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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、「今週は本来なら急反発が期待できる週となりそうです。今週（6/3～6/7）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 5 月 24 日週が+21.3％と 5 週間振りにプラス転換したことで急反発の可能性が出

てきていますが、逆に、来週（6/10～6/14）の相場を占う 5 月 31 日週が-2.6％と再び、マイナス圏

に陥ったことで急落の可能性があります。つまり、今週、仮に急反発する局面があったとしてもそれ

は一過性で、来週の急落に再び備えなければならないということになります。6 月ＳＱが 13 日に控

えるためそれに向けて投機筋の外国人が再度売り仕掛けをしてくる可能性を示唆しています。実

際、『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 5 月 10 日週-35.7％→5 月 17 日週-61.4％→5 月 24 日週-50.0％→5 月 31 日週-48.6％

と 3 週連続で下限ゾーンに陥ったままです。3 週連続下限ゾーンは昨年急落していた 12 月 10 日

週～12 月 31 日週の 4 週連続下限ゾーン以来。従って、同指標がプラス転換するまでは相場の本

格上昇は遠のいたかたちです。 

 

今週は、経済指標では、国内は 3 日に 1-3 月期法人企業統計、4 日に 5 月マネタリーベース、7

日に 4 月家計調査、4 月毎月勤労統計調査、海外では 6 日に米 4 月貿易収支、7 日に米 5 月雇

用統計が予定されています。6 月 7 日発表予定の 5 月雇用統計は失業率 3.6％（前回 3.6％）、非

農業部門雇用者数は前月比+19.0 万人（同+26.3 万人）、平均時給は前年比+3.2％（同+3.2％）と

見込まれ、米国の雇用情勢は引き続き良好で市場予想と一致すれば株価の押し上げ要因。一方、

イベント・トピックスとしては、海外で 4 日にパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長発言、FRB は金

融政策運営の見直しに向けた会議を開催（5 日まで）、6 日に ECB 定例理事会（ドラギ総裁会見）、

7 日には英メイ首相が与党・保守党党首辞任が控え、8 日 G20 財務相・中央銀行総裁会議（9 日ま

で、福岡）が予定されています。尚、7 日は端午節で中国、香港休場。」とコメントしました。 
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5 月 17 日週 5 月 24 日週 5 月 31 日週 6 月 7 日週 

¥21,250.09 ¥21,117.22 ¥20,601.19 ¥20,884.71 

-36.8% -32.6% -28.40% 21.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月22日
週

3月29日
週

4月5日週 4月12日
週

4月19日
週

4月26日
週

5月3日週 5月10日
週

5月17日
週

5月24日
週

5月31日
週

6月7日週

日経平均 ¥21,627.3 ¥21,205.8 ¥21,807.5 ¥21,870.5 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7
RU-RD -43.5% 4.8% 12.0% -36.0% 3.1% 15.0% 8.7% -23.1% -36.8% -32.6% -28.4% 21.3%
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先週の日経平均は、高値 20907 円（6 月 7 日）・安値 20289 円（6 月 4 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、週初、メキシコへの通商摩擦の拡大から下値目標値を達成

しましたが、パウエル FRB 議長が利下げに動く可能性を示唆したことで NY ダウが 512.4 ドル高と

今年 2 番目の上げ幅、さらに米政権によるメキシコへの関税引き上げ延期の検討が報じられて反

発は継続、週間ベースで+283 円高と 5 週間振りに急反発して終了しています（先週予告していた

上値メド 21278 円～21703 円（+2％かい離）//下値メド 20703 円～20288 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、6 月 3 日に 20500 円大台割れで下落ス

タートとなりました。20000 円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、21000 円大台替えで仕

切り直しが入ります。中期の大台替えでは、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が実現せず時間切れ。23000 円大台替えで仕切り直し、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、5

月に 21000 円大台割れで逆に下落スタートとなりました。20000 円大台割れでカウントダウンの下落

局面、逆に 22000 円大台替えで仕切り直しが入ります。これで短期↓、中期→、長期↓となり、弱

含みのかたちに変化しています。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 26072 ドル（6 月 7 日）・安値 24680 ドル（6 月 3 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、週初、通商問題などを巡る米中対立から世界

