
 

29 December 2010 

Joe の豪ドル道場（333） 
（毎週月、水、金） 

―豪州在住、侍ディーラーが豪ドルの真髄に迫る― 

＜モットー＞“豪ドルを国際通貨の枠組みでとらえるとともに、豪ドルに

対する国内、対外要因を豪州市場から直接・徹底分析” 

 
(豪ドル米ドル日足)      （豪ドル円日足）            （米ドル円日足）         （ユーロ米ドル日） 

 

 

    ＜長期予想ビジョン＞ 年末から来年にかけて米ドル底打ちの見方    

     （ 12 月末のレートはもう変更しません） 

通貨ペア 2010 年 12 月末予想推移（レート/変更日/实勢） 

 

0.8700（予想レンジ 0.75-0.95）(31Mar 2010/0.9150) 

0.9100（予想レンジ 0.9000-0.9800）(24Sep 2010/0.9580) 

0.9500（予想レンジ 0.9300-1.0300）(18Oct 2010/0.9845) 

 

87.00（予想レンジ 73.00-93.00）(31Mar2010/85.5) 

86.45（予想レンジ 73.00-88.00）(31Mar2010/85.5) 

85.50（予想レンジ 75.00-88.00）(18Oct2010/80.10) 

 

100.00（予想レンジ 85.00-102.00） (31Mar2010/93.50) 

100.00（予想レンジ 82.00-102.00） (11Aug2010/85.35) 

95.00（予想レンジ 82.00-97.00） (27Sep2010/84.25) 



90.00（予想レンジ 75.00-93.00） (18Oct2010/81.35) 

 

1.3000（予想レンジ 1.27-1.45）（31Mar2010/1.3400） 

              2009 年 12 月末予想と实際のクロージング相場 

通貨ペア 12 月末予想値 实際のクロージング・レート 

AUDUSD 0.9000 0.8980 

AUDYEN 81.00 83.50 

USDYEN 90.00 93.00 

EURUSD 1.4500 1.4320 

 

2010 年 6 月末予想と实際のクロージング相場 

通貨ペア 6 月末予想値 实際のクロージング・レート 

AUDUSD 0.8700 0.8404 

AUDYEN 82.65 74.26 

USDYEN 95.00 88.37 

EURUSD 1.2500 1.2167 

   

 

＜キーワード＞ 

中国金融引き締め、北朝鮮問題、再び欧州財政不安（格下げ観測）、米追加緩和（QE2）（11/3）

緩和への疑問？、、RBA7 回目の利上げ（11/2）－2009 年 10 月、11 月、12 月、2010 年 3

月、4 月、5 月、11 月、25bp 利上げ）、豪ドル米ドルパリティー達成 10/15、日銀实質ゼロ

金利政策（10/5）、ドル円 15 年ぶりの安値更新 82.88 で日銀介入（9/15）安値 80.24（11/1）、

前回 85 円割れ 84.82（2009/11/27）、米国景気減速、中国景気減速、中国貿易黒字拡大、人

民元弾力化政策、米国出口戦略後退、新鉱物資源利用税（MRRT）、 中国不動産投資規制、

中国の銀行融資規制、金価格史上高値更新 1431.30（12/06）、米商業不動産問題、ドルキャ

リートレード、中国の豪州資源投資、日米ゼロ金利はいつまで続く？ドル円 100 円超えか

ら反落し 100 円に戻らず（2009 年 4 月以降）、RBA 豪ドル買い介入（10 月、11 月 2008

年）、RBA78 セント台で利食いの売りの噂（2009 年 5 月）、RBA の市場でのネット豪ドル

売りは 2010 年 9 月 526mio、8 月 397mio、7 月 570mio、6 月 1229mio、5 月 445mi、4

月 350mio、3 月 892mio、2 月 424mio、1 月 295mio、2009 年 12 月 946mio、11 月 313mio、

10 月 307mio、9 月 830mio、8 月 576mio、7 月 705mio、6 月 1.94bio、5 月 1.55bio 外為

市場で豪ドルネット売り（一種の売り介入との捉え方も） 

 



 

 

 

＜注目イベント＞ 

27 （月）ウェリントン、香港、ロンドン、トロント、シドニー、ヨハネスブルグ休場、28

（火）日本全国消費者物価指数、失業率、有効求人倍率、鉱工業生産、 ウェリントン、シ

ドニー、ロンドン、トロント休場、28（火）英国、カナダ、豪州、NZ 休場、日本失業率、

鉱工業生産指数、仏 Q3GDP、米 S＆P/ケース・シラー住宅価格指数、リッチモンド連銀製造

業指数 、29（水）ユーロ圏マネーサプライ M3、独消費者物価指数、米消費者信頼感指数、

30（木）東証大納会、米新規失業保険申請件数、シカゴ購買部協会景気指数 、中古住宅販

売政策指数、31（金）日本休場、日本年末ジャンボ宝くじ、英 GFK 消費者信頼感調査、米

国休場、1 月 1 日（土）中国製造業 PMI、3（月）ユーロ圏製造業 PMI、4（火）米 ISM 製造

業景気指数、建設支出、独失業率、ユーロ圏 CPI、5（水）、独非製造業 PMI、ユーロ圏非

製造業 PMI、ユーロ圏 PPI、米製造業新規受注、MBA住宅ローン申請指数、ADP雇用者数、6

（木）ユーロ圏小売売上高、消費者信頼感、業況判断指数、米 ISM 非製造業景気指数、新

規失業保険申請件数、7日（金）独経常収支、貿易収支、鉱工業生産指数、ユーロ圏 Q3GDP、

失業率、米雇用統計、カナダ雇用統計 

 

 

  

＜当地の気になる情報＞ 

中国が２０１１年前半のレアアース輸出を削減する方針を示したことを受け、２９日午前

のシドニー市場やアジア市場で、レアアース関連株が急伸している。 中国以外で世界最

大のレアアース鉱床を保有する豪ライナスが１０％以上上昇しているほか、香港市場の中

國稀土、シドニー市場のアラフラ・リソーシズ、Alkane Resources、グリーンランド・ミ

ネラルズ・アンド・エナジーなどが８―１０％上昇している。 中国商務省は２８日、２

０１１年前半のレアアース輸出枠を前年同期比で３５％削減し、１万４４４６トンにする

と発表した。 

 

