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NY マーケットレポート（2016 年 3 月 29 日) 
NY市場では、欧米の株価がやや軟調な動きとなったことから、序盤のドル円・クロス円は、やや軟調な動きとなった。ただ、イエレン FRB 議

長の講演を控えて様子見ムードも強く、その後は小動きの展開が続いた。そして、イエレン FRB 議長がエコノミッククラブでの講演で、経済・

金融環境は利上げを開始した昨年 12 月と比較して、若干悪化しているとの認識を示した。また、利上げに関して慎重に進めると発言したこ

とを受けて、やや高まっていた早期利上げ期待が後退し、ドルは大半の主要通貨に対して下落する動きとなった。また、株価が堅調な動き

となったことから円が売られ、クロス円は堅調な動きとなった。 

 
(出所：ＳＢＩＬＭ) 
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NY 市場レポート 
 

21：00 

ドル/円 113.59  ユーロ/円 127.20  ユーロ/ドル 1.1201 

 

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 6102.54 -3.94 
ダウ 

先物ミニ 
17397 -51 

 

 

仏 CAC40 4352.91 +23.23 
S&P 

500 ミニ 
2023.25 -4.75 

 

 

独 DAX 9843.61 -7.74 
NASDAQ 

100 ミニ 
4382.00 -7.50 

 

 

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

 

21：30 

≪ 経済指標の結果 ≫ 

 

2 月カナダ鉱工業製品価格（前月比） -1.1％（予想 -0.2%・前回 0.5%） 

 

2 月カナダ原料価格指数（前月比） -2.6％（予想 -0.9%・前回 -0.4%） 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 

22：00 

≪ 経済指標の結果 ≫ 

 

1 月米 S&P/ケース・シラー[総合 20] 182.56（予想 182.74・前回 182.59） 

前回発表の 182.75 から 182.59 に修正 

 

1 月米 S&P/ケース・シラー[総合 20]（前月比） 0.80％（予想 0.70%・前回 0.78%） 

前回発表の 0.80％から 0.78％に修正 

 

1 月米 S&P/ケース・シラー[総合 20]（前年比） 5.75％（予想 5.75%・前回 5.65%） 

前回発表の 5.74％から 5.65％に修正 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

経済指標データ 

≪S&P/ケース・シラー住宅価格指数≫ 

（米主要 20 都市）季調前 

         1 月・・・12 月・・・11 月・・・10 月・・・9 月・・・8 月 

指数・・・・・・182.56・・182.59・・182.61・・182.55・・182.54・・182.33 

前月比・・・・・-0.02・・・-0.01・・・0.03・・・0.01・・・0.12・・・0.29 

前年比・・・・・ 5.75・・・ 5.65・・・5.68・・・5.38・・・5.25・・・5.02 

（米主要 10 都市）季調前 

         1 月・・・12 月・・・11 月・・・10 月・・・9 月・・・8 月 

指数・・・・・・196.93・・197.01・・ 197.19・・197.24・・197.36・・197.20 

前月比・・・・・-0.04・・・-0.09・・・-0.03・・-0.06・・・0.08・・・0.24 

前年比・・・・・ 5.10・・・ 5.03・・・ 5.17・・・4.88・・・4.79・・・4.58 

 

 

22：33 

米主要株価 

米主要株 株価 前日比 

ダウ平均 17479.34 -56.05 

ナスダック 4754.86 -11.93 

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

 

23：00 

≪ 経済指標の結果 ≫ 

 

3 月米消費者信頼感指数 96.2（予想 94.0・前回 94.0） 

前回発表の 92.2 から 94.0 に修正 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

経済指標データ 

≪消費者信頼感指数≫ 

 

         3 月・・2 月・・1 月・・12 月・・11 月・・10 月 

信頼感指数・・・96.2・・94.0・・97.8・・96.3・・92.6・・99.1 

現況指数・・・・113.5・115.0・116.6・・116.4・・110.9・114.6 

期待指数・・・・84.7・・79.9・・85.3・・83.0・・80.4・・88.7 

 

【現況指数】 

業況 

良好・・・・・・24.9・・26.5・・27.7・・27.1・・25.0・・26.8 

悪化・・・・・・18.8・・19.0・・18.8・・18.9・・16.9・・18.3 

普通・・・・・・56.3・・54.5・・53.5・・54.0・・58.1・・54.9 

 

【雇用】 

十分・・・・・・25.4・・22.8・・23.0・・24.2・・21.0・・22.7 

不十分・・・・・48.0・・53.6・・53.4・・51.3・・53.2・・52.7 

困難・・・・・・26.6・・23.6・・23.6・・24.5・・25.8・・24.6 

 

