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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、「今週は急落調整に警戒が必要な週となりそうです。今週（3/18～3/22）の相場を占う

『RU-RD 指標』のう 3 月 8 日週が-43.5％と 4 週間振りにマイナス圏に陥り、10 月 8 日週以来となる

下限ゾーンまで一気に下落したことで急落調整に警戒が必要な週となりそうです。特に、今週は毎

年起きるわけではありませんが、円高傾向を仕掛けられる「春分の日のジンクス」が起きやすい週で、

仮にそれが表れると株価の急落調整の可能性も高まります。ただ、来週（3/26～3/29）の相場を占

う 3 月 15 日週が+4.8％と再びプラス転換していることから反発が期待できるため、予告通りに急落

調整すれば買いチャンスとなります。ま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）」銘柄比率が、直近 1 月 18 日週+18.6％→1 月 25 日週+17.1％

→2 月 1 日週+22.9％→2 月 8 日週+8.6％→2 月 15 日週+15.7％→2 月 22 日週+24.3％→3 月 1

日週+41.4％→3 月 8 日週+11.4％→3 月 15 日週+7.1％と 9 週連続でプラス圏を維持しているため

反発局面は継続していることを示しています。先々週、『今後の注目点は、同指標がこのまま+40％

超の上限ゾーンをいつまで維持できるかに移ります。何故なら、上限ゾーンを割り込み、マイナス圏

に陥ると今年 1 月以降の反発局面が一旦、終了することを示唆するためです。』と指摘しましたが、

残念ながら、1 週で上限ゾーンは終了し、調整局面入りしています。今後は同指標がプラス圏を維

持できるかどうかに移行します。プラス圏を割り込むと今年 1 月以降の反発局面が一旦、終了する

ことを示唆し、調整局面が長引く可能性があるためです。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 19 日に 2 月訪日外客数、22 日に 2 月消費者物価指数、19 日に

米 1 月製造業受注、21 日に米 3 月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数、米 2 月 CB 景気先行

総合指数、23 日に米 2 月財政収支が発表を予定しています。21 日発表の米 3 月フィラデルフィア

  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 3 ⽉ 22 ⽇号 



 2 

連銀製造業景気指数は 4.0 と、2 月の-4.1 から改善する見通し。市場予想とおおむね一致した場

合、景気悪化に対する警戒感は低下し、株高を通じてドル買いに振れそうだ。このほかイベント・ト

ピックスとしては、国内では 20 日に 1 月 22・23 日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨を公表、

海外では、19 日に FOMC（20 日まで）、20 日にパウエル FRB 議長会見（経済見通し発表）、21 日

に EU 首脳会議（22 日まで）、が注目されます。 も注目すべきはやはり 19-20 日に連邦公開市場

委員会(FOMC)ですが、据え置かれる政策金利に対して FOMC 会合終了後のパウエル議長の記

者会見でどのようなスタンスを示すが注目されます。また追加緩和の思惑が広がっていることから

20 日に 1 月 22・23 日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨の内容にも久々に注目が集まりそう

です。」とコメントしました。 

 

 

3 月 1 日週 3 月 8 日週 3 月 15 日週 3 月 22 日週 

¥21,602.69 ¥21,025.56 ¥21,450.85 ¥21,627.34 

3.70% 22.70% 28.90% -43.50% 

 

 

先週の日経平均は、高値 21713 円（3 月 22 日）・安値 21425 円（3 月 19 日）と推移、2 週連続で前

１月４日
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日経平均 ¥19,561.96 ¥20,359.70 ¥20,666.07 ¥20,773.56 ¥20,788.39 ¥20,333.17 ¥20,900.63 ¥21,425.51 ¥21,602.69 ¥21,025.56 ¥21,450.85 ¥21,627.34
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半安・後半高の強いかたち。先週は、中国の李克強首相が景気刺激策の継続発表、さらに 19 日

から開催された FOMC（連邦公開市場委員会）で大方の予想通り政策金利は据え置に加えｒ、イン

フレ圧力の緩和や経済成長の後退で 19 年度の利上げ見通しをゼロに引き下げたことを好感して

上値目標値を達成、週間ベースでは+177 円高と 2 週連続で上昇して終了しています（先週予告し

ていた上値メド 21496 円～21925 円（+2％かい離）//下値メド 20932 円～20513 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、3 月 12 日に 21500 円大台替えで

