
 

3 November 2010 

Joe の豪ドル道場（310） 
（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    

 

通貨ペア 2010 年 12 月末予想推移（レート/変更日/実勢） 

 

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 月末予想と実際のクロージング相場 

通貨ペア 12 月末予想値 実際のクロージング・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 月末予想と実際のクロージング相場 

通貨ペア 6 月末予想値 実際のクロージング・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＞ 

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、日銀実質ゼロ金利政策（10/5）、

米追加緩和観測（QE2）、ドル円 15 年ぶりの安値更新 82.88 で日銀介入（9/15）、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）、欧州懸念再燃？ 中国金融引

き締め、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 1316.00（9/30）、

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＞ 

11/01(月）豪 NAB企業景況感指数、 四半期住宅価格指数、米個人所得、 個人消費支出、 建

設支出、ISM製造業景況指数、11/02（火）日銀・金融政策決定会合議事要旨、 豪準備銀行

政策金利（利上げ 4.50％→4.75％）、11/3（水）豪住宅建設許可件数 、米 MBA住宅ローン

申請指数、 チャレンジャー人員削減数、ADP雇用統計、 製造業新規受注、ISM非製造業況

指数総合）、 米 FOMC終了後政策金利発表、11/04（木）日本 四半期失業率（7-9月期）、

豪 小売売上、EU 欧州中央銀行政策金利、米 四半期非農業部門労働生産性・速報値、 新

規失業保険申請件数 11/05（金）EU小売売上、独 製造業新規受注、カナダ 失業率、 新規

雇用者数、（米） 失業率、 非農業部門雇用者数、米住宅販売保留指数、米消費者信用残

高、8（月）日景気動向指数、独経常収支、貿易収支、鉱工業生産、9（火）日本経常収支、

貿易収支、景気ウォッチャー調査、米卸売在庫、10（水）BOE 四半期インフレレポート、

米貿易収支、輸入物価指数、新規失業保険申請件数、月次財政収支、11（木）日機械受注、

企業物価指数、豪州雇用統計、パリ休場（第一次世界大戦休戦記念日)、トロント休場(リメ

ンブランスデー)、米国休場(ベテランズデー)、12（金）第 3 四半期仏 GDP、第 3 四半期独、

第 3 四半期ユーロ圏 GDP、ユーロ圏鉱工業生産、ミシガン大消費者信頼感指数  

 

 

 

  

＜当地の気になる情報＞ 

豪連邦準備銀（RBA）は昨日、政策金利を 0.25ポイント引き上げて 4.75％にすると発表し

た。今年５月以来の利上げとなる。金融業界では驚きの声が出ている。10月末に発表され

た 7-9月期の消費者物価指数（CPI）上昇率が、インフレターゲット（２～３％）範囲に収

まったため、金利据え置きを予測していたからだ。 スティーブンス総裁は声明の中で、「資

源価格が高値で安定していることに加え、将来的にインフレ率が高水準になる可能性があ

るため」と利上げの背景を説明した。豪州経済の安定のために、金融政策で先手を打った

形だ。金融業界では、利上げが発表される前まで、世界経済の見通しが不透明なことに加

え、国内経済が安定していることを理由に、11月の理事会でも金利が据え置かれるとみら

れていた。７～９月のトリム平均値 CPIは年率 2.5％と、４～６月（同 2.7％）を下回る低

水準だった。 

 

 

 

 



 

 

＜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     再び豪ドルブル 

・足元の予想          上値圏での揉み合い    

           

 

（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 のパリティー瞬間的にヒット！（10/18）エネルギ

ー発散後は豪ドル 96 セント台、豪ドル円 78 円台まで反落したが、調整一巡後は再び上昇

エネルギー優り、一時 1.0000 のパリティーを付け、豪ドル円は 80 円台を回復。 

 

（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実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実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 開けには、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

の利上げを受けて一時 1.0000 のパリティー、80 円台後半まで反発している（11/3）。 

向う半年の予想レンジ：豪ドル米ドル 0.9000-1.0200、豪ドル円 73.00-88.00 円 



 

