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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、「今週は堅調相場が期待できそうです。今週（6/24～6/28）の相場を占う『RU-RD 指標』は 6

月 14 日週が+10.3％と 2 週連続プラス圏をキープしたことで堅調相場が期待できそうです。更に、

来週（7/1～7/5）の相場を占う 6 月 21 日週が+55.6％と 3 週連続プラス圏キープ、かつ 1 月 7 日週

以来となる上限ゾーンを越えたことで堅調な相場が今来週は期待できるかたちです。前回上限ゾ

ーンを越えた 1 月 7 日週は、『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）」銘柄比率が昨年 12 月 10 日週～31 日週まで 4 週連続下限ゾーンに陥った

後の次の週で、その後、日経平均は 4 月まで上昇基調を継続しています。今回も 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％

→6 月 14 日週-48.6％と 5 週連続で下限ゾーンに陥った後の『RU-RD 指標』の上限ゾーン突破と

よく似たかたちになっており、前回同様、本格上昇のスタートを期待したいところです。先週、「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

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。」と指摘しまし

たが、6 月 21 日週-4.3％と下限ゾーンを 6 週間振りに一気に脱出し、本格上昇の第一歩が始まっ

たことになります。また日経平均のＴ2 レーティングも、年初来高値となった 4 月 26 日週以来となる

「買いレーティング」に買い転換しており、底値脱出の条件が揃い始めてます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、27 日に 5 月商業動態統計、28 日に 5 月失業率・有効求人倍率、

5 月鉱工業生産、海外では、24 日に米 5 月シカゴ連銀全米活動指数、25 日に米 4 月 FHFA 住宅

価格指数、27 日に米 1-3 月期 GDP 確報値、などの発表が予定されています。6 月 27 日発表の米

1-3 月期国内総生産（GDP）確報値は 3％台の成長が予想され、仮に GDP 確報値が市場予想と一

致しても米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ方針に影響はなさそうです。このほかのイベント・ト

ピックスとしては、国内では、6 月 19-20 日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、G20 大阪

サミット（29 日まで）、26 日に米民主党、大統領選候補者の 初のテレビ討論会（27 日まで）があり
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ます。6 月 28-29 日に大阪で開催される 20 カ国 G20 サミットでは、やはりトランプ大統領と習国家

主席との直接交渉で、両国の貿易面での対立が収束するかに注目は集まりますが、結論は先送り

されるのが濃厚です。」とコメントしました。 

 

 

6 月 7 日週 6 月 14 日週 6 月 21 日週 6 月 28 日週 

¥20,884.71 ¥21,116.89 ¥21,258.64 ¥21,275.92 
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日経平均 ¥21,870.5 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9
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先週の日経平均は、高値 21338 円（6 月 27 日）・安値 21035 円（6 月 26 日）と推移、2 週連続で前

半安・後半高の強いかたち。先週は、週前半、中国企業への制裁追加やイランを巡る地政学リスク、

トランプ米大統領の日米安全保障条約に関する発言報道や連邦準備理事会（FRB）のパウエル議

長らの発言で早期利下げへの期待が後退したことで下値目標値を達成しましたが、香港メディアが

米中貿易戦争は一時休戦と伝わり反発、週間ベースで+17 円高と 4 週連続反発で、月間ベースで

も 2 カ月ぶりにプラスに転じて終了しています（先週予告していた上値メド 21711 円～22145 円

（+2％かい離）//下値メド 21221 円～20796 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 10 日に 21000 円大台替えで仕切り直しが入りました。21500 円大

台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、20500 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、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、弱含みながらも乱高下の起きやす

いかたちに変化しました。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 26806 ドル（6 月 24 日）・安値 26465 ドル（6 月 27 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、6 月米消費者信頼感指数、5 月新築住宅

販売件数が市場予想を下回り、またブラード米セントルイス連銀総裁が「現状で 0.5 ポイント（50bp）

の利下げは行き過ぎ」と述べたことやパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が「短期的に過

剰に行動しないことが重要」との見方を示したことで 7 月の大幅な利下げ観測は後退し下値目標値

目前まで下落、週間ベースでは-120 ドル安と昨年 10 月につけた 26951.81 ドルの 高値目前で 4

週間振りに下落して終了しています（先週予告していた上値メド 27304 ドル～27850 ドル（+2％かい

離）//下値メド 26418 ドル～25889 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替え

で、6 月 7 日に 26000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、18 日に 26500 ドル大台替えでカウントダ

