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<為替四本値> <金利市況> <債券市況>

Time CCY USD/JPY EUR/USD GBP/USD USD/CHF EUR/JPY 地域 銘柄名 地域 銘柄名
Open 日 無担保コールO/N 日 日本国債 2年
High 休場 日 ユーロ円金利先物 日 日本国債10年
Low 日 円-LIBOR 6ヵ月 日 日本国債先物 10年

Close 日 円-TIBOR 6ヵ月
Open 108.24 1.1018 1.2577 0.9957 119.26 米 米国FF Rate 米 米国債 2年
High 108.42 1.1043 1.2650 0.9978 119.53 米 米国TB 3ヵ月 米 米国債 10年
Low 108.03 1.1014 1.2517 0.9945 119.21 米 USD-LIBOR 6ヵ月 独 独国債 2年

Close 108.42 1.1024 1.2586 0.9965 119.53 ユ EURIBOR 6ヵ月 独 独国債 10年
Open 英 GBP-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 2年
High 休場 瑞 CHF-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 10年
Low ※ 「米国FF Rate」 のみ as of NAME KANJI

Close
（Refinitivデータを元に当行作成）

<為替相場推移> <為替相場概況> <株式市況> <商品市況>

USD/JPY 地域 銘柄名 地域 銘柄名
日 日経平均株価 225種 米 WTI 原油先物
米 NYダウ工業株 30種 米 CMX 金先物
米 S&P 500種 米 CRB商品先物指数
独 独DAX指数
英 英FT指数 100種
中 上海総合指数
伯 ボベスパ指数

EUR/USD <主な経済指標> <本日発表予定の主な経済指標>

地域 市場予想 今回結果 時刻 地域 市場予想 前回結果 時刻
日 - - - 中 2.9% 2.8% 10:30
米 - - - 中 ▲1.2% ▲0.8% 10:30
中 347.5 396.5 11:58 米 - - 17:25
ユ 0.3% 0.4% 18:00 独 ▲26.4 ▲22.5 18:00
米 1.00 4.00 1:23 独 ▲23.6 ▲19.9 18:00

米 - - 22:00
米 - - 1:45
米 - - 4:30

EUR/JPY

(出所)Refinitiv （Bloombergデータを元に当行作成）

本資料は信頼出来ると思われる各種データに基づき作成しておりますが、当行はその正確性を保証するものではありません。本資料はお
客さまへの情報提供のみを目的としたもので、売買の勧誘を目的としたものではありません。取引に関する決定はお客さまご自身の判断で
なさいますようお願い申し上げます。また本資料は当行金融市場部 企画管理グループ リサーチライン (グローバルマーケットリサーチ)によ
り実施される調査や同部門の見解を反映するものではありません。

(出所)Bloomberg

イベント イベント

※「時刻」は東京時間、「市場予想」はBloomberg調査中央値 (出所)Bloomberg

市場休場
一部市場休場
貿易収支（9月・億ドル）
鉱工業生産（前月比、8月）
ニューヨーク連銀景況指数（10月）

消費者物価指数（前年比、9月）
生産者物価指数（前年比、9月）
セントルイス連銀ブラード総裁講演
ZEW景況感調査（期待指数、10月）

104,301.60 +469.70

照会先：三菱UFJ銀行　金融市場部　日系市場営業室

ZEW景況感調査（現況、10月）
アトランタ連銀ボスティック総裁講演

カンザスシティ連銀総裁講演
サンフランシスコ連銀デイリー総裁講演

3,007.883 +34.227

　本邦休場の中、アジア市場のドル円
相場は高値108.47 で寄り付いた後、じ
り安に推移した。米国時間に、米中通商
合意の第一段階に関する報道（後述）を
受け、リスク回避姿勢が強まると、為替
市場ではドルや円の買いが優勢となり、
ドル円は108 円台前半で動意に乏しい
展開となった。その後も米国市場の一
部が休場ということもあり、ドル円は横
ばいで推移し、108.40 で引けている。
　先週末11 日、トランプ大統領は米中
が第1 段階の通商合意に達したと発表
した。中国による米農産品購入のほ
か、為替、金融サービスの問題などに
ついて合意した。これにより、米国が10

月15 日に予定していた対中制裁関税
の引き上げは保留され、先週末にドル
円は108 台半ばまで上昇していた。こう
した中、14 日に詳細を詰めるための協
議を今月末にも実施したいとの中国の
意向が報じられたほか、ムニューシン米
財務長官が通商合意に署名できなけれ
ば、12 月15 日に予定している対中追
加関税の第4 弾発動に踏み切るとの見
解を示した。
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ドル円は108 円台前半で小動き
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NY
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