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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週となりそうです。今週（7/18～7/22）の相場を占う『RU-RD

指標』の 7 月 8 日週が+16.7％と、2 週連続プラス圏となったことで堅調相場が期待されます。ただ、

来週（7/25～7/29）の相場を占う 7 月 15 日週が-22.2％と、3 週間振りにマイナス圏に陥ったことか

ら、急落調整に注意すべき週となります。先週、『『「参議院選挙」と「7 月ミニ SQ」後に売り崩しを行

うのか、そのタイミングが注目されます。いずれにしても 9 月に向けて売り崩しを行う方向は変わりま

せん。』と指摘してきたように、投機筋の外国人がいつから売り崩すかが注目点です。現在、2 週連

続プラス圏を維持している『RU-RD 指標』がマイナス圏に陥るときは売り崩しの始まるタイミングとし

て注意が必要です。』と指摘した途端、そのシグナルが早くも表れたかたちです。今週は来週の急

落調整の準備をする週となります。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 6 月 3 日週+1.4％→6 月 10 日週+15.7％→

6 月 17 日週-20.0％→6 月 24 日週-37.1％→7 月 1 日週-18.6％→7 月 8 日週-8.6％→7 月 15 日

週-8.6％と、5 週連続でマイナス圏に陥っています。過去、下落相場が終了するには、同指標の移

動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に陥ることが条件です。同指標の移動平均は 22 年 6

月 3 日週-12.4％→6 月 10 日週-7.4％→6 月 17 日週-8.3％→6 月 24 日週-12.1％→7 月 1 日週

-11.9％→7 月 8 日週-11.2％→7 月 15 日週-12.9％と、10 週連続マイナス圏に陥ってますが、不

自然な「株価操縦」を繰り返すことで「-40％の下限ゾーン」が未だ実現せず、そのため「株価底入

れ」が遠のいています。以前から、『今年はショートカバー（売り方の買い戻し）で相場が急反発する

「ブルトラップ（強気のワナ）」を繰り返していることも特徴』と指摘してきましたが、多くの楽観的な市

場関係者が繰り返す「株価底入れ」発信には注意が必要です。世界の株式が歴史的なバブル崩

壊過程に入っていることに気付いていないためかと思われます。先々週、『上半期（1 月～6 月）の

ダウ平均が 15.3%安と、下落率が 1962 年以来、60 年ぶりの大きさ、またハイテク株比率が高いナス

ダック総合株価指数は 29.5%安で、過去最大となっていることが歴史的なバブル崩壊過程であるこ

とを示しています。T-Model 理論では、『現在は「2 つのバブル」の 2 つ目のバブル崩壊過程であ
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り、仮に、『同指標の移動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に陥る』といったＴ2 指標の底

入れサインが出てもそれは 2 つ目のバブル崩壊が終了するだけで、その後には、1 つ目のバブル

崩壊が待っています。』と指摘したように、安易な市場の楽観論には気を付けるべきかと思われま

す。 

 

今週は、経済指標では、国内は、7 月 21 日に 6 月貿易収支、22 日に 6 月全国消費者物価、一方

海外で、7 月 18 日に米 7 月 NAHB 住宅市場指数、19 日に米 6 月住宅着工件数、欧 6 月ユー

ロ圏 CPI、20 日に英 6 月消費者物価コア指数、欧 7 月ユーロ圏消費者信頼感指数、21 日に米 7

月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、などが発表予定です。19 日発表の米 6 月住宅着工件

数予想は 159.5 万戸と参考となる 5 月実績 154.9 万戸を若干上回る予想です。このほかのイベン

ト・トピックスとしては、国内は、18 日に株式市場は祝日のため休場(海の日)、20 日に日銀金融政

策決定会合（～21 日）、21 日に黒田日銀総裁会見、海外は、21 日に ECB 定例理事会、ロシアとド

イツ結ぶ天然ガスパイプライン「ノルドストリーム」の定期保守点検の終了日、などが予定されていま

す。21 日の日本銀行金融政策決定会合では金融政策の現状維持が予想されています。日本銀

行の黒田総裁は7月11日開いた支店長会議で、「エネルギーや食料品の価格上昇の影響により、

コア消費者物価指数は、前年比+2％程度で推移するが、エネルギー価格による押し上げ効果は

弱まり、プラス幅は縮小していく」との見方を伝えているためです。一方、欧州中央銀行理事会では

0.25 ポイントの利上げが実行される見込みですが、ユーロ圏経済の大幅な減速が予想される 9 月

以降の見通しが注目されています。ただ、欧州中央銀行理事会よりも注目されるのは、定期保守点

検が終了する 22 日から「ノルドストリーム」でドイツに天然ガスが供給されるかどうかです。供給され

ない場合、市場での混乱が予想されるためです。」とコメントしました。 



 3

 

