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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

東京時間のドル円は126円台半ばでｵｰﾌﾟﾝ。金曜日に続きイースター休暇で市場参加者が少なく、

流動性に欠ける中、底堅い米金利をサポートにドル買いが進行し直近高値を更新。しかし仲値後に

黒田日銀総裁のコメントで乱高下。最近の円安ペースがかなり急であるとコメントでドル売りが強ま

り一時126円台前半まで下落。その後徐々に値を戻し、126円台半ばで海外に渡った。

アジア通貨はドル高に押されて総じて軟調。原油価格上昇に押されINRは売りが優勢で3月末以来、

約1か月ぶりの安値まで下落。中国の1Q GDPは前年比+4.8%と予想比強い結果に。足元のコロナ拡

大前の数字ではあるものの、CNH高で反応。

海外時間のドル円は序盤米金利低下に上値を押さえられたが、米金利が上昇に転じるとドル円も買

いが強まった。特段新規の買い材料は見当たらなかったが、NY午後にかけて直近高値を上抜ける

と127円手前まで上昇。終盤も高値圏に張り付き、一時127円にタッチし、高値圏のままクローズ。

【金利】

長期で小幅上昇し、イールドカーブは小幅スティープニング。イースター休暇明けだが欧州勢がまだ

市場に戻っていない中、金利は小幅レンジでの取引、10年金利は2.8%台半ばでのみ合いとなった。

【予想】

ドル円は直近高値を抜け127円に到達、朝方も127円台での推移となっている。昨日は黒田総裁か

ら円安に関するコメントが出て一時円高に振れる局面もあったが、すぐに切り返して高値更新となっ

た動きを見ると円安圧力は強く、上昇余地はありそう。市場のフォーカスは5月4日の次回ＦＯＭＣで

の利上げとなっているが、まずは今週のパウエル議長の会見に注目したい。

JPY 126.64 126.99 +0.53 +1.62
EUR 1.0792 1.0782 ▲0.0028 ▲0.0102
AUD 0.7367 0.7349 ▲0.0046 ▲0.0068
SGD 1.3617 1.3619 +0.0049 ▲0.0032
CNY 6.3720 6.3671 ▲0.0044 ▲0.0029
MYR 4.2565 4.2555 +0.0200 +0.0245
THB 33.66 33.67 +0.09 +0.09
IDR 14356 14354 +10 ▲12
PHP 52.26 52.27 +0.23 +0.22
INR 76.36 76.26 +0.08 +0.30

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.853% +2.5 bp +7.3 bp
日本（10年） 0.245% +0.4 bp +0.4 bp
ユーロ圏（10年） 0.842% +0.0 bp +2.6 bp
オーストラリア（5年） 2.625% +0.0 bp ▲12.5 bp
シンガポール（5年） 2.412% +9.1 bp ▲6.7 bp
中国（5年） 2.568% +3.6 bp +6.0 bp
マレーシア（5年） 3.599% +2.6 bp +8.6 bp
タイ（5年） 1.968% +14.3 bp +23.9 bp
インドネシア（5年） 5.943% +6.5 bp +15.2 bp
フィリピン（5年） 5.106% +1.0 bp +2.4 bp
インド（5年） 6.788% ▲4.8 bp +10.0 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 2月 鉱工業生産(確) / 設備稼働率

(日本) 流動性供給入札

(アジア) 3月 NZ　ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ｻｰﾋﾞｽ指数

(アジア) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　金融政策会合

(アジア) 休場 ﾏﾚｰｼｱ

(アジア) 東ﾃｨﾓｰﾙ大統領選決選投票

(アジア) 豪　RBA議事要旨

(欧州) 4月 愛　消費者信頼感指数

(欧州) 独　国債入札（5Y）

(欧州) 西　国債入札（3M、9M）

(米国) 3月 建設許可件数 / 住宅建設許可 / 住宅着工件数

(米国) ｴﾊﾞﾝｽ・ｼｶｺﾞ連銀総裁講演

DOW（米国） 34,411.69 ▲0.1% +0.3%
N225（日本） 26,799.71 ▲1.1% ▲0.1%
STOXX50（ユーロ圏） 3,848.68 +0.0% +0.2%
ASX（オーストラリア） 4,232.12 +0.0% ▲0.0%
FTSTI（シンガポール） 3,303.07 ▲1.0% ▲1.8%
SSEC（中国） 3,195.52 ▲0.5% +0.9%
KLSE（マレーシア） 1,581.14 ▲0.5% ▲1.5%
SETI（タイ） 1,668.06 ▲0.4% ▲0.6%
JKSE（インドネシア） 7,275.289 +0.5% +1.0%
PSE（フィリピン） 6,996.11 +0.2% +0.1%
SENSEX（インド） 57,166.74 ▲2.0% ▲3.0%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 315.95 +1.3% +7.0%
金 1,978.91 +0.0% +1.3%
原油（WTI) 108.21 +1.2% +14.8%
銅 10,297.50 +0.0% +1.1%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 125.30 － 127.50
EUR/USD 1.0720 － 1.0850
AUD/USD 0.7300 － 0.7450
USD/SGD 1.3520 － 1.3630
USD/CNY 6.3700 － 6.3980
USD/MYR 4.2200 － 4.2620
USD/THB 33.45 － 33.80
USD/IDR 14340 － 14400

USD/PHP 51.85 － 52.50
USD/INR 76.00 － 76.60
 

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