経済のさらなる減速懸念で下値目標値を達成しましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエ

ル議長が6月4日、「景気拡大を持続するために適切な行動をとる」と述べ、利下げも辞さない姿勢

を表明、また 6 月 5 日に公表された米地区連銀経済報告(ベージュブック)で「全米 12 地区ほとんど

が前回から成長した」と指摘されたことや「米国政府は対メキシコ関税の発動を先送りする可能性が

ある」と報じられたこと、更に、7 日発表された米 5 月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋

7.5 万人にとどまり、平均時間給の伸び率は市場予想を下回ったことから早期利下げ観測が一段と

広がったことで上値目標値を達成、週間ベースでは+1168 ドル高と 7 週間振りに急反発して終了し

ています（先週予告していた上値メド 25598 ドル～26109 ドル（+2％かい離）//下値メド 24953 ドル

～24453 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、6 月 7 日に 26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。26500 ドル大台替えでカウント

ダウンの上昇局面、逆に、25500 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、5 月 29 日に 25000 ドル大台割れで下落スタートとなりましたが、逆に、6 月 7 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、5 月に 25000 ドル

大台割れで下落スタートとなりましたが、逆に、6 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、強含みのかたちに変化しました。 
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一方、為替は、ドル・円が 108.61 円～107.78 円（先週予告していた上値メド 109.95 円～111.04 円

（+1％かい離）//下値メド 108.67 円～107.58 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成して 2 週

連続の円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1347～1.1149(先週予告していた上値メド 1.1194～1.1305

（+1％かい離）//下値メド 1.1085～1.0974（-1％かい離））と推移し、上値目標値を超える 2 週連続

のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、122.71 円～120.74 円（先週予告していた上値メド 122.69

円～123.91 円（+1％かい離）//下値メド 121.16 円～119.94 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 3 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞円＞ドルとドル独歩安値

が 2 週連続で継続しています。トランプ米政権が不法移民の流入を理由にメキシコからの輸入品に

対し 5％関税を導入すると警告、更に、クラリダ米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が利下げを

含めた金融緩和を検討する考えを示唆したこともドル売り材料となりましたが、6 月 7 日に不法移民

対策を巡りメキシコと合意したことを明らかにし、メキシコ製品への制裁関税発動を無期限で停止す

ると表明したことからリスク回避的なドル売りは縮小する方向に動き始めてます。 

 

＜裁定買い残＞ 

前の週と異なり、再び減少。底値水準で行ったり来たりしてる状況が 3 週連続で継続しています。

昨年 12 月末の 5000 億円台からみると約 3 倍近い 1.4 兆円台の水準まで回復した後、7000 億円

台まで再び減少して 2 番底のような動きとなっています。過去の推移を振り返ると、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、昨年 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昨年 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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5 月 10 日週 5 月 17 日週 5 月 24 日週 5 月 31 日週 

¥21,344.92 ¥21,250.09 ¥21,117.22 ¥20,601.19 

0.92 0.83 0.84 0.75 

0.17 -0.09 0.01 -0.09 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月12日週 4月19日週 4月26日週 5月3日週 5月10日週 5月17日週 5月24日週 5月31日週
先週比 -0.04 -0.04 -0.33 0.17 -0.09 0.01 -0.09
日経平均 ¥21,870.56 ¥22,200.56 ¥22,258.73 ¥21,344.92 ¥21,250.09 ¥21,117.22 ¥20,601.19
裁定買い残 1.12 1.08 0.75 0.92 0.83 0.84 0.75
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¥22,000.00

¥22,500.00

¥23,000.00

¥23,500.00

¥24,000.00

¥24,500.00

¥25,000.00

裁定買い残と先週比
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急落調整に警戒する週となりそうです。今週（6/10～6/14）の相場を占う『RU-RD