＜豪ドル相場解剖＞ 

・豪ドルトレンド 6 カ月間 ----波動相場から上昇トレンドへ 

 豪ドル→97 セント中心±500 ポイント、 



 豪ドル円→80 円中心±500 ポイント） 

・足元のセンチメント     堅調 

・足元の予想          下値は押し目買いでサポート    

           

 

（大局－相場力学）2008 年 7 月から 10 月にかけて大暴落（史上高値 98 セント台→60 セン

ト台、104 円台→55 円台）した豪ドルは、2008 年末～2009 年年始にかけて下部の“鍋底”

を形成して上昇エネルギーを蓄えた。2009 年３月より上昇モーメンタム徐々に積み上がり

年間を通して上昇トレンドを形成（94 セント台、85 円台まで）し 2010 年 3 月まで上昇ト

レンド継続した。４月に戻り高値 93 セント台、88 円台の高値を付けた後、上方エネルギー

放出→再蓄積のサイクルを繰り返してきたが、５月に下方モーメンタム爆発して 80 セント

台、71 円台まで大幅下落。その後は概ね 81 セント台～93 セント台、73 円台～80 円台の比

較的大きなレンジ内での“波動相場”を形成。9 月以降豪ドルはレンジ相場を抜けて上昇ト

レンドに乗り史上高値の 1AUD=1USD のパリティーに達し（10/18）1.0100 台後半、豪ド

ル円は 82 円台後半の高値を付けた後、上昇エネルギー放出して反落したがその後再度パリ

ティー達成し上伸！ 

 

