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■■■ 市場ウオッチ ■■■ 

＜先週のマーケットを振り返る＞ 

先週、「今週は本来ですと堅調相場の可能性が高い週となります。今週（2/21～2/25）の相場を占

う『RU-RD 指標』の 2 月 11 日週が+51.4％と 2 週連続プラス圏に浮上、かつ 5 週間振りに上限ゾ

ーンへ一気に上昇しており、本来ですと堅調相場の可能性が高い週となります。さらに、来週

（2/28～3/4）の相場を占う 2 月 18 日週が+16.1％と 3 週連続プラス圏に浮上しており、本来ですと

堅調相場の継続の可能性の高い週となります。先週は、『「2 週連続プラス圏、かつ 1 週が+40％以

上の上限ゾーン超」は直近で、昨年 12 月 6 日週+21.2％→12 月 13 日週+54.3％、12 月 27 日週

+34.4％→22 年 1 月 3 日週+40.3％の 2 回あり、日経平均は 12 月 6 日週安値 27693 円→12 月 13

日週高値 29070 円へ+4.9％、12 月 27 日週安値 27893 円→1 月 3 日週高値 29388 円+5.3％と堅

調に推移しています。』と指摘しましたが、今回のような「3 週連続プラス圏」は 21 年 1 月 25 日週～

2 月 8 日週以来で、当時は 21 年前半の高値となった 2 月 19 日週高値 30714 円を達成する上昇

シグナルとなりました。先週末、ウクライナを巡る地政学リスクの高まりから米国市場が急落、18日夜

間の日経平均先物が 26840 円と 27000 円割れとなっていることから月曜日はどの水準からスタート

するかが注目されますが、一旦の反発を期待したいところです。それより今後、警戒しなければい

けないのは同指標が「3 週連続プラス圏」後、マイナス圏に陥るときで、それは急落を意味するから

です。一方、『日経平均とのほぼ一致指標である「買い（レーティング 1 と 2）」-「売り（レーティング 3

と 4）」銘柄比率』が 22 年 1 月 7 日週+42.9％→1 月 14 日週+20.0％→1 月 21 日週-11.4％→1 月

28 日週-20.0％→2 月 4 日週-12.9％→2 月 11 日週+2.9％→2 月 18 日週+5.7％と、2 週連続でプ

ラス圏に浮上しています。ただ以前から何度も指摘してきたように、現在は21年2月15日週68.6％

をピークに、コロナショック時の 20 年 5 月 11 日週以来となる「-40％以下の下限ゾーン」に向けての

下落過程にあり、『RU-RD 指標』で示唆する目先一旦の反発があったとしても、それは一時的現象

に過ぎません。同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に下落するまでは「底打ち」となることは過去に

はなく、値頃感から買い推奨する市場関係者の楽観的見通しには注意が必要です。また底入れ時

期を先送りするだけの「株価操縦」は迷惑かつ、無駄な行為であることに当局は早く気づくべきかと
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思われます。米国でもサマーズ元米財務長官が『FRB は「臨時会合」を即時開催し、インフレ抑制

への決意を強調するべきだ』と主張していますが、仮に、FRB が「臨時会合」を開催するようですと

より警戒をしなければなりません。20 年 3 月のコロナショックでは、FRB が「臨時会合」で 2 回の緊

急利下げを実施して株価をより下落させるといった政策ミスを行っており、今回も「臨時会合」を開

催すると同様の政策ミスを行う可能性が高いためです。日米当局による相場介入は傷を深くするだ

けということを頭の片隅に置いて、以前から指摘してきた「いずれにしても 2022 年は厳しい相場とな

ることには変わりありません。」を忘れないことです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、2 月 21 日に 1 月工作機械受注、24 日に 1 月全国百貨店売上

高、25 日に 12 月景気動向指数改定値、一方海外で、2 月 22 日に米 12 月 S&P/コアロジック CS20

都市住宅価格指数、米国 2 月製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値、米国 2 月消費者信頼