指標』は 5 月 31 日週が-2.6％と再び、マイナス圏に陥ったことで急落調整の可能性があります。6

月 14 日にメジャーＳＱを控えるため、それに向けて再度、投機筋の外国人が売り仕掛けをしてくる

可能性を示唆しています。ただ、来週（6/17～6/21）の相場を占う 6 月 7 日週が+6.3％と再び、プラ

ス圏に浮上していることから急反発を示唆しており、今週の下落がそれほど大仕掛けでない可能性

があります。今週、仮に急落するような局面があれば、それは買いチャンスを意味することになりま

す。逆に、今週、急落が無ければ来週の急反発も無くなる可能性があります。6 月ＳＱに向けて投

機筋の外国人がどのような仕掛けをしてくるかが今週 も注目すべきポイントです。実際、『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 5

月 10 日週-35.7％→5 月 17 日週-61.4％→5 月 24 日週-50.0％→5 月 31 日週-48.6％→6 月 7

日週-52.9％と 4 週連続で下限ゾーンに陥ったままです。4 週連続下限ゾーンは昨年急落していた

12 月 10 日週～12 月 31 日週の 4 週連続下限ゾーン以来。従って、同指標が下落ゾーンを脱し、

プラス転換するまでは相場の本格上昇は遠のいたかたちです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、10 日に 1-3 月期 GDP 改定値、4 月経常収支、5 月景気ウォッチ

ャー調査、11 日に 5 月マネーストック、5 月工作機械受注、12 日に 4 月機械受注、13 日に 4-6 月

期法人企業景気予測調査、海外では、12 日米 5 月消費者物価コア指数、14 日に中 5 月小売売上

高、米 5 月小売売上高、が予定されています。14 日発表の 5 月小売売上高は前月比+0.6％と、4

月の-0.2％から大幅に改善する見通しで、市場予想と一致した場合は個人消費の持ち直しが示さ

れることでドル買い材料になるとみられます。一方、イベント・トピックスとしては、国内ではやはり 14

日にメジャーSQ 算出日、海外では 14 日に EU 経済・財務相理事会（ルクセンブルク）開催などが控

えています。それよりも 6 月 7 日にメイ首相が党首を辞任し、現時点で強硬離脱を提唱しているジョ

ンソン外相が 有力視されており、合意なき欧州連合（EU）からの離脱への警戒感は再び強まりそ

うで後任選びには要注目です。
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5 月 31 日週 6 月 7 日週 6 月 14 日週 6 月 21 日週 

¥20,601.19 ¥20,884.71     

-28.40% 21.30% -2.60% 6.30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月29日
週

4月5日週 4月12日
週

4月19日
週

4月26日
週

5月3日週 5月10日
週

5月17日
週

5月24日
週

5月31日
週

6月7日週 6月14日
週

6月21日
週

日経平均 ¥21,205.8 ¥21,807.5 ¥21,870.5 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7
RU-RD 4.8% 12.0% -36.0% 3.1% 15.0% 8.7% -23.1% -36.8% -32.6% -28.4% 21.3% -2.6% 6.3%
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¥23,000.00

¥23,500.00

¥24,000.00

¥24,500.00

¥25,000.00
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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 20780 円～21195 円（+2％かい離） 

下値メド 20185 円～19781 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 25563 ドル～26074 ドル（+2％かい離） 

下値メド 24828 ドル～24331 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 108.53 円～109.61 円（+1％かい離） 

下値メド 107.04 円～105.96 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1303～1.1416（+1％かい離） 

下値メド 1.1199～1.1087（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 122.08 円～123.27 円（+1％かい離） 

下値メド 120.31 円～119.10 円（-1％かい離）  
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5月24日週 5月31日週 6月7日週 6月14日週
日経平均 ¥21,117.22 ¥20,601.19 ¥20,884.71
高値 ¥21,430.06 ¥21,297.70 ¥20,907.77
安値 ¥20,922.00 ¥20,581.58 ¥20,289.64
上値上 ¥21,460 ¥21,713 ¥21,703 ¥21,195
上値下 ¥21,040 ¥21,288 ¥21,278 ¥20,780
下値上 ¥20,560 ¥20,482 ¥20,703 ¥20,185
下値下 ¥20,148 ¥20,072 ¥20,288 ¥19,781

