
 

各種情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではございません。 

当レポートを利用することによって生じた不利益・争議等、当方は一切責任のないものとし、関知致しません。予め 

ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

当レポートは一般情報の提供を目的にしており、投資の勧誘を意図するものではありません。投資の決定はご自身の   

判断と責任でなされますようにお願いいたします。 

1 

本日の米国株相場レポート 

 

9月 25日 

 

<NY寄り前のアジア、欧州、米国株式市場市況> 

アジア市場、欧州市場は総じて下落。ダウ先物は、24日夕に発表した 2019年 6～8月期

決算が市場予想を上回る増収増益となったナイキが買われ、ダウ平均を押し上げている。

米長期金利が下げ止まり、銀行株も総じて高い。 

 

米政治を巡る不透明感は相場の上値を抑えている。米野党・民主党のペロシ下院議長が

24日にトランプ米大統領の弾劾に関する正式な調査を開始すると表明した。トランプ大

統領は 24日の国連演説で、米中貿易協議について「米国民に悪い取引は受け入れない」

と述べた。10月に予定している閣僚級協議の先行きが見通しにくいことも相場の重荷だ。

ダウ先物は 55ドル高、原油価格は下落。(NY時間午前 9時 28分時点)。 

  

(本日の主要経済指標結果) 

〇10:00 8月新築住宅販売件数：71.3万戸 

                             (予想：65.9万戸、7月：66.6万戸←63.5万戸) 

 

 (市場の反応) 

8月新築住宅販売件数は前月比＋7.1％の 71.3万戸となった。予想外に 7月 66.6万戸か

ら増加した。新築住宅が住宅市場に占める割合は小さいが、同指数は契約時点での統計

となるため、住宅市場の先行指標として注目される。住宅ローン金利の低下が奏功し、

今後の住宅市場の回復が示唆された。 

 

良好な結果を受けて、米 10年債利回りは 1.63％から 1.65％まで上昇。ドル・円は 107

円 40銭から 107円 62銭まで上昇し日中高値を更新した。ユーロ・ドルは 1.0977ドルか

ら 1.0988ドルの安値圏でもみ合った。 
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<原油相場動向> 

WTIで期近の 11月限は前営業日比 1.40%低下、0.80ドル安の 1バレル 56.49ドルで終え

た。ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で原油先物相場は下落。米国内の原料

ストックに関する米国石油協会(API)の毎週のデータ発表を受けたことが背景。25 日の

相場に対する圧力が米国の原油ストックに関する統計で示されている。API のデータで

は、先週の原料ストックは 140万バレルに増加した。 

 

【米週次原油在庫統計(9/20時点)、前週比、単位：バレル】 

・原油在庫：＋241.2万(予想：-60万、前回：+105.8万) 

・オクラホマ州クッシング在庫：＋225.6万(前回：-64.7万) 

・ガソリン在庫：＋51.9万(予想：-56.4万、前回：+78.1万) 

・留出油在庫：−297.8万(予想：-40万、前回：+43.7万) 

・製油所稼働率：87.7％(前回：89.1％) 

 

<ダウ指数 1日の動き> 

ダウ指数は小反発で始まった。午前 10 時 01 分に前営業日比 51.91 ドル安の 26,755.86

ドルで安値をつけた。以降は午前 11時を過ぎてから反発。午後 3時 50 分に前営業日比

208.79 ドル高の 27,016.56 ドルで高値をつけた。結局同 162.94 ドル高(0.61%)の

26,970.71 ドルで引けた。S&P500 指数は同 20.98 ポイント高(0.72%)の 2,987.84、ナス

ダック指数は同 83.76ポイント高(1.05%)の 8,077.38でそれぞれ引けた。 

  

S&P11 業種では、情報技術、コミュニケーション・サービス、一般消費財・サービス、

金融株が市場の上げを主導した。一方、ヘルスケア、不動産株は軟調だった。 
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(本日のダウ指数 1日の動き)  

(出所: トレードステーション) 

 

 

<上昇株> 

ダウ指数構成銘柄では 21銘柄が上昇した。ナイキ(NKE)の上昇率が一位だった。24日夕

に発表した 2019 年 6～8 月期決算は中国での好調な販売を追い風に市場予想を上回る増

収増益となり、好感した買いが優勢だった。以下、インテル(INTC)、ダウ(DOW)、アップ

ル(AAPL)が続いた。 

個別銘柄では、たばこ大手のフィリップ・モリス・インターナショナル(PM)が大幅に上

昇。同業のアルトリア・グループとの合併協議を打ち切ったと 25日に発表した。8月下

旬に合併を協議中だと発表した際、不利な合併比率になるとの見方から急落した経緯が

あり、買い直された。 

 