（小局）豪ドル急伸後高止まり 

現在開票中の米中間選挙は事前予想通りに、下院は共和党が過半数を取り、一方上院は民主党が何とか過

半数を死守しそうだ。日本と同様のねじれ国会であり、益々重要法案などの審議が停滞する可能性があり、

広義ではやはり米国経済・米ドルにとってアンフェイバーとなるのかもしれない。ただ政治が大きく通貨

を動かすことにはならないことは日本の例を待たず、欧州でも豪州でも米国でも同じであろう。つまり極

言すれば与野党どちらが政権を取っても通貨相場には関係なしであろう。さて本日は FOMC 待ちでさすが

に相場は動かない。まあ冷静に考えれば今年下半期を通して米国追加金融緩和（QE2）をテーマに米ドル

がここまで売られてきた訳である。余程事前予想を上回る量的緩和（予想は半年で 5000 億ドル、月 1000

億ドル程度）でもない限り、たとえ直後はドルが売られたとしても、ここから新たなダウントレンドが始

まると考えるのはちょっと無理があるように思う。おそらく現在のドル安はいわゆる”ドルキャリートレ

ード”であり、その実態はゼロ金利米ドルを借り入れて、それを売却し（売却しようにも売るドルがなけ

れば売れないので、売る目的で米ドルを借り入れるということ）その他通貨や商品相場に投資するオペレ

ーションである。これはヘッジファンドなど主な仕手筋がかつて行った”円キャリートレード”の米ドル

版であり、そのトレンドが中長期的に継続する場合もある訳だ。したがって金利差狙いの色彩が強いと言

うことは、米ドル金利動向に変化が現れた時（つまり出口戦略）がドルキャリートレードの潮時というこ

とになる。 

これが今週起こるとはとても思えないが、仮に金曜日の雇用統計がそこそこの強い数字となれば、一転今

回の量的緩和が最終局面との見方が出てもおかしくはない。 

今週の米 FOMC と金曜日の米雇用統計の結果と市場のリアクションを見れば足元の米ドル・為替相場のト

レンドがある程度見えてくるかも知れない。 

豪ドルは予想外の利上げを受けて昨日短時間ではあるが再びパリティーまで上昇した。パリティーの上で

の滞在期間が長くなるか否かは偏に米ドル次第というところであろう。 

 (向う１週間の予想レンジ：豪ドル米ドル 0.9850-1.0100 豪ドル円 78.00-81.50 

 

 

 

＜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。 



客観情勢の「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  

Q3住宅価格 0.1％（Q/Q予想 0.0%）11.5% (Y/Y

予想 13.4%)（11/1）、10 月トロントドミニオン

証券インフレ率 0.3％（前回 0.1％）3.8％（3.2％

前回年率）（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）、1 0 月

WESTPAC 消費者信頼感指数+3.3％（前回

-5.0％）（10/13）、9 月 NAB 企業信頼感 10（前

回 11）、企業景況感 7（前回 5）（10/12）、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）、8 月貿易収支+2,346mio (予想

+2,300mio 前回+1,743mio)(10/5)、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）、Q2

経常収支（-56 億ドル、予想-65 億ドル、前期-165

億ドル）（8/31）、Q2 企業収益（+18.9％--2001

年 Q1 以来の高水準（8/30）、予想+5.8％Q2 建

設活動（+3.5％前回+1.9％、予想+3.0％）（8/25）、

Q2 住宅価格+3.1%(予想+2.0％)（8/4）、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（8/6）2010 年 GDP 予想 3.25％（前回から
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据え置き）2011 年 3.75％、2012 年 4.0％）、基

調 CPI 予想 2010 年 2.75％、2011 年 2.75％、

2012 年 3.0％ 

*Bad 

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）、8 月 WESTPAC 景気先行指数

-0.1%(前回+0.4％)（10/20）、10 月熟練工求人数

-0.5％（-0.7％前回）（10/20）、18 月住宅ローン

+1.0%(予想+1.0％、前回+1.7％)（10/11）、8 月

小売売上高+0.3％（予想+0.4％、前回+0.7％）

（10/5）、Q2CAPEX（民間設備投資）（-4.0％、

予想+2.3％、前回-0.2％）（8/26）、Q2 週間平均

賃金前期比+0.8％（前回+1.1％）前年比+5.2％

（前回+5.8％）（8/19）、Q2 賃金インデックス

（+0.8％、予想+0.9％、Y/Y3.0％,予想 3.1%）

（8/18） 

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 64 ポイント上昇で 11,188 ドル、VIX

インデックス-0.25 で 21.58 でセンチメント改

善。 
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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 

IMM は豪ドル買いポジションの 43,129 枚

（2727 枚の BUY 減尐）（10/26）。短期筋の市場

ポジションは共にロングの領域に。 

-2 -2 

商品相場 原油は 84 ドル台に上昇、金は 1354 ドルに小幅

上昇。CRB インデックスは 304 に上昇。石炭、

鉄鉱石共に 9 月以降値下げ圧力。(石炭-7％？) 

+2 +1 

 

金利 11 月意表を突いた利上げ！！！しかも金利先

高観ぬぐえず。米金利先高観後退で豪ドルフェ

イバー。市場予想は 2010 年年末 4.75～5.00％、

2011 年年末 6.00％。米豪 10 年利回り格差 2.5％

に拡大。 

+2 +3 

需給 外貨投信は不冴え。今年は石炭、鉄鉱石.価格増 +2 +2 



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。外債

発行需要。今年は昨年より中国など海外からの

直接投資、M&A に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。シンガポール証券取引所の ASX84 億ドル

買収の話。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（0.9261-0.9514、77.50-79.66）

豪ドルは引き続き雲上昇。豪ドル円は雲の上に

反発。ボリンジャーバンド（0.9727-0.1.0003、

78.85-81.24）の豪ドルは上限近く、豪ドル円は

もボバンド半より上に反発。RSIは豪ドル 63％、

豪ドル円 55％と豪ドル円は overboughtに転換。

昨日長大陽線後本日は小動き。 

+1 +2 

 

