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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127円台前半でオープン。米債利回りの低下基調や、月末絡みの持ち高調整

で上値重く推移。その後、米債利回りが反発したことや、クロス円での円高が一服したことを受けてド

ル円は一時128円台前半まで値を上げ、結局127円台後半で海外時間に渡った。

アジア通貨は、底堅く推移。先週パーム油の禁輸を発表したインドネシアが、パーム原油は対象外と

説明した為、ルピアはしっかりとした推移となった。

海外時間のドル円は耐久財受注件数などの米経済指標発表に特段反応せず、海外時間の流れを

引き継ぎ、節目手前の127円近辺まで売り込まれた。しかし、米金利低下が一巡するとドル円は買い

戻し優勢となり、127円台半ばまで反発。午後はじり高推移で、終盤は米企業決算で売上高が予想

に届かなかったことを受けて下げ幅を拡大。米株を眺めながら127円台前半まで反落しクローズ。

【金利】

米金利市場は、昨日に続き大幅低下。米州時間朝方には多数の経済指標発表があったが全体的

にまちまちな内容だったことで反応薄。引き続き中国のロックダウンの報道が注目され、リスクオフ

地合いからの債券買いへとつながった。中期ゾーンで特に金利低下。

【予想】

引き続き米金利の動きがドル円の重石となっている。中国のロックダウンによる景気後退リスクが引

き続き懸念であり、米金利は上値重い推移が続きそうだ。ドル円は上値重く、アジア通貨は底堅い

推移となるのではないか。

JPY 127.91 127.23 ▲0.91 ▲1.68
EUR 1.0679 1.0638 ▲0.0075 ▲0.0150
AUD 0.7186 0.7123 ▲0.0055 ▲0.0251
SGD 1.3741 1.3791 +0.0048 +0.0113
CNY 6.5533 6.5566 ▲0.0028 +0.1631
MYR 4.3526 4.3555 ▲0.0015 +0.1000
THB 34.25 34.22 +0.18 +0.47
IDR 14411 14411 ▲47 +67
PHP 52.27 52.27 ▲0.15 ▲0.20
INR 76.65 76.58 ▲0.11 +0.07

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.721% ▲9.9 bp ▲21.6 bp
日本（10年） 0.245% ▲0.2 bp ▲0.3 bp
ユーロ圏（10年） 0.815% ▲2.2 bp ▲9.5 bp
オーストラリア（5年） 2.878% ▲4.0 bp +15.3 bp
シンガポール（5年） 2.414% +2.1 bp +3.9 bp
中国（5年） 2.603% +0.0 bp +3.0 bp
マレーシア（5年） 3.897% +5.7 bp +29.8 bp
タイ（5年） 2.315% ▲1.6 bp +34.7 bp
インドネシア（5年） 6.301% ▲1.5 bp +32.4 bp
フィリピン（5年） 5.218% +6.3 bp +10.3 bp
インド（5年） 6.768% +2.2 bp ▲1.8 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 国債入札（2Y）
(アジア) 1Q 豪　CPI
(アジア) 1Q 豪　CPIﾄﾘﾑ平均値 / CPI加重中央値
(アジア) 3月 中国　工業企業利益
(アジア) 4月 韓国　消費者信頼感
(アジア) 南北首脳の板門店宣言から4年
(欧州) 2月 西　住宅融資総額 / 住宅ﾛｰﾝ承認
(欧州) 3月 独　小売売上高
(欧州) 4月 仏　消費者信頼感
(欧州) 4月 英　英国産業連盟 / 英国産業連盟
(欧州) 5月 独　GfK消費者信頼感
(欧州) 伊　国債入札（6M）
(欧州) 独　国債入札（15Y）
(米国) 3月 中古住宅販売仮契約
(米国) 3月 前渡商品貿易収支 / 卸売在庫(速) / 小売在庫
(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
(米国) 国債入札（5Y）

DOW（米国） 33,240.18 ▲2.4% ▲4.8%
N225（日本） 26,700.11 +0.4% ▲1.1%
STOXX50（ユーロ圏） 3,721.36 ▲1.0% ▲2.9%
ASX（オーストラリア） 4,105.76 ▲0.0% ▲2.7%
FTSTI（シンガポール） 3,322.05 ▲0.5% +0.5%
SSEC（中国） 2,886.43 ▲1.4% ▲9.6%
KLSE（マレーシア） 1,596.68 +0.4% +1.0%
SETI（タイ） 1,668.97 ▲0.4% ▲0.4%
JKSE（インドネシア） 7,232.153 +0.2% +0.5%
PSE（フィリピン） 6,980.02 ▲0.6% ▲0.8%
SENSEX（インド） 57,356.61 +1.4% +1.6%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 302.67 +1.4% ▲1.4%
金 1,905.51 +0.4% ▲2.3%
原油（WTI) 101.70 +3.2% ▲0.8%
銅 9,863.50 +0.8% ▲4.1%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 126.80 － 128.80
EUR/USD 1.0580 － 1.0760
AUD/USD 0.7080 － 0.7250
USD/SGD 1.3720 － 1.3830
USD/CNY 6.5550 － 6.6150
USD/MYR 4.3500 － 4.3880
USD/THB 34.15 － 34.50
USD/IDR 14400 － 14600

USD/PHP 52.00 － 52.80
USD/INR 76.30 － 77.50
 

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