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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 108.30 1.1172 1.2938 0.9857 120.99 米 米国FF Rate 米 米国債 2年
High 108.52 1.1172 1.2938 0.9889 121.10 米 米国TB 3ヵ月 米 米国債 10年
Low 108.30 1.1147 1.2900 0.9857 120.87 米 USD-LIBOR 6ヵ月 独 独国債 2年

Close 108.51 1.1154 1.2919 0.9863 121.04 ユ EURIBOR 6ヵ月 独 独国債 10年
Open 108.42 1.1159 1.2919 0.9877 120.95 英 GBP-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 2年
High 108.65 1.1159 1.2926 0.9881 121.07 瑞 CHF-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 10年
Low 108.37 1.1125 1.2876 0.9861 120.82 ※ 「米国FF Rate」 のみ as of NAME KANJI

Close 108.58 1.1129 1.2880 0.9877 120.82
（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
米 ▲0.5% ▲0.6% 0:00 豪 - - 12:30

ユ - - 18:00
ユ ▲1.2% ▲0.8% 19:00
米 - - 22:00
米 ▲524 ▲549 22:30
米 53.5 52.6 0:00
米 706.3 705.1 0:00
米 - - 2:40

EUR/JPY 米 - - 8:00

(出所)Refinitiv （Bloombergデータを元に当行作成）
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終値 前日比 終値 前日比

TKY

休場 - 休場 -
休場 - 休場 -

-0.04317% -0.00100% 休場 -
休場 -

LDN

1.57% -0.01% 1.5822% +0.0302%
1.5289% +0.0153% 1.7770% +0.0667%

1.92463% +0.02225% -0.649% +0.007%
-0.34300% +0.00500% -0.351% +0.031%

NY

0.88988% +0.00275% 0.547% +0.026%
-0.65820% -0.00080% 0.725% +0.062%

1 Nov 2019 (出所)Bloomberg

米中通商協議への進展期待を受け、ド
ル円は108 円台半ばまで上昇 終値 前日比 終値 前日比

休場 - 56.54$ +0.34$

　アジア時間のドル円相場は安値圏
108.22 で寄り付いた後、本邦休場で薄
商いの中、動意に欠く展開となった。欧
米勢参入後に米中通商協議の進展や
米自動車関税の発動回避への期待が
高まると、米国債利回りや米主要株価
指数が上昇し、ドル円は高値108.65 を
付けた。終盤にかけても戻りは鈍く、ド
ル円はそのまま高値圏で引けている。
　中国外務省は、米中首脳会談開催の
時期と場所について、習近平国家主席
とトランプ米大統領は様々な方法で連
絡を取っているとの見解を示した。ま
た、ロス米商務長官は中国通信機器大
手のファーウェイに対する禁輸措置の
緩和を示唆した。
　またロス商務長官は3 日に、国家安
全保障を理由に検討している自動車関
税について、日欧韓の自動車メーカーと
良好な会話を持てたとし、今月の発動
決定をしない可能性があるとの見解を
示した。

27,462.11$ +114.75$ 1,511.10$ -0.30$
3,078.27 +11.36 181.0883 +0.8145

13,136.28

製造業受注（前月比、9月） RBA理事会（政策金利発表）
フランス中銀ビルロワドガロー総裁講演

生産者物価指数（前年比、9月）
リッチモンド連銀バーキン総裁講演

貿易収支（9月・億ドル）

+175.23
7,369.69 +67.27

2,975.492 +17.293
108,779.30 +583.70

照会先：三菱UFJ銀行　金融市場部
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(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

ISM非製造業景気指数（10月）
求人労働異動調査（9月・万人）
ダラス連銀カプラン総裁講演
ミネアポリス連銀カシュカリ総裁講演


