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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ｱｼﾞｱ時間のﾄﾞﾙ円は128円前半のﾚﾍﾞﾙでｵｰﾌﾟﾝ。仲値にかけて128円台半ばまで買われた後は方向

感無く推移。鈴木財務相による「G7財務相会議において、為替は主要議題にならなかった」との発

言を受け、正午にかけて上昇も、その後勢い続かず。日米財務相会談を控えた警戒感もあってか、

やや値を落とし、128円台前半ﾚﾍﾞﾙで海外時間へ。

ｱｼﾞｱ通貨はまちまち。ｴﾈﾙｷﾞｰ価格の持ち直しを受けてｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰが小幅に上昇。他方、上海ﾛｯｸﾀﾞｳﾝ

の影響が懸念される人民元は続落している。

海外時間のﾄﾞﾙ円は128円ちょうど付近でｽﾀｰﾄ。G7財務相・中央銀行総裁会議で新たな円安けん制

発言は見当たらず、ﾄﾞﾙ円は伸び悩む。欧州時間では対ﾕｰﾛのﾄﾞﾙ売りが重しなり、127円台後半の

水準まで下落後、128円台前半へ戻しNYｵｰﾌﾟﾝ。朝方は米失業保険の新規申請件数・継続受給者

が発表されるも予想範囲内の結果に市場の反応は限定的。その後、米金利上昇を眺めながらの買

いが進み、さらにﾃﾞｲﾘｰSF連銀総裁の「複数回の会合で50bpの利上げを決定する可能性は高い」の

発言が伝わり、短期金融市場が7月に3回目の50bp利上げを100%織り込むと、ﾄﾞﾙ買いも加速しﾄﾞﾙ

円は128円台後半の水準まで上昇。午後はﾊﾟｳｴﾙFRB議長とﾗｶﾞﾙﾄﾞECB総裁が参加している討論会

が注目され、ﾊﾟｳｴﾙFRB議長からは5月FOMCで50bp利上げが議題となる等の発言が伝わるが、既

に織り込み済みのためか、その後は米金利の低下とともに128円台前半まで反落。終盤は小動きと

なり、128円台半ばの水準でｸﾛｰｽﾞ。

【金利】

米債利回りは上昇。欧州時間に米金利は狭いﾚﾝｼﾞで推移していたが、NY時間に入り原油先物が上

昇する局面では、米金利もこれに追随し上昇。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は上昇しやすい地合いが継続している。本邦当局者からの円安懸念発言は目先の実弾介入

に繋がるものではなく、G20あるいはG7財務省・中銀総裁会議でも円安懸念は共有されなかった。ﾄﾞ

ﾙ円は引き続き、米金利上昇と共に上昇しやすい状況が続くだろう。

JPY 128.03 128.38 +0.52 +2.50
EUR 1.0929 1.0834 ▲0.0019 +0.0006
AUD 0.7456 0.7374 ▲0.0076 ▲0.0045
SGD 1.3605 1.3637 +0.0006 +0.0068
CNY 6.4453 6.4507 +0.0315 +0.0723
MYR 4.2879 4.2890 +0.0067 +0.0585
THB 33.81 33.82 +0.07 +0.25
IDR 14343 14344 ▲12 +0
PHP 52.37 52.37 ▲0.11 +0.34
INR 76.12 76.16 ▲0.05 ▲0.02

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.910% +7.8 bp +8.2 bp
日本（10年） 0.251% ▲0.2 bp +2.0 bp
ユーロ圏（10年） 0.948% +9.1 bp +10.6 bp
オーストラリア（5年） 2.830% +3.3 bp +20.5 bp
シンガポール（5年） 2.412% ▲0.7 bp +9.1 bp
中国（5年） 2.583% ▲2.5 bp +5.1 bp
マレーシア（5年） 3.705% ▲2.4 bp +14.6 bp
タイ（5年） 2.133% +8.8 bp +30.8 bp
インドネシア（5年） 6.096% +4.9 bp +21.8 bp
フィリピン（5年） 5.125% +1.5 bp +3.2 bp

インド（5年） 6.800% +3.5 bp ▲3.6 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 全国CPI
(日本) 4月 PMI製造業(速) / PMIｻｰﾋﾞｽ業(速)
(アジア) 3月 ﾀｲ　貿易収支

(アジア) 3月 ﾏﾚｰｼｱ　CPI
(アジア) 4月 豪　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 2月 ｷﾞﾘｼｬ　経常収支

(欧州) 2月 ﾕｰﾛ圏　ECBﾕｰﾛ圏経常収支

(欧州) 2月 伊　経常収支

(欧州) 3月 愛　PPI
(欧州) 3月 英　小売売上高

(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 4月 仏　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 4月 独　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 4月 英　GfK消費者信頼感

(欧州) 4月 英　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) ﾕｰﾛ圏　政府債務/GDP比率

(米国) 4月 製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)

DOW（米国） 34,792.76 ▲1.0% +1.0%
N225（日本） 27,553.06 +1.2% +1.4%
STOXX50（ユーロ圏） 3,928.03 +0.8% +2.1%
ASX（オーストラリア） 4,238.12 +0.0% +0.1%
FTSTI（シンガポール） 3,348.46 +0.4% +0.4%
SSEC（中国） 3,079.81 ▲2.3% ▲4.5%
KLSE（マレーシア） 1,598.32 +0.3% +0.2%
SETI（タイ） 1,690.55 +0.6% +1.0%
JKSE（インドネシア） 7,276.193 +0.7% +0.6%
PSE（フィリピン） 7,061.49 ▲1.1% +1.1%
SENSEX（インド） 57,911.68 +1.5% ▲0.7%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 309.21 +0.6% ▲0.9%
金 1,951.62 ▲0.3% ▲1.1%
原油（WTI) 103.79 +1.0% ▲3.0%
銅 10,272.00 +0.7% ▲0.2%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 127.00 － 130.00
EUR/USD 1.0720 － 1.0900
AUD/USD 0.7300 － 0.7470
USD/SGD 1.3600 － 1.3730
USD/CNY 6.4500 － 6.4900
USD/MYR 4.2600 － 4.2950
USD/THB 33.60 － 34.10
USD/IDR 14320 － 14400

USD/PHP 52.15 － 52.70
USD/INR 75.90 － 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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