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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135円台前半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。東京仲値にかけてﾄﾞﾙ買いの流れから一時135

円台半ばまで上昇するも、前日(12/1)に発表された米経済指標の低調な内容から米金利低下を受

けてﾄﾞﾙ円も軟調な推移が継続し、135円台前半の水準まで下落し海外に渡った。

ｱｼﾞｱ通貨は小幅に上昇。米雇用統計前で全体的に材料も少なく全体的に静かに推移。人民元が上

昇する展開に連れ、対USDで総じて上昇する展開となった。

海外時間のﾄﾞﾙ円は上値重く推移。欧州勢参入後に心理的節目の135円を下抜けるとｸﾛｽ円の売り

や米金利低下もあいまって、下げが加速しﾄﾞﾙ円は一時133円台半ばまで下落も、米雇用統計の発

表を控え買い戻しが入り、134円台前半の水準でNYｵｰﾌﾟﾝ。NY時間朝方の米11月雇用統計では、

非農業部門雇用者数や平均時給が予想を上回った結果、ﾄﾞﾙ買い・米金利上昇で反応し、一時135

円台後半まで急上昇。しかし、市場の米利上げﾍﾟｰｽの減速期待を抑制するほどの結果にはならず、

米株高・米債券高・ﾄﾞﾙ安の流れが再開。NY時間午後はﾀﾞｳ平均がﾌﾟﾗｽ圏に回復し、米長期金利が

3.5％を下抜ける中、ﾄﾞﾙ円は雇用統計発表後の上昇分をほぼ吐き出し、結局、134円台半ばの水準

でｸﾛｰｽﾞとなった。

【金利】

米債市場ではｶｰﾌﾞがﾂｲｽﾄ・ﾌﾗｯﾄ化。強い米11月雇用統計の結果をうけて米金利は中短期ｿﾞｰﾝ主

導で上昇も、ｴﾊﾞﾝｽ・ｼｶｺﾞ連銀総裁より「利上げのﾍﾟｰｽは減速する公算が大きいが、利上げのﾋﾟｰｸ

は若干高くなるかもしれない」といった発言が聞かれる中、金利は低下に転じた。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は上値重く推移する展開を予想。先週金曜は、堅調な米11月雇用統計でも米金利の上昇が

一時的にとどまったこともありその後は下落に転ずるなど、ﾄﾞﾙの上値の重さを改めて意識させる動き

となった。本日も米国では各種経済指標の発表が予定されているが、強い内容であろうとも動意に

乏しく、むしろ市場予想を下回る内容となる場合、ﾄﾞﾙは一段安となろう。

JPY 134.64 134.31 ▲1.02 ▲4.88
EUR 1.0530 1.0535 +0.0015 +0.0140
AUD 0.6822 0.6790 ▲0.0021 +0.0039
SGD 1.3516 1.3516 ▲0.0019 ▲0.0252
CNY 7.0389 7.0535 +0.0001 ▲0.1115
MYR 4.3942 4.3883 ▲0.0187 ▲0.0955
THB 34.73 34.77 ▲0.21 ▲1.05
IDR 15426 15428 ▲135 ▲245
PHP 55.76 55.77 ▲0.43 ▲0.92
INR 81.19 81.32 +0.10 ▲0.37

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.486% ▲1.9 bp ▲19.1 bp
日本（10年） 0.255% +0.2 bp +0.1 bp
ユーロ圏（10年） 1.856% +4.2 bp ▲11.8 bp
オーストラリア（5年） 3.138% ▲7.6 bp ▲23.1 bp
シンガポール（5年） 2.879% ▲2.7 bp ▲0.2 bp
中国（5年） 2.677% +0.0 bp +7.1 bp
マレーシア（5年） 3.906% +1.9 bp ▲7.8 bp
タイ（5年） 2.156% ▲4.2 bp ▲18.5 bp
インドネシア（5年） 6.110% ▲7.8 bp ▲38.7 bp
フィリピン（5年） 6.460% ▲1.4 bp ▲3.6 bp
インド（5年） 7.072% +0.4 bp ▲8.4 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 11月 ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確) / 複合PMI(確)
(アジア) 10月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　小売売上高
(アジア) 11月 ｲﾝﾄﾞ　ｻｰﾋﾞｽ業PMI
(アジア) 11月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　 PMI
(アジア) 11月 中国　CaixinPMIｻｰﾋﾞｽ業
(アジア) 11月 豪　ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確)
(アジア) 休場 ﾀｲ
(欧州) 10月 ﾕｰﾛ圏　小売売上高
(欧州) 11月 ﾕｰﾛ圏　ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確)
(欧州) 11月 独　ｻｰﾋﾞｽ業PMI
(欧州) 11月 英　ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確)
(欧州) ﾕｰﾛ圏財務相会合（ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ）
(欧州) 独　国債入札（6M）
(米国) 11月 ISM非製造業景況指数
(米国) 11月 ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確)

DOW（米国） 34,429.88 +0.1% +0.2%
N225（日本） 27,777.90 ▲1.6% ▲1.8%
STOXX50（ユーロ圏） 3,977.90 ▲0.2% +0.4%
ASX（オーストラリア） 4,138.81 ▲0.1% +0.6%
FTSTI（シンガポール） 3,259.14 ▲1.0% +0.4%
SSEC（中国） 3,156.14 ▲0.3% +1.8%
KLSE（マレーシア） 1,481.80 ▲0.7% ▲0.3%
SETI（タイ） 1,641.63 ▲0.4% +1.3%
JKSE（インドネシア） 7,019.639 ▲0.0% ▲0.5%
PSE（フィリピン） 6,489.65 ▲3.6% ▲1.8%
SENSEX（インド） 62,868.50 ▲0.7% +0.9%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 276.69 ▲1.0% +1.3%
金 1,797.63 ▲0.3% +2.4%
原油（WTI) 79.98 ▲1.5% +4.9%
銅 8,432.50 +1.5% +5.7%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 133.70 － 137.20
EUR/USD 1.0300 － 1.0550
AUD/USD 0.6650 － 0.6840
USD/SGD 1.3500 － 1.3700
USD/CNY 6.9500 － 7.1000
USD/MYR 4.3800 － 4.4100
USD/THB 34.60 － 34.90
USD/IDR 15500 － 15600
USD/PHP 55.50 － 56.40

USD/INR 80.80 － 81.40
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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