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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

昨日のドル円は138円台半ばで取引を開始。早朝からドル買戻しが優勢となる中、ｱｼﾞｱ時間は139

円台半ばまで値を戻してオープン。公示仲値決定のタイミングにかけては断続的に買いが入り上昇

幅を拡大させたが、買い一巡後は138円台後半まで反落。ただその水準では下げ渋る展開となり

139円台を回復。その後は先週から続くドル売りと約2ヶ月半ぶりの円高水準を受けた買い需要が交

錯し139円台前半でもみ合い海外時間へ。

アジア通貨は総じて堅調に推移。引続きドル売りが優勢となる中、多くの通貨が対ドルで上昇した。

先週金曜に発表されたマレーシアQ3GDPの結果が前年比+14.2%となり、市場予想を大きく上回った

ことを受けたMYR高の流れが先週から継続し、オープンからMYRは上昇。

海外時間、クロス円の買いにサポートされ140円台後半まで値を戻したが、米州時間入り後、ブレイ

ナードFRB副議長が、「おそらくもうすぐ利上げのペースを減速させることが適切になるだろう」との発

言を受け、米金利が低下する流れにドル円はじりじりと上値を切り下げ、139円台後半まで下落しク

ローズした。

【金利】

連休明けの米金利市場は、主要指標発表が無く材料難のなか、前週木曜日終値比パラレルに小幅

上昇で終了。前週に発表された10月ＣＰＩ（消費者物価指数）が弱めの数値となり、金利が急低下し

た後の取引は、ＦＲＢ要人の発言により狭い範囲で売り買いが交錯。ＦＲＢウォーラー理事は、金融引

き締め継続を唱えたことで発言後売りが強まり、その後のブレイナードＦＲＢ副議長がいずれ利上げ

ペースが鈍化すると示唆したことで買い戻された展開。

【予想】

本日のドル円は上値重い展開を予想。昨日は、先週から続くドル売りの流れに一服感も見られた

が、米州時間に入りブレイナードFRB副議長のコメントを受けて反落。米利上げサイクルの終了が近

づきつつあることが明確になってきている中で、米金利の上昇余地も限られ、ドル円も上値重い展開

となろう。

JPY 139.53 139.89 +1.08 ▲6.74
EUR 1.0323 1.0327 ▲0.0020 +0.0307
AUD 0.6692 0.6702 ▲0.0001 +0.0223
SGD 1.3729 1.3720 +0.0002 ▲0.0288
CNY 7.0418 7.0690 ▲0.0283 ▲0.1622
MYR 4.5888 4.5948 ▲0.0272 ▲0.1452
THB 35.81 35.91 ▲0.04 ▲1.52
IDR 15521 15518 +24 ▲190
PHP 57.29 57.30 +0.03 ▲1.31
INR 81.09 81.26 +0.44 ▲0.65

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.854% +4.1 bp ▲36.0 bp
日本（10年） 0.244% +0.2 bp ▲1.3 bp
ユーロ圏（10年） 2.147% ▲1.3 bp ▲19.6 bp
オーストラリア（5年） 3.436% +10.0 bp ▲11.9 bp
シンガポール（5年） 3.173% ▲1.8 bp ▲15.9 bp
中国（5年） 2.658% +10.9 bp +16.2 bp
マレーシア（5年） 4.258% +3.9 bp +3.4 bp
タイ（5年） 2.408% +0.0 bp ▲25.3 bp
インドネシア（5年） 6.935% ▲3.1 bp ▲20.5 bp
フィリピン（5年） 7.087% +3.0 bp +41.9 bp
インド（5年） 7.178% ▲2.3 bp ▲20.9 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3Q  GDP(速)
(日本) 9月 鉱工業生産(確) / 設備稼働率
(日本) 国債入札（5Y）
(アジア) 10月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　国内自動車販売
(アジア) 10月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　貿易収支
(アジア) 10月 中国　固定資産投資 / 不動産投資 / 調査失業率 / 鉱工業生産 / 小売売上高
(アジア) 11月 豪　RBA議事要旨
(アジア) 9月 NZ　純移住者数
(アジア) G20ｻﾐｯﾄ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾊﾞﾘ島）
(欧州) 10月 仏　CPI(確)
(欧州) 10月 英　失業率 / 失業保険申請件数推移
(欧州) 11月 ﾕｰﾛ圏　ZEW景気期待指数
(欧州) 11月 独　ZEW調査
(欧州) 3Q  ﾕｰﾛ圏　GDP(速) / 雇用(速)
(欧州) 3Q 仏　ILO失業率統計
(欧州) 9月 ﾕｰﾛ圏　貿易収支
(欧州) 9月 英　雇用統計
(欧州) 独　国債入札（7Y）
(米国) 10月 PPI 
(米国) 11月 ﾆｭｰﾖｰｸ連銀製造業景気指数

DOW（米国） 33,536.70 ▲0.6% +2.2%
N225（日本） 27,963.47 ▲1.1% +1.6%
STOXX50（ユーロ圏） 3,887.51 +0.5% +4.8%
ASX（オーストラリア） 4,067.93 +0.8% +1.9%
FTSTI（シンガポール） 3,260.80 +1.0% +3.8%
SSEC（中国） 3,083.40 ▲0.1% +0.2%
KLSE（マレーシア） 1,464.00 ▲0.3% +1.5%
SETI（タイ） 1,623.38 ▲0.8% ▲0.0%
JKSE（インドネシア） 7,019.392 ▲1.0% ▲1.2%
PSE（フィリピン） 6,354.76 +1.1% +0.9%
SENSEX（インド） 61,624.15 ▲0.3% +0.7%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 282.16 ▲1.3% ▲1.7%
金 1,771.40 +0.0% +5.7%
原油（WTI) 85.87 ▲3.5% ▲6.4%
銅 8,501.90 +0.0% +7.3%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 138.00 － 142.00
EUR/USD 0.9900 － 1.0400
AUD/USD 0.6500 － 0.6750
USD/SGD 1.3650 － 1.3800
USD/CNY 7.0000 － 7.1500
USD/MYR 4.5800 － 4.6600
USD/THB 35.70 － 36.80
USD/IDR 15480 － 15600
USD/PHP 57.00 － 58.00

USD/INR 80.50 － 82.00
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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