仕切り直しが入りました。22000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、21000 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、2 月 13 日に 21000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 1 ヶ月 17 日間、従って、3

月 30 日までに 22000 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。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、2 月に 21000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面

入りに 2 ヶ月間、従って、4 月までに 22000 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。逆に、20000 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 26109 ドル（3 月 19 日）・安値 25501 ドル（3 月 22 日）と推移、

前の週と異なり、前半高・後半安の弱いかたち。先週は、米 FOMC で政策金利据え置き、政策金

利見通しは年内の利上げ回数ゼロ、2020 年 1 回の利上げ見通しに変更、またバランスシートの縮

小に関しては縮小ペースを 5 月から減速、今年 9 月末には終了するとの計画を発表したことで上値

目標値を達成、ただ世界経済の減速に対する懸念や 10 年債利回りが 3 カ月（短期債）の利回り水

準を 11 年振りに下回ったことで 1 年以内に米国経済が景気後退に陥るとの警戒感が広がり急落、

週間ベースでは-346 ドル安と前の週の上昇分を帳消しにする下落で終了しています（先週予告し

ていた上値メド 25703 ドル～26217 ドル（+2％かい離）//下値メド 25079 ドル～24577 ドル（-2％か

い離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、3 月 3 日（日曜日で猶予は 4 日）までに

26500 ドル大台替えを狙う時間帯に入りましたが実現せず時間切れ。26500 ドル大台替えで仕切り

直し、逆に、25000 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

22 日に 26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。27000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇

局面、逆に、25000 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 26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。27000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、

逆に、25000 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、強含

みながらも乱高下しやすい不安定なかたちになりました。 
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一方、為替は、ドル・円が 111.68 円～109.71 円（先週予告していた上値メド 112.27 円～113.39 円

（+1％かい離）//下値メド 110.73 円～109.62 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成し 2 週連

続で円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1448～1.1271(先週予告していた上値メド 1.1319～1.1432

（+1％かい離）//下値メド1.1160～1.1048（-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、126.88 円～123.79 円（先週予告していた上値メド 126.58

円～127.84 円（+1％かい離）//下値メド 123.85 円～122.61 円（-1％かい離））と推移し、上値・下値

両目標値を達成しましたが実質 3 週連続の円高・ユーロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロから円＞

ユーロ＞ドルに変化しました。欧州連合（EU）首脳会議で来月以降の延期が合意され安心感が広

がったことに加え、19－20 日に開かれた米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で利上げを当面

見送る方針を改めて表明、世界経済の減速に対する市場の懸念が強いこともドル売り要因となっ

ています。ここ数年続く円高傾向を仕掛けられる「春分の日のジンクス」が起きたかたちです。 

 

＜裁定買い残＞ 

「裁定買い残」の水準は、今年 2 月 4 日週に 16 年 9 月以来、2 年 3 ヶ月振りとなる 5000 億円台を

つけた後、底打ちの兆しが継続していることに変化はありません。以前から『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、「何をきっかけ

に急増するのかが今後待たれるところです」と指摘してきました。その兆しが表れた可能性がありま

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 億円の急減で昨年 2 月 5 日週以来。やはり昨年 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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2 月 22 日週 3 月 1 日週 3 月 8 日週 3 月 15 日週 

¥21,425.51 ¥21,602.69 ¥21,025.56 ¥21,450.85 

0.66 0.72 1.13 1.35 

-0.1 0.06 0.41 0.22 

 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

1月25日週 2月1日週 2月8日週 2月15日週 2月22日週 3月1日週 3月8日週 3月15日週
先週比 -0.04 -0.05 -0.13 0.20 -0.10 0.06 0.41 0.22
日経平均 ¥20,773.56 ¥20,788.39 ¥20,333.17 ¥20,900.63 ¥21,425.51 ¥21,602.69 ¥21,025.56 ¥21,450.85
裁定買い残 0.74 0.68 0.56 0.76 0.66 0.72 1.13 1.35
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は急反発が期待できる週となりそうです。今週（3/25～3/29）の相場を占う『RU-RD 指標』は 3

