
   
 
   
 Mizuho Daily Market Report  

 2022/5/24  

   
 為替    

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127円台後半でオープン。先週末から続いているドル売りの流れを受け、一時

127円台前半まで値を下げたが、その後、日米首脳会談にてバイデン大統領が対中関税引き下げを

示唆したことでリスク回避の動きが一服。米金利上昇を横目にドル円も上昇し、127円台後半まで戻

して欧米時間へ渡った。

アジア通貨はまちまち、。シンガポールの4月CPIは、コア指数が前年同月比3.3%上昇、食品価格の

上昇を背景に約10年ぶりの高い伸びとなり、シンガポールドルは底堅く推移した。

海外時間のドル円はドル買いにサポートされ底堅く推移していたが、米長期金利が2.8％を割り込む

展開に127円台半ばまで反落。その後は値ごろ感から株式市場が大幅に買い戻される展開にクロス

円の買いが強まり、128円手前まで戻した。引けにかけても底堅く推移する株式市場を横目に円売り

が下値をサポート、127円台後半でクローズした。

【金利】

本日の米債利回りは長期を中心にほぼパラレルに上昇。米国株が反転する中でリスクオンとなり、

債券は売りが優勢。10年債利回りはクローズベースで7bp上昇。

【予想】

前日の米株は大幅反発し金利も上昇。米株は景気後退懸念から約20年ぶりとなる7週連続下落と

なっていたが、下げが一服。5月中旬以降、ドル売りの流れは続くが、株価下落局面でも米国の利上

げ織り込みに大きな変化はなく、金利差からはドル円の底堅い推移を見込む。

JPY 127.57 127.90 +0.02 ▲1.26
EUR 1.0601 1.0691 +0.0127 +0.0257
AUD 0.7104 0.7109 +0.0069 +0.0138
SGD 1.3754 1.3734 ▲0.0070 ▲0.0184
CNY 6.6704 6.6497 ▲0.0433 ▲0.1364
MYR 4.3863 4.3898 +0.0006 ▲0.0089
THB 34.27 34.18 ▲0.09 ▲0.61
IDR 14674 14674 +22 +61
PHP 52.26 52.27 +0.05 ▲0.22
INR 77.61 77.52 ▲0.03 +0.08

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.851% +7.0 bp ▲3.1 bp
日本（10年） 0.240% ▲0.2 bp ▲0.7 bp
ユーロ圏（10年） 1.017% +7.3 bp +8.0 bp
オーストラリア（5年） 3.015% +1.5 bp ▲3.8 bp
シンガポール（5年） 2.522% ▲5.0 bp ▲4.4 bp
中国（5年） 2.525% ▲0.9 bp ▲4.7 bp
マレーシア（5年） 3.802% ▲7.7 bp ▲22.0 bp
タイ（5年） 2.299% ▲9.6 bp ▲32.7 bp
インドネシア（5年） 6.243% ▲35.6 bp ▲58.8 bp
フィリピン（5年） 6.019% +0.7 bp +25.5 bp
インド（5年） 7.122% ▲5.5 bp ▲0.5 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 5月 製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(日本) 日米豪印首脳会議（都内） 
(日本) 流動性供給入札
(アジア) 1Q NZ　小売売上高ｲﾝﾌﾚ調整前
(アジア) 1Q 韓国　韓国家計信用
(アジア) 5月 豪　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(アジア) 5月 韓国　消費者信頼感
(アジア) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　金融政策会合
(欧州) 4月 独　輸入物価指数
(欧州) 4月 英　公共部門純借入所要額 / 中央政府純借入所要額
(欧州) 4月 英　公共部門純借入額 / 公的部門純借入額
(欧州) 5月 ﾕｰﾛ圏　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 5月 仏　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 5月 独　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(欧州) 5月 英　製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(米国) 4月 新築住宅販売件数
(米国) 5月 ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀製造業指数
(米国) 5月 製造業PMI(速) / ｻｰﾋﾞｽ業PMI(速)
(米国) 国債入札（2Y）

DOW（米国） 31,880.24 +2.0% ▲1.1%
N225（日本） 27,001.52 +1.0% +1.7%
STOXX50（ユーロ圏） 3,708.39 +1.4% +0.6%
ASX（オーストラリア） 4,150.28 +1.6% +0.7%
FTSTI（シンガポール） 3,213.65 ▲0.8% +0.7%
SSEC（中国） 3,146.86 +0.0% +2.4%
KLSE（マレーシア） 1,542.53 ▲0.4% ▲0.1%
SETI（タイ） 1,635.28 +0.8% +3.2%
JKSE（インドネシア） 6,840.775 ▲1.1% +3.7%
PSE（フィリピン） 6,687.85 ▲0.9% +2.9%
SENSEX（インド） 54,288.61 ▲0.1% +2.5%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 315.20 +0.8% ▲0.1%
金 1,853.59 +0.4% +1.6%
原油（WTI) 110.29 ▲2.6% ▲3.4%
銅 9,588.50 +1.5% +3.6%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 126.80 － 130.50
EUR/USD 1.0430 － 1.0680
AUD/USD 0.6850 － 0.7100
USD/SGD 1.3750 － 1.3910
USD/CNY 6.6500 － 6.8500
USD/MYR 4.3730 － 4.4200
USD/THB 34.20 － 34.80
USD/IDR 14600 － 14800
USD/PHP 52.10 － 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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