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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円台半ばでオープン。5・10日に伴う実需のドル買いから仲値後に128円

台後半まで円安が進むも、日経平均株価を含めたアジア株の軟調推移、中国でコロナウイルスの感

染拡大により、上海だけでなく北京でもロックダウン実施されるとの見方から、リスクオフの流れが強

まると、クロス円主導で円高圧力が強まり、128円台前半付近まで下落した。

中国株は北京でのロックダウン懸念が嫌気され大幅安。前週末比5％超の下落となり、節目の3,000

を下回り、1年10か月ぶりの安値を付けた。USDCNHは6.61近辺まで大幅上昇、2営業日連続で1％

を超える上昇となった。海外時間には外貨準備率の引き上げを発表。

海外時間のドル円は米金利低下もあいまって、欧州時間に127円台後半まで下落。NYに入っても上

値の重さは変わらず、米長期金利が2.8％を割り込む動きを眺めながら安値127円半ばまで下落する

が、その後、米金利低下幅縮小や米株下げ渋りを受けて、ドル円も徐々に買い戻された。終盤には

128円台を回復し、そのままクローズ。

【金利】

米金利は大幅低下。引けにかけて多少水準を戻したが、前半の下げが大きく前週終値比では金利

低下。10年金利が一時2.8%を割り込む等、長期を中心に低下し、イールドカーブはフラット化した。

【予想】

昨日は米金利の上昇、円安が一服。FOMCを控えてブラックアウト期間に入り、ショートポジションを手

仕舞う動きも金利低下につながったと見られる。中国のロックダウンによりリスクオフも意識されやす

い状況下、FOMCまでは金利の昇余地が限られるか。市場での利上げ織り込みは7月までで6回を

超えているが、追加織り込み余地がさほど大きくないとも考えられる。

JPY 128.21 128.14 ▲0.36 +1.15
EUR 1.0739 1.0713 ▲0.0077 ▲0.0069
AUD 0.7180 0.7178 ▲0.0066 ▲0.0171
SGD 1.3749 1.3743 +0.0032 +0.0124
CNY 6.5491 6.5594 +0.0580 +0.1923
MYR 4.3556 4.3570 +0.0320 +0.1015
THB 34.00 34.04 +0.10 +0.37
IDR 14454 14458 +101 +104
PHP 52.42 52.42 +0.09 +0.15
INR 76.64 76.70 +0.21 +0.43

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.820% ▲7.9 bp ▲3.3 bp
日本（10年） 0.247% ▲0.3 bp +0.2 bp
ユーロ圏（10年） 0.837% ▲13.5 bp ▲0.5 bp
オーストラリア（5年） 2.918% +0.0 bp +29.3 bp
シンガポール（5年） 2.393% ▲7.0 bp ▲1.9 bp
中国（5年） 2.603% +0.0 bp +3.5 bp
マレーシア（5年） 3.840% +2.3 bp +24.1 bp
タイ（5年） 2.331% +11.5 bp +36.3 bp
インドネシア（5年） 6.316% +13.7 bp +37.3 bp
フィリピン（5年） 5.155% ▲9.0 bp +4.9 bp
インド（5年） 6.746% ▲6.9 bp ▲4.2 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 有効求人倍率 / 失業率
(日本) 基調的なｲﾝﾌﾚ率を捕捉するための指標
(日本) 輪番　3-5y、5-10y、25y
(アジア) 1Q  韓国　GDP
(アジア) 3月 NZ　ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ支出
(アジア) 3月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　鉱工業生産
(アジア) 3月 ﾀｲ　製造業生産指数 / 設備稼働率指数
(アジア) 3月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　財政収支
(欧州) 3月 愛　小売売上高
(欧州) 3月 英　公共部門純借入所要額 / 中央政府純借入所要額
(欧州) 3月 英　公共部門純借入額 / 公的部門純借入額
(欧州) 伊　国債入札（2Y）
(米国) 2月 FHFA住宅価格指数
(米国) 3月 新築住宅販売件数
(米国) 3月 耐久財受注(速) / 製造業受注-資本財(速)
(米国) 4月 ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ消費者信頼感
(米国) 4月 ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀製造業指数
(米国) 国債入札（2Y）

DOW（米国） 34,049.46 +0.7% ▲1.1%
N225（日本） 26,590.78 ▲1.9% ▲0.8%
STOXX50（ユーロ圏） 3,757.59 ▲2.1% ▲2.4%
ASX（オーストラリア） 4,106.36 ▲1.8% ▲3.0%
FTSTI（シンガポール） 3,339.59 ▲0.6% +1.1%
SSEC（中国） 2,928.51 ▲5.1% ▲8.4%
KLSE（マレーシア） 1,589.98 ▲0.7% +0.6%
SETI（タイ） 1,675.33 ▲0.9% +0.4%
JKSE（インドネシア） 7,215.979 ▲0.1% ▲0.8%
PSE（フィリピン） 7,020.83 +0.3% +0.4%
SENSEX（インド） 56,579.89 ▲1.1% ▲1.0%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 298.54 ▲1.9% ▲5.5%
金 1,897.83 ▲1.7% ▲4.1%
原油（WTI) 98.54 ▲3.5% ▲8.9%
銅 9,783.80 ▲3.3% ▲5.0%

*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 1.0680 － 1.0900
AUD/USD 0.7200 － 0.7470
USD/SGD 1.3610 － 1.3750
USD/CNY 6.4500 － 6.5500
USD/MYR 4.2900 － 4.3300
USD/THB 33.70 － 34.20
USD/IDR 14330 － 14400

USD/PHP 52.15 － 52.70
USD/INR 76.00 － 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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