6 月 27 日週 7 月 4 日週 7 月 11 日週 7 月 18 日週 

¥25,935.62 ¥26,517.19 ¥26,788.47 ¥27,914.66 

-56.7% -6.8% 41.2% 16.7% 

 

先週の日経平均は、高値 27952 円（7 月 22 日）・安値 26791 円（7 月 19 日）と推移、前の週と異な

り、前半安・後半高の強いかたち。先週は、3 連休明けで、米金融大手の好決算に加えて、7 月ミシ

ガン大消費者信頼感指数の長期期待インフレ率が 1 年ぶりの低水準となり、大幅利上げ観測が後

退、その後、ロシア国営ガス会社がパイプライン「ノルドストリーム 1」を通じた欧州への天然ガス輸

出を再開するとの報道で上昇する一方、欧州中央銀行（ECB）による予想（0.25pt）を上回る大幅利

上げ（0.5pt）、米国の住宅関連指標や景気指標は軒並み予想を下回り景気後退が警戒されました

が、日本銀行が 7 月 20－21 日開催の金融政策決定会合で大規模な金融緩和政策の維持を決め

たことで安心感から上値目標値を上回り、週間ベースでは+1126 円高と 3 週連続反発、ただ大した

理由もなく 3 週間で+1397 円の大躍進は投機筋による買い仕掛けの可能性を示唆する動きかと思

われます（先週予告していた上値メド 27199 円～27742 円（+2％かい離）//下値メド 26113 円～

25590 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、7 月 19

日に 27000 円大台替えで仕切り直しが入り、20 日に 27500 円大台替えでカウントダウンの上昇局

5月2日週 5月9日週 5月16日週 5月23日週 5月30日週 6月6日週 6月13日週 6月20日週 6月27日週 7月4日週 7月11日週 7月18日週

日経平均 ¥27,003.56¥26,427.65¥26,739.03¥26,781.68¥27,761.57¥27,824.29¥25,963.00¥26,491.97¥25,935.62¥26,517.19¥26,788.47¥27,914.66
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面入りに 1 日間、従って、21 日までに 28000 円大台替えでカウントダウン継続を狙う時間帯にはい

りましたが実現せず時間切れ。28500 円大台替えで仕切り直し、逆に、27000 円大台割れで下落ス

タートとなります。中期の大台替えでは、6 月 13 日に 27000 円大台割れで下落スタート、17 日に

26000 円大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 4 日間、従って、21 日までに 25000 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が実現せず時間切れ。28000 円大台替えで仕

切り直し、逆に、25000 円大台割れで下落スタートとなります。また長期の方向を示す月ベースの大

台替えの法則では、7 月に逆に、27000 円大台替えで仕切り直しが入りました。28000 円大台替え

でカウントダウンの上昇局面、逆に、26000 円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・中期の方向感が再びなくなり、長期が強含みながらも目先は乱高下

しやすいかたちに変化しました。あくまでも、現在は「選挙相場」後の反動安の時間帯に入っている

ということです。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 32219 ドル（7 月 22 日）・安値 30982 ドル（7 月 18 日）と推

移、前の週と異なり、前半安・後半高の強いかたち。先週は、6 月米住宅着工件数と建設許可件数

の減少を受けて 7 月連邦公開市場委員会（FOMC）での 1 ポイント追加利上げ観測は大きく後退、

21 日発表の 7 月米フィラデルフィア連銀景況感調査（製造業景況指数）と 6 月景気先行指数の悪

化を受けて米長期金利は低下、その結果、緩和状態を示す「逆イールド」が継続したことで上値目

標値を達成、週間ベースでは+611 ドル高と 3 週連続反発、ただ前の週に一時、1200 ドル弱からま

で下落したものの 2 週連続陽線となる水準まで株価を吊り上げたことからも明らかなように「株価操

縦」が行われていると考えるべきかと思われます（先週予告していた上値メド 31290 ドル～31915 ド

ル（+2％かい離）//下値メド 30002 ドル～29401 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短

