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【韓国
韓国】

総合指数は週間で
総合指数は
0.6
0.6%高と 5 週続伸、今週
週続伸 今週は経済指標発表に注目
経済指標発表に注目

先週の動き／今週の展望
総合指数は週間で 0.6%高と
0.6%
5 週続伸。指数が過去最高値圏で推移する
週続伸。指数が過去最高値圏で推移する中、週を通じて
週を通じて一進一退の値動きが続いた。週
一進一退の値動きが続いた。週
前半の 16－17
17 日は米株高を手掛かりに連日で最高値を更新
日は米株高を手掛かりに連日で最高値を更新したが、
したが、18－19 日は高値警戒感から利益確定の売りに押さ
れる展開。ただ、根強い企業業績の改善期待に加え、韓国銀行
（中央銀行）が政策金利の据え置きを決めたことなどが投資家
心理の支えとなり、下げ幅は限られた。20
心理の支えとなり、下げ幅は限られた。 日は米株の
の連日の最
高値更新を受け
を受け、
、ハイテク株や金融株に業績期待の買いが入り、

▼指数チャート
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3 日ぶりに過去最高値を更新して
日ぶりに過去最高値を更新して週の取引を終えた
週の取引を終えた。今週は
。今週は経
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済指標発表に注目
済指標発表に注目。23 日に生産者物価指数（PPI）
日に生産者物価指数（
）
、
、26 日に四
半期 GDP が発表される。
が発表される。指数が過去最高値圏にある中、
指数が過去最高値圏にある中、
指数が過去最高値圏にある中、結果
次第では相場のボラティリティが高まる可能性がある。

【ロシア】
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RTS 指数は週間で
指数は週間で 1.9％高と反落
％高と反落、今週は
今週は引き続き弱含みの
引き続き弱含みの展開か
展開か

先週の動き／今週の展望
RTS 指数は
指数は週間で 1.9％安
％安と反落。市場予想を下回った経済指標や
。市場予想を下回った経済指標や
。市場予想を下回った経済指標や不安定な原油相場を背景に利益確定売りに押され
不安定な原油相場を背景に利益確定売りに押され
た。プーチン大統領が討論会で、異例の激しい口調で米国の対
異例の激しい口調で米国の対ロシア
ロシア政策を批判したことに
政策を批判したことにより
より米ロ関係悪化
関係悪化に対する懸
懸
念も強まった。
念も強まった。経済指標では
経済指標では 16 日に発表された 9 月鉱工業生
産が前年同月比 0.9％増（市場予想：
（市場予想：1.5
1.5％増）と 8 月の 1.5％
増から減速。
から減速。18 日に発表された
に発表された 9 月の失業率は
失業率は 5.0％（市場予
％（市場予

▼指数チャート
[RTSI$/day(2017/8/14 - 2017/10/20)]
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想：4.9％）と
％）と 8 月の 4.9％から
％から小幅ながら
小幅ながら上昇した。
上昇した。RTS 指数
1,120

は 18 日までは前週末終値をやや下回る 1150 ドル前後を維持し
ていたが、ブレント原油価格が 19 日に急落すると連れ安し、
20 日には一時、
日には一時、1131.72 ドルまで下落。前週の上昇分
ドルまで下落。前週の上昇分をほぼ失
い、1134.45 ドルで取引を終えた。今週は弱含む展開が続くか。

【ベトナム】
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VN 指数は週間で
指数は週間で 0.7％高と
％高と 3 週続伸、今週はもみ合いか
今週はもみ合いか

先週の動き／今週の展望
VN 指数は
指数は週間で 0.7％高と
％高と 3 週続伸。総じて堅調
週続伸
堅調な展開だった。
だった。主力銘柄が個別の材料を好感して上値を伸ばし、
主力銘柄が個別の材料を好感して上値を伸ばし、
主力銘柄が個別の材料を好感して上値を伸ばし、指
指
数は 2008 年 2 月以来の 830 ポイント台を一時的に回復。
ポイント台を
回復。中央銀行が早ければ月内にも追加利下げ
中央銀行 早ければ月内にも追加利下げ
早ければ月内にも追加利下げを実施する
するとの観測が
との観測が
浮上したことも支援材料
浮上したことも支援材料となった
となった。週明け
。週明け 16 日は、前週末ま
で 6 営業日続伸の反動もあり
営業日続伸の反動もあり、820 ポイントを下回った。ただ、

▼指数チャート
[VNINDEX/day(2017/8/11 - 2017/10/20)]
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その後は前週末比でプラス圏を維持。18 日は前日大引け間際の
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急騰を引き継ぎ、
急騰を引き継ぎ、9 年 8 カ月ぶりに 830 ポイントを超え、その
後も高値圏での取引が続いた。
後も高値圏での取引が続いた。指数は 20 日に 833.57 ポイント
まで上昇し、
、7 週連続で 52 週高値を更新したが、引けにかけ
引けにかけて

800
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利益確定売りに押され、前日比
益確定売りに押され、前日比 0.3％安の
％安の 826.84 ポイントで週
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の取引を終えた。今週は過熱感もあり、もみ合いか。
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【インドネシア】