感指数（コンファレンス・ボード）、24 日に米国 10-12 月期実質国内総生産（GDP）改定値、米国 1

月新築住宅販売件数、25 日に米国 1 月個人所得、米国 1 月個人消費支出、米 1 月個人消費支

出(PCE)価格コア指数、米国 2 月ミシガン大学消費者態度指数確報値、2 月欧・ユーロ圏消費者信

頼感指数、などが予定されています。24 日発表の米 10-12 月期国内総生産（GDP）改定値は速報

値の前期比年率+6.9％を維持できるか注目点。また、25 日発表の米 1 月個人消費支出（PCE コア

デフレーター）は+5.2％と、1983 年以来の高い伸びを記録した昨年 12 月+4.9％を上回ることが予

想されており、FRB が物価指標として重要視していることからおり政策決定に影響を与えそうです。

このほかのイベント・トピックスとしては、国内では、2 月 23 日に株式市場は祝日のため休場(天皇

誕生日)、海外では、2 月 21 日に米・株式市場は祝日のため休場(プレジデンツデー)、23 日に英・

ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が議会委証言、24 日に米・クリーブランド連銀総裁が

講演、など。」とコメントしました。 
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2 月 4 日週 2 月 11 日週 2 月 18 日週 2 月 25 日週 

¥27,439.99 ¥27,696.08 ¥27,122.07 ¥26,476.50 

-54.7% -11.4% 8.1% 51.4% 

 

先週の日経平均は、高値 26998 円（2 月 21 日）・安値 25775 円（2 月 24 日）と推移、4 週間振りに

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、22 日に親ロシア派が実効支配するウクライナ東部の一部

地域の独立をロシアが承認し、これを受けてバイデン米政権が経済制裁を発動すると発表したこと

で緊張が一段と高まるなか、祝日明け昼頃にはロシアのプーチン大統領がウクライナに軍事侵攻

を開始したことから下値目標値を下回り、1 年 3 カ月ぶりの 2 万 6000 円割れまで急落、ただ週末

25 日は攻撃開始で懸念が現実化したことにより一転して急反発、週間ベースで-646 円安と下落幅

は縮小したものの 2 週続落、2 週間で-1220 円安と 1000 円超下落してウクライナ情勢を巡る地政

学リスクに翻弄される展開で終了しています（先週予告していた上値メド 27786 円～28341 円（+2％

かい離）//下値メド 26871 円～26333 円（-2％かい離））。『大台替えと時間の物理学的法則』では、

小刻みの大台替えで、2 月 22 日に 26500 円大台割れで下落スタート、24 日に 26000 円大台割れ

でカウントダウンの下落局面入りに 2 日間、従って、26 日(土曜日のため猶予で 28 日)までに 25500

円大台割れでカウントダウン継続を狙う時間帯に入りました。逆に、26500 円大台替えで仕切り直し
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が入ります。中期の大台替えでは、時間切れとなっていましたが、2 月 24 日に 26000 円大台割れ

で下落スタートとなりました。25000 円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、27000 円大台

替えで仕切り直しが入ります。また長期の方向を示す月ベースの大台替えの法則では、時間切れ

となっていましたが、2 月に 26000 円大台割れで下落スタートとなりました。25000 円大台割れでカ

ウントダウンの下落局面、逆に、27000 円大台替えで仕切り直しがはいります。これで短期↓、中期

↓、長期↓となり、短期中期長期全てが弱含みと中期長期も弱含みとなったことで本格的な下落に

発展するかたちに変化しました。ただ、25 日夜間に先物が 27000 円手前まで急反発していることか

ら、短期に仕切り直しが入るかが注目されます。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 34095 ドル（2 月 25 日）・安値 32272 ドル（2 月 24 日）と推