期の大台替えで、7 月 19 日に 31500 ドル大台替えで仕切り直しが入り、21 日に 32000 ドル大台替

えでカウントダウンの上昇局面入りに 2 日間、従って、23 日(土曜日のため週明け 25 日)までに

32500 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が実現せず時間切れ。32500 ド

ル大台替えで仕切り直し、逆に、31000 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、7 月 21 日に 32000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。33000 ドル大台替えで

カウントダウンの上昇局面、逆に、31000 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、6 月に 31000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、7 月に 32000 ドル大台替えでカ

ウントダウンの上昇局面入りに 1 ヶ月、従って、8 月までに 33000 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、31000 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、短期の方向感がなくなったことで、中期・長期が強含みながらも、目先は乱

高下しやすいかたちに変化しました。「これまで 30000 ドル～32000 ドルのレンジ相場でしたが、

32000 ドルを超えたことでこのレンジ相場を脱したのか、それとも一瞬だけ突破させる騙しとなるの

かが注目されます。」と指摘したように「レンジ相場」を抜け出すかどうかも注目ですが、逆に、31000

ドル大台を割り込むと、短期・中期・長期すべてが弱き相場に転換するため、買い方と売り方はこの
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31000 ドル大台を意識して動いているように思われます。 

 

一方、為替は、ドル・円が 138.87 円～135.56 円（先週予告していた上値メド 138.69 円～140.07 円

（+1％かい離）//下値メド 136.53 円～135.16 円（-1％かい離））と推移、上値・下値両目標値を達成

する変動幅の大きい週となりましたが、実質は前の週と異なり、円高・ドル安、ドル・ユーロは、

1.0278～1.0117(先週予告していた上値メド 1.0113～1.0214（+1％かい離）//下値メド 0.9805～

0.9706（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、3 週間振りにドル安・ユーロ高。また、ユー

ロ円は、139.87 円～136.97 円（先週予告していた上値メド 139.70 円～141.09 円（+1％かい離）//

下値メド 134.80 円～133.45 円（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、3 週間振りに円安・

ユーロ高。前の週のドル＞円＞ユーロからユーロ＞円＞ドルに変化しました。ECB は 21 日に開い

た理事会で大方の予想を上回る 0.50 ポイント幅の追加利上げを決定したことでユーロ買いが先行、

米国の住宅関連指標や景気指標が軒並み予想を下回ったことで米長期金利が低下し、ユーロ買

い・米ドル売りが再び優勢となった他、日本銀行が大規模な金融緩和政策の維持を発表したことで

ユーロ買い・円売りも先行しましたが、イタリアのドラギ首相が辞意を表明したことやドイツの 7 月製

造業 PMI が悪化したことからユーロ買い・円売りは縮小したかたちです。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

前の週と異なり、3 週間振りに 1000 億円超減少しています。前の週に 5 月 30 日週以来、5 週間振

りに 2000 億円超の増加となりましたが再び急減、前の週の 2000 億円超増加を含めてもここ 6 週間

合計で 3642 億円減少しており、方向的には減少傾向が続いています。以前から何度も指摘してき

たように、現在は 3 月末の年度末と 6 月メジャーSQ の「株価操縦」の反動安の時期に入っています

が、現在は 7 月 10 日の参議院選挙を目的とした「選挙相場」の「相場操縦」の余韻との位置付けか

と思われます。いずれにしても、今 3 月終値最安値 25162 円を下回ることは当然の流れかと思われ

ます。一方、「裁定売り残」は、前の週比-965 億円と、5 週間振りに減少しています。前の週まで 4

週合計で 3096 億円の増加で、いよいよ「本格的な売り崩しに進むのかを見極める段階」と指摘しま

したが、来週以降、再び、増加してくるのかが注目されます。以前から指摘しましたが、『裁定買い

残-裁定売り残』を分析すると、これまでの縮小トレンドが下抜けして売り圧力が増してきたかたちで

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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6 月 20 日週 6 月 27 日週 7 月 4 日週 7 月 11 日週 

¥26,491.97 ¥25,935.62 ¥26,517.19 ¥26,788.47 

0.75 0.66 0.9 0.76 

-0.14 -0.09 0.24 -0.14 

単位：兆円 

 

  

5月23日週 5月30日週 6月6日週 6月13日週 6月20日週 6月27日週 7月4日週 7月11日週

先週比 0.15 0.28 -0.11 -0.13 -0.14 -0.09 0.24 -0.14

日経平均 ¥26,781.68 ¥27,761.57 ¥27,824.29 ¥25,963.00 ¥26,491.97 ¥25,935.62 ¥26,517.19 ¥26,788.47

