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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127円台後半の水準でｵｰﾌﾟﾝ。特段目立った材料が無い中、米金利の上昇を横

目にﾄﾞﾙ円は一時128円越えも、売り需要の強さに上値重く、米金利の低下や日経平均株価が下げ

幅を広げると、ﾄﾞﾙ円も下落し127円台後半の水準で海外時間に渡った。

ｱｼﾞｱ通貨はやや軟調。ｱｼﾞｱ株が軟調推移となるなか、弱含みに推移した。この日行われたｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ中銀会合では、市場予想通り政策金利の据え置きが決定された。ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱは会合後に一

時下落したものの、その後は買い戻される展開となった。

海外市場のﾄﾞﾙ円は、ﾄﾞﾙ売りが継続するなか、ﾗｶﾞﾙﾄﾞECB総裁とﾎﾙﾂﾏﾝ・ｵｰｽﾄﾘｱ中銀総裁のﾀｶ派

な発言を受け、ﾕｰﾛﾄﾞﾙが大きく買い戻される展開に127円台前半の水準まで下落したのち、NYｵｰﾌﾟ

ﾝ。NY時間朝方は株式市場が軟調に寄り付くなか、円買いが強まり、米長期金利低下を受けたﾄﾞﾙ

売りも加わり、127円丁度を下抜け。その後、米国5月製造業、ｻｰﾋﾞｽﾞ業PMIが予想を下回り、前回か

らも低下したことや、5月ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ連銀製造業指数が予想を大きく下回りﾏｲﾅｽとなったことや、4月新

築住宅販売件数も予想以上に悪化し、前回分も下方修正されたことからﾄﾞﾙ売りが強まり、126円台

半ばの水準まで下落する。NY時間午後はﾎﾞｽﾃｨｯｸ・ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁の「Fedは慎重に引き締めを進

めるべきだ」との発言も伝わり、ﾄﾞﾙ円は安値圏での推移が暫く続くが、終盤に掛けては調整からや

やﾄﾞﾙが買い戻され、126円台後半の水準でｸﾛｰｽﾞした。

【金利】

米債利回りはｶｰﾌﾞがﾌﾞﾙ・ｽﾃｨｰﾌﾟ化。米株の軟化や弱い米経済指標をうけて米金利は中期ｿﾞｰﾝを中

心に低下。その後は長期・超長期ｿﾞｰﾝが金利低下幅をやや縮小する一方で、米2年債入札を堅調に

通過した中期ゾーンは底堅く推移した。

【予想】

ﾄﾞﾙ円は軟調推移を予想。今後も予定される米経済指標の内容が継続して弱い結果を示し、米株価

の下落が続く場合には、125円台への調整も視野に入るか。

JPY 127.28 126.83 ▲1.07 ▲2.55
EUR 1.0729 1.0736 +0.0045 +0.0186
AUD 0.7101 0.7106 ▲0.0003 +0.0077
SGD 1.3730 1.3719 ▲0.0015 ▲0.0131
CNY 6.6686 6.6537 +0.0040 ▲0.0840
MYR 4.3883 4.3965 +0.0067 +0.0058
THB 34.10 34.15 ▲0.03 ▲0.37
IDR 14661 14658 ▲16 +8
PHP 52.32 52.33 +0.06 ▲0.11
INR 77.63 77.59 +0.07 +0.02

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.751% ▲10.1 bp ▲23.5 bp
日本（10年） 0.237% ▲0.3 bp ▲0.9 bp
ユーロ圏（10年） 0.967% ▲5.0 bp ▲7.9 bp
オーストラリア（5年） 3.025% +1.0 bp ▲5.7 bp
シンガポール（5年） 2.478% ▲4.4 bp ▲8.4 bp
中国（5年） 2.532% +0.7 bp ▲1.2 bp
マレーシア（5年） 3.795% ▲0.7 bp ▲21.8 bp
タイ（5年） 2.309% +1.0 bp ▲33.4 bp
インドネシア（5年） 6.307% +6.4 bp ▲46.1 bp
フィリピン（5年） 5.794% ▲22.5 bp +0.6 bp
インド（5年） 7.122% +0.0 bp ▲4.3 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 3月 景気動向指数(確)
(日本) 輪番　1-3y、3-5y、5-10y、10-25y
(アジア) 1Q 豪　建設工事完工%
(アジア) 1Q 韓国　短期対外債務
(アジア) 4月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　財政収支
(アジア) 4月 ﾏﾚｰｼｱ　CPI
(アジア) 4月 韓国　小売売上高 / 百貨店売上高 / ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ売上高
(アジア) 5月 ﾍﾞﾄﾅﾑ　CPI / 貿易収支 / 小売売上高 / 鉱工業生産
(アジア) 6月 韓国　景況判断
(アジア) NZ　金融政策会合
(欧州) 1Q  独　GDP(確)
(欧州) 4月 西　PPI
(欧州) 5月 仏　消費者信頼感
(欧州) 6月 独　GfK消費者信頼感
(欧州) 独　国債入札（15Y）
(米国) 4月 耐久財受注(速) / 製造業受注-資本財(速)
(米国) FOMC議事要旨
(米国) FRN入札（2Y）
(米国) MBA住宅ﾛｰﾝ申請指数
(米国) 国債入札（5Y）

DOW（米国） 31,928.62 +0.2% ▲2.2%
N225（日本） 26,748.14 ▲0.9% +0.3%
STOXX50（ユーロ圏） 3,647.56 ▲1.6% ▲2.5%
ASX（オーストラリア） 4,126.79 ▲0.6% ▲0.6%
FTSTI（シンガポール） 3,195.04 ▲0.6% ▲0.2%
SSEC（中国） 3,070.93 ▲2.4% ▲0.7%
KLSE（マレーシア） 1,531.30 ▲0.7% ▲1.1%
SETI（タイ） 1,626.23 ▲0.6% +0.7%
JKSE（インドネシア） 6,914.141 +1.1% +4.1%
PSE（フィリピン） 6,577.45 ▲1.7% ▲0.3%
SENSEX（インド） 54,052.61 ▲0.4% ▲0.5%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 313.75 ▲0.5% ▲0.5%
金 1,866.45 +0.7% +2.8%
原油（WTI) 109.77 ▲0.5% ▲2.3%
銅 9,459.00 ▲1.4% +0.8%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 126.00 － 128.30
EUR/USD 1.0600 － 1.0780
AUD/USD 0.6980 － 0.7180
USD/SGD 1.3700 － 1.3850
USD/CNY 6.5600 － 6.7100
USD/MYR 4.3720 － 4.4330
USD/THB 33.80 － 34.40
USD/IDR 14600 － 14800
USD/PHP 51.70 － 52.80

USD/INR 77.10 － 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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