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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、「今週は軟調な展開が継続する週が予想されます。今週（1/14～1/18）の相場を占う

『RU-RD 指標』の 1 月 4 日週も-4.2％とマイナス幅縮小ながらも 4 週連続マイナス圏でまだ軟調な

展開が継続しそうです。ただ、来週（1/21～1/25）の相場を占う 1 月 11 日週が+80.7％と 5 週間振り

のプラス転換、かつ上限ゾーンまで急上昇していることから急反発が期待できそうです。昨年 12 月

の急落局面と現在の異なる点は、『大台替えと時間の物理学的法則』で日米ともに中期・長期が↑

に変化したことです。昨年末に、「NY ダウも長期の大台替えの法則で、12 月が急落の 終段階に

入っている」と指摘しましたが、ＮＹダウは昨年 12 月 26 日 安値 21712 ドルから 1 月 10 日高値

24014 ドルまで約 2300 ドル幅の急反発で、予告通りの展開となっています。以前から、『昨年 12 月

には節目となる大台を次々と割り込んだことで早期回復は期待薄となってしまいましたが、一旦は

大きく反発する時期は近未来に到来します。このような目先の暴落に振り回さられることなく、急落

を利用して買いチャンスを待つスタイルは変わりません。』と指摘してきましたが、仮に今週、予告通

りに軟調な動きとなれば来週の急反発を期待して投資チャンスの週になるかもしれません。その兆

しと言える指標が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）」銘柄比率で、直近 1 月 4 日週が-72.9％と 16 年 2 月以来の-70％超の超水準まで下落

し底値圏を示していましたが、1 月 11 日週-10.0％まで大幅に改善していることです。このまま

+40％以上の上限ゾーンまで一気に上昇するとは思いませんが、同指標の動きが日経平均の戻り

の動きを示すため要注目です。今年のように西暦末尾「9」のつく年、つまり干支でいうと「己（つち

のと）」の年は戦後、騰落率は平均+26％上昇、かつ一度もマイナスとなっていないことがないことは

今年の相場を考える上で重要なポイントかと思います。大発会の始値 19655 円は年末上回る可能

性が高く、仮に、過去の平均騰落率では 24922 円が試算されます。 

 

今週は、経済指標では、国内は 15 日は 12 月マネーストック、12 月工作機械受注、16 日は 12 月

企業物価指数、18 日は 12 月消費者物価指数、海外では、14 日に中国 12 月貿易収支、15 日に

  今週の T2 経済レポート 
 

 
希代のアナリスト 塚澤健⼆ の 

2019 年 1 ⽉ 18 ⽇号 



 2 

米 12 月生産者物価指数、米 1 月ニューヨーク連銀景気指数、16 日に米 12 月小売売上高、17 日

に米 12 月住宅着工件数、米 1 月フィラデルフィア連銀景気指数、などが予定されています。16 日

発表予定の 12 月米小売売上高は前月比＋0.3％の見通しで、市場予想を下回った場合、米国経

済の減速が意識され、株売り・ドル売りにつながりやすくなります。また、17 日発表の米 1 月フィラデ

ルフィア連銀製造業景気指数（景況調査）は 10.0 と、12 月の 9.4 からやや改善する見通しですが、

景気指数が予想を下回った場合、こちらも株安を通じてドル売り要因となりそうです。このほかイベ

ント・トピックスとしては、国内では、14 日は成人の日で休場、17 日は阪神・淡路大震災から 24 年、

海外では、14 日アジア金融フォーラム（15 日まで、香港）、15 日に EU 離脱案の英国議会採決、で

すが、15 日に EU 離脱案の英国議会採決は特に注目されます。」とコメントしました。 

 

 

12 月 28 日週 １月４日週 １月 11 日週 1 月 18 日週 

¥20,014.77 ¥19,561.96 ¥20,359.70 ¥20,666.07 
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先週の日経平均は、高値 20682 円（1 月 18 日）・安値 20204 円（1 月 15 日）と推移、3 週連続で前

半安・後半高の強いかたち。先週は、中国の国家発展改革委員会が景気対策を講じると伝わり中

国景気への期待、さらに、中国側が「今後 6 年間に渡って米国からの輸入を拡大し、対米黒字を解

消する」との提案が伝えられ、米中貿易交渉の進展期待から上値目標値を達成、週間ベースでは

+307 円高と 2 週連続急反発、2 週間合計で約 1100 円強反発してで終了しています（先週予告し

ていた上値メド 20607 円～21019 円（+2％かい離）//下値メド 19739 円～19344 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、1 月 7 日に 20000 円大台替えで