裁定買い残 0.85 1.13 1.02 0.89 0.75 0.66 0.90 0.76
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¥29,500.00

裁定買い残と先週比
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6 月 20 日週 6 月 27 日週 7 月 4 日週 7 月 11 日週 

¥26,491.97 ¥25,935.62 ¥26,517.19 ¥26,788.47 

0.27 0.48 0.52 0.43 

0.02 0.21 0.04 -0.09 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月23日週 5月30日週 6月6日週 6月13日週 6月20日週 6月27日週 7月4日週 7月11日週

先週比 0.01 -0.07 -0.04 0.04 0.02 0.21 0.04 -0.09

日経平均 ¥26,781.68 ¥27,761.57 ¥27,824.29 ¥25,963.00 ¥26,491.97 ¥25,935.62 ¥26,517.19 ¥26,788.47

裁定売り残 0.32 0.25 0.21 0.25 0.27 0.48 0.52 0.43
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来ですと急落調整に注意すべき週となりそうです。今週（7/25～7/29）の相場を占う『RU-

RD 指標』の 7 月 15 日週が-22.2％と、3 週間振りにマイナス圏に陥ったことから、急落調整に注意

すべき週となります。ただ、来週（8/1～8/5）の相場を占う 7 月 22 日週が+34.5％と、前の週と異な

り一転、プラス圏に浮上したことで、逆に、急反発の可能性のある週となります。先週、『現在、2 週

連続プラス圏を維持している『RU-RD 指標』がマイナス圏に陥るときは売り崩しの始まるタイミングと

して注意が必要です。』と指摘した途端、そのシグナルが早くも表れたかたちです。今週は来週の

急落調整の準備をする週となります。』と指摘しましたが、来週は逆に、急反発の可能性が出てきた

ことで一気に下落すると考えられていた方は注意してください。来週は投機筋が相場変動に利用

するイベントの一つ、米国 7 月雇用統計が 8 月 5 日に発表されます。ただ、以前から指摘している

ように、『いずれにしても 9 月に向けて売り崩しを行う方向は変わりません。』と指摘してきたように、

投機筋の外国人がいつから売り崩すかが注目点です。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 6 月 3 日週+1.4％→6

月 10 日週+15.7％→6 月 17 日週-20.0％→6 月 24 日週-37.1％→7 月 1 日週-18.6％→7 月 8

日週-8.6％→7 月 15 日週-8.6％→7 月 22 日週 0％と、6 週間振りにニュートラルまで戻していま

す。過去、下落相場が終了するには、同指標の移動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に

陥ることが条件です。同指標の移動平均は 22 年 6 月 3 日週-12.4％→6 月 10 日週-7.4％→6 月

17 日週-8.3％→6 月 24 日週-12.1％→7 月 1 日週-11.9％→7 月 8 日週-11.2％→7 月 15 日週-

12.9％→7 月 22 日週-15.5％と、11 週連続マイナス圏に陥ってますが、不自然な「株価操縦」を繰

り返すことで「-40％の下限ゾーン」が未だ実現せず、そのため「株価底入れ」が遠のいています。

以前から、『今年はショートカバー（売り方の買い戻し）で相場が急反発する「ブルトラップ（強気のワ

ナ）」を繰り返していることも特徴』と指摘してきましたが、多くの楽観的な市場関係者が繰り返す「株

価底入れ」発信には注意が必要です。『上半期（1 月～6 月）のダウ平均が 15.3%安と、下落率が

1962 年以来、60 年ぶりの大きさ、またハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は 29.5%安

で、過去最大』の意味を軽視し、世界の株式が歴史的なバブル崩壊過程に入っていることに気付

いていないためかと思われます。T-Model 理論では、『現在は「2 つのバブル」の 2 つ目のバブル

崩壊過程であり、仮に、『同指標の移動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に陥る』といった

Ｔ2 指標の底入れサインが出てもそれは 2 つ目のバブル崩壊が終了するだけで、その後には、1

つ目のバブル崩壊が待っています。』と指摘したように、安易な市場の楽観論には気を付けるべき

かと思われます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、7 月 25 日に 6 月全国百貨店売上高、26 日に日銀金融政策決