【半年先】 

業況 

改善・・・・・・15.0・・14.5・・15.9・・14.5・・15.7・・18.1 

悪化・・・・・・ 9.2・・11.6・・10.7・・10.8・・10.6・・10.4 

横ばい・・・・・75.8・・73.9・・73.4・・74.7・・73.7・・71.5 

雇用 

改善・・・・・・12.9・・12.2・・13.4・・12.4・・12.0・・14.4 

悪化・・・・・・16.3・・17.7・・17.0・・16.8・・18.5・・16.6 

横ばい・・・・・70.8・・70.1・・69.6・・70.8・・69.5・・69.0 

 

 

23：00 

≪ 経済指標の結果 ≫ 

 

1 月メキシコ経済活動 IGAE 2.33％（予想 2.50%・前回 2.56%） 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 

23：35 

≪ NY 株式市場 序盤≫ 

 

序盤の株式市場は、収益悪化懸念からエネルギー関連を中心に売りが先行した。ただ、3 月の米消費者信頼感指数が

市場予想を上回ったことを材料視した買い戻しも入り、下げ幅を縮小する動きとなっている。 

 

 

0：00 

≪ 経済指標の結果 ≫ 

 

3 月メキシコ外貨準備高（週次） 1766.7 億 USD（前回 1769.4 億 USD） 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 
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≪ 経済指標のポイント ≫ 

 

（1）1 月の米 S＆P/ケース・シラー20 都市住宅価格指数は、前年比で+5.7％となり、前月の+5.6％から上昇した。

全米ベースでは+5.4％となった。住宅価格指数は 20 都市すべてで前年比上昇となり、特にポートランドでは+11.8％

となった。シアトルとサンフランシスコも堅調な伸びが続き、11 都市で上昇ペースが前月よりも加速。一方、シカ

ゴは+2.1％と、伸びが最小となった。20 都市の住宅価格指数は、前月比+0.8％と、2 ヵ月連続で同率の伸びとなっ

た。 

 

（2）米コンファレンス・ボードが発表した 3 月の消費者信頼感指数は、市場予想の 94.0 を上回り 96.2 となり、2

月の 94.0 からも上昇した。現況指数は 113.5（前月 115.0）と低下したが、期待指数は 84.7（79.9）と上昇した。

「就職は困難」を示す指数は 23.6 から 26.6 に上昇し、昨年 7 月以来の高水準となった。1 年インフレ期待は 4.7％

と、前月から変わらずとなった。 

 

 

欧州主要株価 終値 前日比 

英 FT100 6105.90 -0.58 

仏 CAC40 4366.67 +36.99 

独 DAX 9887.94 +36.59 

ストック欧州 600指数 336.79 +1.69 

ユーロファースト 300指数 1323.40 +6.24 

スペイン IBEX35指数 8808.30 +18.50 

イタリア FTSE MIB 指数 18171.86 +6.02 

南ア アフリカ全株指数 51787.20 -536.58 

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

≪欧州株式市場≫ 

 

欧州株式市場は、まちまちの結果となった。新規材料に乏しく、全般的に方向感に欠ける動きが続いた。英 FT100

は、原油価格の下落を背景に、小幅安となった。一方、独 DAX は割安感が出た銘柄を買う動きから堅調な動きとな

った。 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 

1：00 

米主要株価・中盤 

ダウ 17496.07（-38.32）、S&P500 2035.23（-1.82） ナスダック 4786.00（+19.23) 

 

 

≪ NY 債券市場 ・午前≫ 

 

序盤のニューヨーク債券市場は、原油先物相場が下落したほか、1 月の米ケース・シラー住宅価格指数がさえない内

容だったことから投資家のリスク回避志向が強まり、安全資産とされる米国債の買いが先行した。ただ、3 月の米消

費者信頼感指数が市場予想を上回ったことをきっかけに利益確定売りも出て、上げ幅が縮小した。 

 

午前の利回りは、30 年債が 2.63％（前日 2.65％）、10 年債が 1.85％（1.88％）、7 年債が 1.64％（1.67％）、 

5 年債が 1.33％（1.36％）、3 年債が 1.00％（1.04％）、2 年債が 0.85％（0.87％）。 

 

 

1：20 

≪ 要人発言 ≫ 

イエレン FRB 議長～講演 

 

