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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流動性の乏しいなか140円台前半でｵｰﾌﾟﾝ｡中国での新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染者拡大

を嫌気してCNHが対ﾄﾞﾙで売られたこともあってﾄﾞﾙ円も底堅い推移となり､140円台後半で海外に

渡った｡ｱｼﾞｱ通貨は全般的に軟調推移。先週末に米短期金利が上昇したことや中国において新型

ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大に対する懸念が高まっていることを受けﾄﾞﾙ買い、新興国通貨売りが強まる展開

となった。

海外時間のﾄﾞﾙ円はﾘｽｸ回避からﾄﾞﾙ買いが優勢となり､先週の高値を抜け一時142円台前半まで上

昇した後､141円台後半でNYｵｰﾌﾟﾝ｡朝方は米金利が低下する動きにﾄﾞﾙ売りが先行し141円台前半

まで下落するが､その後金利が反転上昇したことや､ﾕｰﾛﾄﾞﾙが下落したこと等から142円台前半まで

戻す｡午後はﾒｽﾀｰ･ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ連銀総裁が｢12月に75bpから減速させる利上げに異議はない｣と発言

があったものの､目立ったﾄﾞﾙ円の反応はなく､狭いﾚﾝｼﾞでの推移が続き､142円台前半でｸﾛｰｽﾞし

た。

【金利】

本日の米債利回りは前日比横ばい圏で終了。中国での感染再拡大などを背景に序盤はやや買い

優勢の展開となるも、明確な新規材料がない中でレンジ内推移。米国の感謝祭休暇を前に様子見

地合い。

【予想】

本日のﾄﾞﾙ円相場は底堅い推移を予想。足元では中国の新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大懸念が市場の

ﾘｽｸｾﾝﾁﾒﾝﾄ悪化につながり全般的なﾄﾞﾙ買いにつながっている状況。23日に東京祝日、24日に米国

休日を控えている中で積極的な取引は控えられやすいことが想定されるものの、米金利低下圧力に

も一服感が見られていることも踏まえると下値は限定的となりそうだ。

JPY 140.85 142.14 +1.77 +2.25
EUR 1.0257 1.0242 ▲0.0083 ▲0.0085
AUD 0.6637 0.6605 ▲0.0068 ▲0.0097
SGD 1.3795 1.3817 +0.0058 +0.0097
CNY 7.1654 7.1653 +0.0455 +0.0963
MYR 4.5725 4.5800 +0.0238 ▲0.0148
THB 36.18 36.23 +0.47 +0.32
IDR 15713 15713 +25 +195
PHP 57.34 57.36 +0.11 +0.06
INR 81.78 81.85 +0.14 +0.58

　

金利

　国債利回り 　 終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.827% ▲0.2 bp ▲2.7 bp
日本（10年） 0.247% ▲0.2 bp +0.3 bp
ユーロ圏（10年） 1.994% ▲2.0 bp ▲15.3 bp
オーストラリア（5年） 3.345% ▲0.9 bp ▲9.1 bp
シンガポール（5年） 2.944% +0.2 bp ▲22.9 bp
中国（5年） 2.614% ▲3.8 bp ▲4.4 bp
マレーシア（5年） 4.242% +4.3 bp ▲1.6 bp
タイ（5年） 2.439% +1.7 bp +3.1 bp
インドネシア（5年） 6.853% ▲1.2 bp ▲8.2 bp
フィリピン（5年） 6.772% ▲2.4 bp ▲31.5 bp
インド（5年） 7.186% +1.1 bp +0.8 bp
　

株

株価指数 　 終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 基調的なｲﾝﾌﾚ率を捕捉するための指標
(日本) 流動性供給入札
(アジア) 10月 NZ　貿易収支
(アジア) 11月 韓国　消費者信頼感
(アジア) 3Q 韓国　韓国家計信用
(アジア) 豪　RBA's Lowe-Speech
(欧州) 10月 愛　PPI
(欧州) 10月 英　公共部門純借入所要額 / 中央政府純借入所要額
(欧州) 10月 英　公共部門純借入額 / 公的部門純借入額
(欧州) 11月 ﾕｰﾛ圏　消費者信頼感(速)
(欧州) 9月 ｷﾞﾘｼｬ　経常収支
(欧州) 9月 ﾕｰﾛ圏　ECB経常収支
(欧州) 9月 伊　経常収支
(欧州) 独　国債入札（5Y）
(米国) FRN入札（2Y）
(米国) ｼﾞｮｰｼﾞ・ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀総裁講演
(米国) ﾌﾞﾗｰﾄﾞ・ｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁講演
(米国) ﾒｽﾀｰ・ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ連銀総裁講演
(米国) 国債入札（7Y）

DOW（米国） 33,700.28 ▲0.1% +0.5%
N225（日本） 27,944.79 +0.2% ▲0.1%
STOXX50（ユーロ圏） 3,909.28 ▲0.4% +0.6%
ASX（オーストラリア） 4,057.01 +0.0% ▲0.3%
FTSTI（シンガポール） 3,250.62 ▲0.7% ▲0.3%
SSEC（中国） 3,085.04 ▲0.4% +0.1%
KLSE（マレーシア） 1,447.96 ▲0.1% ▲1.1%
SETI（タイ） 1,618.86 +0.1% ▲0.3%
JKSE（インドネシア） 7,063.247 ▲0.3% +0.6%
PSE（フィリピン） 6,403.24 ▲0.5% +0.8%
SENSEX（インド） 61,144.84 ▲0.8% ▲0.8%
　

商品

 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 276.52 +0.0% ▲2.0%
金 1,738.05 ▲0.7% ▲1.9%
原油（WTI) 79.73 ▲0.4% ▲7.2%
銅 8,042.50 +0.0% ▲3.8%

*1週間前の終値と比較

　

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 140.70 － 143.00
EUR/USD 1.0200 － 1.0300
AUD/USD 0.6500 － 0.6700
USD/SGD 1.3750 － 1.3890
USD/CNY 7.1200 － 7.2800
USD/MYR 4.5500 － 4.6500
USD/THB 35.80 － 36.80
USD/IDR 15660 － 15900
USD/PHP 57.10 － 58.00

USD/INR 81.60 － 82.50
　

【本日の相場方向感】　 　 　 　

USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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