定会合議事要旨（6/16～17 開催分）、29 日に 6 月失業率・有効求人倍率、6 月鉱工業生産、6 月

消費動向調査、6 月商業動態統計、6 月住宅着工統計、日銀金融政策決定会合の「主な意見」
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（7/20～21 日開催）、一方海外で、7 月 25 日に独 7 月 Ifo 景況感指数、26 日に米 5 月 S&P コア

ロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米 7 月 CB 消費者信頼感指数、米 6 月新築住宅販売件

数、27 日に米 6 月耐久財受注、28 日に米 4-6 月期 GDP 速報値、29 日にユーロ圏 4-6 月期

GDP、米 6 月個人所得・個人支出（PCE）、米 6 月 PCE コアデフレーター、米国 7 月ミシガン大学

消費者態度指数確報値などが発表予定。28 日発表の米 4-6 月期国内総生産（GDP）速報値は前

期比年率＋0.5％と、1-3 月期の-1.6％から改善が予想されています。このほかのイベント・トピック

スとしては、7 月 26 日に米 FOMC（～7/27）、27 日にパウエル FRB 議長会見、が特に注目されて

います。米連邦準備制度理事会(FRB)は 26-27 日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で 0.75 ポ

イントの追加利上げが見込まれてますが、予想外の 1.0％ポイントの追加利上げなら市場は混乱す

る可能性があります。 

 

 

7 月 11 日週 7 月 18 日週 7 月 25 日週 8 月 1 日週 

¥26,788.47 ¥27,914.66   

41.20% 16.70% -22.20% 34.50% 

5月9日週
5月16日
週

5月23日
週

5月30日
週

6月6日週
6月13日
週

6月20日
週

6月27日
週

7月4日週
7月11日
週

7月18日
週

7月25日
週

8月1日週

日経平均 ¥26,427.6 ¥26,739.0 ¥26,781.6 ¥27,761.5 ¥27,824.2 ¥25,963.0 ¥26,491.9 ¥25,935.6 ¥26,517.1 ¥26,788.4 ¥27,914.6

RU-RD -22.2% -3.1% -10.0% 0% 4.9% 33.3% 29.4% -56.7% -6.8% 41.2% 16.7% -22.2% 34.5%

-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 27954 円～28513 円（+2％かい離） 

下値メド 27064 円～26522 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 32132 ドル～32774 ドル（+2％かい離） 

下値メド 30914 ドル～30295 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 139.54 円～140.93 円（+1％かい離） 

下値メド 136.88 円～135.51 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.0256～1.0358（+1％かい離） 

下値メド 0.9948～0.9848（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 142.09 円～143.51 円（+1％かい離） 

下値メド 137.87 円～136.49 円（-1％かい離） 
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7月4日週 7月11日週 7月18日週 7月25日週

日経平均 ¥26,517.19 ¥26,788.47 ¥27,914.66

高値 ¥26,881.75 ¥27,062.17 ¥27,952.25

安値 ¥25,945.83 ¥26,278.28 ¥26,791.71

上値上 ¥27,395 ¥27,739 ¥27,742 ¥28,513

上値下 ¥26,858 ¥27,196 ¥27,199 ¥27,954

下値上 ¥25,540 ¥26,071 ¥26,113 ¥27,064

下値下 ¥25,029 ¥25,549 ¥25,590 ¥26,522

¥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

日経平均

7月4日週 7月11日週 7月18日週 7月25日週

NYダウ $31,384.55 $30,630.17 $32,036.90

上値上 $32,756 $32,484 $31,915 $32,774

上値下 $32,114 $31,848 $31,290 $32,132

下値上 $30,610 $30,393 $30,002 $30,914

下値下 $29,997 $29,785 $29,401 $30,295

高値 $31,511.46 $31,367.55 $32,219.25

安値 $30,355.12 $30,143.93 $30,982.97

$28,000.00

$29,000.00

$30,000.00

$31,000.00

$32,000.00

$33,000.00

$34,000.00

$35,000.00

NYダウ
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7月4日週 7月11日週 7月18日週 7月25日週

