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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。仲値前に下落する場面があったが、寄付き安となった

日経平均が持ち直す動きを眺めつつ130円台半ばまで反発。その後は米金利の低下につれて再び

下落するも、本日の米4月CPIの発表を控えた様子見ﾑｰﾄﾞから下げ幅は限定的となった。

アジア通貨では、マレーシア中銀が25bpの利上げを決定。中銀は経済成長は堅調で、新型コロナウ

イルス流行時の前例のない状況は収束したと指摘。インフレ圧力を抑えるために早めの引き締めに

動いた格好。3月のコアインフレは2%と2019年以来の水準ではあったが、相対的にインフレが低い状

況で、サプライズとなった。先日のインド中銀の緊急利上げに続き、アジア中銀の利上げが続いてい

る。

海外時間、注目の4月米CPIは前月比・コアとも予想を上回り、高水準のインフレが継続していること

が伺える内容。発表直後は米金利の急上昇にドル買いが一気に持ち込まれ、130円後半まで戻した

が、米金利が反転すると次第にドル売りが優勢となり、再び130円割れまで反落。その後は堅調に推

移していた株が軟化する動きを受け円買いが強まり、ドル円は129円半ばまで下落。その後は株が

下げ幅を縮小する展開にやや値を戻し、129円台後半でクローズした。

【金利】

米金利は短期を除き低下。米4月CPIに注目が集まっていたが、予想対比で上振れたことから発表

直後は幅広い年限で急速な金利上昇、10年金利も一時3.0%を回復。ただ、その後は、株安に連れ

て特に中長期ゾーンで債券買いが強まり、カーブはツイストフラット化した。

【予想】

注目された米国のCPIは上述の通り予想を上回る結果に。インフレピークアウトへの期待感もあった

中、それを裏付ける結果とはならなかった。FOMCでのパウエル議長のコメントを踏まえれば、これを

もってスタンスが変わるものではないだろう。利上げ織り込みも前日比で多少上昇はしており、ドル

円130円割れの滞空時間は限られそうだ。

JPY 129.96 129.97 ▲0.48 +0.88
EUR 1.0552 1.0513 ▲0.0016 ▲0.0109
AUD 0.6980 0.6938 +0.0000 ▲0.0322
SGD 1.3874 1.3896 ▲0.0012 +0.0154
CNY 6.7275 6.7217 ▲0.0130 +0.1132
MYR 4.3784 4.3775 ▲0.0053 +0.0237
THB 34.69 34.62 +0.08 +0.11
IDR 14557 14558 +1 +61
PHP 52.28 52.28 ▲0.10 ▲0.21
INR 77.27 77.24 ▲0.08 +0.82

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.921% ▲7.0 bp ▲1.4 bp
日本（10年） 0.248% +0.1 bp +1.7 bp
ユーロ圏（10年） 0.986% ▲1.4 bp +1.5 bp
オーストラリア（5年） 3.162% ▲5.8 bp ▲14.4 bp
シンガポール（5年） 2.613% ▲5.5 bp +12.2 bp
中国（5年） 2.577% +0.8 bp ▲6.0 bp
マレーシア（5年） 4.152% +3.2 bp +24.4 bp
タイ（5年） 2.688% ▲3.4 bp +30.2 bp
インドネシア（5年） 6.902% +11.0 bp +58.0 bp
フィリピン（5年） 5.450% +4.5 bp +36.4 bp
インド（5年） 7.103% ▲7.2 bp ▲3.4 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 国際収支:経常収支

(日本) 4月 倒産件数

(日本) 国債入札（30Y）
(アジア) 1Q ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　GDP
(アジア) 2Q NZ　2年ｲﾝﾌﾚ予想

(アジア) 3月 ｲﾝﾄﾞ　鉱工業生産

(アジア) 4月 NZ　食料品価格

(アジア) 4月 ｲﾝﾄﾞ　CPI
(アジア) 5月 豪　消費者ｲﾝﾌﾚ期待

(欧州) 1Q  英　GDP(速)
(欧州) 3月 独　経常収支

(欧州) 3月 英　GDP 
(欧州) 3月 英　ｻｰﾋﾞｽ業指数 / 商品貿易収支

(欧州) 3月 英　鉱工業生産 / 製造業生産

(欧州) 4月 英　RICS住宅価格

(米国) 4月 PPI 
(米国) 国債入札（30Y）
(米国) 新規失業保険申請件数

(米国) 米・ASEAN首脳会議（ﾜｼﾝﾄﾝ）

DOW（米国） 31,834.11 ▲1.0% ▲6.5%
N225（日本） 26,213.64 +0.2% ▲2.3%
STOXX50（ユーロ圏） 3,647.87 +2.6% ▲2.1%
ASX（オーストラリア） 4,058.67 +1.4% ▲2.1%
FTSTI（シンガポール） 3,226.07 ▲0.3% ▲3.7%
SSEC（中国） 3,058.70 +0.8% +0.4%
KLSE（マレーシア） 1,555.93 +0.1% ▲2.8%
SETI（タイ） 1,613.34 ▲0.6% ▲2.4%
JKSE（インドネシア） 6,816.203 ▲0.1% ▲5.7%
PSE（フィリピン） 6,635.86 ▲1.3% ▲2.5%
SENSEX（インド） 54,088.39 ▲0.5% ▲2.8%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 304.89 +2.6% ▲3.0%
金 1,852.40 +0.8% ▲1.5%
原油（WTI) 105.71 +6.0% ▲1.9%
銅 9,358.75 +1.3% ▲1.2%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 129.30 － 132.00
EUR/USD 1.0400 － 1.0600
AUD/USD 0.6850 － 0.7060
USD/SGD 1.3860 － 1.3970
USD/CNY 6.7200 － 6.8500
USD/MYR 4.3570 － 4.4000
USD/THB 34.25 － 34.80
USD/IDR 14520 － 14650
USD/PHP 52.25 － 52.80

USD/INR 76.90 － 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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