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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

前日の米株安によるリスクオフの円買いの流れを引き継ぎ、軟調に推移。一時127円台後半まで下

落するも同水準では実需のフローに買い支えられ128円台まで反発。日経平均株価が下げ止まった

こともサポートして128円台後半まで上昇するが、129円台を前に上値重くなり反落し128円台半ばで

海外時間へ。

アジア通貨は総じて軟調。リスク回避的な値動きとなる中、アジア通貨は対ドルで軟調に推移。一方

で昨日、利上げに踏み切ったフィリピンペソは対ドルで上昇。

欧州時間はリスクオフの流れが優勢となり、欧州株安、米金利下落となる中でドル円は下落。一時

127円台半ばまで下落幅を拡大、その後一部下げ幅を縮小させて127円台後半で米州時間入り。米

州時間朝方は5月フィラデルフィア連銀景況指数が予想を下回り、またジョージ・カンザスシティ連銀

総裁が株式市場が値動き荒く推移していることには驚きはなく、インフレ抑制のために政策の引き締

め計画を変えることはないとの発言が伝わったこともあり、景気悪化懸念から米長期金利が2.8％を

割り込む展開に更にドル売りが強まり、ドル円は127円台前半まで下落。米4月中古住宅販売件数

は、住宅価格の高止まりや、住宅ローン金利上昇を受け予想以上に悪化し、前回分も下方修正さ

れ、USD/JPYはその後も上値の重い展開が続く。米州時間正午前から株式市場が下げ渋る展開に

クロス円の買いが持ち込まれ、127円台半ばまで戻し、午後は同水準での値動きが続き127円台半

ばから後半にかけての水準でクローズした。

【金利】

米債利回りはほぼパラレルに5-6bpsの低下。

米州時間朝方の指標発表は、新規失業保険申請件数が増加し、景況感指数はまちまちと全体的に

は弱めの結果となり、ここのところの世界的経済鈍化懸念を背景としたリスクオフ地合いが継続し

た。

【予想】

昨日は根強い景気後退懸念を背景にリスク回避的な値動きとなったが、4月27日につけた直近安値

近辺ではサポートされ反発。同水準での押し目買い意欲は相応にあるものと考えられ、同水準では

下げ渋るであろう。また、足元では悲観的な見方が支配的となっているが、日米中銀スタンスに変化

はなく中期的には日米金利差が拡大しドル円は上昇するものと予想。

JPY 128.20 127.79 ▲0.44 ▲0.55
EUR 1.0489 1.0588 +0.0124 +0.0208
AUD 0.6990 0.7049 +0.0094 +0.0193
SGD 1.3883 1.3811 ▲0.0109 ▲0.0152
CNY 6.7655 6.7125 ▲0.0417 ▲0.0738
MYR 4.4070 4.4045 +0.0072 +0.0105
THB 34.63 34.56 ▲0.05 ▲0.16
IDR 14719 14733 +45 +136
PHP 52.46 52.46 +0.01 ▲0.02
INR 77.70 77.73 +0.15 +0.30

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.837% ▲4.7 bp ▲1.1 bp
日本（10年） 0.243% ▲0.2 bp ▲0.5 bp
ユーロ圏（10年） 0.949% ▲8.1 bp +10.9 bp
オーストラリア（5年） 3.053% ▲5.9 bp ▲4.7 bp
シンガポール（5年） 2.566% ▲2.0 bp +3.8 bp
中国（5年） 2.535% +0.4 bp ▲4.0 bp
マレーシア（5年） 3.991% ▲4.9 bp ▲11.4 bp
タイ（5年） 2.554% ▲2.2 bp ▲11.3 bp
インドネシア（5年） 6.688% ▲0.8 bp ▲18.5 bp
フィリピン（5年） 6.016% ▲1.9 bp +44.8 bp

インド（5年） 7.162% +1.2 bp +3.5 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 4月 全国CPI
(日本) 国債入札（20Y）
(アジア) 1Q ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　国際収支:経常収支
(アジア) 4月 NZ　ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ支出
(アジア) 4月 NZ　貿易収支12ｶ月
(アジア) 4月 韓国　PPI 前年比
(アジア) 中国　LPR（1Y、5Y）
(アジア) 東ﾃｨﾓｰﾙ独立から20年
(欧州) 3月 西　住宅取引
(欧州) 4月 愛　PPI
(欧州) 4月 独　PPI
(欧州) 4月 英　小売売上高
(欧州) 5月 ﾕｰﾛ圏　消費者信頼感
(欧州) 5月 英　GfK消費者信頼感

DOW（米国） 31,253.13 ▲0.8% ▲1.5%
N225（日本） 26,402.84 ▲1.9% +2.5%
STOXX50（ユーロ圏） 3,640.55 ▲1.4% +0.8%
ASX（オーストラリア） 4,038.94 ▲1.7% +1.0%
FTSTI（シンガポール） 3,190.71 ▲1.1% +0.8%
SSEC（中国） 3,096.97 +0.4% +1.4%
KLSE（マレーシア） 1,549.41 ▲0.4% +0.7%
SETI（タイ） 1,605.98 ▲0.9% +1.4%
JKSE（インドネシア） 6,823.335 +0.4% +3.4%
PSE（フィリピン） 6,660.05 ▲1.0% +2.0%
SENSEX（インド） 52,792.23 ▲2.6% ▲0.3%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 313.75 +1.4% +3.2%
金 1,841.85 +1.4% +1.1%
原油（WTI) 112.21 +2.4% +5.7%
銅 9,460.50 +2.3% +3.9%

*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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