仕切り直しが入り、15 日に 20500 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 8 日間、従って、23

日までに 21000 円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、20000 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、12 月 27 日に 20000 円大台替えで仕切り直し

が入りました。210000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、19000 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、12 月に 20000 円大台

替えで仕切り直しが入りました。21000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、19000 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、上昇しやすいかたちにな

りました。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 24750 ドル（1 月 18 日）・安値 23765 ドル（1 月 14 日）と推移、

4 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、米トランプ政権が中国に対する制裁関税の引

き下げを検討していると報じられ、英国議会下院で欧州連合（EU）離脱協定案は大差で否決され

ましたがメイ政権は存続し想定内、そこに米中貿易協議で「中国側は対米黒字解消を提案する」と

の一部報道を受けて、米中貿易摩擦の早期解消への期待が一段と広がり上値目標値を達成、週

間ベースでは+711 ドル高と 4 週連続の急反発、4 週間合計で約+2300 ドル幅反発して終了してい

ます（先週予告していた上値メド 24574 ドル～25065 ドル（+2％かい離）//下値メド 23401 ドル～

22932 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、時間切れとなっていまし

たが、1 月 10 日に 24000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、18 日に 24500 ドル大台替えでカウント

ダウンの上昇局面入りに 8 日間、従って、26 日までに 25000 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、24000 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、12 月 27 日に 23000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、1 月 10 日に 24000 ドル大

台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 14 日間、従って、24 日までに 25000 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、23000 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、12 月に 23000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、1 月に 24000 ド

ル大台替えででカウントダウンの上昇局面入りに 1 ヶ月間、従って、2 月までに 25000 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、23000 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、上昇しやすいかたちになりました。 
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一方、為替は、ドル・円が 109.88 円～108.09 円（先週予告していた上値メド 107.74 円～108.81 円

（+1％かい離）//下値メド 106.50 円～105.43 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を超え 2 週連

続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1491～1.1349(先週予告していた上値メド 1.1554～1.1669

（+1％かい離）//下値メド 1.1409～1.1294（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し実質 7 週

間振りのドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、124.97 円～123.35 円（先週予告していた上値メド

123.64 円～124.87 円（+1％かい離）//下値メド 122.04 円～120.81 円（-1％かい離））と推移し、上

値目標値を超え 2 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞ドル＞円からドル＞ユーロ＞円に

変化しています。ただ、2週連続で円安修正の流れは変わっていません。通商問題を巡る米国と中

国の対立は近く解消されるとの期待が広がったこと、さらにトランプ米大統領が今週にも政府機関

の再開に向けて動くと報じられたことからリスク回避のドル売り・円買いが若干縮小したことが要因。 

 

＜裁定買い残＞ 

「裁定買い残」の水準は 16 年 9 月以来、2 年 3 ヶ月振りの 5000 億円台をつけた後、底打ちの兆し

が出てきています。先週、『先行指標からみてすでに行き過ぎた水準までの減少を示しています。

これ以上の減少は難しい局面に入っており、現在の水準が底となって近い将来、一度大きく増加

することが予想されます。』と指摘しましたが、その兆しが表れたかたちです。昨年 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、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 10 月 2 日の日経平均の年初来高値更新を演出しました。その後、昨年 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

億円の急減で 2 月 5 日週以来。やはり今 10 月の暴落は「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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12 月 21 日週 12 月 28 日週 1 月 4 日週 1 月 11 日週 

¥20,166.19 ¥20,014.77 ¥19,561.96 ¥20,359.70 

0.55 0.56 0.58 0.78 

-0.17 0.01 0.02 0.2 

 

単位：兆円 

 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急反発が期待できる週が予想されます。今週（1/21～1/25）の相場を占う『RU-RD

指標』の 1 月 11 日週が+80.7％と 5 週間振りのプラス転換、かつ上限ゾーンまで急上昇しているこ

とから本来なら急反発が期待できそうです。また、来週（1/28～2/1）の相場を占う 1 月 18 日週が

+33.3％と2週連続でプラス圏で、強含みの推移が期待できます。注目は先週まで2週間で約1100

円幅の急反発を見せていることから前倒しでそれを織り込んでいるかどうかですが、それを見極め

11月22日週 11月30日週 12月7日週 12月14日週 12月21日週 12月28日週 1月4日週 1月11日週
先週比 -0.05 0.1 -0.06 -0.38 -0.17 0.01 0.02 0.2
日経平均 ¥21,646.55 ¥22,351.06 ¥21,678.68 ¥21,374.83 ¥20,166.19 ¥20,014.77 ¥19,561.96 ¥20,359.70
裁定買い残 1.06 1.16 1.10 0.72 0.55 0.56 0.58 0.78
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裁定買い残と先週比
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るためにも、『大台替えと時間の物理学的法則』の時間が重要になります。先週、『昨年 12 月の急