移、3 週間振りに前半安・後半高の強いかたち。先週は、ロシアのプーチン大統領が 2 月 21 日、ロ

シアへの編入を求めるウクライナ東部の分離独立派が実効支配する「ドネツク人民共和国」および

「ルガンスク人民共和国」を国家として承認する大統領令に署名したことでロシアによるウクライナ侵

攻の可能性が一段と高まるなか、24 日にはウクライナに対する軍事侵攻に踏み切ったことから

33000 ドル割れで下値目標値を大幅に下回ったものの、攻撃開始で懸念が現実化したことにより急

反発、さらに 25 日にはロシアがウクライナと協議の意向を示したことでもう一段の反発となり、週間

ベースでは-21ドル安と3週続落となったものの前の週末レベルまで急反発、S&P500が0.82％高、

ナスダック総合が 1.08％高と、ともに 3 週ぶりに反発して終了しています（先週予告していた上値メ

ド 35174 ドル～35877 ドル（+2％かい離）//下値メド 34000 ドル～33320 ドル（-2％かい離））。「大台

替えの法則」では、短期の大台替えで、2 月 24 日に 32500 ドル大台割れで下落スタートとなりまし

たが、同日、逆に、33000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、25 日に 33500 ドル大台替えでカウント

ダウンの上昇局面入りに 1 日間、同時に、34000 ドル大台替えでカウントダウン継続に 0 日間、従

って、猶予で 26 日（土曜日のため週明け 28 日）までに 34500 ドル大台替えでカウントダウン継続

を狙う時間帯に入りました。逆に、33500 ドル大台割れで下落スタートとなります。中期の方向を示

す月ベースでは、2 月 24 日に 33000 ドル大台割れで下落スタートとなりましたが、逆に、2 月 25 日

に 34000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。35000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、

逆に、33000 ドル大台割れで下落スタートとなります。長期の方向を示す月ベースでは、2 月に

34000 ドル大台割れで下落スタート、同月 33000 ドル大台割れカウントダウンの下落局面入りに 0

ヶ月、従って、2 月までに 32000 ドル大台割れでカウントダウン継続を狙う時間帯に入りましたが、

逆に 2 月に 34000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。35000 ドル大台替えでカウントダウンの

上昇局面、逆に、33000 ドル大台割れで下落スタートとなります。これで短期↑、中期↑、長期↑と

なり、短期中期長期すべてが強含みで方向が一致したことで、目先を含めより反発しやすいかたち

に変化しました。先週末 25 日に米国市場は急反発しましたが、投機筋が 34000 ドルの節目まで強

引に買い上げてトレンド転換を画策したものと思われます。 
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一方、為替は、ドル・円が 115.76 円～114.39 円（先週予告していた上値メド 116.42 円～117.58 円

（+1％かい離）//下値メド 114.97 円～113.82 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成し、2 週

連続の円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1390～1.1102(先週予告していた上値メド 1.1520～1.1635

（+1％かい離）//下値メド 1.1282～1.1169（-1％かい離））と推移し、下値目標値を下回り、2 週連続

のドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、130.89 円～127.88 円（先週予告していた上値メド 133.41

円～134.74 円（+1％かい離）//下値メド 130.53 円～129.22 円（-1％かい離））と推移し、下値目標

値を下回り、2 週連続の円高・ユーロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロが 2 週連続で継続したかたち