【シンガポール】

【先週の動き／今週の展望】
【先週の動き／今週の展望】ジャカルタ総合指数は
ジャカルタ総合指数は 0.1％
高、中銀が GDP 成長率の見通しを上方修正

【 先 週 の 動 き ／ 今 週 の 展 望 】 ス ト レ ーツ タ イ ム ズ 指 数 は
0.7％高、シンガポール取引所とナスダックが協力合意
0.7％高、シンガポール取引所とナスダックが協力合意

ジャカルタ総合指数は週間で 0.1％高と 3 週続伸。国内要因

ストレーツタイムズ指数は 4 日間の取引で
で 0.7％高と 3 週続

が指数を支えた。16 日は 9 月の貿易黒字額が市場予想から上振

伸。じりじりと上値を広げる展開が続いた
じりじりと上値を広げる展開が続いた。
。17 日は 9 月の非石

れしたことが好感されて反発したが、その後は買い材料に乏し

油地場輸出が電子機器部門の低迷を受けて前年同月比 1.1％減
1.1

く 19 日まで 3 日続落。ただ、
日続落。ただ、20 日は中央銀行が前日に開催し

と 5 カ月ぶりに減少
減少に転じたものの影響は少なく、指数は小幅
に転じたものの影響は少なく、指数は小幅

た金融政策決定会合後に発表した声明で、今年の GDP 成長率

に上昇。ディーパバリの祝日を挟んだ 19 日は、シンガポール

がこれまでの予想レンジだった 5.0－5.4％を上回るとの見方が
％を上回るとの見方が

取引所（SGX）と米ナスダックが企業の上場促進に向けた協力
取引所（
）と米ナスダックが企業の上場促進に向けた協力

示されたことを受けて金融株の一角が買われ、反発して引け

に合意したことが好感された。結局、20 日まで 6 営業日続伸し

た。政策金利は 4.25
4.25％に据え置かれている。今週は国内の重要
％に据え置かれている。今週は国内の重要

て取引を終了している
て取引を終了している。今週は
。今週は 23 日に 9 月の CPI 上昇率、26
上昇率

イベントが少なく、
イベントが少なく、下落後に落ち着きを取り戻しつつある対ド
下落後に落ち着きを取り戻しつつある対ド

日に同月の鉱工業生産が発表される予定。外部要因では前週
日に同月の鉱工業生産が発表される予定。外部要因では前週の

ルのルピア相場や米国の株式動向に左右される展開か
ルのルピア相場や米国の株式動向に左右される展開か。
や米国の株式動向に左右される展開か

NY ダウが 5 日連続で過去最高値を更新したことが追い風。

▼指数チャート

▼指数チャート
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【マレーシア】

【先週の動き／今週の展望】
【先週の動き／今週の展望】SET 指数は 1.2％安、今週は
％安、今週は
1700 ポイント回復に期待
SET 指数は週間で 1.2％安と
％安と 4 週ぶりに反落。週半ばの続落

【先週の動き／今週の展望】クアラルンプール総合指数は
0.8％安、今週は
0.8％安、今週は 27 日に 18 年度予算案発表
クアラルンプール総合指数は 4 日間の取引
の取引で 0.8％安と続落。
％安と続落。

が響いた。週初の 16 日は中国の 9 月の生産者物価指数（
月の生産者物価指数（PPI）

買い材料に乏しく軟調な値動きが続いた 1 週間だった。週初の

の上昇率が市場予想から上振れしたことが好感されて指数は

16 日に反落すると、17
日に反落すると、 日も外国人投資家を中心とする売りで

終値で 23 年 9 カ月ぶり
カ月ぶりの高値を更新したが、
の高値を更新したが、17
の高値を更新したが、 日に反落する

続落。19
続落。 日は 9 月の CPI 発表を翌日に控え、市場で物価上昇

と 18 日は前日比 1.0％下落。
％下落。19 日は 9 月の貿易統計（通関ベ

圧力が高まるとの見方が広がったほか、中国の 7－9 月期の

ース）で輸出額が前年同月比 12.2％増と
12.2
2 桁の伸びを維持した

GDP 成長率が前年同期比 6.8％と前期をわずかながら下回った
％と前期をわずかながら下回った

が買い材料にならず、指数は前日比
買い材料にならず、指数は前日比 1.4％安と下値を広げた。
％安と下値を広げた。

ことが嫌気された。20 日は CPI 上昇率が前年同月比 4.3％と前
％と前

20 日は反動で買われて 4 日ぶりに反発して取引を終えた
日ぶりに反発して取引を終えた。今週

月の 3.7％を上回り
％を上回り、インフレ懸念が強まった影響で指数は
ンフレ懸念が強まった影響で指数は 4

は節目の 1700 ポイントを回復でき
ポイントを回復できるかが注目される。
るかが注目される。23
23 日は

日続落し、6 カ月ぶりの安値を更新
カ月ぶりの安値を更新した。
。今週は 27 日に発表さ

チュラロンコーン大
チュラロンコーン大王記念日、
王記念日、26 日は国民の休日のため休場。

れる予定の 18 年度政府予算案に対する市場の反応が焦点。

▼指数チャート

▼指数チャート
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