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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127円台前半でオープン。新規材料に欠ける中、前日の流れを引き継ぎドル買

い円売りが継続、128円台に乗せる展開。128円台前半で海外時間に渡った。

アジア通貨は総じて上値重く推移。インドネシアでは、中銀政策決定会合結果が公表され、政策金

利は、市場予想通り据え置かれた。

海外時間のドル円は米3月住宅着工件数が予想を上回るも、発表直後の反応は限定的。その後、

米長期金利がしっかり2.9％台に乗せ、米株の堅調に推移する中、円が売られやすい地合いとなり

128.円台後半まで上昇。129円手前では伸び悩み、128円台半ばまで反落するも、その後は再び高

値圏に張り付き。終盤に米長期金利が一段と上昇し、2.95％に迫る動きをみせると128円台後半まで

高値を更新し、結局、同水準でクローズ。

【金利】

米金利市場は、中期を中心に大幅上昇。朝方は住宅関連指標が強く、次回ＦＯＭＣでの大幅利上げ

の観測を後押しし、債券売りが優勢となり、金利上昇。午後に入ってもそのトレンドは持続し、さらに

本日のＦＥＤ要人の講演でもインフレ対策としての利上げを正当化する発言が見られたため、金利は

さらに上昇。長期はやや上げ幅が抑えられたものの、どの期間でもほぼ10bps超の上昇となった。

【予想】

米金利上昇に伴い、ドル円はあっさりと129円台にのせており、崩れる気配は乏しい。むしろ、心理的

節目である130円は間近に迫っており、本日にも到達する可能性を孕む。上昇速度を踏まえれば、

130円到達後は一旦は調整が入る可能性もある。だが日米の金融政策格差や資源高を踏まえると、

調整が入ったとしてもあくまで一時的なものにとどまるのではないか。

JPY 128.08 128.91 +1.92 +3.53
EUR 1.0801 1.0788 +0.0006 ▲0.0040
AUD 0.7386 0.7374 +0.0025 ▲0.0082
SGD 1.3653 1.3678 +0.0059 +0.0037
CNY 6.3763 6.3935 +0.0264 +0.0278
MYR 4.2553 4.2555 +0.0000 +0.0235
THB 33.70 33.75 +0.08 +0.17
IDR 14344 14344 ▲10 ▲19
PHP 52.46 52.46 +0.20 +0.34
INR 76.31 76.51 +0.24 +0.37

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.936% +8.3 bp +21.5 bp
日本（10年） 0.248% +0.3 bp +0.3 bp
ユーロ圏（10年） 0.910% +6.8 bp +12.0 bp
オーストラリア（5年） 2.725% +10.0 bp ▲7.2 bp
シンガポール（5年） 2.375% ▲3.7 bp ▲12.5 bp
中国（5年） 2.573% +0.5 bp +6.5 bp
マレーシア（5年） 3.599% +0.0 bp +0.9 bp
タイ（5年） 1.968% +0.0 bp +14.3 bp
インドネシア（5年） 5.977% +3.4 bp +14.5 bp
フィリピン（5年） 5.115% +0.9 bp +1.7 bp
インド（5年） 6.786% ▲0.2 bp +3.3 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 貿易収支
(日本) 輪番　1-3y、3-5y、5-10y、10-25y
(アジア) 3月 豪　ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ 景気先行指数
(アジア) 中国　LPR（1Y、5Y）
(欧州) 2月 ﾕｰﾛ圏　貿易収支
(欧州) 2月 伊　貿易収支
(欧州) 3月 ﾕｰﾛ圏　EU27ｶ国新車登録台数
(欧州) 3月 独　PPI 
(欧州) 独　国債入札（30Y）
(米国) 3月 中古住宅販売件数
(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
(米国) ｴﾊﾞﾝｽ・ｼｶｺﾞ連銀総裁講演
(米国) ﾃﾞｲﾘｰ・ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ連銀総裁講演
(米国) ﾍﾞｰｼﾞｭﾌﾞｯｸ
(米国) 国債入札（20Y）

DOW（米国） 34,911.20 +1.5% +2.0%
N225（日本） 26,985.09 +0.7% +2.5%
STOXX50（ユーロ圏） 3,830.76 ▲0.5% ▲0.0%
ASX（オーストラリア） 4,219.72 ▲0.3% +0.2%
FTSTI（シンガポール） 3,307.13 +0.1% ▲0.7%
SSEC（中国） 3,194.03 ▲0.0% ▲0.6%
KLSE（マレーシア） 1,581.14 +0.0% ▲1.0%
SETI（タイ） 1,675.62 +0.5% +0.1%
JKSE（インドネシア） 7,199.232 ▲1.0% ▲0.2%
PSE（フィリピン） 7,037.74 +0.6% +2.1%
SENSEX（インド） 56,463.15 ▲1.2% ▲3.6%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 306.90 ▲2.9% +1.3%
金 1,950.09 ▲1.5% ▲0.8%
原油（WTI) 102.56 ▲5.2% +1.9%
銅 10,281.50 ▲0.2% ▲0.4%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 127.80 － 129.70
EUR/USD 1.0720 － 1.0850
AUD/USD 0.7300 － 0.7450
USD/SGD 1.3600 － 1.3730
USD/CNY 6.3950 － 6.4400
USD/MYR 4.2450 － 4.2800
USD/THB 33.60 － 33.95
USD/IDR 14320 － 14400

USD/PHP 52.10 － 52.70
USD/INR 76.10 － 76.80
 

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