落局面と現在の異なる点は、『大台替えと時間の物理学的法則』で日米ともに中期・長期が↑に変

化したことです。昨年末に、「NY ダウも長期の大台替えの法則で、12 月が急落の 終段階に入っ

ている」と指摘しましたが、ＮＹダウは昨年 12 月 26 日 安値 21712 ドルから 1 月 10 日高値 24014

ドルまで約 2300 ドル幅の急反発で、予告通りの展開となっています。以前から、『昨年 12 月には節

目となる大台を次々と割り込んだことで早期回復は期待薄となってしまいましたが、一旦は大きく反

発する時期は近未来に到来します。』と指摘しましたが、その第一弾が現在の状況です。その第一

弾の反発がいつ終了して調整局面入りするかは『大台替えと時間の物理学的法則』の時間ですの

で、それに注意しながら急落を利用して買いチャンスを待つスタイルは変わりません。実際、注目し

てきた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）」

銘柄比率は、直近 1 月 4 日週が-72.9％と 16 年 2 月以来の-70％超の超水準まで下落し底値圏を

示していましたが、直近 1 月 18 日週+18.6％まで大幅改善、10 月 5 日週以来、15 週間振りにプラ

ス転換しています。今後は、同指標が+40％以上の上限ゾーンまでどのようなかたちで上昇してくる

かです。なぜなら、同指標の動きが日経平均の戻りの動きを示すためです。今年のように西暦末尾

「9」のつく年、つまり干支でいうと「己（つちのと）」の年は戦後、騰落率は平均+26％上昇、かつ一

度もマイナスとなっていないことがないことは今年の相場を考える上で重要なポイントかと思います。

大発会の始値 19655 円は年末上回る可能性が高く、仮に、過去の平均騰落率では 24922 円が試

算されます。 

 

今週は、経済指標では、国内は 12 月貿易統計、25 日は 1 月都区部消費者物価指数の発表、海

外では、21 日中国 12 月小売売上高、中国 12 月鉱工業生産、中国 10-12 月期 GDP、22 日に米

12 月中古住宅販売件数、25 日米 12 月新築住宅販売件数が予定されています。22 日発表の米

12 月中古住宅販売件数は 527 万戸と予想されており、11 月実績の 532 万戸をやや下回る見込み

ですが、中古住宅販売件数が市場予想を下回った場合、景気減速の思惑が広がり、株安・ドル安

につながる可能性があります。このほかイベント・トピックスとしては、国内では、22 日に日銀金融政

策決定会合（23 日まで）、日ロ首脳会談の可能性、23 日に黒田日銀総裁会見、日銀「経済・物価

情勢の展望」及び展望レポート）、海外では、21 日はキング牧師生誕記念日で米休場、英議会、

EU 離脱の代替案について判断の期限、22 日世界経済フォーラム（スイス・ダボス会議（25 日まで）、

24 日に ECB 定例理事会（政策金利）、ドラギ総裁会見、が注目されます。今週は経済統計よりもイ

ベントに注目の週となりそうです。 
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1 月 11 日週 1 月 18 日週 1 月 25 日週 2 月 1 日週 

¥20,359.70 ¥20,666.07     
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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 21097 円～21518 円（+2％かい離） 

下値メド 20560 円～20148 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 24980 ドル～25479 ドル（+2％かい離） 

下値メド 24143 ドル～23660 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 109.78 円～110.87 円（+1％かい離） 

下値メド 108.56 円～107.47 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1534～1.1649（+1％かい離） 

下値メド 1.1410～1.1295（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 125.43 円～126.68 円（+1％かい離） 

下値メド 123.91 円～122.67 円（-1％かい離）  
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1月4日週 1月11日週 1月18日週 1月25日週
日経平均 ¥19,561.96 ¥20,359.70 ¥20,666.07
高値 ¥19,692.58 ¥20,494.35 ¥20,682.12
安値 ¥19,241.37 ¥19,920.80 ¥20,204.43
上値上 ¥20,208 ¥19,960 ¥21,019 ¥21,518
上値下 ¥19,812 ¥19,569 ¥20,607 ¥21,097
下値上 ¥18,742 ¥18,253 ¥19,739 ¥20,560
下値下 ¥18,367 ¥17,887 ¥19,344 ¥20,148

