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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ｱｼﾞｱ時間のﾄﾞﾙ円は139円台前半でｵｰﾌﾟﾝ｡ｳｸﾗｲﾅ情勢のﾍｯﾄﾞﾗｲﾝを徐々に消化しているためか､時

間外取引で米金利が上昇するとﾄﾞﾙ円も139円台後半まで上昇｡その後､米金利低下に転じると追随

する形で139円台前半まで下落し海外時間へ渡った｡

アジア通貨は全般的に下落。前日海外時間に公表された米10月小売売上高においてが市場予想を

上回りﾄﾞﾙ買い優勢の展開となったことが相対的にｱｼﾞｱ通貨を押し下げる格好となった。ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ中

銀が50bpの利上げを決定したものの、市場予想通りの結果となったことからｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱへの影響

も限定的となった。

海外時間のﾄﾞﾙ円は140円台前半でNYｵｰﾌﾟﾝ｡朝方はﾌﾞﾗｰﾄﾞ･ｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁が5～7%の金利ﾚﾝｼﾞ

を示唆する発言に米金利が上昇したことから140円台半ばまで上昇｡米10月住宅着工件数が予想と

ほぼ一致した一方､ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況指数が予想以上に悪化したことから139円台後半まで下落

する｡しかしその後は米金利上昇を受けたﾄﾞﾙ買いに140.72まで戻す｡午後は調整からじり安で推移

し､140円台前半でｸﾛｰｽﾞした｡

【金利】

本日の米債市場は、ほぼパラレルに8-9bps程度の上昇。朝方の指標発表は、11月フィラデルフィア

連銀景況感指数が弱い数値を示したが、影響は限定的となり、本日行われたFED要人の発言がタカ

派なものだったことを受けた債券売りで、日中に金利上昇となった。ブラード・セントルイス連銀総裁

が高めの金利予想をしたことや、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁も、利上げの継続を支持する発言

としたことが材料となった。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は底堅い推移を予想。先週後半以降見られた全般的なﾄﾞﾙ売りの流れに落着きが見られてい

た中、昨日はFed高官からﾀｶ派と受け止められる発言が続いた。積極的なﾄﾞﾙ売りは控えられやすい

地合いとなったと想定され下値は限定的となりそうだ。

JPY 139.31 140.20 +0.70 ▲0.78
EUR 1.0391 1.0362 ▲0.0033 +0.0153
AUD 0.6738 0.6685 ▲0.0056 +0.0066
SGD 1.3711 1.3745 +0.0043 ▲0.0079
CNY 7.1243 7.1578 +0.0596 ▲0.0287
MYR 4.5533 4.5562 +0.0114 ▲0.1416
THB 35.76 35.89 +0.20 ▲1.00
IDR 15664 15663 +60 ▲28
PHP 57.37 57.37 +0.02 ▲0.83
INR 81.52 81.63 +0.33 ▲0.17

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.766% +7.6 bp ▲4.7 bp
日本（10年） 0.246% ▲0.2 bp ▲0.7 bp
ユーロ圏（10年） 2.020% +2.4 bp +1.1 bp
オーストラリア（5年） 3.344% ▲7.7 bp ▲8.1 bp
シンガポール（5年） 2.980% ▲9.6 bp ▲34.1 bp
中国（5年） 2.650% ▲4.8 bp +14.6 bp
マレーシア（5年） 4.199% +5.0 bp ▲9.7 bp
タイ（5年） 2.398% +0.2 bp ▲12.0 bp
インドネシア（5年） 6.833% +1.6 bp ▲32.1 bp
フィリピン（5年） 6.778% ▲12.0 bp ▲49.2 bp
インド（5年） 7.141% ▲0.3 bp ▲13.6 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 10月 全国CPI
(アジア) 10月 ﾀｲ　自動車販売台数
(アジア) 10月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　総合国際収支
(アジア) 3Q ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　国際収支:経常収支
(アジア) APEC首脳会議（ﾊﾞﾝｺｸ）
(欧州) 10月 英　小売売上高
(欧州) 11月 英　GfK消費者信頼感
(欧州) 9月 西　住宅取引
(米国) 10月 中古住宅販売件数 / 先行指数

DOW（米国） 33,546.32 ▲0.0% ▲0.5%
N225（日本） 27,930.57 ▲0.3% +1.8%
STOXX50（ユーロ圏） 3,878.42 ▲0.1% +0.8%
ASX（オーストラリア） 4,033.92 ▲0.0% ▲0.5%
FTSTI（シンガポール） 3,286.04 +0.6% +3.6%
SSEC（中国） 3,115.44 ▲0.1% +2.6%
KLSE（マレーシア） 1,449.32 +0.1% ▲0.0%
SETI（タイ） 1,614.95 ▲0.3% ▲0.3%
JKSE（インドネシア） 7,044.986 +0.4% +1.1%
PSE（フィリピン） 6,403.74 +0.2% +3.8%
SENSEX（インド） 61,750.60 ▲0.4% +1.9%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 277.60 ▲1.8% ▲1.6%
金 1,760.44 ▲0.8% +0.3%
原油（WTI) 81.64 ▲4.6% ▲5.6%
銅 8,260.75 +0.0% ▲0.3%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 139.00 － 142.00
EUR/USD 1.0250 － 1.0400
AUD/USD 0.6600 － 0.6770
USD/SGD 1.3700 － 1.3880
USD/CNY 7.1000 － 7.2500
USD/MYR 4.5400 － 4.6000
USD/THB 35.50 － 36.50
USD/IDR 15600 － 15850
USD/PHP 57.00 － 58.00

USD/INR 81.30 － 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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