月 15 日週が+4.8％と再びプラス転換していることから急反発が期待できそうです。また来週（4/1～

4/5）の相場を占う 3 月 22 日週も+12.0％と 2 週連続でプラス圏に浮上していることから堅調相場の

継続が期待できます。先週、｢今週は毎年起きるわけではありませんが、円高傾向を仕掛けられる

「春分の日のジンクス」が起きやすい週で、仮にそれが表れると株価の急落調整の可能性も高まり

ます。｣と指摘し、予告通り、ドル円は109円台まで円高が進みましたが、日経平均の急落は日本時

間では起きず、金曜日夜になってＮＹダウの急落で日経先物が-400 円弱急落して終了しました。

そのため今週週初に先週起きるべきだった急落がずれ込んで起きるかたちになりそうですが、先週、

｢予告通りに急落調整すれば買いチャンスとなります｣と指摘したとおり、買いチャンスとなることは変

わりありません。ま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）」銘柄比率が、直近 1 月 18 日週+18.6％→1 月 25 日週+17.1％→2 月 1 日週+22.9％

→2 月 8 日週+8.6％→2 月 15 日週+15.7％→2 月 22 日週+24.3％→3 月 1 日週+41.4％→3 月 8

日週+11.4％→3 月 15 日週+7.1％→3 月 22 日週+11.4％と 10 週連続でプラス圏を維持しているた

め反発局面は継続していることを示しています。先々週、『今後の注目点は、同指標がこのまま

+40％超の上限ゾーンをいつまで維持できるかに移ります。何故なら、上限ゾーンを割り込み、マイ

ナス圏に陥ると今年 1 月以降の反発局面が一旦、終了することを示唆するためです。』と指摘しまし

たが、残念ながら、1 週で上限ゾーンは終了し、調整局面入りしています。今後は同指標がプラス

圏を維持できるかどうかに移行します。プラス圏を割り込むと今年 1 月以降の反発局面が一旦、終

了することを示唆し、調整局面が長引く可能性があるためです。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 29 日に 2 月労働力調査・有効求人倍率、2 月鉱工業生産、海外

は 26 日に米 2 月住宅着工件数、27 日に米 1 月貿易収支、28 日に米 10-12 月期 GDP 確報値、

米 2 月中古住宅販売仮契約、29 日米 2 月新築住宅販売件数の発表などが予定されています。28

日発表の 10-12 月期国内総生産（GDP）確報値は前年比+2.3％と速報値+2.6％から下方修正され

る見通しで、連邦準備制度理事会(FRB)によるハト派的なスタンスで減速はすでに織り込み済みの

ためドル売りは限定的となりそうです。この他イベント・トピックスとしては、国内では 26 日に 3 月末

権利付き売買 終日、海外では 27 日にドラギ ECB 総裁が講演、28 日に米中閣僚級貿易協議な

どが注目されます。尚、29 日は当初、英国 EU 離脱期限でしたが、4 月 12 日まではとりあえず無条

件延期となっています。
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3 月 15 日週 3 月 22 日週 3 月 29 日週 4 月 5 日週 

¥21,450.85 ¥21,627.34     

28.90% -43.50% 4.80% 12.00% 
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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 21865 円～22302 円（+2％かい離） 

下値メド 21114 円～20691 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 26147 ドル～26669 ドル（+2％かい離） 

下値メド 25334 ドル～24827 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 111.25 円～112.36 円（+1％かい離） 

下値メド 110.07 円～108.96 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1446～1.1560（+1％かい離） 

下値メド 1.1272～1.1159（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 126.50 円～127.76 円（+1％かい離） 

下値メド 123.84 円～122.60 円（-1％かい離） 
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3月8日週 3月15日週 3月22日週 3月29日週
日経平均 ¥21,025.56 ¥21,450.85 ¥21,627.34
高値 ¥21,860.39 ¥21,568.48 ¥21,713.26
安値 ¥20,993.07 ¥20,938.00 ¥21,425.79
上値上 ¥22,529 ¥22,083 ¥21,925 ¥22,302
上値下 ¥22,088 ¥21,650 ¥21,496 ¥21,865
下値上 ¥21,479 ¥21,328 ¥20,932 ¥21,114
下値下 ¥21,049 ¥20,901 ¥20,513 ¥20,691

