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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130円台後半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。特段の材料はなかったものの日米金融政策の

違いを背景に底堅い推移となり、一時131円台前半の水準まで上昇。その後も底堅い推移が続き、

131円台前半の水準にて海外時間へ渡った。

ｱｼﾞｱ通貨は総じて軟調。中国上海のﾛｯｸﾀﾞｳﾝ強化による同国経済の圧迫懸念や世界経済への影響

が懸念されるなか、総じて軟調推移となった。

海外市場のﾄﾞﾙ円は、米長期金利上昇を受けたﾄﾞﾙ買いが強まり、一時131円台半ばの水準まで上

昇。その後は海外ﾘｱﾙﾏﾈｰ勢による米国債買いが中長期ゾーンで散見されるとの話もあるなか、米

長期金利が下落する展開にﾄﾞﾙ売りが優勢となりﾄﾞﾙ円は下落。130円台後半の水準にてNYｵｰﾌﾟﾝ。

NY時間朝方は、ﾎﾞｽﾃｨｯｸ・ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁より「50bpより大きい利上げは必要ない」との発言が伝

わったこともありﾄﾞﾙ売りが先行し、ﾄﾞﾙ円は130円台半ばまで下落。その後、NY連銀発表の月次調

査によると、1年先のｲﾝﾌﾚ期待が中央値で6.3％と前回の6.6％から低下した一方、3年先の中央値

が3.9％と前回3.7％から上昇したからか、一旦長期金利が下げ止まり、ﾄﾞﾙ円は130円台後半まで戻

す。しかしその後は再び下落に転じ、130円台前半の水準まで下落したのち、同水準を維持しｸﾛｰｽﾞ

となった。

【金利】

米債利回りは低下。欧州時間序盤からﾘｽｸ資産価格が下落する中、中期ｿﾞｰﾝを中心に米金利が低

下し、ｶｰﾌﾞがﾂｲｽﾄ・ｽﾃｨｰﾌﾟ化。その後はﾘｽｸｵﾌ地合いのもとで米長期金利も低下に転じた。

【予想】

中国のｺﾛﾅ規制強化を受けた資源価格や株価動向に注目。米株価の調整と共に米金利の低下が続

く場合、ﾄﾞﾙ円は一時敵に130円割れとなる展開もあり得るだろう。

JPY 131.22 130.29 ▲0.27 +0.13
EUR 1.0511 1.0561 +0.0010 +0.0054
AUD 0.7008 0.6952 ▲0.0124 ▲0.0098
SGD 1.3928 1.3907 +0.0055 +0.0043
CNY 6.7265 6.7308 +0.0640 +0.1223
MYR 4.3840 4.3845 +0.0180 +0.0307
THB 34.58 34.61 +0.27 +0.36
IDR 14572 14558 +61 +61
PHP 52.67 52.50 +0.00 +0.12
INR 77.48 77.46 +0.53 +0.95

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 3.034% ▲9.3 bp +5.3 bp
日本（10年） 0.248% +0.4 bp +1.7 bp
ユーロ圏（10年） 1.095% ▲3.7 bp +12.7 bp
オーストラリア（5年） 3.253% +4.0 bp +23.6 bp
シンガポール（5年） 2.708% +10.1 bp +31.1 bp
中国（5年） 2.596% ▲1.2 bp ▲4.1 bp
マレーシア（5年） 4.154% ▲0.5 bp +24.6 bp
タイ（5年） 2.665% +12.6 bp +36.5 bp
インドネシア（5年） 6.594% +27.2 bp +27.2 bp
フィリピン（5年） 5.280% +0.9 bp +18.9 bp
インド（5年） 7.273% +0.1 bp +45.0 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 家計支出
(日本) 国債入札（10Y）
(アジア) 3月 ﾏﾚｰｼｱ　鉱工業生産 / 製造業基本売上高
(アジア) 3月 韓国　国際収支
(アジア) 4月 NZ　ANZ Truckometer
(アジア) 4月 NZ　REINZ住宅売上高
(アジア) 4月 NZ　ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ支出小売
(アジア) 4月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　外貨準備高 / 対外純資産
(アジア) 4月 豪　NAB企業景況感 / NAB企業信頼感
(アジア) 豪　ANZﾛｲ･ﾓｰｶﾞﾝ 週次消費者信頼感指数
(アジア) 韓国新政権発足
(欧州) 3月 ｷﾞﾘｼｬ　鉱工業生産
(欧州) 3月 伊　鉱工業生産
(欧州) 4月 ｷﾞﾘｼｬ　CPI
(欧州) 4月 仏　ﾌﾗﾝｽ銀行 工業景況感
(欧州) 4月 英　BRC既存店売上高
(欧州) 5月 ﾕｰﾛ圏　ZEW景気期待指数
(欧州) 5月 独　ZEW調査
(欧州) 独　国債入札（5Y）
(米国) 4月 NFIB中小企業楽観指数
(米国) 国債入札（3Y）

DOW（米国） 32,245.70 ▲2.0% ▲2.5%
N225（日本） 26,319.34 ▲2.5% ▲1.9%
STOXX50（ユーロ圏） 3,526.86 ▲2.8% ▲5.5%
ASX（オーストラリア） 3,987.87 ▲2.3% ▲4.7%
FTSTI（シンガポール） 3,275.07 ▲0.5% ▲2.4%
SSEC（中国） 3,004.14 +0.1% ▲1.4%
KLSE（マレーシア） 1,549.18 ▲1.0% ▲3.2%
SETI（タイ） 1,604.49 ▲1.5% ▲3.8%
JKSE（インドネシア） 6,909.751 ▲4.4% ▲4.4%
PSE（フィリピン） 6,759.90 +0.0% +0.6%
SENSEX（インド） 54,470.67 ▲0.7% ▲4.4%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 299.45 ▲3.8% ▲3.1%
金 1,854.17 ▲1.6% ▲0.5%
原油（WTI) 103.09 ▲6.1% ▲2.0%
銅 9,240.40 ▲1.8% ▲5.4%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 129.30 － 131.60
EUR/USD 1.0470 － 1.0640
AUD/USD 0.6880 － 0.7060
USD/SGD 1.3860 － 1.3970
USD/CNY 6.7260 － 6.8030
USD/MYR 4.3570 － 4.4000
USD/THB 34.10 － 34.80
USD/IDR 14500 － 14650
USD/PHP 52.30 － 53.00

USD/INR 76.70 － 77.90
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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