（2002 年～今日までの動き） 

2000～2001 年の国内景気後退で軟調推移していた豪ドルは（史上安値 0.4775、2001 年４月）、世界経済

の拡大基調を背景とした国際商品価格の大幅上昇や、国内景気回復に伴う RBA の金融引き締めによる金

利格差が追い風となり、2002 年から長きにわたり上昇トレンドを形成した。アセットバブルの急膨張を

背景に 2008 年 7 月には史上高値＜0.9848、史上高値（7/15）、104.47 円（7/21）ただし豪ドル円の史上

高値は 107.88（2007/10/31）＞を示現したが、直後リーマン破綻に象徴される世界金融恐慌が勃発し暴落

を演じた。0.6009（2008/10/27）、55.20 円（2008/10/24 史上安値）まで下落し、2008 年末～2009 年年

初にかけて下値圏で“鍋底を相場”を形成。2009 年年初より各国協調によるドラスティックな財政・金

融両面からの景気刺激策实施を受けて世界的に株価が 2009 年 3 月に底離れしたのを契機に 4 月以降上昇

に転じ、6-8 月は 77 セント-84 セント、70 円-82 円での中段保合を形成。世界の株価や商品相場の堅調と

国内景気の予想を上回る回復を背景に RBA は 2009 年 10 月から 3 ヶ月連続で政策金利を 25bp ずつ引き

上げて史上最低レベル（3.0％）のオフィシャルキャッシュレートを 12 月には 3.75％とした。豪ドルも

10 月以降再度上昇トレンドを開始し 11 月には 2009 年年間高値＜0.9406（2009/11/16）、豪ドル円は 85.32

（2009/10/23）＞を付けた。2010 年年初は新年の世界経済への期待感、株価堅調、商品相場の上昇など

を背景に 93 セント台、86 円台まで上伸してスタートしたが、その後中国の 金融引き締め（預金準備率

引き上げ）、ギリシャ初め南欧諸国の信用リスク、オバマ大統領の新金融規制案でリスク許容度が低下し

て商品相場、株価が調整局面に入り、更に RBA 金利据え置き決定（2/2）で一時 86 セント割れ、76 円近

辺に大幅下落（2/4）。その後は豪州の金利格差(3 月利上げ)、景気格差、商品相場の堅調が豪ドルをサポー



トする一方、ギリシャ問題など南欧の信用リスク問題や中国の金融引き締めなどのリスク要因が売り材料

となり一進一退を繰り返した。 

４月に入り 5 回目の利上げも後押ししての高値 0.9389、88.07 円まで上昇したが、根強いギリシャ問題、

人民元切り上げ観測、ゴールドマンサックス訴追問題などでリスク回避の動きも強く、5 月の 6 回目の利

上げを挟んで 0.91～0.93 台、85 円～87 円台での UP & DOWN の揉み合いを繰り返した。しかし 5 月半

ばにかけて欧州ソブリンリスクの世界蔓延懸念から市場パニックとなる中、リスクアセット全般が大幅下

落し、豪ドルも 80 セント台、71 円台まで暴落したが、5 月末にかけてさすがに徐々に落ち着きを取り戻

し 85セント台、78円台まで値を回復した。6月金利据え置き、Q1GDPの結果は予想の範囲内、高値 0.8523、

79.03 円まで上がって再び欧州問題、弱い米雇用統計を受けたリスク回避の動きで 80 セント台、73 円台

に反落。7 月に入り欧州懸念に加えて、米景況感悪化、中国景況感悪化と重なり 83 セント台、72 円台ま

で大幅下落。発表された 6 月豪雇用統計の非常に強い数字や資源税に対するギラード新政権の妥協も好感

され、加えて欧州危機に対しても欧州銀行へのストレステスト实施であく抜け感強まり 88 セント台、78

円台に再び上昇したのち、中国の弱い指標や米景気後退懸念を嫌気して 86 セント台、74 円台まで反落。。

8 月は米景気不安から米金利低下し豪ドルは 92 セント台に上昇する一方、ドル円の 84 円台への急落を反

映して豪ドル円は 75 円台まで下落。連邦選挙結果は予想通りのハングパーラメントだったが、89 セント

近辺、76 円近辺に小戻し（8/23）しかしドル円が 83 円台をつけ“円全面高”になるに至り、豪ドル 0.8800

近辺、73 円台まで急落（8/24）後、円高警戒感から一時 90 セント台、77 円台に反発（8/30）。9 月は米

国の強い Q2GDP、予想より良い米 8 月雇用統計を受けて 91 セント台後半、一時 78 円近辺に上昇（9/3）。

ギラード政権続投による資源税を嫌気し、ドル円の 83 円台続落を受けて 90 セント台、76 円台前半に反

落後、強い 8 月雇用統計、スティーブンス RBA 総裁のタカ派的発言を受けて 94 セント台に上昇。また豪

ドル円も日銀の円売り介入の報に 81 円台後半まで反発した。10 月は RBA 金利据え置きで一旦 95 セント

台半、79 円台に下落したが、根強い米追加緩和期待から豪ドル続伸、9 月の強い雇用統計を受けて 99 セ

ント台、81 円台に上昇！！（10/7）一旦 97 セント台、80 円割れに小反落したが、米緩和期待やアジア通

貨高を受けて再び 1.00 直前まで上昇、豪ドル円はドル円続落を受けて 80 円半ばに軟化（10/14）バーナ

ンキ議長の講演（追加緩和示唆）の後、史上高値 1.0003 をヒット（10/15）。利食い調整に 0.97 台、78 円

台に反落。しかし G20 明けには、米ドル支援策欠如や、米金融緩和観測の高まりから再び 99 セント台、

80 円台に反発（10/25）10/27 発表された Q3CPI が予想を下回り 96 セント台、78 円台に反落後、予想外

の利上げ、更に米国の QE2 を受けて 1.0200 手前、82 円台後半まで反発。しかしその後強い米雇用統計

後の米金利上昇観測と、アイルランドの財政懸念、中国の利上げ懸念からリスク回避の動き強まり 97 セ

ント台、80 円台（11/12）に反落した。売り一巡後は 99 セント台半ば、83 円近辺まで戻したが北朝鮮の

砲撃の後、リスク回避の売りに 97 セント台前半、80 円台半ばまで一時値を崩しその後小幅買い戻し

（11/24）しかし RBA 総裁のハト派的発言を受けて 96 セント台まで反落した（11/26）また弱い GDP を

受けて 95 セント台 79 円台まで続落した（12/1）。しかしその後は弱い米雇用統計を受けて 99 セント台後

半、82 円台まで反発した後、米減税措置の延長を好感した米ドル買い戻しがでて 97 セント台に反落する

など（豪ドル円は 82 円台キープ）UP & DOWN を繰り返す（12/8）強い 11 月雇用統計で 99 セント手前、

82 円台後半まで上伸後、小反落（12/10）。FOMC を前に 1.00 台、83 円台半ばに上昇したが、FOMC 後

は 0.9900 近辺に反落。ユーロ安に連動して 98 セント台前半に反落したが、下値は实需にサポートされ豪

ドルはパリティー達成（高値は 12/23 の 1.0066）。中国利上げの影響も一過性で、むしろ中国のレアアー



ス輸出規制の報を受けて 1.01 台半ば、83 円台前半で堅調推移している（12/29） 

向う半年の予想レンジ：豪ドル米ドル 0.9000-1.0500、豪ドル円 73.00-88.00 円 

 

（小局）豪ドルは高値を付けた後、調整反落したが底堅い 

クリスマス休暇後も意外と相場はよく動く。ドル円は 81円台まで突っ込んだ後、82円台に小反発。ユー

ロも 1.30台から一時 1.32 台後半まで反発後小緩み。その中でやはり豪ドルがパリティーから離陸して変

動相場制移行後高値 1.01台半ばまで上昇したのは特筆もの。背景としてユーロの反発などあったものの、

やはり商品相場が堅調であること（原油、金）に加えて、中国が来年度のレアアースの輸出削減を発表し

たことも資源通貨豪ドルを押し上げた（上記、当地の気になる情報参照）。また従来指摘している鉱山輸

出関連の豪ドル買い需要がまだ出ていることも間違いないところ。先日指摘した“实需に乗った投機筋の

豪ドル買いポジションの利食い”も「相場が上がっているのであれば、あせって利食う必要はないじゃな

いか？」というところか。特に市場活性度が落ちてくると“实需”の影響が普段以上に浮かび上がってく

ると言うことであろう。考えて見れば、去年は挙って金融危機からの回復の年であり、一方今年は各国、

地域の格差が浮き彫りになった年であった。通貨の強さでは何度か指摘しているが豪ドル＞スイスフラン

＞円＞米ドル＞ユーロ＝ポンドというように景気格差とリスクヘッジの両面から通貨のバラつきが目立

った。この中でさしずめ豪ドルは全校生代表の優等生であった。学校自体が閉鎖されない限り（2008年金

融危機のような世界的なデザスターが訪れない限り）やはり豪ドルは優等生であり続け、投資家さんの人

気を得て生徒会長になるのであろう。年が明ければ市場がユーフォリアから覚めて、山積する問題がクロ

ーズアップされる可能性が高いが、“年明けはまだ”ということであろう。 

  (向う１週間の予想レンジ：豪ドル米ドル 1.0000-1.0200 豪ドル円 82.00-84.00 

 

 

 

＜豪ドル売り・買い指数－現状分析（前回の結果―当たり、はずれ―を踏まえて毎回レビ

ュウ訂正）＞ 

豪ドルの好・悪材料の相場への影響度を項目別に分類して－10（最弱）から+10（最強）まで

独自の手法で数値化したもの。項目数は適宜増減する。たとえば 10 項目であれば、理論上総合

判断では最強を+100、最弱を-100 となる。各要因は相関（または逆相関）関係があるが（たと

えば市場センチメントがベアになればセンチメントは売り要因（－）となるが逆に市場は売り

ポジションになるので、ポジション調整の可能性から豪ドル買い要因（+）となりうるなど）。

また同じ要因でも時間が経過すれば影響度は減尐または消滅すると考える。 

実観情勢の「目安」となる変動要因の数値化で“現状分析”が主眼。これを元に将来を予

測する一助とする。総合判断の数字が「±50」以上など大きくぶれた時がチャンス！！ 
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構成要因 ポイント 今回数値 前回数値 

豪州ファンダメンタル

ズ（経済・政治） 

*Good  

10 月 WESTPAC leading index(0.3％、前回

0.0％)（12/22）、12 月 WESTPAC 消費者信頼感

指数+0.2％（前回-5.3％）（12/15）、11 月雇用統

計（失業率 5.2％、予想 5.2％、前回 5.4％、就

業者数＋54.6 千人、予想+20 千人、前回+29.7

千人）（12/9）、11 月 ANZ 求人広告+2.9％（前

回+0.7％）（12/6）、11 月トロントドミニオン証

券インフレ率 0.4％（前回 0.3％）3.9％（3.8％

前回年率）（12/6）、10 月貿易収支

+2625mio(+2000mio 予想、+1760mio 前回)

