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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 110.20 1.1095 1.3005 0.9679 122.26 日 無担保コールO/N 日 日本国債 2年
High 110.22 1.1102 1.3008 0.9684 122.31 日 ユーロ円金利先物 日 日本国債10年
Low 110.11 1.1093 1.2975 0.9676 122.20 日 円-LIBOR 6ヵ月 日 日本国債先物 10年

Close 110.12 1.1095 1.2978 0.9679 122.21 日 円-TIBOR 6ヵ月
Open 110.12 1.1095 1.2978 0.9678 122.18 米 米国FF Rate 米 米国債 2年
High 110.20 1.1097 1.3009 0.9699 122.22 米 米国TB 3ヵ月 米 米国債 10年
Low 110.12 1.1077 1.2962 0.9678 122.04 米 USD-LIBOR 6ヵ月 独 独国債 2年

Close 110.16 1.1082 1.2997 0.9695 122.08 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
米 市場休場 - - - - - - -

日 - - -
日 - - -
日 - - 15:30
独 15.0 10.7 19:00
独 ▲13.5 ▲19.9 19:00
ユ - - -
米 - - -

EUR/JPY

(出所)Refinitiv （Bloombergデータを元に当行作成）

Daily Market Report       as of 20 Jan 2020
2020年1月21日

終値 前日比 終値 前日比

TKY

-0.018% +0.005% -0.121% +0.009%
99.980p ±0.000p 0.010% +0.007%

0.01933% +0.00350% 151.96円 +0.02円
0.12636% ±0.00000%

LDN

1.54% ±0.00% 休場 -
休場 - 休場 -

1.82950% -0.01538% -0.586% +0.002%
-0.33300% -0.00100% -0.218% -0.003%

NY

0.74388% +0.00538% 0.425% +0.007%
-0.62280% +0.01260% 0.650% +0.018%

16 Jan 2020 (出所)Bloomberg

米国休場の中、ドル円は110 円台前半
で動意薄 終値 前日比 終値 前日比

24,083.51円 +42.25円 休場 -

　東京市場のドル円相場は110.20 で寄
り付いた後、堅調な日経平均株価も支
えとなって底堅く推移した。海外時間に
入ると、米国市場の休場に伴い市場参
加者が減少する中、ドル円は動意を欠く
展開となった。結局この日のドル円の値
幅は11 銭と狭いレンジでの推移に終始
し、寄り付きと同水準で引けている。
　この日、国際通貨基金（IMF）は最新
の世界経済見通し（WEO）を公表した。
IMF は2020 年の世界全体のGDP 成
長率予想を前回の3.4%から3.3%へと
下方修正し、2021 年の予想も前回の
3.6%から3.4%へと引き下げた。

休場 - 休場 -
休場 - 休場 -

13,548.94

世界経済フォーラム年次総会（～24日）

日銀金融政策決定会合（金融政策発表）

ZEW景況感調査（期待指数、1月）
ZEW景況感調査（現況指数、1月）
EU経済・財務相理事会
トランプ大統領弾劾裁判審理開始

+22.81
7,651.44 -23.12

3,095.787 +20.291
118,861.60 +383.30

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

黒田日銀総裁定例会見
経済・物価情勢の展望


