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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

ﾄﾞﾙ円は126円台後半でｽﾀｰﾄ。前日の米国株式市場が終盤にかけて下げ幅を縮小してｸﾛｰｽﾞしたこ

ともあり、この日のｱｼﾞｱ時間はﾘｽｸｵﾌとはならず、安く始まった日経平均もすぐに下げ幅を縮小。ﾄﾞﾙ

円は押し目買いも入ってじり高となり、午後には127円台を回復した。

その他主要通貨ではNZDが上昇。NZ中銀金融政策決定会合は市場予想通り50bpの利上げとなっ

たが、直後の声明が今後の利上げﾍﾟｰｽの加速を示唆するﾀｶ派の内容となったことが買い材料となっ

た。これを受けてAUDも連れ高。一方で前日までに大きく上昇していたEURは売り優勢だった。ｱｼﾞｱ

通貨はKRW、TWD、INRが上昇する一方でCNH、SGD、THBが下落するなど方向感が出なかった。

欧州時間はﾊﾟﾈｯﾀECB専務理事のﾊﾄ派ｺﾒﾝﾄを受けてEURが下げ足を加速。1.064近傍まで0.8%程度

下落すると、市場はﾄﾞﾙ買い優勢となり、ｱｼﾞｱ時間に買われていたｵｾｱﾆｱ通貨も上昇幅を全て吐き

出して反落。また中国にて李克強首相が足許の中国経済の状況に関して悲観的な見方を示したこと

が伝わり、USDCNHが6.68台から6.71台まで急上昇したこともﾄﾞﾙ買い地合いを後押しした。その後

米国時間は予想を下回る4月耐久財受注、ﾌﾞﾚｲﾅｰﾄﾞ副議長のﾀｶ派発言等など材料はまちまちだった

が、主要株価指数が反発したこともあり、ﾄﾞﾙがじりじりと上げ幅を縮小。午後に公表されたFOMC議

事録は「今後2回の会合で50bpの利上げが適切となる公算が高い」との記述が見られたが、目立っ

たｻﾌﾟﾗｲｽﾞは無く、安心感からﾄﾞﾙ売りが加速。結局一日を通して見ると多くの通貨が往って来いと

なった。ﾄﾞﾙ円は米国時間に入って買い優勢となり127円台前半でｸﾛｰｽﾞした。

【金利】

米債利回りは狭いﾚﾝｼﾞでの小動き。前日の大幅金利低下の後とあってｱｼﾞｱ時間の米債は小幅安水

準で様子見ﾑｰﾄﾞの強い展開。その後欧州時間に入ると欧州債に連れ高となって金利は各年限で小

幅低下するも、米国時間に入ると上述のFED高官のﾀｶ派発言もあり低下幅を縮小。10年債利回りは

前日比▲0.5bpの2.74%付近でｸﾛｰｽﾞ。

【予想】

昨日は、多くの国で株が反発し、ｾﾝﾁﾒﾝﾄも幾分改善したものの、やはり戻りは鈍い印象。FEDの引き

締めﾊﾟｽは既に概ね織り込み済みではあるが、足許は景気の先行きに対する不透明感が勝ってい

る状況で、この払しょくには時間を要する。ﾄﾞﾙ円も押し目買いに支えられてはいるものの、下ｻｲﾄﾞを

やり切った感も無く、短期的にはﾄﾞﾙ売り目線を継続したい。他方、来週月曜日は米国休日ということ

もあり、本日あたりから徐々に月末ﾌﾛｰ主導の相場となりそうだ。

JPY 127.15 127.32 +0.49 ▲0.91
EUR 1.0684 1.0681 ▲0.0055 +0.0217
AUD 0.7093 0.7091 ▲0.0015 +0.0136
SGD 1.3745 1.3758 +0.0039 ▲0.0162
CNY 6.6704 6.6932 +0.0395 ▲0.0610
MYR 4.3925 4.3945 ▲0.0020 ▲0.0028
THB 34.22 34.23 +0.08 ▲0.38
IDR 14618 14633 ▲25 ▲55
PHP 52.36 52.36 +0.03 ▲0.10
INR 77.52 77.53 ▲0.06 ▲0.06

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.745% ▲0.5 bp ▲13.9 bp
日本（10年） 0.213% ▲2.4 bp ▲3.2 bp
ユーロ圏（10年） 0.952% ▲1.5 bp ▲7.8 bp
オーストラリア（5年） 2.940% ▲8.5 bp ▲17.2 bp
シンガポール（5年） 2.438% ▲4.0 bp ▲14.8 bp
中国（5年） 2.524% ▲0.8 bp ▲0.7 bp
マレーシア（5年） 3.753% ▲4.2 bp ▲28.7 bp
タイ（5年） 2.243% ▲6.6 bp ▲33.3 bp
インドネシア（5年） 6.288% ▲1.9 bp ▲40.8 bp
フィリピン（5年） 5.825% +3.1 bp ▲21.0 bp

インド（5年） 7.104% ▲1.8 bp ▲4.6 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 4月 企業向けｻｰﾋﾞｽ価格指数 
(日本) 国債入札（40Y）
(アジア) 1Q 豪　民間資本的支出

(アジア) 4月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　鉱工業生産

(アジア) 4月 ﾀｲ　製造業生産指数 / 設備稼働率指数

(アジア) 休場 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
(アジア) 韓国　金融政策会合

(欧州) 3月 伊　工業売上

(欧州) 5月 伊　景況感指数 / 消費者信頼感指数 / 製造業信頼感指数

(欧州) 伊　国債入札（2Y）
(欧州) 休場 ｽｲｽ
(米国) 1Q  GDP / GDP価格指数

(米国) 1Q  ｺｱPCEﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ
(米国) 4月 中古住宅販売仮契約

(米国) 5月 ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ連銀製造業活動

(米国) 国債入札（7Y）
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 32,120.28 +0.6% +2.0%
N225（日本） 26,677.80 ▲0.3% ▲0.9%
STOXX50（ユーロ圏） 3,677.10 +0.8% ▲0.4%
ASX（オーストラリア） 4,147.08 +0.5% +0.9%
FTSTI（シンガポール） 3,179.58 ▲0.5% ▲1.4%
SSEC（中国） 3,107.46 +1.2% +0.7%
KLSE（マレーシア） 1,535.56 +0.3% ▲1.2%
SETI（タイ） 1,625.18 ▲0.1% +0.3%
JKSE（インドネシア） 6,883.504 ▲0.4% +1.3%
PSE（フィリピン） 6,597.76 +0.3% ▲1.9%
SENSEX（インド） 53,749.26 ▲0.6% ▲0.8%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 314.57 +0.3% +1.7%
金 1,853.46 ▲0.7% +2.0%
原油（WTI) 110.33 +0.5% +0.7%
銅 9,367.00 ▲1.0% +1.3%

*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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