ウンの上昇局面入りに 11 日間、従って、29 日までに 27000 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時間切れ。27500 ドル大台替えで仕切り直し、逆に、26000 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、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、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、強含みながらも方向感がなくなったかた

ちです。 

 

一方、為替は、ドル・円が 108.15 円～106.77 円（先週予告していた上値メド 108.38 円～109.46 円
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（+1％かい離）//下値メド 107.65 円～106.57 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、1.1412～1.1342(先週予告していた上値メド 1.1375～1.1488

（+1％かい離）//下値メド 1.1204～1.1091（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成して、前の

週と異なり、ドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、122.88 円～121.61 円（先週予告していた上値メド

122.74 円～123.96 円（+1％かい離）//下値メド 120.96 円～119.75 円（-1％かい離））と推移し、上

値目標値を達成して、前の週と異なり円安・ユーロ高。前の週の円＞ドル＞ユーロからユーロ＞円

＞ドルに変化しています。米主要経済指標の悪化を受けて連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利

下げ観測が浮上、さらに中東情勢の悪化を受けた原油高でユーロの買い戻しが起きたかたちで

す。 

 

＜裁定買い残＞ 

2 週連続減少で、ここ 5 週間、毎週増減を繰り返してましたが、それが崩れたかたちです。ただ、底

値水準で行ったり来たりしてる状況に変化はありません。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、5000 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 31 日週 6 月 7 日週 6 月 14 日週 6 月 21 日週 

¥20,601.19 ¥20,884.71 ¥21,116.89 ¥21,258.64 

0.75 0.89 0.54 0.39 
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単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
先週比 0.17 -0.09 0.01 -0.09 0.14 -0.35 -0.15
日経平均 ¥21,344.92 ¥21,250.09 ¥21,117.22 ¥20,601.19 ¥20,884.71 ¥21,116.89 ¥21,258.64
裁定買い残 0.92 0.83 0.84 0.75 0.89 0.54 0.39
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は堅調相場が期待できそうです。今週（7/1～7/5）の相場を占う『RU-RD 指標』は 6 月 21 日週

が+55.6％と 3 週連続プラス圏キープ、かつ 1 月 7 日週以来となる上限ゾーンを越えたことで堅調な

相場が期待できそうです。2018 年 12 月以来となるトランプ米大統領と中国の習近平国家主席の首

脳会談が 20 カ国・地域首脳会議（G20 サミット）に合わせ 29 日午前 11 時半頃から行われ、両国は

5 月 10 日の閣僚級協議を 後に貿易交渉が途絶えていましたがトランプ米大統領は「中国との交

渉を継続する」との認識を示し、さらに 30 日、トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員

長は南北の非武装地帯（ＤＭＺ）にある板門店で３回目となる米朝首脳会談を行い、非核化協議を

再開することで合意、両国のチームが向こう数週間で会合を行うと説明したことなどを好感するのか

もしれません。ただ、来週（7/8～7/12）の相場を占う 6 月 28 日週が-18.9％と 4 週間振りにマイナス

圏に陥ったことで急落調整の可能性があります。そのため、今週、予告通りに堅調に相場が上昇す

れば一旦、利益確定することをお薦めします。7 月 12 日のミニＳＱに合わせ投機筋の外国人が売り

仕掛けしてくるのかもしれません。一方、先週 6 月 21 日週-4.3％と下限ゾーンを 6 週間振りに一気

に脱出した『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「本格上昇の第一歩が始まったことになります。」と指摘しましたが、同指数は 6 月

28 日週-14.3％とプラス転換目前で足踏み。先週、「日経平均のＴ2 レーティングも、年初来高値と

なった 4 月 26 日週以来となる「買いレーティング」に買い転換しており、底値脱出の条件が揃い始

めてます。」と指摘したように変化が訪れていることは変わりありません。 

 

 

今週は、経済指標では、国内は、1 日に日銀短観（6 月調査）、2 日に 6 月マネタリーベース、5 日に

5 月家計調査、海外は、3 日に米 6 月 ADP 雇用統計、米 6 月 ISM 非製造業景況指数、米 5 月貿

易収支、5日に米6月雇用統計が予定されています。7月5日発表の6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+16.0 万人（同+7.5 万人）、平均時給は前年比

+3.2％（同+3.1％）と見込まれ、市場予想通りなら相場への影響は限定的。このほかのイベント・トピ

ックスとしては、国内では、4 日に参院選公示（21 日投開票）、海外は、4 日に独立記念日です。
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6 月 21 日週 6 月 28 日週 7 月 5 日週 7 月 12 日週 

