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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

10日の外国為替市場は一日を通して様子見ﾑｰﾄﾞの強い展開。

ｱｼﾞｱ時間は前日の流れを引き継ぎ、各国とも株が大きく下落してｽﾀｰﾄ（日経平均は一時前日比2%

安）。130円付近で取引を開始したﾄﾞﾙ円は、米10年金利が3%を割れたﾀｲﾐﾝｸﾞで129円台後半まで値

を下げたが、ｵｰﾌﾟﾝ後の中国市場にて上海株、人民元が上昇すると、ﾘｽｸｵﾌの流れは急反転し、ﾄﾞﾙ

円は130円台を回復。日経平均も下げ幅を縮小した。CNH（ｵﾌｼｮｱ人民元）は朝方6.77付近の元安

水準で推移していたが、上述の通りｵﾝｼｮｱ人民元にて強いﾄﾞﾙ売りが観測されると、6.74付近まで元

が反発。その後もﾄﾞﾙ売りは続き、ｱｼﾞｱ時間終盤には6.71ちょうど付近まで上げ幅を拡大。これを受

けて朝方売られていたその他通貨も対ﾄﾞﾙでの下落を巻き戻した。

欧州時間は、目立った材料の無い中で欧米金利低下する中、株は反発。一方で為替市場では対米

実質金利差が意識されてかTRYの下落が目立ったが、その他通貨は狭いﾚﾝｼﾞ内で方向感なく推移

した。米国時間は米株が大きく上昇して始まるも、その後は失速して主要株価指数はまちまちの値

動き。こうした中、為替市場は方向感の無い展開が継続。FOMC参加者から今後の利上げ幅に関す

る発言が聞かれるも影響は限定的となり、ﾄﾞﾙ円は130円台前半でｸﾛｰｽﾞした。なおこの日は原油が

大幅続落となりWTIが100ﾄﾞﾙを割れたが、ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ通貨の反応は薄かった。

【金利】

米債利回りは短期が横ばい、長期は金利低下。米債は朝方から買い優勢となり、ｱｼﾞｱ株が大幅安

で始まったﾀｲﾐﾝｸﾞで米10年金利が3.00%を下抜け。その後一旦は3.05％付近まで水準を戻すも、欧

州時間以降は欧州債に連れ高となり、一時2.93%付近まで金利低下。米国時間引けにかけては低下

幅を縮小し、前日比▲約4bpの2.99%近辺でｸﾛｰｽﾞした。この日実施された3年債入札は無難な結果と

なり、相場への影響は限定的。

【予想】

本日は米4月消費者物価指数（CPI）の結果に注目。既述の通り、すでに市場はCPI待ちの様相を呈

しており、結果の強弱によって短期的に大幅な値動きを見せる可能性がある。予想を上回れば

ﾘｽｸｵﾌのﾄﾞﾙ買い、下回ればﾘｽｸｵﾝのﾄﾞﾙ売りで市場は素直に反応すると思われるが、やや中期的

目線では単発の指標の結果で足許のｲﾝﾌﾚ懸念が一服するとは思えず、その点では予想を上回った

ときの方が影響は大きいか。ﾄﾞﾙ円は米金利に連れて動くと予想されるが、ﾘｽｸｵﾝとなった場合は

ｸﾛｽ円を通じた円売りにｻﾎﾟｰﾄされるため下値は限定的とみる。

JPY 130.35 130.45 +0.16 +0.31
EUR 1.0563 1.0529 ▲0.0032 +0.0008
AUD 0.6944 0.6938 ▲0.0014 ▲0.0158
SGD 1.3902 1.3908 +0.0001 +0.0065
CNY 6.7252 6.7347 +0.0039 +0.1262
MYR 4.3833 4.3828 ▲0.0017 +0.0290
THB 34.58 34.54 ▲0.07 +0.03
IDR 14554 14557 ▲1 +60
PHP 52.38 52.38 ▲0.12 +0.01
INR 77.39 77.32 ▲0.14 +0.80

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.991% ▲4.3 bp +2.0 bp
日本（10年） 0.247% ▲0.1 bp +1.6 bp
ユーロ圏（10年） 1.000% ▲9.5 bp +3.5 bp
オーストラリア（5年） 3.220% ▲3.3 bp +2.3 bp
シンガポール（5年） 2.668% ▲4.0 bp +27.1 bp
中国（5年） 2.569% ▲2.7 bp ▲6.8 bp
マレーシア（5年） 4.120% ▲3.4 bp +21.2 bp
タイ（5年） 2.722% +5.7 bp +33.6 bp
インドネシア（5年） 6.792% +19.8 bp +47.0 bp
フィリピン（5年） 5.405% +12.5 bp +31.1 bp

インド（5年） 7.175% ▲9.8 bp +35.2 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 景気動向指数(速)
(アジア) 4月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　消費者信頼感指数

(アジア) 4月 中国　CPI / PPI、 4月海外直接投資

(アジア) 4月 韓国　失業率

(アジア) 5月 豪　ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ消費者信頼感指数

(アジア) ﾏﾚｰｼｱ　金融政策会合

(欧州) 4Q 英　単位人件費

(欧州) 4月 独　CPI(確)、 4月卸売物価指数

(欧州) 独　国債入札（10Y）
(米国) 4月 CPI
(米国) 4月 実質平均時給 / 実質平均週賃金

(米国) 4月 月次財政収支

(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数

(米国) ﾎﾞｽﾃｨｯｸ・ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁講演

(米国) 国債入札（10Y）

DOW（米国） 32,160.74 ▲0.3% ▲2.9%
N225（日本） 26,167.10 ▲0.6% ▲2.4%
STOXX50（ユーロ圏） 3,554.80 +0.8% ▲5.5%
ASX（オーストラリア） 4,002.22 +0.4% ▲4.4%
FTSTI（シンガポール） 3,234.19 ▲1.2% ▲3.7%
SSEC（中国） 3,035.84 +1.1% ▲0.4%
KLSE（マレーシア） 1,554.58 +0.3% ▲2.9%
SETI（タイ） 1,622.78 +1.1% ▲1.8%
JKSE（インドネシア） 6,819.794 ▲1.3% ▲5.7%
PSE（フィリピン） 6,720.93 ▲0.6% ▲0.0%
SENSEX（インド） 54,364.85 ▲0.2% ▲4.6%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 297.09 ▲0.8% ▲3.2%
金 1,838.27 ▲0.9% ▲1.6%
原油（WTI) 99.76 ▲3.2% ▲2.6%
銅 9,235.75 ▲0.1% ▲1.8%

*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)

Contact:
Mizuho Bank, Ltd., Asia & Oceania Treasury Department
Tel: 65-6805-4100

当資料は情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の取引の勧誘を目的としたものではありません。当資料は信頼できると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性、確実性を保証するものではありま

せん。ここに記載された内容は事前連絡なしに変更されることもあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願い申し上げます。また、当資料の著作権はみずほ銀行に属し、その目的を問わず無断

で引用または複製することを禁じます。転送もお控えください。なお、当行は本情報を無償でのみ提供しております。当行からの無償の情報提供を望まれない場合、配信停止を希望する旨をお申し出ください。

 
 