¥18,000.00

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

日経平均

1月4日週 1月11日週 1月18日週 1月25日週
上値上 $23,003 $23,941 $25,065 $25,479
上値下 $22,552 $23,472 $24,574 $24,980
下値上 $21,331 $21,971 $23,401 $24,143
下値下 $20,904 $21,531 $22,932 $23,660
高値 $23,518.64 $24,014.78 $24,750.22
安値 $22,638.41 $23,301.59 $23,765.24
NYダウ $23,433.16 $23,995.95 $24,706.35

$20,000

$21,000

$22,000

$23,000

$24,000

$25,000

$26,000

$27,000

NYダウ
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1月4日週 1月11日週 1月18日週 1月25日週
上値上 ¥112.44 ¥109.44 ¥108.81 ¥110.87
上値下 ¥111.33 ¥108.36 ¥107.74 ¥109.78
下値上 ¥109.27 ¥106.34 ¥106.50 ¥108.56
下値下 ¥108.17 ¥105.27 ¥105.43 ¥107.47
ドル円 ¥108.52 ¥108.54 ¥109.76
高値 ¥110.47 ¥109.08 ¥109.88
安値 ¥104.96 ¥107.76 ¥107.97

¥100.00

¥102.00

¥104.00

¥106.00

¥108.00

¥110.00

¥112.00

¥114.00

ドル円

1月4日週 1月11日週 1月18日週 1月25日週
上値上 € 1.1599 € 1.1586 € 1.1669 € 1.1649
上値下 € 1.1485 € 1.1472 € 1.1554 € 1.1534
下値上 € 1.1302 € 1.1268 € 1.1409 € 1.1410
下値下 € 1.1188 € 1.1155 € 1.1294 € 1.1295
ドルユーロ € 1.1340 € 1.1500 € 1.1392 
高値 € 1.1547 € 1.1559 € 1.1492 
安値 € 1.1316 € 1.1396 € 1.1353 

€ 1.0800 

€ 1.0900 

€ 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。直近 1 月 18 日週は+18.6％と昨年 10 月 5 日

週以来、15 週間振りにプラス転換し、ようやく昨年 10 月からの暴落局面が一旦、終了したことを示

唆しています。日経平均が昨年 10 月 2 日に年初来高値を更新しましたが、その前の週である 9 月

28 日週+52.9％→10 月 5 日週+42.9％と 2 週連続で上限ゾーンを上回りました。その後、10 月 12

日週-17.1％とマイナス圏に陥って以来、14 週連続マイナス圏に陥っていました。特に、12 月 28 日

週、1 月 4 日週の 2 週連続で-70％超と 16 年 2 月以来のチャイナショックで下落して大底圏を形成

した極めて希な水準まで下落していたのが、今回の異常さをしめしています。今後の注目点は、同

指標がこのままプラス転換して、さらに+40％超の上限ゾーンまで上昇するのか、それともどこかで

一服しながら少し時間をかけて 終的に上限ゾーンへと上昇するのかです。何故なら、今後の日

経平均の戻り歩調の動きを左右するからです。ただ、いずれにしても同指標が+40％超の上限ゾー

ンまでは日経平均の戻り基調が継続するということであり、このような局面では押し目買いのスタン

スが有効となります。 

 

 

1月4日週 1月11日週 1月18日週 1月25日週
上値上 ¥127.64 ¥124.80 ¥124.87 ¥126.68
上値下 ¥126.38 ¥123.57 ¥123.64 ¥125.43
下値上 ¥124.64 ¥121.54 ¥122.04 ¥123.91
下値下 ¥123.39 ¥120.32 ¥120.81 ¥122.67
ドルユーロ ¥123.64 ¥124.46 ¥124.70
高値 ¥125.94 ¥125.44 ¥125.25
安値 ¥121.72 ¥123.66 ¥123.63

¥116.00

¥118.00

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

¥130.00

ユーロ円
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□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。 

10月26日
週

11月2日
週

11月9日
週

11月16日
週

11月22日
週

11月30日
週

12月7日
週

12月14日
週

12月21日
週

12月28日
週

1月4日週 1月11日
週

1月18日
週

銘柄比率 -52.90% -50.0% -38.6% -35.7% -52.9% -47.1% -30.0% -48.6% -48.6% -74.3% -72.9% -10.0% 18.6%
上限 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%
日経平均 ¥21,457.2¥22,147.7¥21,810.5¥21,646.5¥22,351.0¥22,036.0¥21,148.0¥21,115.4¥19,155.7¥20,014.7¥19,561.9¥20,359.7¥20,666.0

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

日経平均とT2レーティング比率


