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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

14日のｱｼﾞｱ時間は米金利低下、ﾄﾞﾙ売りの流れを引き継ぎ、ﾄﾞﾙが軟調推移。ﾄﾞﾙ円は125円台後半

で取引を開始した後、125円台前半まで下げ幅を拡大。その他通貨ではMASが金融政策の引き締め

を発表したSGDが大幅上昇する一方、3月雇用統計が予想を下回ったAUDは上値の重い展開となっ

た。海外時間はこの日開催されたECB政策理事会が市場の期待ほどﾀｶ派の内容とならなかったこと

からEURが1.09台から1.07台半ばまで急落し、ﾄﾞﾙ買いが再開。加えてNY連銀総裁のﾀｶ派ｺﾒﾝﾄや良

好な4月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者信頼感指数の結果も相まって米金利が反発すると、ﾄﾞﾙ買いも加速し、ﾄﾞﾙ円

は125円台前半から126円ちょうど付近まで上昇した。

15日のｱｼﾞｱ時間、ﾄﾞﾙ円は早朝の取引で126円台を回復すると、五・十日ということもあり仲値にかけ

て126円台半ばまで上昇。しかしその後はｲｰｽﾀｰ休暇でｱｼﾞｱも主要市場が休場となる中、同水準で

膠着となった。その他通貨も閑散となり総じて小動き。ｱｼﾞｱ時間終盤には中国が25bpの預金準備率

引き下げを発表したが、大方の予想通りのﾀｲﾐﾝｸﾞとなり、市場の反応は薄かった。海外時間も主要

国株、債券市場が休場のため為替市場は閑散。米国時間には4月NY連銀製造業景気指数や米3月

鉱工業生産が発表されるも、反応は限定的。NY時間午後も週末ﾑｰﾄﾞで方向感無く推移し、ﾄﾞﾙ円は

126円台半ば、ﾕｰﾛは一日を通して1.08台前半で狭いﾚﾝｼﾞで小動きとなった。

【金利】

14日の米債利回りは上昇、ｶｰﾌﾞはｽﾃｨｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ。米10年債利回りは2.70％付近で取引を開始したあ

と、ｱｼﾞｱ時間は買い優勢となり2.65％付近まで金利低下。その後、ECB理事会では同中銀が利上げ

を急いでいないことがわかり欧州金利は低下したが、米金利は良好な経済指標やｳｨﾘｱﾑｽﾞNY連銀

総裁が50bpの利上げを支持するｺﾒﾝﾄをしたこともあり下げ渋り。すると今度は一転して売り優勢とな

り金利は急反発。米10年債回りは、2.82％付近（前日比+12bp）まで上昇してｸﾛｰｽﾞした。

15日はｲｰｽﾀｰ休暇で休場。

【予想】

本日は引き続きｲｰｽﾀｰﾏﾝﾃﾞ―でｱｼﾞｱ、欧州の一部市場が休場となるため、特にｱｼﾞｱ時間は方向感

が出にくいか。本日は中国にて1～3月期GDP及び月次の主要指標の発表が予定されている。中国

人民銀行は先週金曜日に25bpの預金準備率引き下げを発表しているが規模はやや小さめ。本日の

指標もﾀｶ派ｻﾌﾟﾗｲｽﾞは期待しにくく、景気の先行き懸念払しょくはまだ先か。主要通貨は米金利の動

きに注目。今週はﾊﾟｳｴﾙ議長を含め複数のFOMC参加者の発言やﾍﾞｰｼﾞｭﾌﾞｯｸの公表が予定されて

おり、ﾄﾞﾙ円の動向はこれらを受けた米金利の動きに規定されることとなる。引き続きﾄﾞﾙ円は強気目

線を維持したい。

JPY 126.05 125.62 +0.24 +1.82
EUR 1.0837 1.0888 +0.0060 ▲0.0008
AUD 0.7442 0.7451 ▲0.0005 ▲0.0061
SGD 1.3644 1.3624 ▲0.0017 +0.0026
CNY 6.3653 6.3682 +0.0025 +0.0084
MYR 4.2298 4.2315 ▲0.0005 +0.0178
THB 33.53 33.57 +0.00 +0.16
IDR 14363 14363 +0 +6
PHP 52.05 52.03 ▲0.09 +0.60
INR 76.15 76.18 +0.04 +0.42

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.699% ▲2.3 bp +10.1 bp
日本（10年） 0.240% ▲0.5 bp ▲0.5 bp
ユーロ圏（10年） 0.766% ▲2.4 bp +11.9 bp
オーストラリア（5年） 2.750% ▲4.7 bp ▲3.5 bp
シンガポール（5年） 2.451% ▲4.9 bp ▲0.8 bp
中国（5年） 2.508% +0.0 bp +0.5 bp
マレーシア（5年） 3.580% ▲1.0 bp +9.6 bp
タイ（5年） 1.825% +0.0 bp +17.5 bp
インドネシア（5年） 5.848% +1.6 bp +18.7 bp
フィリピン（5年） 5.091% ▲0.7 bp ▲3.4 bp

インド（5年） 6.836% +8.3 bp +43.9 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 首都圏新築分譲ﾏﾝｼｮﾝ

(アジア) 1Q 中国　GDP、 3月 中国　鉱工業生産 / 小売売上高

(アジア) 3月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　貿易収支

(アジア) 3月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　電子機器輸出 / 非石油地場

(アジア) 3月 ﾀｲ　自動車販売台数

(アジア) 3月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　総合国際収支

(アジア) 3月 ﾏﾚｰｼｱ　貿易収支

(アジア) 休場 香港、豪州、NZ
(欧州) 4月 英　ﾗｲﾄﾑｰﾌﾞ住宅価格

(欧州) 休場 英国、独、仏、ｽｲｽ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ、伊、

(米国) 4月 NAHB住宅市場指数

(米国) ﾌﾞﾗｰﾄﾞ・ｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁講演

DOW（米国） 34,564.59 +1.0% +0.2%
N225（日本） 26,843.49 +1.9% ▲1.9%
STOXX50（ユーロ圏） 3,827.96 ▲0.1% +0.1%
ASX（オーストラリア） 4,211.90 +0.0% ▲0.1%
FTSTI（シンガポール） 3,342.22 +0.4% ▲2.4%
SSEC（中国） 3,186.82 ▲0.8% ▲2.9%
KLSE（マレーシア） 1,597.18 +0.0% ▲0.5%
SETI（タイ） 1,674.34 +0.0% ▲1.6%
JKSE（インドネシア） 7,262.777 +0.7% +2.2%
PSE（フィリピン） 6,984.90 +1.3% ▲1.7%
SENSEX（インド） 58,338.93 ▲0.4% ▲2.1%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 308.20 +1.8% +5.1%
金 1,977.80 +0.6% +2.7%
原油（WTI) 104.25 +3.6% +8.3%
銅 10,284.00 ▲0.4% ▲0.0%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 124.50 － 126.30
EUR/USD 1.0760 － 1.0940
AUD/USD 0.7390 － 0.7520

USD/SGD 1.3580 － 1.3680
USD/CNY 6.3650 － 6.3980
USD/MYR 4.2260 － 4.2480
USD/THB 33.40 － 33.78
USD/IDR 14350 － 14400
USD/PHP 51.80 － 52.40
USD/INR 75.60 － 76.50
 

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