（12/2）、10月建設許可件数+9.3％（予想+1.4％）

（11/30）、Q3CAPEX（民間設備投資）（+6.2％、

予想+3.1％、前回-4.0％）（8/26）Q3 賃金インデ

ックス（+1.1％、予想+1.1％、Y/Y+3.5％,予想

3.3%）（11/17）、11 月熟練工求人数+2.5％（前

回-0.5％）（11/17）、Q3 住宅価格 0.1％（Q/Q 予

想 0.0%）11.5% (Y/Y 予想 13.4%)（11/1）、10

月 AIG 製造業活動指数 49.4（前回 47.3）（11/1）、

Q3NAB 企業信頼感指数（9、前回 6）（10/26）、

豪 Q3PPI、（前期比+1.3％、予想+0.5％、前回

+0.3％、前年比+2.2％予想+1.4％、前回+1.0％）

（10/25）、豪政府連邦予算案は景気見通しを上

方修正 2009/10+2.0％（前回+1.5％）、

2010/11+3.25％（前回 2.75％）（5/11）、RBA 四

半期金融政策報告 2010 年 GDP 予想 3.5％（前

回 3.25%）2011 年 3.5％、(前回 3.75％)、基調

CPI 予想 2010 年 2.75％、2011 年 2.75％（前回

と同じ）（11/5） 

*Bad 
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11 月 NAB 企業信頼感 6（前回 8）、企業景況感

4（前回 2）（12/15）、10 月小売売上高-1.1％

（+0.4％予想、+0.3％前回）（12/2）、Q3GDP

前期比+0.2（予想+0.4％、前回+1.2％）前年比

+2.7％（予想+3.4％、前回+3.3％）（12/1）Q3

経常収支（-78.3 億ドル、予想-66 億ドル、前期

-54.3 億ドル）（11/30）、Q3 企業収益（-1.5％、

予想+4.0％、前回+18.9％--2009 年 Q2 以来の低

水準）（11/29）、予想+5.8％、Q3 建設活動

（-2.1%、予想+2.0％、前回+3.5％）（11/24）、

豪 Q3CPI(前期比 0.7％、前年同月比 2.8％前回

0.6％、3.1％)、RBA アンダーライイング CPI

前期比 0.6％（前回 0.5％）前年比 2.4％（前回

2.7％）（10/27） 

市場センチメント 

(リスク値に対する円キャリーポ

ジション造成・/解消などに関わ

る) 

NYK ダウは木曜日 27 ポイント上昇で 11,582

ドル、VIX 恐怖指数+0.09 で 17.76 センチメン

トミックス。 

0 

 

0 

 

 

 

 

短期筋推定市場ポジシ

ョン（キャリートレード、IMM

ポジションなどから判断）調整

の有無 

シカゴ IMM の通貨先物ポジションは豪ドル買

いコントラクト 60,550（前週比買いが+6,772

コントラクト、12/21 付）、短期筋の市場ポジシ

ョンは特に豪ドルロングがやや増加。 

-2 -1 

 

商品相場 原油は 91 ドル台で変わらず、金は 1407 ドル台

に大幅。CRB インデックスは 331 に上昇。石炭、

鉄鉱石共に 9 月以降値下げ圧力。(石炭-7％？)

しかし来年はまた値上げの模様。 

+3 +2 

 

 

金利 利上げは来年 Q2 以降との見方が増える。市場

予想は 2011 年で 0.25～0.50％の利上げに。（今

まで 2011 年末 6.00％だった）。米豪 10 年利回

り格差 2.4％に小幅縮小。 

-1 -1 

需給 年末の豪州輸出企業の实需カバー豪ドル買い。

年末の投資需要？今年は石炭、鉄鉱石.価格増加

（50-60％以上）を見込んだ需要。ただ年後半は

中国景気スローダウンで値下げ圧力も。今年は

昨年より中国など海外からの直接投資、M&A に

+2 +2 



絡む豪ドル買い需要が増えそう。豪州穀物商社

AWB はカナダの肥料メーカーアグリウムの

1.2bio 買収案を受け入。フォスタービールに対

する買収の話。アサヒビール、豪州第三位の飲

料会社 P&N を 364mio 豪ドルで買収。リオ・テ

ィントによる 35 億ドルリバーズデール・マイニ

ング買収の話。シンガポール証券取引所の

ASX84 億ドル買収の話（まだ問題はある）。一

方豪ドル高から海外企業買収案件も。 

テクニカル（チャート） 一目均衡表の雲（0.9818-0.9862、80.60-81.38）

豪ドルは雲の上を上昇、豪ドル円は雲の上で揉

み合い。ボリジャーバンド（0.9756-1.0128、

82.26-83.79）の豪ドルは上限を一旦破って反落

し、豪ドル円は上限に揉み合い。RSI は豪ドル

65.48％で overbought やや増え、豪ドル円も

56.62％で変わらず豪ドルがボバンド上限

1.0128を再度抜けるか？ 
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その他（日替わり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ユーロやや反発 

・ 米ドルはやや軟調 

 

・ 中国関係—金融引き締め、レアアース輸出制

限 

・ 資源超過利潤税、労働党支持率下落 
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“現状”総合判断 

（必ずしも今後の予測

とはならず） 

依然上げバイアス 
+8 +6 

 

 

 

（*Good, Bad は豪ドルにとってという意味） 

 

 



 

＜トレーディング实践＞ やはり豪ドル強い 

ここから先年内の動きは“サンマの尻尾”でくれてやれ！とタカをくくっていたが、やはり豪

ドル買いの魅力に負けて再び豪ドル買いで参入してしまった。ここにきて米ドルに反落の兆し

が出ていることもさることながら、中国の利上げの影響も軽微であり、むしろ中国のレアアー

ス輸出規制とくれば、やはり資源通貨が上昇するのは道理。パリティーを離れて昨日は 150 ポ

イントの地点まで上げて、高所恐怖症であったが、幸い 50 ポイント下げてくれたので取り敢え

ずロングを造成。ここから 1.00 台半ばまで買いオーダーをパラパラと入れた。そう思って昨年

の年末の日足を見たら 29,30,30 日と陽線で、新年 2 日目に大陽線となっていた。实需の買いは

投機筋の利食いで相殺されると見ていたが、環境的にはあまり利食いが出ないのではとの思い

からロングにした。 

 

・前回のポジション   なし 

・現在のポジション   AUDUSD long at 1.0100   PT 1.0150 1.0200 SL 0.9990 

 

本日の予想レンジ： 豪ドル米ドル 1.0080-1.0180 豪ドル円 82.80-83.80 

 

 

