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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ｱｼﾞｱ時間は多くの国で株式市場が続伸するなど、引き続きｾﾝﾁﾒﾝﾄは良好だったものの、前日に大

幅なﾄﾞﾙ売りが進んだ後とあって為替市場では僅かながらﾄﾞﾙの買い戻しが優勢となった。ﾄﾞﾙ円は

129.40円前半で取引を開始し、129円ちょうど付近までじり安の展開。その他主要通貨では前日に大

きく買われたEURやGBPが軟調だった。その他ｱｼﾞｱ通貨も総じて上値の重い展開。

欧州時間は小幅の株高債券安で取引を開始。その後、夏の利上げを支持するECB高官の発言で欧

州金利が上昇するとEURやGBPが下げ止まり、ﾄﾞﾙ高が一服。このﾀｲﾐﾝｸﾞでは新興国通貨も反発。し

かしながらｵｰﾌﾟﾝ後の米国株式市場にて、大手小売り株が決算への失望から暴落したことが引き金

となり、消費関連株、ﾊｲﾃｸ株中心に主要株価指数が急落。市場は一気にﾘｽｸｵﾌﾑｰﾄﾞとなり、為替市

場では米金利低下にもかかわらずﾄﾞﾙが円やCHFを除く通貨に対して全面高の展開となった。その

後も流れは変わらず、米株はﾀﾞｳ平均が▲3.5%、S&P500、ﾅｽﾀﾞｯｸが共に▲4％超の大幅安。ﾄﾞﾙは

多くの通貨に対してこの日の高値圏で取引を終えた。ﾄﾞﾙ円は米株式市場ｵｰﾌﾟﾝまで129円台前半で

のもみ合いが続いていたが、その後は米株の急落を受けて128円ちょうど付近まで1円超の下落と

なった。

【金利】

米債利回りは長期主導で低下し、ｶｰﾌﾞはﾌﾞﾙﾌﾗｯﾄ化。ｱｼﾞｱ時間の米債はｵｰｽﾄﾗﾘｱの賃金指標の下

振れもあって底堅い値動きを見せていたが、欧州時間に入ると前述のECB高官発言を受けた欧州

債に連れ安となり、米10年金利は一時3%台を回復。しかし米国時間に入ると株安を見ながら急反転

し、金利は低下。この日実施された20年債入札が良好な結果となったこともｻﾎﾟｰﾄとなり、米債は引

けまで一本調子に上昇し、10年金利は前日比▲約10bp低下の2.88%近辺でｸﾛｰｽﾞした。

【予想】

昨日は、中国からの週初のﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾆｭｰｽで市場全体に安堵感が広がった矢先のﾘｽｸｵﾌとなった。

個人的に世界経済に対する懸念はやや行き過ぎとみているが、目先は目立ったｲﾍﾞﾝﾄや指標の発

表もないことから、先行き不透明感の払しょくには相応の時間を要しそうだ。ﾄﾞﾙ円、米株ともに5月12

日の安値（ﾄﾞﾙ円は127円台半ば）を試す展開となりそうだが、127円を下抜けると125円台までｸﾘｱな

ﾎﾟｲﾝﾄがないため、一段の円高進行に警戒が必要となる。

JPY 129.32 128.23 ▲1.15 ▲1.74
EUR 1.0519 1.0464 ▲0.0086 ▲0.0049
AUD 0.7012 0.6955 ▲0.0074 +0.0017
SGD 1.3861 1.3920 +0.0070 +0.0024
CNY 6.7520 6.7542 +0.0165 +0.0325
MYR 4.3954 4.3973 +0.0066 +0.0198
THB 34.63 34.61 +0.09 ▲0.01
IDR 14693 14688 +38 +130
PHP 52.46 52.46 +0.02 +0.17
INR 77.56 77.58 +0.02 +0.34

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.884% ▲10.2 bp ▲3.7 bp
日本（10年） 0.245% ▲0.1 bp ▲0.3 bp
ユーロ圏（10年） 1.030% ▲1.6 bp +4.4 bp
オーストラリア（5年） 3.112% +3.0 bp ▲5.0 bp
シンガポール（5年） 2.586% +2.4 bp ▲2.7 bp
中国（5年） 2.531% ▲1.3 bp ▲4.6 bp
マレーシア（5年） 4.040% +2.7 bp ▲11.2 bp
タイ（5年） 2.576% ▲6.7 bp ▲11.2 bp
インドネシア（5年） 6.696% ▲7.2 bp ▲20.6 bp
フィリピン（5年） 6.035% +24.7 bp +58.5 bp

インド（5年） 7.150% ▲1.5 bp +4.7 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 ｺｱ機械受注
(日本) 4月 貿易収支
(アジア) 1Q  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　GDP(確)
(アジア) 1Q NZ　PPI 産出
(アジア) 4月 ﾏﾚｰｼｱ　貿易収支
(アジア) 4月 中国　SWIFT ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ支払 
(アジア) 4月 豪　雇用統計
(アジア) ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　金融政策会合
(欧州) 3月 ﾕｰﾛ圏　建設業生産高
(欧州) 3月 ﾕｰﾛ圏　経常収支
(米国) 4月 中古住宅販売件数
(米国) 4月 先行指数
(米国) 5月 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況
(米国) TIPS入札（10Y） 
(米国) ﾊｰｶｰ・ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀総裁講演
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 31,490.07 ▲3.6% ▲1.1%
N225（日本） 26,911.20 +0.9% +2.7%
STOXX50（ユーロ圏） 3,690.74 ▲1.4% +1.2%
ASX（オーストラリア） 4,110.49 ▲0.9% +1.3%
FTSTI（シンガポール） 3,225.35 +0.7% ▲0.0%
SSEC（中国） 3,085.98 ▲0.2% +0.9%
KLSE（マレーシア） 1,554.91 +0.4% ▲0.1%
SETI（タイ） 1,620.33 +0.4% +0.4%
JKSE（インドネシア） 6,793.414 +2.2% ▲0.3%
PSE（フィリピン） 6,727.60 +2.0% +1.4%
SENSEX（インド） 54,208.53 ▲0.2% +0.2%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 309.37 ▲1.9% +1.5%
金 1,816.60 +0.1% ▲1.9%
原油（WTI) 109.59 ▲2.5% +3.7%
銅 9,250.10 ▲1.5% ▲1.2%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 127.00 － 131.00
EUR/USD 1.0400 － 1.0630
AUD/USD 0.6700 － 0.7100
USD/SGD 1.3820 － 1.3960
USD/CNY 6.7100 － 6.8500
USD/MYR 4.3730 － 4.4200
USD/THB 34.20 － 34.90
USD/IDR 14600 － 14700
USD/PHP 52.20 － 52.80
USD/INR 77.00 － 78.00
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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