上値上 ¥139.80 ¥138.41 ¥140.07 ¥140.93

上値下 ¥138.42 ¥137.04 ¥138.69 ¥139.54

下値上 ¥135.08 ¥134.57 ¥136.53 ¥136.88

下値下 ¥133.72 ¥133.22 ¥135.16 ¥135.51

ドル円 ¥136.08 ¥138.53 ¥136.05

高値 ¥136.56 ¥139.39 ¥138.87

安値 ¥134.77 ¥135.98 ¥135.56

¥128.00

¥130.00

¥132.00

¥134.00

¥136.00

¥138.00

¥140.00

¥142.00

¥144.00

ドル円

7月4日週 7月11日週 7月18日週 7月25日週

上値上 € 1.0720 € 1.0440 € 1.0214 € 1.0358

上値下 € 1.0614 € 1.0337 € 1.0113 € 1.0256

下値上 € 1.0422 € 1.0149 € 0.9805 € 0.9948

下値下 € 1.0317 € 1.0047 € 0.9706 € 0.9848

ドルユーロ € 1.0168 € 1.0025 € 1.0223 

高値 € 1.0464 € 1.0081 € 1.0278 

安値 € 1.0072 € 1.0081 € 1.0066 

€ 0.9700

€ 0.9800

€ 0.9900

€ 1.0000

€ 1.0100

€ 1.0200

€ 1.0300

€ 1.0400

€ 1.0500

€ 1.0600

€ 1.0700

€ 1.0800

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 6 月 3 日週+1.4％→6 月 10

日週+15.7％→6 月 17 日週-20.0％→6 月 24 日週-37.1％→7 月 1 日週-18.6％→7 月 8 日週-

8.6％→7 月 15 日週-8.6％→7 月 22 日週 0％と、6 週間振りにニュートラルまで戻しています。過

去、下落相場が終了するには、同指標の移動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に陥るこ

とが条件です。同指標の移動平均は 22 年 6 月 3 日週-12.4％→6 月 10 日週-7.4％→6 月 17 日

週-8.3％→6 月 24 日週-12.1％→7 月 1 日週-11.9％→7 月 8 日週-11.2％→7 月 15 日週-12.9％

→7 月 22 日週-15.5％と、11 週連続マイナス圏に陥ってますが、不自然な「株価操縦」を繰り返す

ことで「-40％の下限ゾーン」が未だ実現せず、そのため「株価底入れ」が遠のいています。以前か

ら、『今年はショートカバー（売り方の買い戻し）で相場が急反発する「ブルトラップ（強気のワナ）」を

繰り返していることも特徴』と指摘してきましたが、多くの楽観的な市場関係者が繰り返す「株価底

入れ」発信には注意が必要です。『上半期（1 月～6 月）のダウ平均が 15.3%安と、下落率が 1962 年

以来、60 年ぶりの大きさ、またハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は 29.5%安で、過去

最大』の意味を軽視し、世界の株式が歴史的なバブル崩壊過程に入っていることに気付いていな

いためかと思われます。T-Model 理論では、『現在は「2 つのバブル」の 2 つ目のバブル崩壊過程

7月4日週 7月11日週 7月18日週 7月25日週

上値上 ¥146.74 ¥142.44 ¥141.09 ¥143.51

上値下 ¥145.29 ¥141.03 ¥139.70 ¥142.09

下値上 ¥141.66 ¥137.39 ¥134.80 ¥137.87

下値下 ¥140.24 ¥136.01 ¥133.45 ¥136.49

ユーロ円 ¥138.57 ¥139.74 ¥138.91

高値 ¥142.36 ¥139.87 ¥142.32

安値 ¥136.82 ¥136.97 ¥138.74

¥131.00

¥133.00

¥135.00

¥137.00

¥139.00

¥141.00

¥143.00

¥145.00

¥147.00

ユーロ円
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であり、仮に、『同指標の移動平均ベースが一旦、「-40％の下限ゾーン」に陥る』といったＴ2 指標

の底入れサインが出てもそれは 2 つ目のバブル崩壊が終了するだけで、その後には、1 つ目のバ

ブル崩壊が待っています。』と指摘したように、安易な市場の楽観論には気を付けるべきかと思わ

れます。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□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。 

4月22日
週

4月29日
週

5月2日
週

5月9日
週

5月16日
週

5月23日
週

5月30日
週

6月6日
週

6月13日
週

6月20日
週

6月27日
週

7月4日
週

7月11日
週

7月18日
週

銘柄比率 -10.0% -14.3% -14.3% -14.3% -20.0% -12.9% 1.4% 15.7% -20.0% -37.1% -18.6% -8.6% -8.6% 0%

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 ¥27,105. ¥26,847. ¥27,003. ¥26,427. ¥26,739. ¥26,781. ¥27,761. ¥27,824. ¥25,963. ¥26,491. ¥25,935. ¥26,517. ¥26,788. ¥27,914.

¥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