<下落株> 

ダウ指数構成銘柄では 9銘柄が下落した。ユナイテッドヘルス(UNH)の下落率が一位だっ

た。以下、メルク(MRK)、プロクター&ギャンブル(PG)、3M(MMM)が続いた。 

個別銘柄では、マッチグループ(MTCH)やクーパーソフトウェア(COUP)などが下落した。 
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(米国株にとっての強い材料)  

1. 米大統領：米中通商合意が、予想より早期に実現の可能性がある 

米トランプ大統領は、中国との通商合意が予想よりも早期に実現する可能性があると

の考えを示した。トランプ氏は、記者団に対し「中国は合意を切望しており、皆が考

えているよりも早い時期に合意に至る可能性がある」と語った。 

 

2. 米 8月新築住宅販売は予想以上増加、金利低下が需要喚起 

米商務省が発表した 8 月新築一戸建て住宅の販売戸数は前月比 7.1％増の 71.3 万戸

と、市場予想の 3.5％増の 66 万戸を上回った。前年同月比は 18.0％増だった。7 月

の販売戸数も当初発表の 63.5万戸から 66.6万戸に上方改定された。また、新築住宅

価格は前年同月比 2.2％増の 32万 8400ドルだった。販売に対する在庫比率は 5.5カ

月と、前月の 5.9カ月から低下した。住宅ローン金利の低下を背景に低迷していた住

宅市場が回復し始めていることを示唆した。 

 

3. シカゴ連銀総裁：FRBに指標見極め余地、これまでの利下げ支持 

米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、7月と 9月の FRBの利下げを支持すると表明し

た。ただ現時点では FRBには経済指標がどのように展開するか見極める余地があると

の見方を示した。米経済の成長はなおトレンドをやや上回っており、低失業と賃金上

昇に支えられ消費の見通しも堅調となっているとし、米経済に対する楽観的な見方を

表明した。 

 

4. ウォール街アナリスト：トランプ大統領の弾劾が、市場への影響が限定的 

ウォール街は、米トランプ大統領の弾劾調査が市場への影響が限定的との見方を示し

ている。 

 

1) ウェルズ・ファーゴのクリストファー・ハービー氏： 

「短期的なリプライシングの可能性はあるものの、最新の弾劾のニュースは S＆

P500種株価指数が 3088で今年を終えるとの予想を変えるには至らない」 

弾劾の正式な条項が承認されても、「弾劾は市場を動かす材料ではないことを歴史

が示唆している」。同氏はクリントン、ニクソン両元大統領を例に挙げた。 

 

2) KBWの ブライアン・ガードナー氏 

「下院がトランプ氏の弾劾を採決で決定するかどうかにかかわらず、上院が同氏を

罷免することはないと当社は確信している」 

1998ー99年のクリントン氏弾劾に当てはめて考えてみると、弾劾は「市場にほとん

ど影響を及ぼさなかった」 
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3) カウエンのクリス・クルーガー氏 

下院はトランプ氏を弾劾するが、上院が同氏を有罪にすることはない。「ビル・ク

リントン 2.0」のシナリオと同じだ。これは 2019年末までにはすべて終わる可能性

がある。 

 

 

(米国株にとっての弱い材料) 

1. 欧州市場概況：欧州株は下落、欧州国債利回りが低下 

欧州株は下落し、約 2週間ぶりの安値となった。米民主党がトランプ大統領の弾劾に

向けた正式な調査を開始すると発表したことで政治的な先行き不透明感が漂った。た

だトランプ大統領が米中通商合意は予想よりも早く実現する可能性があるとの発言

を受けて、下げ幅が縮小した。債券市場では、欧州国債利回りが低下した。米政治リ

スクの高まりや景気後退懸念などを反映した。 

 

2. EUが、米国からの輸入品 40億ドル超に関税賦課を検討(関係者) 

欧州連合(EU)は米国との通商摩擦において、攻撃的な新しいアプローチを検討してい

る。トランプ米大統領の争いをいとわない姿勢に EUも応じる意思を示す格好となり、

通商関係は一段と悪化する恐れがある。関係者よると、EUは 40億ドルを超える米国

からの輸入品を対象に関税賦課を検討している。EUは世界貿易機関(WTO)を舞台にし

た違法な補助金を巡る米国との争いを根拠にしているという。ただし米国と EU は

2006年にこの問題で相互に受け入れ可能な解決策を成立させていた。  

 