・「利上げにおける慎重な姿勢は特に正当化される」 

・「将来の金利軌道は必然的に不透明」 

・「FOMC は今後数年、緩やかな利上げを想定」 

・「世界的動向からの影響波及は全般に限定的」 

・「コアインフレ加速、持続可能性の判断時期尚早」 

・「必要に応じ刺激策講じる余地はかなりある」 
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(出所：ネットダニア) 

 

 

2：00 

≪米財務省 5 年債入札≫  

 

最高落札利回り・・・・1.335％（前回 1.169％） 

最低落札利回り・・・・1.200％（前回 1.000％） 

最高利回り落札比率・・・28.08％（前回 41.43％） 

応札倍率・・・・・・・・2.38 倍（前回 2.44 倍） 

 

 

2：05 

≪ 要人発言 ≫ 

イエレン FRB 議長～講演 

 

・「国内消費は、非常に満足いく状況で進展」 

・「米経済は極めて底堅い」 

・「金融市場の懸念は増大した」 

・「3 月 FOMC 声明、海外動向によるリスクに言及」 

 

・「すべてのリスクが下向きではない」 

・「最近の金融市場の状況緩和、マイナスの影響を一部相殺」 

・「われわれは最大雇用の目標に近づいている」 

・「労働市場には失業率が示唆する以上の緩み存在」 

 

・「インフレ上向くと信じるだけの根拠ある」 

・「経済見通しは昨年 12 月から今年 3 月にかけほとんど変わらず」 

・「12-3 月の最大の変化、世界経済の成長見通しが多少下振れ」 

・「金融市場の状況緩和は米国にとって緩衝材に」 

 

・「世界経済の成長鈍化は 3 月の見通しに影響した」 

・「FOMC は長期的な低迷期に入るとの見方はしていない」 
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4：20  

NY 金は、中心限月が前日比 15.70 ドル高の 1 オンス＝1237.50 ドルで取引を終了した。 

 

 

4：25 

NY 原油は、中心限月が前日比 1.11 ドル安の 1 バレル＝38.28 ドルで取引を終了した。 

 

 

主要商品 終 値 前日比 

NY GOLD 1237.50 +15.50 

NY 原油 
38.28 -1.11 

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

≪ NY 金市場 ≫ 

 

ＮＹ金は、イエレン FRB 議長が講演で追加利上げに慎重な姿勢を示したことで、ドルが主要通貨に対して下落した

ことから、ドルの代替資産とされる金を買う動きが膨らんだ。 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 

 

 

≪ NY 原油市場 ≫ 

 

ＮＹ原油は、世界的な供給過剰への懸念が引き続き相場を圧迫し、一時は 1 バレル=37 ドル台に下落した。ただ、そ

の後はイエレン FRB 議長が講演で追加利上げに慎重な姿勢を示したことでドルが主要通貨に対して下落し、ドル建

ての原油の割安感から買い戻しも入った。 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 

主要株価 終値 前日比 高値 安値 

ダウ平均株価 17633.11 +97.72 17642.81 17434.27 

S&P500種 2055.01 +17.96 2055.91 2028.31 

ナスダック 4846.63 +79.84 4849.31 4749.78 

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

≪米株式市場≫ 

 

米株式市場は、 原油価格の下落を背景に、収益悪化懸念からエネルギー関連を中心に売りが先行した。ただ、3 月

の米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことを材料視した買い戻しも入り、下げ幅を縮小する動きとなった。

その後、FRB 議長が利上げに対して慎重な姿勢を示したことを好感して、主要株価が堅調な動きとなった。 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 

主要通貨 NY終値 NY高値 NY安値 

USD/JPY 112.71  113.60  112.63  

EUR/JPY 127.27  127.43  126.79  

GBP/JPY 162.12  126.52  161.65  

AUD/JPY 86.03  86.16  85.30  

NZD/JPY 77.19  77.55  76.58  

EUR/USD 1.1294  1.1304  1.1179  

AUD/USD 0.7634  0.7646  0.7510  

(出所：ＳＢＩＬＭ) 

 

≪外国為替市場≫ 

 

外国為替市場は、欧米の株価が軟調な動きとなったことを受けて、序盤のドル円・クロス円は、軟調な動きとなっ

た。その後は FRB 議長の講演での発言を控えて様子見ムードも強く、小動きの展開が続いた。その後、FRB 議長が、

利上げに対して慎重な姿勢を示したことを受けて、ドルが主要通貨に対して下落する動きとなった。 
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(出所：ブルームバーグ) 

 

 
(出所：ブルームバーグ) 

 

提供：SBI リクイディティ・マーケット株式会社 
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