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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128円台後半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。朝方にやや弱含むも仲値に向けて買いが見られ

る展開。その後もじりじりと値を伸ばす展開に129.円台半ばまで上昇。終始底堅い推移となり129円

台前半の水準で海外時間へ。

ｱｼﾞｱ通貨はまちまち。ﾀｲﾊﾞｰﾂはこの日発表の第1四半期GDPが予想比強い結果であったことから上

昇している。

海外時間のﾄﾞﾙ円は、上海でｺﾛﾅの市中感染が3日間連続でｾﾞﾛになったことから海外市場で過度な

ﾘｽｸ回避の動きが後退し、ﾄﾞﾙが売られる一方、円も売られる動きとなり、海外市場のﾄﾞﾙ円は狭い

ﾚﾝｼﾞでの推移が続いたのち、129円台半ばの水準でNYｵｰﾌﾟﾝ。NY時間朝方は、米4月小売売上高

が予想を上回り、前回分も上方修正され、ﾄﾞﾙ円は小幅に上昇する。続いて発表された4月鉱工業生

産が予想を上回り、ﾄﾞﾙ円は底堅く推移。しかし、米長期金利が2.98％に近づき、その後急落する展

開にﾄﾞﾙ売りが強まり、129円台前半の水準まで下落する。午後はﾊﾟｳｴﾙ議長のｲﾝﾀﾋﾞｭｰで「必要なら

ば中立ﾚｰﾄを超える利上げを躊躇しない」との発言があったことからﾄﾞﾙが買われ、ﾄﾞﾙ円は再び129

円台半ばまで上昇する。その後は狭いﾚﾝｼﾞでの推移が続き、129円半ばの水準でｸﾛｰｽﾞとなった。

【金利】

米債市場ではｶｰﾌﾞがﾍﾞｱ・ﾌﾗｯﾄ化。米4月小売売上高が概ね良好な結果となると、米金利が長期ｿﾞｰ

ﾝを中心に上昇。その後はﾊﾟｳｴﾙFRB議長が引き続きﾀｶ派的な姿勢を示したことで中期ｿﾞｰﾝに金利

上昇圧力がかかった。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は先週、米株価の下落が米金利低下につながったことから、127円台半ばまで下落したが、13

日以降は上海市のﾛｯｸﾀﾞｳﾝ緩和期待や値頃感の高まりなどから米株価が持ち直し基調となったこと

から、米金利低下も一服している。ﾄﾞﾙ円は再び130円台を窺う展開を予想する。

JPY 129.39 129.38 +0.22 ▲1.07
EUR 1.0463 1.0550 +0.0116 +0.0021
AUD 0.7010 0.7029 +0.0058 +0.0091
SGD 1.3874 1.3850 ▲0.0068 ▲0.0058
CNY 6.7527 6.7377 ▲0.0484 +0.0030
MYR 4.3878 4.3907 ▲0.0080 +0.0079
THB 34.56 34.52 ▲0.26 ▲0.02
IDR 14647 14650 +37 +93
PHP 52.44 52.44 ▲0.06 +0.06
INR 77.64 77.56 +0.12 +0.24

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.986% +10.4 bp ▲0.5 bp
日本（10年） 0.246% ▲0.1 bp ▲0.1 bp
ユーロ圏（10年） 1.046% +10.9 bp +4.6 bp
オーストラリア（5年） 3.082% +2.9 bp ▲13.8 bp
シンガポール（5年） 2.562% ▲0.4 bp ▲10.6 bp
中国（5年） 2.544% ▲2.8 bp ▲2.5 bp
マレーシア（5年） 4.013% ▲0.9 bp ▲10.7 bp
タイ（5年） 2.643% +1.7 bp ▲7.9 bp
インドネシア（5年） 6.768% ▲6.3 bp ▲2.4 bp
フィリピン（5年） 5.788% +2.4 bp +38.3 bp
インド（5年） 7.165% +3.8 bp ▲1.0 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 1Q  GDP(速)
(日本) 3月 鉱工業生産(確) / 設備稼働率
(日本) 国債入札（5Y）
(日本) 自民党岸田派ﾊﾟｰﾃｨｰ
(アジア) 1Q NZ　PPI 投入
(アジア) 1Q 豪　賃金指数
(アジア) 4月 ﾀｲ　自動車販売台数
(アジア) 4月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　総合国際収支
(アジア) 4月 中国　新築住宅価格
(アジア) 4月 豪　ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ 景気先行指数
(欧州) 3月 ｷﾞﾘｼｬ　失業率
(欧州) 3月 英　住宅価格指数
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　CPI(確)
(欧州) 4月 ﾕｰﾛ圏　EU27ｶ国新車登録台数
(欧州) 4月 英　CPI / PPI  / 小売物価指数
(欧州) G7財務相・中銀総裁会議（独ﾎﾞﾝ･ｹｰﾆﾋｽｳｨﾝﾀｰ）
(欧州) 独　国債入札（30Y）
(米国) 4月 住宅着工件数
(米国) 4月 建設許可件数
(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
(米国) ｴﾊﾞﾝｽ・ｼｶｺﾞ連銀総裁講演
(米国) 国債入札（20Y）

DOW（米国） 32,654.59 +1.3% +1.5%
N225（日本） 26,659.75 +0.4% +1.9%
STOXX50（ユーロ圏） 3,741.51 +1.5% +5.3%
ASX（オーストラリア） 4,149.88 +0.7% +3.7%
FTSTI（シンガポール） 3,201.89 +0.3% ▲1.0%
SSEC（中国） 3,093.70 +0.6% +1.9%
KLSE（マレーシア） 1,548.60 +0.3% ▲0.4%
SETI（タイ） 1,614.49 +1.9% ▲0.5%
JKSE（インドネシア） 6,644.467 +0.7% ▲2.6%
PSE（フィリピン） 6,594.66 +1.4% ▲1.9%
SENSEX（インド） 54,318.47 +2.5% ▲0.1%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 315.40 ▲0.1% +6.2%
金 1,815.16 ▲0.5% ▲1.3%
原油（WTI) 112.40 ▲1.6% +12.7%
銅 9,386.25 +1.4% +1.6%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 128.00 － 132.00
EUR/USD 1.0400 － 1.0600
AUD/USD 0.6800 － 0.7060
USD/SGD 1.3860 － 1.3410
USD/CNY 6.7200 － 6.8500
USD/MYR 4.3620 － 4.4000
USD/THB 34.35 － 34.90
USD/IDR 14530 － 14680
USD/PHP 52.25 － 52.80

USD/INR 77.00 － 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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