3. アジア市場概況：アジア株は下落、中国株も反落 

アジア株は下落し、中国上海株も反落した。米中貿易協議に関する期待が後退したこ

とに加えて、米下院がトランプ大統領への弾劾調査を開始することを嫌気した。米ト

ランプ大統領は前日、国連総会で中国の通商慣行を非難し、米中通商協議で「望まし

くない合意」は容認しないと発言した。これに対して中国の王毅外相は、貿易問題な

どで脅しには屈しないと表明したほか、香港を含む中国の主権を尊重するよう米国に

要求した。 
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(ダウ指数半年間チャート) 
(出所：トレードステーション) 

 
  

 

本日の S&P500指数業種別パフォーマンス·ランキング 

(ベストパフォーマー)   (ワーストパフォーマー)  

情報技術 1.24% 
 
ヘルスケアー -0.48% 

電気通信サービス 1.12% 
 
不動産 -0.08% 

一般消費財・サービス 0.97% 
 
公益事業 0.00% 

金融 0.73% 
 
生活必需品 0.20% 

資本財・サービス 0.71% 
 
エネルギー 0.23% 

素材 0.56% 
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債券市場レポート 

米国債が下落(価格が下落、利回りが上昇) 

 

★25日のニューヨーク債券市場では、国債利回りが上昇した。米国の新築一戸建て住宅

の販売が好調だったことに加え、トランプ米大統領が予想より早く中国との通商合意が

得られる可能性があると発言したことを受け、国債に売りが出た。財務省が実施した 5

年債入札が低調だったことも国債の売りにつながった。市場では通商交渉や経済指標が

注目されており、トランプ大統領に対する弾劾調査開始の動きはそれほど重要視されて

いない。 

 

○10年国債…取引終了時の利回りは前営業日引け比 0.097%上昇の 1.732%だった｡ 

○2年国債 …取引終了時の利回りは前営業日引け比 0.066%上昇の 1.677%だった｡ 

○3ヶ月物 Tビル…取引終了時の利回りは前営業日引け比 0.005%低下の 1.845%だった｡ 

 

為替市場レポート 

ドルが上昇 

 

(背景) 

★25日のニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。ゼレンスキー・ウクライナ大統

領が国連でのトランプ大統領との共同記者会見で問題となったトランプ大統領との電話

会談が「通常のもの、何の圧力もなかった」と指摘するなど、トランプ米大統領弾劾へ

の脅威が後退し、ドルの買戻しに繋がった。 

 

(対円での動き) 

○1ドル=107.7805円と､前営業日引けの 107.0400円と比べてドル高で NY時間の取引を

終えた｡ 

  

(対ユーロでの動き) 

○1ユーロ= 1.0943ドルと､前営業日引けの 1.1019ドルと比べてドル高で NY時間の取引

を終えた｡ 
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(ご参考) 

金先物相場レポート 

○ニューヨーク商品取引所(COMEX)で取引の中心である 12月物は前日比 27.9ドル安の 1

トロイオンス 1512.3ドルで取引を終えた。 

 

(背景)  

★25日のニューヨーク金先物相場は 4営業日ぶりに反落した。25日の外国為替市場でド

ル高が進み、ドル建てで取引される金先物の割高感が意識された。トランプ米大統領が

25 日、「中国との貿易協議は想定よりも早く決着するだろう」と発言し、米中対立が和

らぐとの期待が広がった。リスク回避の際に買われやすい金先物の売りにつながった。 

 

原油市場レポート 

○ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)

で期近の 11月物は前日比 0.80ドル安の 1バレル 56.49ドルで取引を終えた。 

 

(背景) 

★25日のニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)で原油先物相場は続落した。攻

撃を受けたサウジアラビアの石油施設の生産が同国政府の想定より早く回復し、需給が

緩むとみた売りを誘った。ロイター通信は 25日、石油施設が損傷した国営石油会社サウ

ジアラムコの生産量が、9月末とみていた想定より早く日量 1100万バレル水準に戻った

と報じた。WTIは 55ドル台半ばまで下げる場面があった。攻撃前は 55ドル前後で推移

していたが、ほぼその水準に戻った。 
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＜注意事項＞ 

本情報は、マネックス証券株式会社（以下「当社」といいます）が信頼できると考える情報源から提

供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではござ

いません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値についての判断の基準を示す目的で提供し

たものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するもの

ではございません。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではご

ざいません。 

 

本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更又は削除されることがございます。 

当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。 

 

銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様 ご自身の判断と責任でなさるように

お願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することは

できません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦くださ

い。 

 

＜マネックス証券株式会社について＞ 

商号など：マネックス証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

 

 