＜懺悔の部屋＞―過去の失敗から学ぶもの― 

（心理面、技術面、チャート分析の３点より） 

（その三百三十一）６割の可能性を感じたらやってみよう。（心理面） 

朝ポジションをオープンする（作る）前に前日の相場分析、ファンダメンタルズ、チャー

ト、経済指標発表予定、要人発言などを整理したうえで相場に入ることが肝要と申し上げ

た。つまり慎重に対策を立てた上で、色々な可能性を想定して相場に対処することの必要

性を申し上げた訳である。これと若干逆のイメージになるが、一方相場に“絶対”という

言葉はなく、常に不安定な、不確实な中で先読みをしながらトレードをしていかなくては

ならない。常に“どちらの可能性が大きいか”を考えながら“better と思える方、better

と思える方”と進んでいくのがトレードでもある。逆に 8-9 割の確率を感じる場合には、他

の参加者も同様に感じているケースが多く、既にその方向で市場ポジションの造成が進ん

でいるかもしれない。“あやふやな、不安定なうちが仕込み時なのかもしれない”。もちろ

ん大きなニュースが出て、そのニュースの相場への影響（売りか買いか？）が 100％近く

sure な場合も時にはあろう。しかしそんなことは年に何度もないわけで、それ以外は“半々

よりも強い確率”つまり“6 割の確率”を感じたときには、それを实行する姿勢がトレーダ

ーには必要であろう。準備を入念に行い、一旦方針が決まったらあとは、大胆に 6 割の可

能性に賭ける心意気である。その方が最初の 6 割が運悪く逆方向に出ても、次の６割、そ

の次の６割と可能性を追求することにより、いつしか相場の流れに乗っていける可能性が

出てくる。5 度 10 度６割の可能性が裏目に出た場合には、それこそ一旦撤退して体勢を立



て直すのがよいであろう。10 度も６割の確率がはずれる場合には、余程相場分析、市場セ

ンチメントと自分があっていない訳で撤退も逆に容易に自分自身で受け入れられるであろ

う。 

 

 

＜気になる出来事、発言＞ 

出来事 

（尐々長

いが時々

レ ビ ュ

ー！！） 

・ 中国商務省―2011 年前半のレアアース輸出枠を前年同期比 35％削減して

1 万 4446 トンにすることを発表（12/28） 

・ 中国人民銀行―１年物貸出金利を 25bp 引き上げて 5.81％、ベンチマーク

預金金利を 25bp 引き上げて 2.75％に（12/25） 

・ 米国 10 年ぶりの国勢調査で人口は 3 億 870 万人（10 年前から 9.7％増）

（12/21） 

・ 豪労働党支持率 34％に下落。8 月の選挙以来最低（The Australian 12/20） 

・ ムーディーズがアイルランドの信用格付けを 5 段階下げて BAA1、見通し

ネガティブに（12/17） 

・ ECB 増資（50 億ユーロ→107.6 億ユーロ）と欧州システミック委員会も

設立を発表（12/16） 

・ IMF 理事会、アイルランド向け 225 億ユーロの融資を承認（12/16） 

・ 米 FOMC 政策金利 0.00-0.25％不変、米国債購入計画に変更なし（6000

億ドル、期限来年 6 月末）（12/15） 

・ OPEC 総会―日産 24.845mio バレルの生産枠据え置きを発表（12/12） 

・ 中国今年 6 回目の預金準備率引き上げ（50bp）(12/10) 

・ 豪 11 月雇用統計（失業率 5.2％予想 5.2％前回 5.4％、就業者数+54.6 千人、

予想+20 千人、前回+29.7 千人）（12/09） 

・ RBA 理事会―オフィシャルキャッシュレート 4.75％に据え置き（12/7） 

・ 米 11 月雇用統計、失業率 9.8％（予想 9.6％前回 9.6％）、NFPR+39 千人

（予想+145 千人、前回+172 千人、民間+50 千人）（12/3） 

・ 豪州第三四半期 GDP 前期比+0.2％（予想+0.4％、前回+1.1％）、前年比

+2.7％（予想+3.4％、前回+3.3％）（12/1） 

・ 米韓合同軍事演習实施（11/28） 

・ EU、IMF、アイルランドは約 850 億ユーロ規模のアイルランド救済策で

大筋の合意（11/28） 

・ RBA スティーブンス総裁―早期利上げの見通しは妥当でないと発言

（11/26） 

・ 北朝鮮が韓国延坪島を砲撃し、韓国が応戦で砲撃戦に（11/23） 

・ 中国がインフレ抑制策を発表（11/22） 

・ アイルランドが EU、IMF の支援を受けると発表（11/18） 

・ APEC 首脳会議（横浜、11/13） 



・ 豪 10 月雇用統計（失業率 5.4％予想 5.0％前回 5.1％、就業者数+29.7 千人、

予想+20 千人、前回+49.5 千人）（11/11） 

・ 米 10 月雇用統計、失業率 9.6％（予想 9.6％前回 9.6％）、NFPR+151 千

人（予想+60 千人、前回-41 千人、民間+159）（11/5） 

・ 金価格史上高値 1398.30（1OZ）に上昇（11/5） 

・ 米 FOMC―金利据え置き 0.00-0.25％、資産購入を来年の 6 月まで 6000

億ドル限度に。月間は 750 億ドル（11/3） 

・ 米中間選挙―下院共和党が過半数を取る見通し。上院民主党が過半数死守

か（11/3） 

・ RBA 利上げ 4.50％→4.75％（11/2）（7 回目） 

・ 米国Q3GDP速報値（前期比年率）+2.0％（予想+2.0％、前回+1.7％）（10/29） 

・ 豪州 Q3CPI 前期比 0.7％、前年比 2.8％、アンダーライイングインフレー

ション前期比 0.6％、前年比 2.4％（10/27） 

・ G20 声明―競争力を増進する目的の通貨切り下げを回避し、市場原理に基

づく為替レートを支持（10/24） 

・ 中国第三四半期 GDP+9.6%(予想+9.5％、前回+10.3％)（10/21） 

・ 中国人民銀行預金貸出金利を 0.25％引き上げ（10/19） 

・ 豪ドル米ドル史上初パリティー達成 1AUD=1.0003USD(10/15) 

