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 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円台前半でオープン。米債利回りの上昇に伴い、朝方に一時127円台半

ばまで上昇するも、その後は米債利回りの低下を横目にドル円も押し戻される展開となり、結局オー

プンとほぼ同水準まで戻して海外時間に渡った。

引き続きドルの上値は重く、アジア通貨は底堅い推移。韓国中銀は政策金利を予想通りに25bp引上

げ、1.75%に。利上げは2会合連続となった。李中銀総裁は記者会見でさらに積極的な利上げを行う

姿勢を示唆したものの、為替の反応は限定的となった。

海外時間のドル円は黒田日銀総裁の出口戦略に関するコメントを受けて円買いが持ち込まれ一時

126円台半ばまで下落したが、堅調な欧州株を横目に127円台を回復。その後、米1QのGDPが予想

以上に悪化し、コアPCEも予想を下回ったことからドル売りが強まり、再び126円台まで下落するも、

すぐに買い戻され127円台を回復。続いて発表された米中古住宅販売仮契約は予想以上に悪化した

ものの、米小売の予想を上回る決算を受け株式市場が大幅高で推移する中、ドルが売られる一方

円も売られたことから127円台半ばまで戻す。引けにかけては米金利の低下でドル売りの勢いが増

し、ドル円はじり安となり127円近くでクローズした。

【金利】

米金利はパラレルに小幅上昇。朝方の指標はまちまちの内容となり、方向感は出ず。堅調な米株を

横目に金利が上昇したのち、今週最後の入札である7年債入札結果が強めの内容だったことで引け

にかけて金利低下は低下し、往って来いの展開。

【予想】

昨日は黒田日銀総裁が出口戦略についてコメント。金融市場の安定化を確保しながら出口戦略を

やっていくのは可能、としたがインフレ率上昇が一時的で来年度は再び低下することから緩和維持

の方向性を同時に強調している。足許ドル安の流れが終わったとは言えず短期的にもうすこし調整

の可能性はあると見るが、日米金融政策の違いを前提とすれば長期的な円安ビューは不変か。

JPY 126.60 127.12 ▲0.20 ▲0.67
EUR 1.0688 1.0725 +0.0044 +0.0137
AUD 0.7096 0.7098 +0.0007 +0.0049
SGD 1.3743 1.3731 ▲0.0027 ▲0.0080
CNY 6.7321 6.7389 +0.0457 +0.0264
MYR 4.3985 4.3940 ▲0.0005 ▲0.0105
THB 34.25 34.20 ▲0.03 ▲0.36
IDR 14613 14633 +0 ▲100
PHP 52.42 52.41 +0.05 ▲0.05
INR 77.58 77.58 +0.05 ▲0.15

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.747% +0.2 bp ▲9.0 bp
日本（10年） 0.240% +2.7 bp ▲0.3 bp
ユーロ圏（10年） 0.998% +4.6 bp +4.9 bp
オーストラリア（5年） 2.938% ▲0.2 bp ▲11.5 bp
シンガポール（5年） 2.455% +1.7 bp ▲11.1 bp
中国（5年） 2.479% ▲4.5 bp ▲5.6 bp
マレーシア（5年） 3.736% ▲1.7 bp ▲25.5 bp
タイ（5年） 2.237% ▲0.6 bp ▲31.7 bp
インドネシア（5年） 6.288% +0.0 bp ▲40.0 bp
フィリピン（5年） 5.699% ▲12.6 bp ▲31.7 bp
インド（5年） 7.101% ▲0.3 bp ▲6.1 bp
 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(アジア) 4月 中国　工業企業利益
(アジア) 4月 豪　小売売上高
(アジア) 5月 NZ　ANZ消費者信頼感指数
(欧州) 3月 西　住宅融資総額 / 住宅ﾛｰﾝ承認
(欧州) 4月 独　小売売上高
(欧州) 4月 西　小売売上高
(欧州) 伊　国債入札（6M）
(米国) 4月 個人所得 / 個人支出 / 実質個人支出
(米国) 4月 個消物価ﾃﾞﾌﾚｰﾀ / PCEｺｱﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ
(米国) 4月 前渡商品貿易収支 / 卸売在庫(速) / 小売在庫
(米国) 5月 ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者ﾏｲﾝﾄﾞ(確)

DOW（米国） 32,637.19 +1.6% +4.4%
N225（日本） 26,604.84 ▲0.3% +0.8%
STOXX50（ユーロ圏） 3,740.31 +1.7% +2.7%
ASX（オーストラリア） 4,176.59 +0.7% +3.4%
FTSTI（シンガポール） 3,209.18 +0.9% +0.6%
SSEC（中国） 3,123.11 +0.5% +0.8%
KLSE（マレーシア） 1,541.15 +0.4% ▲0.5%
SETI（タイ） 1,633.73 +0.5% +1.7%
JKSE（インドネシア） 6,883.504 +0.0% +0.9%
PSE（フィリピン） 6,645.52 +0.7% ▲0.2%
SENSEX（インド） 54,252.53 +0.9% +2.8%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 318.66 +1.3% +1.6%
金 1,850.63 ▲0.2% +0.5%
原油（WTI) 114.09 +3.4% +1.7%
銅 9,345.50 ▲0.2% ▲1.2%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 126.50 － 127.60
EUR/USD 1.0680 － 1.0780
AUD/USD 0.7050 － 0.7170
USD/SGD 1.3670 － 1.3780
USD/CNY 6.7250 － 6.7850
USD/MYR 4.3750 － 4.4080
USD/THB 33.90 － 34.40
USD/IDR 14550 － 14660
USD/PHP 52.20 － 52.60

USD/INR 77.20 － 77.70
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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