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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ｱｼﾞｱ間のﾄﾞﾙ円は138円台後半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。東京仲値にかけてﾄﾞﾙ買いが強まり、その後も米金

利上昇の流れにﾄﾞﾙが買われ140円台前半まで上昇。ﾊﾞｲﾃﾞﾝ米大統領がﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞに着弾したﾐｻｲﾙに

ついて「ﾛｼｱから発射された可能性は低い」との見方を示したこともﾄﾞﾙ買いをｻﾎﾟｰﾄした。その後一服

し、139円台後半の水準で海外時間へ。ｱｼﾞｱ通貨は軟調。ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞに関する報道を受けて地政学的

な緊張が高まり、売りが優勢となった。

海外時間のﾄﾞﾙ円は前日のPPI結果や月曜のﾌﾞﾚｲﾅｰﾄﾞ副議長の発言を受けたﾄﾞﾙ売りを受けてやや

軟調。139円台半ばの水準でNYｵｰﾌﾟﾝ。NY時間朝方は、米10月小売売上高が予想を上回りｺｱや

ｺﾝﾄﾛｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟが予想を大きく上回ったことを受けてﾄﾞﾙ円は140円台に戻すが、米長期金利が低下

する展開に139円台前半まで反落。NY時間午後、ECB政策委員での12月の利上げは75bpよりも

50bpを支持とのﾍｯﾄﾞﾗｲﾝを受けたﾕｰﾛ売りﾄﾞﾙ買いによりﾄﾞﾙ円は再び上昇。139円台後半まで戻す。

NY時間終盤に掛けては、米長期金利が低下する中、ﾀｶ派で知られるｳｫﾗｰ理事が「最近のﾃﾞｰﾀは

12月の50bp利上げの考えが心地よいと思わせた」と発言したことから軟調となり、139円台半ばで

ｸﾛｰｽﾞした。

【金利】

米債市場ではｶｰﾌﾞがﾂｲｽﾄ・ﾌﾗｯﾄ化。米小売売上高が市場予想を上回り、利上げ継続によるﾘｾｯｼｮ

ﾝﾘｽｸが意識されたことで長期・超長期ｿﾞｰﾝを中心に金利が低下したと見られる。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は米国の経済指標や期待ｲﾝﾌﾚ指標が堅調であるにも関わらず、上値が重い印象。前週の米

CPI下振れ後の下落幅を回復できておらず、米金利も中長期ｿﾞｰﾝを中心に低下傾向。ﾄﾞﾙ円はしばら

く、軟調地合いが続くか。

JPY 139.34 139.50 +0.22 ▲6.97
EUR 1.0408 1.0395 +0.0046 +0.0384
AUD 0.6782 0.6741 ▲0.0015 +0.0310
SGD 1.3673 1.3702 ▲0.0005 ▲0.0326
CNY 7.0712 7.0982 +0.0527 ▲0.1428
MYR 4.5316 4.5448 +0.0113 ▲0.1477
THB 35.66 35.69 +0.10 ▲1.15
IDR 15602 15603 +65 ▲58
PHP 57.36 57.36 +0.13 ▲0.66
INR 81.26 81.31 +0.20 ▲0.12

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.690% ▲8.0 bp ▲40.2 bp
日本（10年） 0.248% +0.3 bp ▲0.5 bp
ユーロ圏（10年） 1.996% ▲11.2 bp ▲17.6 bp
オーストラリア（5年） 3.421% ▲3.4 bp ▲15.4 bp
シンガポール（5年） 3.076% ▲2.2 bp ▲26.6 bp
中国（5年） 2.698% +5.4 bp +20.3 bp
マレーシア（5年） 4.149% ▲6.0 bp ▲14.0 bp
タイ（5年） 2.396% +3.9 bp ▲18.5 bp
インドネシア（5年） 6.817% ▲7.5 bp ▲35.1 bp
フィリピン（5年） 6.898% ▲12.8 bp ▲20.2 bp
インド（5年） 7.144% +2.0 bp ▲20.4 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 10月 貿易収支
(日本) 国債入札（20Y）
(アジア) 10月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　非石油地場輸出 / 電子機器輸出
(アジア) 10月 ﾏﾚｰｼｱ　貿易収支
(アジア) 10月 中国　SWIFT ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ支払 
(アジア) 10月 豪　RBA FX取引市場
(アジア) 10月 豪　雇用統計
(アジア) 10月 豪　非常勤雇用者数変化 / 雇用者数変化
(アジア) 3Q NZ　PPI 
(アジア) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　金融政策会合
(アジア) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　金融政策会合
(欧州) 10月 ﾕｰﾛ圏　CPI(確)
(欧州) 10月 ﾕｰﾛ圏　EU27ｶ国新車登録台数
(欧州) 9月 ﾕｰﾛ圏　建設業生産高
(欧州) 9月 伊　貿易収支
(欧州) 9月 西　貿易収支
(米国) 10月 住宅着工件数 / 建設許可件数 / 住宅建設許可
(米国) 11月 ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀製造業活動
(米国) 9月 ﾈｯﾄ長期TICﾌﾛｰ
(米国) TIPS 入札（10Y]）
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 33,553.83 ▲0.1% +3.2%
N225（日本） 28,028.30 +0.1% +1.1%
STOXX50（ユーロ圏） 3,882.78 ▲0.8% +4.2%
ASX（オーストラリア） 4,035.87 ▲0.5% +1.0%
FTSTI（シンガポール） 3,266.17 ▲0.3% +3.2%
SSEC（中国） 3,119.98 ▲0.4% +2.4%
KLSE（マレーシア） 1,448.38 ▲0.1% +0.2%
SETI（タイ） 1,619.98 ▲0.6% ▲0.2%
JKSE（インドネシア） 7,014.384 ▲0.3% ▲0.8%
PSE（フィリピン） 6,392.09 ▲0.4% +2.4%
SENSEX（インド） 61,980.72 +0.2% +1.6%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 282.78 ▲0.6% +1.1%
金 1,773.87 ▲0.3% +3.9%
原油（WTI) 85.59 ▲1.5% ▲0.3%
銅 8,260.75 ▲1.0% +1.8%

*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 1.0200 － 1.0400
AUD/USD 0.6500 － 0.6800
USD/SGD 1.3650 － 1.3900
USD/CNY 7.0000 － 7.1500
USD/MYR 4.5000 － 4.6000
USD/THB 35.40 － 36.00
USD/IDR 15480 － 15700
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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