・ ワシントン G7、IMF、世銀年次総会（10/8-10/10） 

・ 米 9 月雇用統計、失業率 9.6％（予想 9.7％前回 9.6％）、NFPR-95 千人（予

想+5 千人、前回-54 千人、民間+65 千人、政府機関-159 千人）（10/8） 

・ 豪 9 月雇用統計（失業率 5.1％予想 5.1％前回 5.1％、就業者数+49.5 千人、

予想+20 千人、前回+30.9 千人）（10/7） 

・ 日銀金融政策決定会合で利下げ（0.1％→0.00-0.1％）（10/5） 

・ RBA 理事会で金利据え置き（4.5％）（10/5） 

・ 米下院対中制裁法案を可決（9/29） 

・ 9 月日銀短観―大企業製造業 DI(+8、予想+7、前回+1)、先行き（-1、予想

+3、前回+3）（9/29） 

・ 北朝鮮労働党代表者会で金ジョンウン氏、事实上の後継者に（9/28） 

・ 米下院歳入委員会―人民元切り上げで対中制裁法案を可決（9/24） 

・ 日米首脳会談（9/23） 

・ 米 FOMC―金利据え置き 0.00-0.25%、金融緩和バイアス継続（9/22） 

・ 金価格史上高値 1290 ドル（1OZ）に上昇（9/21） 

・ 政府・日銀ドル売り円買い介入（82.90 近辺から 85 円台まで、ロンドン

市場、NYK 市場まで）（9/15） 

・ 民主党代表選、菅氏勝利（9/14） 

・ 豪 8 月雇用統計（失業率 5.1％予想 5.2％前回 5.3％、就業者数+30.9 千人、

予想+25 千人、前回+23.5 千人）（9/9） 



・ 豪州選挙結果（下院）―労働党 76 議席＜過半数＞：保守連合 74 議席（9/7） 

・ オバマ大統領総額 2900 億ドルの景気刺激策発表（9/7） 

・ 米 8 月雇用統計失業率 9.6％（予想 9.6％、前回 9.5％）NFPR-54 千人（予

想-105 千人、前回-131 千人）（9/3） 

・ 豪州 Q2GDP―前期比+1.2％（予想+0.9％、前回+0.7％）前年比+3.3％（予

想+2.8％、前回+2.7％）（9/1） 

・ 民主党党首選、菅、小沢二氏が出馬表明。投開票日 9 月 14 日（9/1） 

・ 日銀臨時会合（8/30） 

・ 小沢元幹事長民主党党首選挙への立候補表明（8/26） 

・ ドル円 15 年ぶりの安値 83.60 円に下落（8/24） 

・ 豪州総選挙（ハングパーラメントに）（8/23 現在 150 全議席中労働党 72、

保守合同 71、緑の党 1、無所属 3）（8/23） 

・ 本来タカ派のウエーバー独連銀総裁の発言「欧州中銀は銀行への流動性供

給を来年も続けるべき」欧州景気に対する警戒感高まる（8/20） 

・ 日本 Q2GDP+0.1％（前期比予想+0.6％、前回+1.1％）+0.4％（前期比年

率予想+2.3％、前回+4.4％）（8/16） 

・ 日銀ドル円 85 円近辺でレートチェック（日銀確認）（8/12） 

・ 豪 7 月雇用統計（失業率 5.3％予想 5.1％前回 5.1％、就業者数+23.5 千人、

予想+20 千人、前回+37.4 千人）（8/12） 

・ 米 FOMC 金利ターゲット 0.00-0.25％で不変、「長期にわたる異例の低金

利継続」、MBS・政府機関債の償還資金を米国債に再投資（8/10） 

・ 米 7 月雇用統計失業率 9.5％（予想 9.6％、前回 9.5％）NFPR-131 千人（予

想-65 千人、前回-221 千人）（8/6） 

・ RBA 金利据え置き 4.50％（8/3） 

・ 米第二四半期 GDP +2.4%(予想+2.6％、前回+3.7％)（前期比年率）（7/30） 

・ NZ 準備銀行利上げ 2.75％→3.00％（7/29） 

・ 豪州 Q2CPI 前期比 0.6％、前年比 1.0％、アンダーライイングインフレー

ション前期比 0.5％、前年比 2.7％（7/28） 

・ EU ストレステスト 91 行中 7 行不合格（7/23） 

・ カナダ中銀政策金利引き上げ 0.50％→0.75％（7/20） 

・ ギラード首相 8 月 21 日総選挙を発表（7/18） 

・ 中国の第二四半期 GDP +10.3%(前回+11.9％、予想+10.5％)（7/15） 

・ Moody’s ポルトガル格下げ Aaa2→A1（7/13） 

・ 民主党参院選の結果過半数割れ（7/12） 

・ ワールドカップサッカー―スペインがオランダ破り優勝（7/11） 

・ 米財務省中国を為替操作国に認定せず（7/8） 

・ 6 月の豪雇用統計（就業者数+45.9ｋ、予想+15.0k、前回+22.8k、失業率

5.1%、予想 5.2%、前回 5.2%）(7/8) 



・ RBA 金利据え置き 4.50％（7/6） 

・ 6 月米雇用統計、非農業部門就業者数-125 千人（予想-130 千人、前回+433

千人、失業率 9.5％、予想 9.8％、前回 9.7％）（7/2） 

・ 資源超過利潤税 30％で政府/鉱山会社合意（7/2） 

・ カナダ G8、G20（6/26-/27） 

・ 米 FOMC で出口戦略出ず（6/23） 

・ 中国人民銀行人民元の柔軟化方針を発表（6/19） 

・ 欧州連合、金融機関のストレステスト实施で合意（6/17） 

・ EU 首脳会議（6/17） 

・ ムーディーズ、ギリシャ格付けを A3 から BA1 に格下げ。見通しは良好

（6/14） 

・ FIFA ワールドカップ開催（6/11） 

・ BOE 政策金利据え置き（0.5%、予想 0.5％）ECB 政策金利据え置き（1.0％、

予想 1.0％）（6/10） 

・ 5 月の豪雇用統計（就業者数+26.9ｋ、予想+20.0k、前回+25.3k、失業率

5.2%、予想 5.4%、前回 5.4%）(6/10) 

・ NZ 準備銀行利上げ（2.50％→2.75％）（6/10） 

・ 米国 5 月雇用統計（非農業部門就業者数+43.1 千人―内国勢調査臨時雇用

+411 千人（予想+500 千人、前回 290 千人、民間は+41 千人、失業率 9.7％

予想 9.8％、前回 9.8％）（6/4）. 