¥20,000.00

¥20,500.00

¥21,000.00

¥21,500.00

¥22,000.00

¥22,500.00

¥23,000.00

日経平均

5月24日週 5月31日週 6月7日週 6月14日週

NYダウ $25,490.47 $25,169.88 $25,720.66

上値 上 26245 26373 26109 26074

上値 下 25731 25856 25598 25563

下値 上 24997 24999 24953 24828

下値 下 24497 24499 24453 24331

高値 $25,898.27 $25,717.63 $26,072.75

安値 $25,328.09 $24,809.51 $24,680.57

$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

NYダウ
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5月24日週 5月31日週 6月7日週 6月14日週
上値上 ¥110.58 ¥111.43 ¥111.04 ¥109.61
上値下 ¥109.49 ¥110.33 ¥109.95 ¥108.53
下値上 ¥108.37 ¥109.04 ¥108.67 ¥107.04
下値下 ¥107.28 ¥107.94 ¥107.58 ¥105.96
ドル円 ¥109.29 ¥108.26 ¥108.18
高値 ¥110.67 ¥109.92 ¥108.61
安値 ¥109.80 ¥108.26 ¥107.80

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

ドル円

5月24日週 5月31日週 6月7日週 6月14日週
上値上 € 1.1380 € 1.1321 € 1.1305 € 1.1416
上値下 € 1.1268 € 1.1209 € 1.1194 € 1.1303
下値上 € 1.1158 € 1.1109 € 1.1085 € 1.1199
下値下 € 1.1046 € 1.0997 € 1.0974 € 1.1087
ドルユーロ € 1.1184 € 1.1131 € 1.1277 
高値 € 1.1214 € 1.1218 € 1.1349 
安値 € 1.1107 € 1.1116 € 1.1156 

€ 1.0700

€ 1.0800

€ 1.0900

€ 1.1000

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

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 15 週連続プラス圏をキープしていま

したが、16 週目で途切れ、直近 5 月 17 日週-61.4％→5 月 24 日週-50.0％→5 月 31 日週-48.6％

→6 月 7 日週-52.9％と 4 週連続で下限ゾーン入りしています。4 週連続下限ゾーンは急落してい

た 12 月 10 日週～12 月 31 日週の 4 週連続下限ゾーン以来。従って、同指標が下限ゾーンを脱し、

プラス転換するまでは相場の本格上昇は遠のいたかたちですが、いずれ+40％の上限ゾーンを目

指す上昇相場が訪れることは間違いないことから、この下限ゾーンの調整局面は買いチャンスであ

ることに変わりありません。あとはどの水準で購入するかだけです。 

5月24日週 5月31日週 6月7日週 6月14日週
上値上 ¥123.96 ¥124.66 ¥123.91 ¥123.27
上値下 ¥122.74 ¥123.43 ¥122.69 ¥122.08
下値上 ¥121.39 ¥121.83 ¥121.16 ¥120.31
下値下 ¥120.17 ¥120.61 ¥119.94 ¥119.10
ドルユーロ ¥122.43 ¥120.89 ¥122.58
高値 ¥123.61 ¥122.80 ¥122.75
安値 ¥121.71 ¥120.42 ¥120.53

¥116.00

¥117.00

¥118.00

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

¥126.00

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。 

3月15日
週

3月22日
週

3月29日
週

4月5日週 4月12日
週

4月19日
週

4月26日
週

5月3日週 5月10日
週

5月17日
週

5月24日
週

5月31日
週

6月7日週

銘柄比率 7.1% 11.4% 5.7% 10.0% 25.7% 22.9% 18.6% 0% -35.7% -61.4% -50.0% -48.6% -52.9%
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 ¥21,450.8 ¥21,627.3 ¥21,205.8 ¥21,807.5 ¥21,870.5 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7

¥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