です。ロシアがウクライナ東部の親ロシア派地域の独立を承認し、その後、ウクライナに軍事侵攻を

開始したことから、地政学的リスクの高まりを懸念したユーロ売り・ドル買い・円買いが強まったかた

ちです。ただ、欧米などの対ロシア制裁第 2 弾は想定よりも厳しい内容ではなかったこと、ロシアが

ウクライナと協議する意向を示したことから、停戦交渉への期待が広がり、週末にはリスク回避は巻

き戻されています。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

2 週連続で増加しています。先週まで 5 週連続で増減を交互に繰り返し、方向感のない状況が続

いていましたが、方向感が出る兆しなのかが注目されます。1 月 10 日週まで 5 週連続で増加した

ものの 5 週間の買い越し額は 1302 億円。それに対し、自民党総裁選で岸田首相が勝利した昨年

9 月 29 日から 7 週間で-8158 億円の連続減少後、同 11 月 15 日週+513 億円を 1 週挟んだもの

の、更に 3 週連続で-3759 億円減少、実質 11 週連続で 1 兆 1405 億円の減少額に比べると買い

越し額はごくごく僅かにとどまり、外国人は岸田政権に全く期待していないことを示しています。今

回のウクライナ戦争でも官僚の原稿棒読みの岸田政権に台湾侵攻ではこのような対応ではどのよう

なことになるのかが今から心配です。一方、「裁定売り残」は、前の週比-1482 億円の 344 億円と、3

週間振りに減少。先週までの 2 週連続増加も 5 週連続減少後の一時的増加でまだ、殆どゼロに近

い状態が続いています。以前から、『今後は「いつ本格的な売り崩しに進むのかを見極める段階」と

思われます。』と指摘しましたが、今週の暴落局面で「裁定売り残」がとこまで増えているのかが注

目されます。「裁定買い残」の推移を振り返ると、18 年 9 月 14 日週～28 日週の 3 週間合計で+1.12

兆円の急増となり、18 年 5 月 21 日週以来、約 4 ヶ月振りに 2 兆 5000 円億円台を回復して 18 年

10 月 2 日の日経平均の年初来高値更新を演出。その後、18 年 10 月 1 日週～10 月 26 日週の 4

週連続減少、4 週間合計で約 1.5 兆円急減、この 4 週間のうち 1 週間は 5000 億円と 18 年 2 月 5

日週以来の急減で、やはり 18 年 10 月からの暴落は「VIX ショック」と同様、投機筋の外国人の売り

仕掛けだったことを証明しています。 
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1 月 28 日週 2 月 4 日週 2 月 11 日週 2 月 18 日週 

¥26,717.34 ¥27,439.99 ¥27,696.08 ¥27,122.07 

0.36 0.35 0.41 0.49 
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単位：兆円 
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1 月 28 日週 2 月 4 日週 2 月 11 日週 2 月 18 日週 

¥26,717.34 ¥27,439.99 ¥27,696.08 ¥27,122.07 
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来ですと堅調相場の継続の可能性が高い週となります。今週（2/28～3/4）の相場を占う

