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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ｱｼﾞｱ時間は、米金利上昇株安ﾄﾞﾙ高となった米国時間の流れを引き継ぎ、多くの国で株安ﾄﾞﾙ高と

なった。本邦では日経平均が一時600円超の急落を見せる中、ﾄﾞﾙ円は朝方128円台後半で推移し

ていたが、昼過ぎに、この日開催された日米財務相会談にて為替協調介入について議論がされたと

の報道を受けて127円台後半まで70銭程度下落。ただ売りは長続きせず程なくして128円台を回復し

た。他のｱｼﾞｱ通貨も、PBoCによる元安容認が意識されている人民元等を中心に大半の通貨が対ﾄﾞ

ﾙで軟調に推移した。

欧州時間も株が大幅安。為替市場では英3月小売売上高が予想を大幅に下回る内容となりGBPが

1%を超える急落。これがけん引しｱｼﾞｱ時間からのﾄﾞﾙ買いが継続することとなった。さらに米国時間

に入ると主要株価指数が軒並み下落したことで、ﾘｽｸｵﾌのﾄﾞﾙ高が加速。BRLやCOP、AUD、CADな

ど資源国通貨を中心にﾄﾞﾙが上げ幅を拡大した。こうした中、ﾄﾞﾙ円は、黒田日銀総裁が講演にて「円

下落でも積極的な金融緩和継続する必要」とｺﾒﾝﾄしたことが伝わると一時129円付近まで上昇する

場面も見られたが、株安や米金利低下が重しとなり、その後は上げ幅を縮小。128円台半ばでｸﾛｰｽﾞ

した。

【金利】

米債利回りは10年以下で低下。ｶｰﾌﾞは10年超がｽﾃｨｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ。米10年債利回りは2.9％台前半で取

引を開始したあと、ｱｼﾞｱ時間から利上げ織り込みか加速し、10年債利回りは2.96％付近まで上昇。5

月、6月、7月会合での50利上げが織り込まれる。その後、欧州時間は序盤こそ債券は売られたが、

株安や英国金利の低下を見ながら米債もじりじりと下げ幅を縮小。米国時間に入るとﾘｽｸｵﾌの加速

で債券買いは加速し、米10年債回りは、2.88％付近（前日比▲2bp）まで水準を切り下げてｸﾛｰｽﾞし

た。

【予想】

今週は27～28日に日銀金融政策決定会合の開催が予定されており、翌29日から本邦はGW休暇に

入る。BOJでは金融政策の変更は見通されておらず、足許の円安基調を転換させるような発言も出

ないだろう。但し、日米財務相会談の報道に対する反応を見るに、当局の対応への市場の注目度は

高まっているとみられ、会合に向けて警戒感が高まりそうだ。またそれと前後して月末に絡む実需の

ﾌﾛｰが市場に持ち込まれる可能性が高いため、週央以降はﾄﾞﾙ円の上値が重くなるだろう。

JPY 128.06 128.50 +0.12 +2.04
EUR 1.0807 1.0790 ▲0.0044 ▲0.0020
AUD 0.7314 0.7244 ▲0.0130 ▲0.0151
SGD 1.3646 1.3711 +0.0074 +0.0141
CNY 6.4733 6.5014 +0.0507 +0.1299
MYR 4.3187 4.3250 +0.0360 +0.0895
THB 33.93 33.94 +0.12 +0.37
IDR 14361 14357 +13 +13
PHP 52.32 52.33 ▲0.04 +0.30
INR 76.36 76.49 +0.33 +0.30

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.899% ▲1.1 bp +7.1 bp
日本（10年） 0.250% ▲0.1 bp +0.9 bp
ユーロ圏（10年） 0.972% +2.4 bp +13.0 bp
オーストラリア（5年） 2.918% +8.8 bp +29.3 bp
シンガポール（5年） 2.463% +5.1 bp +14.2 bp
中国（5年） 2.603% +2.0 bp +7.1 bp
マレーシア（5年） 3.817% +11.2 bp +24.4 bp
タイ（5年） 2.216% +8.3 bp +39.1 bp
インドネシア（5年） 6.179% +8.3 bp +30.1 bp
フィリピン（5年） 5.245% +12.0 bp +14.9 bp

インド（5年） 6.815% +1.5 bp ▲2.1 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 2月 景気動向指数(確)
(日本) 3月 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数 
(日本) 3月 全国百貨店売上高 / 東京地区百貨店売上高

(アジア) 3月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　CPI
(アジア) 3月 韓国　小売売上高 / 百貨店売上高 / ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ売上高

(アジア) 4月 ﾍﾞﾄﾅﾑ　CPI / 貿易収支 / 鉱工業生産

(アジア) 休場 豪州、NZ
(欧州) 2月 ﾕｰﾛ圏　建設業生産高

(欧州) 3月 西　PPI
(欧州) 4月 独　IFO企業景況感指数

(欧州) 4月 英　CBI楽観指数

(欧州) 休場 ｷﾞﾘｼｬ、伊
(欧州) 独　国債入札（6M、12M）
(米国) 3月 ｼｶｺﾞ連銀全米活動指数

(米国) 4月 ﾀﾞﾗｽ連銀製造業活動

DOW（米国） 33,811.40 ▲2.8% ▲1.9%
N225（日本） 27,105.26 ▲1.6% +0.0%
STOXX50（ユーロ圏） 3,840.01 ▲2.2% ▲0.2%
ASX（オーストラリア） 4,180.65 ▲1.4% ▲1.2%
FTSTI（シンガポール） 3,361.11 +0.4% +0.8%
SSEC（中国） 3,086.92 +0.2% ▲3.9%
KLSE（マレーシア） 1,601.97 +0.2% +0.8%
SETI（タイ） 1,690.59 +0.0% +1.0%
JKSE（インドネシア） 7,225.606 ▲0.7% ▲0.1%
PSE（フィリピン） 6,998.59 ▲0.9% +0.2%
SENSEX（インド） 57,197.15 ▲1.2% ▲2.0%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 304.23 ▲1.6% ▲2.5%
金 1,931.60 ▲1.0% ▲2.4%
原油（WTI) 102.07 ▲1.7% ▲4.6%
銅 10,113.25 ▲1.5% ▲1.8%

*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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