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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

アジア時間のドル円は128円台後半でオープンし早朝にかけて一時129円台半ばまで上昇。129円

台前半で水準で推移する中、磯崎官房副長官から為替動向について言及があるも連日の当局関係

者からの発言も相次ぐ中、市場の反応は限定的となった。その後日本国債10年債利回りが0.25%に

迫る中、指値オペが通告されたが、事前の予想通りであり円売りとはならず、むしろ利食いと見られ

る円買いが優勢となり、米金利の低下も相まって128円台前半まで約1円程度の値幅を伴って反落。

同水準では押し目買い意欲も感じられ反発しアジア時間引けにかけ128円台半ばまで値を戻して海

外時間へ。

アジア通貨はまちまち。米金利低下を受けたドル売りの流れからシンガポールドル等は対ドルで上

昇。一方、人民元はフィキシングレートが事前予想対比人民元安に設定されたことを受け下落。ドル

売りの流れも強まる中で、一時は値を戻したが海外時間に入り再度下落。

海外時間のドル円は米金利が低下する中、ドル売りが優勢となり下落。欧州時間に127円台半ばま

で下落し米州時間へ。米州時間入り後、一時128円台前半まで買い戻す動きも見られたが再度ドル

売りが強まり反落。その後、米中古住宅販売件数が発表されるも予想通りの結果に市場は反応薄。

米州時間午後は127円台後半で小動きとなり同水準でクローズ。

【金利】

米金利市場は長期を中心に大幅低下となり、イールドカーブがフラット化した。前日に金利はＦＲＢに

よる早期大幅利上げ観測を背景に大幅上昇したが、その動きが行き過ぎであるとの見方が一部市

場参加者から聞かれ、特に材料がないなか反転の動きとなった。１０年債利回りは昨日のＮＹクロー

ズ後３%を試す動きが見られたが、結局は届かず反落。本日発表のベージュブック（地区連銀報告）

は特に新しい情報無く影響薄。

【予想】

米金利低下を受けドル円は反落。しかしながら日米の金融政策差が変化したわけではなく、引き続

き円売りトレンドは継続しよう。本日米州時間に予定されているパウエル議長講演はブラックアウト期

間前最後の発言機会となり、5月会合に向けどのような発言がなされるか注目。

JPY 128.65 127.86 ▲1.05 +2.24
EUR 1.0810 1.0853 +0.0065 ▲0.0035
AUD 0.7417 0.7450 +0.0076 ▲0.0001
SGD 1.3673 1.3631 ▲0.0047 +0.0007
CNY 6.4154 6.4192 +0.0257 +0.0510
MYR 4.2867 4.2823 +0.0268 +0.0508
THB 33.84 33.76 +0.01 +0.19
IDR 14357 14356 +12 ▲7
PHP 52.48 52.48 +0.02 +0.45
INR 76.48 76.21 ▲0.30 +0.03

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.832% ▲10.4 bp +13.3 bp
日本（10年） 0.253% +0.5 bp +1.3 bp
ユーロ圏（10年） 0.857% ▲5.3 bp +9.1 bp
オーストラリア（5年） 2.797% +7.2 bp +4.7 bp
シンガポール（5年） 2.419% +4.4 bp ▲3.2 bp
中国（5年） 2.608% +3.5 bp +10.0 bp
マレーシア（5年） 3.729% +13.0 bp +14.9 bp
タイ（5年） 2.045% +7.7 bp +22.0 bp
インドネシア（5年） 6.047% +7.0 bp +19.9 bp
フィリピン（5年） 5.110% ▲0.5 bp +1.9 bp

インド（5年） 6.765% ▲2.1 bp ▲7.1 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 工作機械受注(確)
(日本) 流動性供給入札
(アジア) 1Q NZ　CPI
(アジア) 3月 NZ　非居住者 国債保有率
(アジア) 3月 中国　SWIFT ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ支払 CNY
(アジア) 3月 豪　RBA FX取引市場
(アジア) 3月 韓国　PPI 
(アジア) 4月 韓国　輸出 20日間 / 輸入 20日間
(欧州) 2月 ﾕｰﾛ圏　建設業生産高
(欧州) 2月 西　住宅取引
(欧州) 3月 ﾕｰﾛ圏　CPI(確)
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　消費者信頼感
(欧州) 4月 仏　企業景況感 / 製造業信頼感指数
(欧州) 4月 仏　生産ｱｳﾄﾙｯｸ指数 / 景況感指数
(欧州) 4月 英　英国産業連盟
(米国) 3月 先行指数
(米国) 4月 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況
(米国) G7財務相・中銀総裁会議（ﾜｼﾝﾄﾝ）
(米国) TIPS入札（5Y）
(米国) ﾊﾟｳｴﾙFRB議長・ﾗｶﾞﾙﾄﾞECB総裁講演
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 35,160.79 +0.7% +1.7%
N225（日本） 27,217.85 +0.9% +1.4%
STOXX50（ユーロ圏） 3,896.81 +1.7% +1.8%
ASX（オーストラリア） 4,236.24 +0.4% +0.6%
FTSTI（シンガポール） 3,335.32 +0.9% ▲0.2%
SSEC（中国） 3,151.05 ▲1.3% ▲1.1%
KLSE（マレーシア） 1,593.75 +0.8% ▲0.2%
SETI（タイ） 1,680.35 +0.3% +0.4%
JKSE（インドネシア） 7,227.362 +0.4% ▲0.5%
PSE（フィリピン） 7,142.42 +1.5% +2.3%
SENSEX（インド） 57,037.50 +1.0% ▲2.2%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 307.24 +0.1% ▲0.3%
金 1,957.77 +0.4% ▲1.0%
原油（WTI) 102.75 +0.2% ▲1.4%
銅 10,196.00 ▲0.8% ▲0.9%

*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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