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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130円台前半でｵｰﾌﾟﾝ。米金利が底堅く推移したことに連れドル円も130円台

後半まで上昇。しかしながらその後は、米雇用統計を控える中、様子見ムードの展開となり、130円

台半ばまで水準を戻して海外時間に渡った。

欧州時間、ドル円は130円台前半まで反落し130円台半ばで米州時間入り。米州時間朝方は米4月

雇用統計で失業率が3.6％と予想3.5％まで低下しなかったことや、平均時給（前月比）が予想を下

回ったことから一旦下落するが、時給に関しては前回分が上方修正されたことや非農業部門雇用者

数変化が予想を上回ったこともあり、引き続き労働市場の需給がひっ迫していることが確認され、

130円台半ばまで戻す。その後は利益確定の売りが持ち込まれ再度130円台前半まで反落したが、

米州時間午後は米長期金利が上昇する動きや、バーキン・リッチモンド連銀総裁が「75bpの支持を

排除しない」と発言したことが伝わったこともあり、ドル円も反発し130円台半ばでクローズした。

アジア通貨は、軟調。米金利上昇を受けドル買いが進展する中、対ドルで軟調に推移。ドル/人民元

は注目されていた6.70水準を上抜け高値(人民元安)を更新、2020年ぶりの安値水準。

【金利】

昨日の米債利回りは上昇。米10年債は明確に3.0%を上抜けて、3.10%にタッチする展開。前日は

FOMC後のパウエルFRB議長会見で75bpの大幅利上げに関して積極的に検討していない旨の発言

が出たことから金利が低下したものの、その反動もあり債券は戻り売りが優勢。

【予想】

先週末の雇用統計は米労働市場が引き続きひっ迫していることを裏付けており、米金利を正当化す

る内容。引き続き、米金利上昇ドル高のトレンドが継続するものと予想しており、ドル円も堅調に推

移しよう。

JPY 130.51 130.56 +0.36 +0.86
EUR 1.0524 1.0551 +0.0009 +0.0006
AUD 0.7077 0.7076 ▲0.0036 +0.0015
SGD 1.3861 1.3852 +0.0006 +0.0018
CNY 6.6826 6.6668 +0.0110 +0.0583
MYR 4.3743 4.3665 +0.0177 +0.0127
THB 34.39 34.35 +0.27 +0.09
IDR 14481 14497 +0 +0
PHP 52.50 52.50 +0.10 +0.30
INR 76.80 76.93 +0.67 +0.50

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.127% +9.0 bp +19.3 bp
日本（10年） 0.244% +1.3 bp +1.4 bp
ユーロ圏（10年） 1.132% +8.8 bp +19.4 bp
オーストラリア（5年） 3.213% +7.3 bp +31.8 bp
シンガポール（5年） 2.607% +13.8 bp +21.0 bp
中国（5年） 2.608% ▲2.9 bp ▲2.9 bp
マレーシア（5年） 4.159% +23.2 bp +25.1 bp
タイ（5年） 2.539% +6.8 bp +23.9 bp
インドネシア（5年） 6.322% +0.0 bp +0.0 bp
フィリピン（5年） 5.271% +17.9 bp +18.4 bp
インド（5年） 7.272% +9.1 bp +44.2 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 実質賃金総額 / 毎月勤労統計-現金給与総額

(日本) 3月 日銀　議事要旨

(日本) 4月 複合PMI(確) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(確)
(アジア) 1Q ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　GDP
(アジア) 4月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　CPI
(アジア) 4月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　外貨準備高

(アジア) 4月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　外貨準備高

(アジア) 4月 中国　貿易収支

(アジア) 4月 中国　資金調達総額 / 新規人民元建て融資

(アジア) 4月 韓国　対家計銀行貸出合計

(アジア) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ大統領選

(アジア) 休場 香港

(欧州) 3月 仏　経常収支

(欧州) 3月 愛　鉱工業生産

(欧州) 4月 愛　登録失業者数

(欧州) 5月 ﾕｰﾛ圏　ｾﾝﾃｨｯｸｽ投資家信頼感

(欧州) 独　国債入札（6M）
(米国) 3月 卸売在庫(確) / 卸売売上高

DOW（米国） 32,899.37 ▲0.3% ▲0.2%
N225（日本） 27,003.56 +0.7% +0.6%
STOXX50（ユーロ圏） 3,629.17 ▲1.8% ▲4.6%
ASX（オーストラリア） 4,083.36 ▲1.5% ▲2.4%
FTSTI（シンガポール） 3,291.89 ▲1.5% ▲1.9%
SSEC（中国） 3,001.56 ▲2.2% ▲1.5%
KLSE（マレーシア） 1,564.34 ▲1.2% ▲2.3%
SETI（タイ） 1,629.58 ▲0.8% ▲2.3%
JKSE（インドネシア） 7,228.914 +0.0% +0.0%
PSE（フィリピン） 6,759.90 ▲1.6% +0.4%
SENSEX（インド） 54,835.58 ▲1.6% ▲3.9%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 311.32 ▲0.8% +1.0%
金 1,883.81 +0.4% ▲0.7%
原油（WTI) 109.77 +1.4% +4.9%
銅 9,411.00 ▲1.1% ▲3.7%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 128.30 － 131.00
EUR/USD 1.0480 － 1.0640
AUD/USD 0.7030 － 0.7280
USD/SGD 1.3720 － 1.3900
USD/CNY 6.6190 － 6.6950
USD/MYR 4.3120 － 4.3750
USD/THB 33.80 － 35.00
USD/IDR 14400 － 14600
USD/PHP 52.00 － 52.90

USD/INR 75.90 － 77.00
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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