『RU-RD 指標』の 2 月 18 日週が+16.1％と 3 週連続プラス圏に浮上しており、本来ですと堅調相

場の継続の可能性の高い週となります。ただ、来週（3/7～3/11）の相場を占う 2 月 25 日週が-

66.0％と 4 週間振りにマイナス圏に陥ると同時に、1 月 17 日週以来、5 週間振りに下限ゾーンへ

一気に急落していることから、本来は急落調整の高い週となるため警戒が必要になります。先週

は、『今回のような「3 週連続プラス圏」は 21 年 1 月 25 日週～2 月 8 日週以来で、当時は 21 年前

半の高値となった 2 月 19 日週高値 30714 円を達成する上昇シグナルとなりました。先週末、ウク

ライナを巡る地政学リスクの高まりから米国市場が急落、18 日夜間の日経平均先物が 26840 円と

27000 円割れとなっていることから月曜日はどの水準からスタートするかが注目されますが、一旦の

反発を期待したいところです。それより今後、警戒しなければいけないのは同指標が「3 週連続プラ

ス圏」後、マイナス圏に陥るときで、それは急落を意味するからです。』と指摘しましたが、予告が現

実化したかたちです。先週末 25 日に NY ダウが安値 33277 ドル→34095 ドルまで+818 ドルの急

反発、日本株も先物が夜間に 26975 円まで急反したことから市場では底入れしたとの声も出始め

てますが、『RU-RD 指標』は来週の急落調整を示唆しており、逆に警戒が必要かと思われます。一

方、『日経平均とのほぼ一致指標である「買い（レーティング 1 と 2）」-「売り（レーティング 3 と 4）」

銘柄比率』が 22 年 1 月 7 日週+42.9％→1 月 14 日週+20.0％→1 月 21 日週-11.4％→1 月 28

日週-20.0％→2 月 4 日週-12.9％→2 月 11 日週+2.9％→2 月 18 日週+5.7％→2 月 25 日週-

27.1％と、3 週間振りにマイナス圏に陥っています。ただ以前から何度も指摘してきたように、現在

は 21 年 2 月 15 日週 68.6％をピークに、コロナショック時の 20 年 5 月 11 日週以来となる「-40％

以下の下限ゾーン」に向けての下落過程にあり、『RU-RD 指標』で示唆するように目先一旦の反発

があったとしても、それは一時的現象に過ぎません。同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に下落

するまでは「底打ち」となることは過去にはなく、値頃感から買い推奨する市場関係者の楽観的見

通しには注意が必要です。ウクライナ情勢については報道内容によって停戦まではボラティリティ

の？い状況は続きそうですが、その一方で、今週はバイデン米大統領が 1 日にインフレと経済を

重点に置いた一般教書演説を行うほか、2 日、3 日にはパウエル FRB 議長が半期に一度の金融

政策報告について上下院で証言を行う予定で再度、米国の金融政策にも注目が集まりそうです

が、底入れ時期を先送りするだけの「株価操縦」は迷惑かつ、無駄な行為であることに当局は早く

気づくべきかと思われます。日米当局による相場介入は傷を深くするだけということを頭の片隅に

置いて、以前から指摘してきた「いずれにしても 2022 年は厳しい相場となることには変わりありませ

ん。」を忘れないことです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、2 月 28 日に 1 月鉱工業生産指数、1 月住宅着工統計、3 月 1

日に 2 月新車販売台数、2 日に 10-12 月期法人企業統計、4 日に 1 月失業率・有効求人倍率、
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一方海外で、3 月 1 日に中国 2 月製造業 PMI、中国 2 月財新製造業 PMI、米 2 月 ISM 製造業景

気指数、2 日に 2 月欧・ユーロ圏消費者物価コア指数、米 2 月 ADP 全米雇用リポート、米地区連

銀経済報告（ベージュブック）、3 日に米 2 月 ISM 非製造業指数、4 日に米 2 月雇用統計などが

の発表が予定されています。3 月 1 日発表の米 2 月 ISM 製造業景況指数は 58.0 と、前月の 57.6

を小幅に上回る見通し。また、3 月 4 日発表の米 2 月雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比

+40.0 万人、失業率は 3.9％の見通し（1 月非農業部門雇用者数が前月比+46.7 万人、失業率は

4.0％）。このほかのイベント・トピックスとしては、海外では、2 月 28 日に米・アトランタ連銀総裁がオ

ンライン討論会に参加、3 月 1 日に米・バイデン大統領の一般教書演説、2 日に米・パウエル連邦

準備制度理事会(FRB)議長が下院金融委員会で半期に 1 度の議会証言、米・セントルイス連銀総

裁が講演、「OPEC プラス」閣僚級会合、3 日に米・パウエル FRB 議長が上院銀行委員会で半期

に 1 度の議会証言、5 日に中・全国人民代表大会(全人代)開幕などイベントの多い週で注目され

ます。 
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2 月 18 日週 2 月 25 日週 3 月 4 日週 3 月 11 日週 

¥27,122.07 ¥26,476.50     

8.10% 51.40% 16.10% -66.00% 

 

 

 

 

 

