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 為替    

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。大型連休を前にした実需のドル買いもあってか、公

示仲値決定のタイミングにかけて上昇し、米金利上昇も追い風となる中128円台前半まで上昇幅を

拡大し海外時間に渡った。

アジア通貨は、軟調。米金利が上昇する中、アジア通貨は対ドルで下落。タイバーツは2017年ぶりの

安値水準まで下落。タイ中銀が為替市場のボラティリティが拡大した場合、行動する用意があるとの

コメントを発表するも市場の反応は限定的となった。

海外時間のドル円は米金利が上昇する中、128円台半ばまで上昇幅を拡大。日銀政策決定会合を

控える中、積極的に上値を追う流れとはならず、同水準でもみ合いクローズ。

【金利】

米金利市場は、大幅上昇。5年超10年までのゾーンでほぼパラレルに10bps以上の上昇となった。米

州時間朝方の指標発表については本日もまちまちで影響は限定的。引き続き中国での感染拡大の

報道もある一方で、リスクオフ地合いに一服感が見られ、債券売り優勢となった。5年債入札結果は

最高落札利回りが発行前を上回り、発表後金利上昇。

【予想】

本日のドル円は底堅い値動きを予想。本日、日銀金融政策決定会合が予定されているが、27,28日

での指し値オペを通告済みであり緩和的なスタンスを維持することが見込まれ日米の金融政策差に

着目した円売りの流れが継続しドル円は底堅く推移しよう。

JPY 127.99 128.43 +1.20 +0.57
EUR 1.0622 1.0557 ▲0.0081 ▲0.0296
AUD 0.7162 0.7126 +0.0003 ▲0.0324
SGD 1.3790 1.3812 +0.0021 +0.0181
CNY 6.5569 6.5606 +0.0040 +0.1414
MYR 4.3603 4.3577 +0.0022 +0.0754
THB 34.36 34.32 +0.10 +0.56
IDR 14428 14422 +11 +66
PHP 52.13 52.12 ▲0.15 ▲0.36
INR 76.63 76.53 ▲0.05 +0.32

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.832% +11.1 bp ▲0.0 bp
日本（10年） 0.246% +0.1 bp ▲0.7 bp
ユーロ圏（10年） 0.801% ▲1.4 bp ▲5.6 bp
オーストラリア（5年） 2.862% ▲1.6 bp +6.5 bp
シンガポール（5年） 2.383% ▲3.1 bp ▲3.6 bp
中国（5年） 2.614% +1.1 bp +0.6 bp
マレーシア（5年） 3.900% +0.3 bp +17.1 bp
タイ（5年） 2.280% ▲3.5 bp +23.5 bp
インドネシア（5年） 6.287% ▲1.4 bp +24.0 bp
フィリピン（5年） 5.227% +0.9 bp +11.7 bp
インド（5年） 6.784% +1.6 bp +1.9 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 住宅着工件数 / 住宅着工戸数
(日本) 3月 小売売上高 / 百貨店･ｽｰﾊﾟｰ売上高
(日本) 3月 鉱工業生産(速)
(日本) 日銀　金融政策会合
(日本) 日銀展望ﾘﾎﾟｰﾄ 
(日本) 黒田日銀総裁会見
(アジア) 1Q ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　失業率
(アジア) 1Q 豪　輸入物価指数 / 輸出物価指数
(アジア) 3月 NZ　貿易収支
(アジア) 3月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　銀行貸出動向
(アジア) 4月 NZ　ANZ企業景況感
(アジア) 5月 韓国　景況判断
(欧州) 1Q 仏　求職者数合計
(欧州) 1Q 西　失業率
(欧州) 2月 伊　工業売上
(欧州) 3月 伊　時間当り賃金
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　景況感 / 鉱工業信頼感指数 / ｻｰﾋﾞｽ業信頼感指数
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　消費者信頼感(確)
(欧州) 4月 伊　景況感指数 / 消費者信頼感指数 / 製造業信頼感指数
(欧州) 4月 独　CPI(速)
(欧州) 4月 英　全国住宅価格
(欧州) 4月 西　CPI(速)
(米国) 1Q  GDP(速) / GDP価格指数(速)
(米国) 1Q  ｺｱPCEﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ(速)
(米国) 4月 ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀製造業活動
(米国) 国債入札（7Y）
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 33,301.93 +0.2% ▲5.3%
N225（日本） 26,386.63 ▲1.2% ▲3.1%
STOXX50（ユーロ圏） 3,734.64 +0.4% ▲4.2%
ASX（オーストラリア） 4,121.70 +0.4% ▲2.7%
FTSTI（シンガポール） 3,320.67 ▲0.0% ▲0.4%
SSEC（中国） 2,958.28 +2.5% ▲6.1%
KLSE（マレーシア） 1,585.98 ▲0.7% ▲0.5%
SETI（タイ） 1,661.89 ▲0.4% ▲1.1%
JKSE（インドネシア） 7,196.764 ▲0.5% ▲0.4%
PSE（フィリピン） 6,863.91 ▲1.7% ▲3.9%
SENSEX（インド） 56,819.39 ▲0.9% ▲0.4%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 305.71 +1.0% ▲0.5%
金 1,886.10 ▲1.0% ▲3.7%
原油（WTI) 102.02 +0.3% ▲0.7%
銅 9,866.50 +0.0% ▲3.2%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 127.20 － 129.40
EUR/USD 1.0500 － 1.0640
AUD/USD 0.7070 － 0.7230
USD/SGD 1.3750 － 1.3860
USD/CNY 6.5680 － 6.6150
USD/MYR 4.3480 － 4.3760
USD/THB 34.20 － 34.55
USD/IDR 14380 － 14550

USD/PHP 52.00 － 52.60
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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