・ 豪州 Q1GDP 前期比+0.5％（予想+0.5％前期+1.1％）、前年比+2.7％（予

想+2.4％、前期+2.8％）（6/2） 

・ 鳩山首相辞任（6/2） 

・ RBA 金利据え置き 4.50％（6/1） 

・ 社民党連立政権を離脱（5/30） 

・ フィッチスペインを AA+に格下げ（5/28） 

・ 米中戦略経済対話（5/24-25） 

・ 独政府、株、国債、CDS の空売り規制を独主要 10 行に实施（5/18） 

・ EU ギリシャに一回目の融資 145 億ユーロ实施（5/18） 

・ 4 月の豪雇用統計（就業者数+33.7ｋ、予想+22.5k、前回+19.6k、失業率

5.4%、予想 5.3%、前回 5.4%）(5/13) 

・ ギリシャ政府正式に 200 億ユーロの支援实施を要請（5/11） 

・ 豪州連邦予算案（2010/2011 年度）発表（5/11） 

・ 英国保守・自民連立政権（キャメロン首相）成立（5/11） 

・ EU 財務相会議で EU 安定化プログラムに合意（5/9） 

・ EU 総額 750bio(内 IMF250bio 拠出)のユーロ支援で合意（5/9） 

・ 欧州各国リーダー/IMF は公式にギリシャ救済策（80bio/30bio）を承認

（5/8） 



・ 米国 4 月雇用統計（NFPR +290k、予想 190k、前回 230k、失業率 9.9% 

予想 9.7％、前回 9.7％）（5/7） 

・ ソブリンリスク問題拡大を嫌気し NYK ダウ一時 1000 ポイント（１万ド

ル割れ）下落（5/6） 

・ RBA 利上げ 4.25％→4.50％（5/4）（6 回目） 

・ EU 財務相会議でギリシャ救済策決定－総額 1,100 億ユーロ（EU が 800

億ユーロで 300 億は本年分、IMF が 300 億ユーロ、金利５％） 

・ 中国今年３度目の預金準備率 0.5％引き上げで 17.0％に（5/2） 

・ 米国 Q1GDP 前年同月比+3.2％（予想+3.4％、前期+5.6％）（4/30） 

・ FOMC 長期間の低金利維持を再確約、FF 金利の誘導目標は引き続き

0.0%-0.25%(4/28) 

・ S&P スペインの格付けを AA に引き下げ（4/28） 

・ 豪州 Q1CPI、RBA インフレ率 3.05％（予想 2.95％、前回 3.4％）（4/27） 

・ S&P ポルトガルの格付けを A+から A－に引き下げ（4/27） 

・ S&P ギリシャの格付けを BB+（ジャンク債等級）に引き下げ（4/27） 

・ ギリシャ政府 EU と IMF に支援要請（4/23） 

・ ムーディーズ、ギリシャを格下げ A2→A3(4/22) 

・ IMF 豪州の GDP 見通しをアップワードリバイズ 

2010 年 3.0％（前回 2.5％）、2011 年 3.5％（前回 3.0％）（4/22）   

・ RBA 議事録（4 月分）－金利は平均をわずかに下回っている。追加利上げ

の可能性（4/20） 

・ 米証券監視委員会(SEC)サブプライム関連 CDO 取引でゴールドマンサッ

クスを詐欺容疑で提訴（4/16） 

・ 中国 Q4GDP（前年同期比）11.9％（予想 11.7％、前期 10.7％） 

・ ワシントン核保障サミット（4/12-13） 

・ EU16カ国財務相－ギリシャの要請があった場合 2国間融資で 300億ユー

ロまで資金供与で合意。期間３年、金利 5％程度（4/11） 

・ 中国の 3 月貿易収支-$0.7bio（2004 年 4 月以降初めての赤字）（4/10）. 

・ 豪州 3 月雇用統計－失業率 5.3%（前回 5.3％）就業者数+19.6 千人（前回

-4.7 千人）full time job +30.1 千人（4/8） 

・ RBA 利上げ 4.00％→4.25％（4/6）（5 回目） 

・ 3 月米国雇用統計、失業率 9.7％、NFPR+162 千人（前回 9.7％、-14 千人）

（4/2） 

・ 日銀短観（Q3）大企業製造業 DI-14（予想-14、前回－24）、先行き-8（ 

予想-8、前回-18）（4/1） 

・ 欧州首脳会合でギリシャ支援策合意－二国間融資と IMF の支援を組み合

わせ（3/25） 

・ フィッチ、ポルトガルのソブリン格付けを AA から AA-に引き下げ（3/24） 



・ Google 中国の検索事業から撤退（3/22） 

・ 米医療保険改革法成立（3/21） 

・ インド中銀金融引き締め（リバースレポとレポ金利をそれぞれ 25bp 引き

上げ（3/19） 

・ FOMC—長期間にわたって金利を異例の低水準で据え置くことを継続

（3/16） 

・ 豪州 2 月雇用統計－失業率 5.3%（前回 5.2％）就業者数+0.4 千人（前回

+56.5 千人）（3/11） 

・ ギリシャ議会 4.8bio ユーロの財政削減策を予定通り可決（3/6） 

・ 米国 2 月雇用統計失業率 9.7％（予想 9.8％、前回 9.7％）、非農業部門就

業者数-36 千人（予想-68 千人、前回-20 千人（（3/5） 

・ 豪州 Q4GDP 前期比+0.9％（予想+0.9％、前回+0.2％）、前年比+2.7％（予

想+2.4％、前回+0.5％）（3/3） 

・ RBA 利上げ 3.75％→4.00％（3/2）（4 回目） 

・ 独・仏銀ギリシャ債購入計画（2/26） 

・ フィッチ、ギリシャの 4 大銀行を格下げ BBB+→BBB(2/23) 

・ 米 FRB 公定歩合を引き上げ（0.5％→0.75％）（2/18） 

・ 中国人民銀行今年二度目の金融引き締め。預金準備率を 50bp 上げて

16.50%に（2/12） 

・ EU 首脳会議－ギリシャ救済で合意。具体策は来週に持ち越し（2/11） 

・ 豪州 1 月雇用統計－失業率 5.3％（予想 5.6％、前回 5.5％）、就業者数+52.7

千人（予想+15 千人、前回+37.5 千人）(2/11) 

