
   
 
   
 Mizuho Daily Market Report  

 2022/4/29  

   
 為替    

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円台半ばの水準でｵｰﾌﾟﾝ。本邦大型連休を前に実需の買いが見られ仲値

にかけてﾄﾞﾙ円は128円台後半の水準まで上昇。その後、日銀の金融政策決定会合では、現状の緩

和的な政策の維持が発表され、加えて指し値オペを原則毎営業日実施することが明らかになった。

これを受けてﾄﾞﾙ円は130円台前半の水準まで上昇し、海外時間に渡った。

ｱｼﾞｱ通貨はやや軟調。引続き米金利上昇の伴うﾄﾞﾙ高地合いが続いている。

海外市場のﾄﾞﾙ円は、日銀金融政策決定会合にて予想通り政策金利やフォワードガイダンスには変

更はなく、金額無制限の指値オペを原則毎営業日実施されることが伝わると買いで反応。黒田日銀

総裁が記者会見で円安が全体としてプラスであること、緩和的政策継続の姿勢が改めて示されたこ

ろを受けて、買いは止まらず、一時131円台へ乗せたのち、130円台後半の水準でNYｵｰﾌﾟﾝ。朝方発

表された米第一四半期GDPの速報値が前期比年率ﾍﾞｰｽで予想外のﾏｲﾅｽとなったことから売りで反

応し、一時130円台前半まで急落するが、押し目買いが入りすぐに持ち直す。その後、日銀とFRBの

金融政策の方向性の違い再び意識される中、再び131円台を回復。米金利や米株の上昇もあいまっ

てﾄﾞﾙ円は上昇。午後は買いが一巡後するも、131円ちょうど付近で底堅く推移。終盤は小動きとな

り、130円台後半の水準でｸﾛｰｽﾞ。

【金利】

米債利回りは小幅に低下。この日発表された米第一四半期GDPは予想比弱い結果が示された一

方、労働市場の堅調さも同時に示され、概ね確りとした推移となった。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は引き続き底堅い値動きを予想。日銀金融政策決定会合では緩和的政策継続が示され、更

に本邦休日となるなか、引き続き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 130.59 130.85 +2.42 +2.47
EUR 1.0559 1.0499 ▲0.0058 ▲0.0335
AUD 0.7154 0.7097 ▲0.0029 ▲0.0277
SGD 1.3846 1.3868 +0.0056 +0.0231
CNY 6.6072 6.6266 +0.0660 +0.1759
MYR 4.3640 4.3643 +0.0066 +0.0753
THB 34.46 34.46 +0.14 +0.63
IDR 14493 14497 +75 +153
PHP 52.25 52.26 +0.14 ▲0.11
INR 76.54 76.49 ▲0.04 +0.33

 

金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.822% ▲0.9 bp ▲8.7 bp
日本（10年） 0.230% ▲1.6 bp ▲2.1 bp
ユーロ圏（10年） 0.900% +9.9 bp ▲4.8 bp
オーストラリア（5年） 2.860% ▲0.2 bp +3.0 bp
シンガポール（5年） 2.400% +1.7 bp ▲1.2 bp
中国（5年） 2.636% +2.2 bp +5.3 bp
マレーシア（5年） 3.916% +1.6 bp +21.1 bp
タイ（5年） 2.284% +0.3 bp +15.1 bp
インドネシア（5年） 6.322% +3.5 bp +22.6 bp
フィリピン（5年） 5.231% +0.4 bp +10.6 bp
インド（5年） 6.829% +4.5 bp +2.9 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 休場 昭和の日
(アジア) 1Q  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　URA民間住宅価格(確)
(アジア) 1Q 豪　PPI 
(アジア) 3月 ｲﾝﾄﾞ　ｲﾝﾌﾗ産業8業種
(アジア) 3月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国外居住者預金･残高
(アジア) 3月 ﾀｲ　国際収支
(アジア) 3月 豪　民間部門信用
(アジア) 3月 韓国　鉱工業生産 / 景気先行指数変化
(アジア) 4月 NZ　ANZ消費者信頼感指数
(アジア) 4月 中国　Caixin製造業PMI
(欧州) 1Q  ﾕｰﾛ圏　GDP
(欧州) 1Q  仏　GDP(速)
(欧州) 1Q  伊　GDP(速)
(欧州) 1Q  独　GDP(速)
(欧州) 1Q  西　GDP(速)
(欧州) 2月 ｷﾞﾘｼｬ　小売売上高
(欧州) 2月 西　経常収支
(欧州) 3月 仏　PPI
(欧州) 3月 仏　消費者支出
(欧州) 3月 伊　PPI
(欧州) 3月 西　小売売上高
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　CPI(速)
(欧州) 4月 仏　CPI(速)
(欧州) 4月 伊　CPI(速)
(欧州) 4月 英　ﾛｲｽﾞ景気指数
(欧州) 伊　国債入札（5Y、10Y）
(米国) 1Q 雇用ｺｽﾄ指数(確)
(米国) 3月 個人所得 / 個人支出 / 実質個人支出
(米国) 3月 個消物価ﾃﾞﾌﾚｰﾀ / PCEｺｱﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ
(米国) 4月 MNIｼｶｺﾞPMI
(米国) 4月 ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者ﾏｲﾝﾄﾞ(確)

DOW（米国） 33,916.39 +1.8% ▲2.5%
N225（日本） 26,847.90 +1.7% ▲2.6%
STOXX50（ユーロ圏） 3,777.02 +1.1% ▲3.8%
ASX（オーストラリア） 4,165.89 +1.1% ▲1.7%
FTSTI（シンガポール） 3,335.09 +0.4% ▲0.4%
SSEC（中国） 2,975.49 +0.6% ▲3.4%
KLSE（マレーシア） 1,597.31 +0.7% ▲0.1%
SETI（タイ） 1,667.74 +0.4% ▲1.3%
JKSE（インドネシア） 7,228.914 +0.4% ▲0.6%
PSE（フィリピン） 6,909.45 +0.7% ▲2.2%
SENSEX（インド） 57,521.06 +1.2% ▲0.7%
 

商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 308.02 +0.8% ▲0.4%
金 1,894.45 +0.4% ▲2.9%
原油（WTI) 105.36 +3.3% +1.5%
銅 9,696.00 ▲1.7% ▲5.6%

*1週間前の終値と比較

 

【本日の予想レンジ】

USD/JPY 128.00 － 131.50
EUR/USD 1.0470 － 1.0640
AUD/USD 0.7000 － 0.7230
USD/SGD 1.3800 － 1.3920
USD/CNY 6.5680 － 6.7000
USD/MYR 4.3480 － 4.3760
USD/THB 34.20 － 34.55
USD/IDR 14400 － 14550

USD/PHP 52.00 － 52.60
USD/INR 76.30 － 77.20
 

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