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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142円台前半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。東京仲値にかけて小幅に上昇も、その後は米金

利が中期ｿﾞｰﾝ中心で低下する動きにつれじり安に。東京時間午後に入ってからは翌日に祝日を控

える中、小幅なﾚﾝｼﾞ推移となり141円台後半の水準で海外時間へ渡った。ｱｼﾞｱ通貨は総じて堅調。

総選挙後の政局不透明感が漂うﾏﾚｰｼｱ市場では株が続落も、ﾘﾝｷﾞはほぼ横ばいで推移。

海外時間のﾄﾞﾙ円は引き続き軟調推移。NYｵｰﾌﾟﾝにかけて141円台前半まで下落。NYｵｰﾌﾟﾝ後、主

要な米経済指標の発表が予定されていない中、朝方は米短期金利が上昇する展開にﾄﾞﾙ円も141

円台半ばまで戻すが、米長期金利が低下する動きや、米株高を受けたﾄﾞﾙ売りに141円台前半まで

反落。NY時間午後はﾄﾞﾙが売られる一方、株高を受けた円売りにﾄﾞﾙ円は値動きを挟まれ、141円台

前半での小動きが続き、同水準を維持しｸﾛｰｽﾞした。

【金利】

米債利回りは低下。中国での感染再拡大などを受けて買い優勢の展開が継続。ここ数日で米金融

当局者が概して、ｲﾝﾌﾚ抑制に断固取り組む姿勢を示している。ただ、ﾃﾞｰﾘｰ米ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ連銀総裁

は前日、金融政策の効果が経済に行き渡るには時間差が伴うことに当局者らは留意する必要があ

るとも述べている。

【予想】

本日のﾄﾞﾙ円はNY時間に公表されるFOMC議事要旨が注目なるも、明日にNY休日を控え値動きが

出辛いか。

JPY 141.81 141.23 ▲0.91 +1.95
EUR 1.0265 1.0304 +0.0062 ▲0.0045
AUD 0.6620 0.6649 +0.0044 ▲0.0107
SGD 1.3805 1.3778 ▲0.0039 +0.0071
CNY 7.1588 7.1399 ▲0.0254 +0.0944
MYR 4.5756 4.5745 ▲0.0055 +0.0410
THB 36.13 36.09 ▲0.14 +0.49
IDR 15707 15698 ▲15 +160
PHP 57.40 57.39 +0.03 +0.16
INR 81.73 81.67 ▲0.17 +0.57

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.756% ▲7.1 bp ▲1.4 bp
日本（10年） 0.249% +0.2 bp +0.4 bp
ユーロ圏（10年） 1.978% ▲1.6 bp ▲13.0 bp
オーストラリア（5年） 3.358% +1.3 bp ▲9.7 bp
シンガポール（5年） 2.931% ▲1.3 bp ▲16.7 bp
中国（5年） 2.614% +0.0 bp ▲3.0 bp
マレーシア（5年） 4.265% +2.3 bp +5.6 bp
タイ（5年） 2.432% ▲0.7 bp +7.5 bp
インドネシア（5年） 6.763% ▲9.0 bp ▲12.9 bp
フィリピン（5年） 6.656% ▲11.6 bp ▲37.0 bp
インド（5年） 7.164% ▲2.2 bp +4.0 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 休場 勤労感謝の日
(アジア) 10月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　CPI
(アジア) 10月 ﾀｲ　貿易収支
(アジア) 11月 豪　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 11月 ﾕｰﾛ圏　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 11月 独　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 独　国債入札（30Y）
(米国) 10月 新築住宅販売件数
(米国) 10月 耐久財受注(速) / 製造業受注-資本財(速)
(米国) 11月 ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者ﾏｲﾝﾄﾞ(確)
(米国) 11月 製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(米国) FOMC議事要旨
(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 34,098.10 +1.2% +1.5%
N225（日本） 28,115.74 +0.6% +0.4%
STOXX50（ユーロ圏） 3,929.90 +0.5% +0.4%
ASX（オーストラリア） 4,092.33 +0.9% +0.9%
FTSTI（シンガポール） 3,259.56 +0.3% ▲0.5%
SSEC（中国） 3,088.94 +0.1% ▲1.4%
KLSE（マレーシア） 1,441.29 ▲0.5% ▲0.6%
SETI（タイ） 1,615.33 ▲0.2% ▲0.9%
JKSE（インドネシア） 7,030.588 ▲0.5% ▲0.1%
PSE（フィリピン） 6,429.65 +0.4% +0.2%
SENSEX（インド） 61,418.96 +0.4% ▲0.7%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 279.24 +1.0% ▲1.8%
金 1,740.25 +0.1% ▲2.2%
原油（WTI) 80.95 +1.5% ▲6.9%
銅 7,840.50 +0.0% ▲6.1%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 140.40 － 143.00
EUR/USD 1.0200 － 1.0350
AUD/USD 0.6500 － 0.6700
USD/SGD 1.3750 － 1.3890
USD/CNY 7.1100 － 7.2800
USD/MYR 4.5500 － 4.6500
USD/THB 35.80 － 36.40
USD/IDR 15650 － 15900
USD/PHP 57.10 － 58.00

USD/INR 81.40 － 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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