・ カナダ・イカルイト G7―2010 年も景気刺激策の継続で合意（2/7） 

・ RBA 四半期金融報告（GDP、CPI 予想を若干上方修正）（2/5） 

・ 12 月豪州小売売上高-0.7％（予想+0.2％、前回+1.4％）（2/4） 

・ RBA 理事会—金利据え置き 3.75%（2/2） 

・ 米国予算教書（2/1） 

・ 米国 Q4GDP（前年同月比）+5.7％（予想+4.6％、前回+2.2％） 

・ 米上院バーナンキ FRB 議長の再任を賛成多数で承認（1/28） 

・ FOMC 政策金利を 0.00％～0.25％で据え置き（1/27） 

・ IMF2010 年世界経済見通しを 10 月時点の 3.1％から 3.9％に引き上げ

（1/26） 

・ 中国の 2009 年 GDP8.7％（1/21） 

・ オバマ大統領金融規制案発表（1/21） 

・ 日本航空会社更生法の適用を申請（1/19） 

・ 鳩山内閣支持率年初の 56％から 45％に下落（1/18） 

・ 豪州 12 月雇用統計（雇用者数+35.2 千人、予想+10 千人、前回 31.4 千人、

失業率 5.5％、予想 5.8％前回 5.7％）（1/14） 



・ 中国預金準備率引き上げ発表（1/12） 

・ 米国 12 月雇用統計、NFPR －85 千人（前回+4 千人）、失業率 10.0％（前

回 10.0％）(2010/1/8) 

・ 菅新財務相（2010/1/7）--もう尐し円安に進んだ方がよい発言。 

・ 藤井財務相辞任（健康上の理由）（2010/1/6） 

・ 豪州 Q3GDP－+0.2％（前期比、予想+0.6％、前回+0.6%）+0.5％（前年

比、予想+0.7％、前回+0.6）(12/16) 

・ RBA 理事会で 3 カ月連続 25bp 利上げ 3.50％→3.75％（2009/12/1） 

・ ドル円 14 年（95 年 7 月以来）ぶりの安値 84.80 に下落（11/27） 

・ ドバイショック－ドバイ・ワールドの債務返済延期要請（11/26） 

・ 米国 Q3GDP 改定値（前期比年率）2.8％（速報値 3.5％）（11/24） 

・ 豪州 10 月雇用統計（失業率 5.8％、前回 5.7％、就業者数+24.5 千人、前

回+39.8 千人）（11/12） 

・ RBA 四半期金融政策報告で 2009 年 GDP 見通しを従来の+0.5％から

+1.75％に引き上げ。2010 年 GDP 予想を 3.25％（11/6） 

・ RBA 理事会利上げ 3.25％→3.50％（11/3） 

・ 中国第三四半期 GDP +8.9%(予想+9.0％、前期+7.9％)（10/22） 

・ RBA 理事会—利上げ 3.00%→3.25％（10/6） 

・ 鳩山内閣発足（2009/9/16） 

・ 豪州 Q2GDP 前期比、前年同期比ともに+0.6％（予想前期比+0.2％、前回

+0.4％）（9/2） 

・ 中国第 2 四半期 GDP 前年比 7.9％（7/16） 

・ 豪州第 1 四半期 GDP 前期比、前年比ともに+0.4％でリセッション入り回

避（6/3） 

・ GM 破産法適用申請。負債総額 1728 億ドルで米歴代３位（2009/6/1） 

・ 日本の第 1 四半期 GDP-15.2%（前期比年率、戦後最悪）（5/20） 

・ 豪州連邦予算案（2009年7月～2010年6月）発表。$57.6bio赤字予想（5/12） 

・ ECB25bp 利下げして 1.00％、ユーロ建てカバーボンド買い入れ（5/7） 

・ クライスラー破産法申請（4/30） 

・ RBA 利下げ 3.25％→3.00％（4/7） 

・ ロンドン G20（2009/4/2） 

・ ダウ一時 6467 ドルの新安値に下落。（3/6）終値安値は 3/9 の 6547 ドル 

・ 豪州 Q4GDP -0.5％（前期比）（3/4） 

・ 米景気対策法（7870 億ドル）成立（2/17） 

・ 日本の第 4 四半期 GDP 年率-12.7%(2/16) 

・ 豪上院 420 億ドル景気対策法案を可決（2/13） 

・ RBA 利下げ 4.25％→3.25％（2009/2/3） 

・ オバマ大統領就任式（2009/1/20） 



・ 日銀は政策金利の誘導目標を引き下げ。0.3％→0.1％。また企業 CP 買取

策を発表（2008/12/19） 

・ 米 FOMC で FF 金利の誘導目標を 0.0％～0.25％に引き下げ（2008/12/16） 

・ RBA 利下げ 5.25％→4.25％（2008/12/2） 

・ 11/21 早朝 RBA 豪ドル買い介入（５回目）0.6100 近辺。10 月 24 日、27

日、28 日、11 月 13 日に続く） 

・ 米金融安定化法（7000 億ドルの TARP が柱）成立（2008/10/3/08） 

・ リーマン・ブラザーズ自力再建を断念し連邦破産法 11 条に基づく更生手続

き適用を申請（2008/9/15） 

 

発言 ・ 中国鐘山商務次官―中国は来年二桁の貿易の伸びを目差す（12/27） 

・ 五十嵐財務副大臣―円の上昇を注視したい。円金利の上昇は米金利の上昇

につられているが警戒が必要（12/27） 

・ 中国人民銀行 Hu Xiaolian―インフレ圧力が上昇しており、金融政策は慎

重でなければならない（12/24） 

・ 野田財務相―必要とあれば為替に関して断固たる措置を取る（12/24）3 

・ ユンケル・ユーログループ社長―ユーロは危機に陥っておらず、観測は事

实無根（12/21） 

・ キャメロン英首相―銀行が引き続き正当化できない役員の高額報酬を払う

のであれば、銀行に対する課税引き上げの可能性（12/19） 

・ カウエン・アイルランド首相―格下げは失望。やや行き過ぎではないか

（12/18） 

・ 海江田経済相―一日も早いデフレ克服が一番大事。デフレ克服の中から‘、

消費税引き上げを展望（12/17） 

・ バロッソ・欧州委員会委員長―ユーロは困難にもかかわらず非常に安定し

た通貨である（12/17） 

・ EU ファンロンバイ大統領―EU首脳は新しいストレステストで合意した。EU

首脳は ECBの行動を支える（12/17） 

・ ガイトナー財務長官―救済コストは住宅対策より大きくない見込みで GDP

の 1%未満。米国はまだ重大な問題に直面している。米住宅市場には安定化

し始める兆候がある。米経済は大きな進展を遂げた（12/16） 

・ ガイトナー財務長官―ブッシュ減税の延長に関して経済に強い影響を与え

る（12/14） 

・ オルドネス・スペイン中銀総裁―銀行が危機だとしてもユーロの他国にく

らべれば影響は限定される。スペインの銀行は危機に対して上手く対応し

た。 

 

 