¥21,258.64 ¥21,275.92     
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日経平均 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9
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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 21470 円～21899 円（+2％かい離） 

下値メド 21019 円～20598 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 27118 ドル～27660 ドル（+2％かい離） 

下値メド 26534 ドル～26003 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 107.75 円～108.82 円（+1％かい離） 

下値メド 106.59 円～105.52 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1467～1.1581（+1％かい離） 

下値メド 1.1295～1.1182（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 122.55 円～123.77 円（+1％かい離） 

下値メド 121.14 円～119.92 円（-1％かい離）  
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6月14日週 6月21日週 6月28日週 7月5日週
日経平均 ¥21,116.89 ¥21,258.64 ¥21,275.92
高値 ¥21,259.70 ¥21,497.82 ¥21,338.17
安値 ¥20,932.13 ¥20,924.19 ¥21,035.84
上値上 ¥21,195 ¥21,697 ¥22,145 ¥21,899
上値下 ¥20,780 ¥21,272 ¥21,711 ¥21,470
下値上 ¥20,185 ¥20,601 ¥21,221 ¥21,019
下値下 ¥19,781 ¥20,188 ¥20,796 ¥20,598
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日経平均

6月14日週 6月21日週 6月28日週 7月5日週

NYダウ $26,106.77 $26,753.17 $26,526.58

上値 上 26074 27307 27850 27660

上値 下 25563 26772 27304 27118

下値 上 24828 25577 26418 26534

下値 下 24331 25065 25889 26003

高値 $26,248.67 $26,907.37 $26,806.52

安値 $25,958.66 $26,049.80 $26,465.32

$22,000.00
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$26,000.00

$27,000.00

$28,000.00

$29,000.00

NYダウ



 10 

 

 

 

6月14日週 6月21日週 6月28日週 7月5日週
上値上 ¥109.61 ¥109.69 ¥109.46 ¥108.82
上値下 ¥108.53 ¥108.61 ¥108.38 ¥107.75
下値上 ¥107.04 ¥107.41 ¥107.65 ¥106.59
下値下 ¥105.96 ¥106.33 ¥106.57 ¥105.52
ドル円 ¥108.55 ¥107.30 ¥107.88
高値 ¥108.79 ¥108.72 ¥108.15
安値 ¥108.14 ¥107.04 ¥106.77

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

ドル円

6月14日週 6月21日週 6月28日週 7月5日週
上値上 € 1.1416 € 1.1502 € 1.1488 € 1.1581
上値下 € 1.1303 € 1.1389 € 1.1375 € 1.1467
下値上 € 1.1199 € 1.1238 € 1.1204 € 1.1295
下値下 € 1.1087 € 1.1125 € 1.1091 € 1.1182
ドルユーロ € 1.1280 € 1.1297 € 1.1372 
高値 € 1.1345 € 1.1396 € 1.1415 
安値 € 1.1203 € 1.1181 € 1.1344 

€ 1.0800

€ 1.0900

€ 1.1000

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

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 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％→6 月 14 日週-48.6％と 5 週連続で下限ゾー

ンに陥っていました。5 週連続下限ゾーンは 2016 年 2 月 8 日週～4 月 11 日週の 10 週連続下限

ゾーン以来。従って、「チャイナ・ショック」時の底値形成時期と現在は同じ衝撃度ということであるこ

とを示しています。6 月 21 日週-4.3％に 6 週間振りに下限ゾーンを脱し、本格上昇の第一歩を切っ

たかたちですが、6 月 28 日週-14.3％とプラス転換目前で足踏みのかたちとなっています。

6月14日週 6月21日週 6月28日週 7月5日週
上値上 ¥123.27 ¥124.50 ¥123.96 ¥123.77
上値下 ¥122.08 ¥123.27 ¥122.74 ¥122.55
下値上 ¥120.31 ¥121.31 ¥120.96 ¥121.14
下値下 ¥119.10 ¥120.09 ¥119.75 ¥119.92
ドルユーロ ¥121.65 ¥121.96 ¥122.64
高値 ¥123.06 ¥122.08 ¥122.91
安値 ¥121.58 ¥120.42 ¥121.55

¥116.00

¥117.00

¥118.00

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

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。 

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

6月28日
週

銘柄比率 10.0% 25.7% 22.9% 18.6% 0% -35.7% -61.4% -50.0% -48.6% -52.9% -48.6% -4.3% -14.3%
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 ¥21,807.5 ¥21,870.5 ¥22,200.5 ¥22,258.7 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9

¥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


