月報で今年と来年の

世界の石油需要見通しを下方修正したことによって、一時 90.43 ドルという 1 年 4 ヵ月

ぶりの安値を付けたが、安値圏では買い戻しが入り上昇した。また、EU による対ロシア

の追加経済制裁が発動されることで、供給懸念から値を戻した。 

 
(出所：ブルームバーグ) 
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4：45 

◆≪ 要人発言 ≫  

ドラギ ECB 総裁 

「ECB は物価安定の責務を達成するために一段の措置を講じる用意がある」 

「ユーロ圏の持続的回復には著しい投資拡大が必要である」 

主要株価 終値 前日比 高値 安値 

ダウ平均株価 17049.00 -19.71 17057.41 16983.88 

S&P500 種 1997.45 +1.76 1997.65 1985.93 

ナスダック 4591.81 +5.28 4591.81 4559.75 

(出所：ブルームバーグ) 

≪米株式市場≫ 

米株式市場は、ダウ工業株は反落して引けた。オバマ大統領がシリアへの空爆拡大を表

明したことで中東情勢が緊迫化するのではないかとの懸念や経済指標の結果が悪化し

ていたことから上値を抑えられた。 

 
(出所：ブルームバーグ) 

主要通貨 NY 終値 NY 高値 NY 安値 

USD/JPY 107.10  107.20  106.66  

EUR/JPY 138.38  138.52  138.12  

GBP/JPY 173.80  173.86  173.27  

AUD/JPY 97.42  97.57  97.26  

NZD/JPY 87.57  87.64  87.42  

EUR/USD 1.2920  1.2952  1.2919  

AUD/USD 0.9096  0.9135  0.9096  

(出所：ブルームバーグ) 

≪外国為替市場≫ 

外国為替市場は、朝方発表された米新規失業保険申請件数が事前予想を上回ったことで

軟調に寄り付いたが、黒田日銀総裁が出演したテレビ番組の中で追加緩和について「必

要があれば適切な措置はとるし、また、その余地もある」などと発言したことで 107.20

円の高値をつけた。その後、利食い売りに押される場面もあったが、ドラギ ECB 総裁が
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「ECB は必要とあらば更なる行動の用意がある」などと発言したことで、ユーロが売ら

れ相対的にドルが買われる形となった。 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 
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