 

 

その他（日替わり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ギリシャ問題、出口に触れた発言？ 

・ 米ドル動向（FOMC、中間選挙、10 月雇用

統計、企業収益悪くない） 

 

・ 中国関連、強めの経済指標 

 

・ 資源超過利潤税 
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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 
+11 

 

+9 

 

 

 

（*Good, Bad は豪ドルにとってという意味） 

 

 



＜トレーディング実践＞ ご祝儀で豪ドルロング、意地でドル円ロング、、、 

 FOMC の前ということもあり、発表まではもう動かないであろう。ある意味米ドルが下に突

っ込めば豪ドルはパリティーの上を攻めるであろう。その時に 79 円台の半ばがサポートされれ

ば、ドル円の下値割れはないと見るが。したがってある意味豪ドルロングとドル円ロング（つ

まり豪ドル円ロング！！）を別々に持っていると言うことは、時間差を目指したヘッジポジシ

ョンになっているとも言える。米ドルが意外に反発して豪ドル急落→その後ドル急激に反落で

ドル円 79 円割れが最悪のパターンであるが。明朝の FOMC 結果発表後の相場リアクションを

見ればどの程度市場ポジションが溜まっているかも、ある程度分かるであろう。 

まったくポジションをスクエアにして FOMC を迎えるも”よし”、自分のシナリオをぶつけて

見るのも”よし”であろう。 

・前回のポジション 

 USDYEN     long  at 81.55   PT82.00 82.50  SL 79.60 

・現在のポジション 

 USDYEN     long  at 81.55   PT82.00 82.50  SL 79.60 

 AUDUSD     long at 0.9970   PT 1.0050  1.0100   SL 0.9870 

 

 

本日の予想レンジ： 豪ドル米ドル 0.9930-1.0050 豪ドル円 79.80-81.00 

 

＜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） 

（その三百八）ポジションを持たない不安（技術面） 

 

為替のトレードというのは、ある意味過酷である。儲けようが損をしようが一旦ポジショ

ンを持つと、常に緊張を強いられ、そこそこ大きなポジションを持っていると、夜中にも

突然目が覚めて相場をチェックすることもある。目が覚める時は大概相場がアゲインスト

に行っている時。第六感は寝ていても起きているのか？それでは“ポジションを持たない

とき心は平穏”か？確かにもちろん持っている時のような不安感やストレス（アゲインス

トの時の話）からは開放された状態であるが、もう一つの感情、つまり“期待利益の喪失

に対する不安”というものが今度は芽生えてくる。アイデアがあるのにポジションを持っ

ておらず、翌日起きてその方向に大きく動いたことを発見したときなど“コンチクショー”

という気持ちが爆発し、気分はやられたときと同様に落ち込むものだ。もちろんポジショ

ンを持たないのが正解で損失を未然に防ぐこともあるのだが、なぜか持たなくて悔しい思

いをしたことが印象に残るのもトレーダーの性であろうか？まあ、のべつ幕なくポジショ

ンを持たなければ不安に駆られる“ポジション依存症”も問題であるが、その“持つも持

たないのメリハリ”が分かってこればトレーダーも一人前なのであろう。早くそうなりた

い！？ 



 

 

＜気になる出来事、発言＞ 

出来事 

（尐々長

いが時々

レ ビ ュ

ー！！） 

・ 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、事実上の後継者に（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実施で合意（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 行に実施（5/18） 

・ EU ギリシャに一回目の融資 145 億ユーロ実施（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 億ユーロの支援実施を要請（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 ・ ホワイトハウス筋―中国は市場に沿った為替水準にすべき（11/3） 

・ 海江田経済財政相―米 FOMC の決定次第で日銀が独自に考えることもある。

FOMCを注視している（11/2） 

・ 野田財務相―為替の水準については一方向に偏った動きがある。市場の動

向を注視し、必要な時には断固たる措置を取る。欧米と適切に協力する

（11/2） 

・ 米財務省筋―中国は市場志向の為替相場に向けて前進すべき。人民元の動

きにある程度の前進が見られており、継続すれば実質的な変化が見られよ



う（11/2） 

・ 野田財務相―円相場についてコメントはない（11/1） 

・ ガイトナー財務長官―米国と EUは金融規制に関して特別の責任を負う。重

要な金融機関に対して定期的なストレステストが必要（10/29） 

・ オバマ大統領―米国のテロ脅威で信頼できる情報。米国行きの荷物２個に

爆発物の可能性（10/29） 

・ オバマ大統領―私の指名は経済成長を推進させること（10/29） 

・ 李中国人民銀行政策委員―人民元について一段の柔軟性が必要。人民元上

昇は長期トレンドで、調整は外圧だけではなく国内要因に基づくべき。漸

進的な人民元の上昇は年 3-5％上昇を意味する。貿易黒字は今後 3年間で

大幅に削減すると確信（10/29） 

 

 