12月17日
週

12月24日
週

12月31日
週

1月7日週 1月14日
週

1月21日
週

1月28日
週

2月4日週 2月11日
週

2月18日
週

2月25日
週

3月4日週 3月11日
週

日経平均 ¥28,545.6 ¥28,782.5 ¥28,791.7 ¥28,478.5 ¥28,124.2 ¥27,522.2 ¥26,717.3 ¥27,439.9 ¥27,696.0 ¥27,122.0 ¥26,476.5
RU-RD -45.2% 21.2% 54.3% -21.6% 34.4% 40.0% -37.9% -54.7% -11.4% 8.1% 51.4% 16.1% -66.0%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

¥21,500.00

¥22,000.00

¥22,500.00

¥23,000.00

¥23,500.00

¥24,000.00

¥24,500.00

¥25,000.00

¥25,500.00

¥26,000.00

¥26,500.00

¥27,000.00

¥27,500.00

¥28,000.00

¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

¥31,000.00

RU-RD指標と日経平均（週末終値）
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■■■ 今週の各指標の上値・下値メド ■■■  
 

＜日経平均＞ 

上値メド 26579 円～27110 円（+2％かい離）  

下値メド 25832 円～25315 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 33390 ドル～34057 ドル（+2％かい離） 

下値メド 32317 ドル～31670 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 115.56 円～116.71 円（+1％かい離） 

下値メド 114.29 円～113.14 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1257～1.1369（+1％かい離） 

下値メド 1.1139～1.1027（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 129.71 円～131.00 円（+1％かい離） 

下値メド 127.85 円～126.57 円（-1％かい離） 
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2月11日週 2月18日週 2月25日週 3月4日週
日経平均 ¥27,696.08 ¥27,122.07 ¥26,476.50
高値 ¥27,880.70 ¥27,486.09 ¥26,998.47
安値 ¥27,085.32 ¥26,724.91 ¥25,775.64
上値上 ¥27,852 ¥28,836 ¥28,341 ¥27,110
上値下 ¥27,306 ¥28,271 ¥27,786 ¥26,579
下値上 ¥25,780 ¥26,938 ¥26,871 ¥25,832
下値下 ¥25,264 ¥26,399 ¥26,333 ¥25,315

¥24,500.00

¥25,500.00

¥26,500.00

¥27,500.00

¥28,500.00

¥29,500.00

¥30,500.00

¥31,500.00

¥32,500.00

日経平均

2月11日週 2月18日週 2月25日週 3月4日週
NYダウ $35,241.59 $34,312.03 $33,223.83
上値上 $36,131 $37,270 $35,877 $34,057
上値下 $35,423 $36,540 $35,174 $33,390
下値上 $33,858 $35,056 $34,000 $32,317
下値下 $33,180 $34,354 $33,320 $31,670
高値 $35,824.28 $35,047.79 $34,095.74
安値 $34,620.52 $33,976.18 $32,272.64

$31,000.00

$32,000.00

$33,000.00

$34,000.00

$35,000.00

$36,000.00

$37,000.00

$38,000.00

$39,000.00

NYダウ
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2月11日週 2月18日週 2月25日週 3月4日週
上値上 ¥117.07 ¥117.85 ¥117.58 ¥116.71
上値下 ¥115.92 ¥116.69 ¥116.42 ¥115.56
下値上 ¥114.07 ¥114.84 ¥114.97 ¥114.29
下値下 ¥112.92 ¥113.69 ¥113.82 ¥113.14
ドル円 ¥115.41 ¥115.00 ¥115.56
高値 ¥116.33 ¥115.87 ¥115.76
安値 ¥114.90 ¥114.78 ¥114.39

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

¥113.00

¥114.00

¥115.00

¥116.00

¥117.00

¥118.00

ドル円

2月11日週 2月18日週 2月25日週 3月4日週
上値上 € 1.1445 € 1.1736 € 1.1635 € 1.1369
上値下 € 1.1332 € 1.1620 € 1.1520 € 1.1257
下値上 € 1.1151 € 1.1327 € 1.1282 € 1.1139
下値下 € 1.1039 € 1.1213 € 1.1169 € 1.1027
ドルユーロ € 1.1414 € 1.1366 € 1.1190 
高値 € 1.1496 € 1.1397 € 1.1391 
安値 € 1.1330 € 1.1280 € 1.1107 