¥18,000.00

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

日経平均

3月8日週 3月15日週 3月22日週 3月29日週
上値上 $27,128 $26,459 $26,217 $26,669
上値下 $26,597 $25,941 $25,703 $26,147
下値上 $25,997 $25,617 $25,079 $25,334
下値下 $25,477 $25,104 $24,577 $24,827
高値 $26,155.98 $25,927.91 $26,109.68
安値 $25,252.46 $25,208.00 $25,501.45
NYダウ $25,450.24 $25,848.87 $25,502.32

$20,000

$21,000

$22,000

$23,000

$24,000

$25,000

$26,000

$27,000

$28,000

NYダウ
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3月8日週 3月15日週 3月22日週 3月29日週
上値上 ¥112.67 ¥113.40 ¥113.39 ¥112.36
上値下 ¥111.56 ¥112.30 ¥112.27 ¥111.25
下値上 ¥110.82 ¥111.14 ¥110.73 ¥110.07
下値下 ¥109.71 ¥110.02 ¥109.62 ¥108.96
ドル円 ¥111.15 ¥111.45 ¥109.91
高値 ¥112.12 ¥111.89 ¥111.68
安値 ¥110.77 ¥110.86 ¥111.28

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

¥113.00

¥114.00

ドル円

3月8日週 3月15日週 3月22日週 3月29日週
上値上 € 1.1556 € 1.1471 € 1.1432 € 1.1560
上値下 € 1.1442 € 1.1358 € 1.1319 € 1.1446
下値上 € 1.1335 € 1.1259 € 1.1160 € 1.1272
下値下 € 1.1221 € 1.1146 € 1.1048 € 1.1159
ドルユーロ € 1.1198 € 1.1310 € 1.1374 
高値 € 1.1390 € 1.1346 € 1.1440 
安値 € 1.1177 € 1.1222 € 1.1274 

€ 1.0700

€ 1.0800

€ 1.0900

€ 1.1000

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

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。直近まで 10 週連続プラス圏をキープしていま

す。今後は同指標がプラス圏を維持できるかどうかに移行します。プラス圏を割り込むと今年1月以

降の反発局面が一旦、終了することを示唆し、調整局面が長引く可能性があるためです。前回同

指標が上限ゾーンを達成したのが 10 月 1 日週+42.9％でこの時は日経平均が昨年 10 月 2 日に

27 年振り高値を更新しましたが同指標は上限ゾーンを 1 週で終了、その後、昨年 10 月～12 月の

大幅下落へ発展しました。 

3月8日週 3月15日週 3月22日週 3月29日週
上値上 ¥128.58 ¥128.59 ¥127.84 ¥127.76
上値下 ¥127.31 ¥127.32 ¥126.58 ¥126.50
下値上 ¥125.95 ¥125.51 ¥123.85 ¥123.84
下値下 ¥124.69 ¥124.25 ¥122.61 ¥122.60
ドルユーロ ¥124.91 ¥126.22 ¥124.34
高値 ¥127.33 ¥126.68 ¥126.73
安値 ¥124.30 ¥124.76 ¥123.88

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

¥126.00

¥127.00

¥128.00

¥129.00

¥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。 

12月28日
週

1月4日週 1月11日
週

1月18日
週

1月25日
週

2月1日週 2月8日週 2月15日
週

2月22日
週

3月1日週 3月8日週 3月15日
週

3月22日
週

銘柄比率 -74.3% -72.9% -10.0% 18.6% 17.1% 22.9% 8.6% 15.7% 24.3% 41.4% 11.4% 7.1% 11.4%
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 ¥20,014.7 ¥19,561.9 ¥20,359.7 ¥20,666.0 ¥20,773.5 ¥20,788.3 ¥20,333.1 ¥20,900.6 ¥21,425.5 ¥21,602.6 ¥21,025.5 ¥21,450.8 ¥21,627.3

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

日経平均とT2レーティング比率