€ 1.1000

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

ドルユーロ
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■■■ レーティング変更 ■■■  
同指標は日経平均に多少先行しますが一致指標。同指標は、22 年 1 月 7 日週+42.9％→22 年 1

月 14 日週+20.0％→1 月 21 日週-11.4％→1 月 28 日週-20.0％→2 月 4 日週-12.9％→2 月 11

日週+2.9％→2 月 18 日週+5.7％→2 月 25 日週-27.1％と、3 週間振りにマイナス圏に陥っていま

す。ただ以前から何度も指摘してきたように、現在は 21 年 2 月 15 日週 68.6％をピークに、コロナ

ショック時の 20 年 5 月 11 日週以来となる「-40％以下の下限ゾーン」に向けての下落過程にあり、

『RU-RD 指標』で示唆するように目先一旦の反発があったとしても、それは一時的現象に過ぎませ

ん。同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に下落するまでは「底打ち」となることは過去にはなく、値

頃感から買い推奨する市場関係者の楽観的見通しには注意が必要です。ウクライナ情勢について

は報道内容によって停戦まではボラティリティの？い状況は続きそうですが、その一方で、今週は

バイデン米大統領が 1 日にインフレと経済を重点に置いた一般教書演説を行うほか、2 日、3 日に

はパウエル FRB 議長が半期に一度の金融政策報告について上下院で証言を行う予定で再度、米

国の金融政策にも注目が集まりそうですが、底入れ時期を先送りするだけの「株価操縦」は迷惑か

つ、無駄な行為であることに当局は早く気づくべきかと思われます。日米当局による相場介入は傷  

 

2月11日週 2月18日週 2月25日週 3月4日週
上値上 ¥131.89 ¥135.52 ¥134.74 ¥131.00
上値下 ¥130.59 ¥134.18 ¥133.41 ¥129.71
下値上 ¥128.75 ¥131.73 ¥130.53 ¥127.85
下値下 ¥127.46 ¥130.41 ¥129.22 ¥126.57
ユーロ円 ¥130.98 ¥130.19 ¥130.20
高値 ¥133.34 ¥131.57 ¥130.80
安値 ¥130.74 ¥130.10 ¥128.28

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

¥130.00

¥132.00

¥134.00

¥136.00

¥138.00

ユーロ円
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を深くするだけということを頭の片隅に置いて、以前から指摘してきた「いずれにしても 2022 年は厳

しい相場となることには変わりありません。」を忘れないことです。 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□発行元：塚澤.com 運営事務局 

□ご意見・ご感想：info@tsukazawa.com 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

※免責事項※ 

「塚澤.com 今週の T２経済レポート」は、 

株式会社ライブグラフィー(以下、当社)が提供するレポートです。 

これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いか 

ねます。 

提供する全ての情報について、当社の許可なく転用・販売することを禁じます。 

11月26
日週

12月3日
週

12月10
日週

12月17
日週

12月24
日週

12月31
日週

1月7日週 1月14日
週

1月21日
週

1月28日
週

2月4日週 2月11日
週

2月18日
週

2月25日
週

銘柄比率 -8.6% -38.6% -31.4% 20.0% 10.0% 12.9% 42.9% 20.0% -11.4% -20.0% -12.9% 2.9% 5.7% -27.1%
上限 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
下限 -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40% -40%
日経平均 ¥28,751. ¥28,029. ¥28,437. ¥28,545. ¥28,782. ¥28,791. ¥28,478. ¥28,124. ¥27,522. ¥26,717. ¥27,439. ¥27,696. ¥27,122. ¥26,476.

¥19,200.00

¥21,200.00

¥23,200.00

¥25,200.00

¥27,200.00

¥29,200.00

¥31,200.00

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

日経平均とT2レーティング比率


