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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、「今週は急落調整の可能性がある週となりそうです。今週（7/8～7/12）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 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。ただ、来週（7/15～7/19）の相場を占う 6 月 28 日週が+54.9％と再びプラス圏に浮上

すると同時に、上限ゾーンまで一気に上昇していることから急反発が期待されます。今週は週末に

ミニＳＱを控えることから投機筋の外国人の仕掛けによる急落調整の可能性もあり、予告通りの急落

調整が起きれば来週の急反発を見込んでの買いチャンスとなります。先物市場は 7 月ＦＯＭＣでの

利下げを100％見込んでいる状態ですが、そのヒントとなるのが10日に行われる予定のパウエル連

邦準備制度理事会（FRB）議長の下院金融委員会での議会証言。証言が利下げ見送りを示唆する

内容だと急落調整となる可能性があります。ただ、今週仮に、予告通りに急落調整が無ければら来

週の急反発の可能性も小さくなるかと思われ、要注目です。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』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 7 月 5 日週+17.1％と、4 月 22 日週+18.6％以

来、10 週間振りにプラス転換していることから本格上昇スタートのかたちでできあがったことになりま

す。 

 

 

今週は、経済指標では、国内は、8日に5月国際収支、5月機械受注、6月景気ウォッチャー調査、

9 日に 5 月毎月勤労統計調査、6 月マネーストック、海外は、10 日に中国 6 月消費者物価・生産者

物価、11 日に米 6 月消費者物価指数（CPI）、12 日に中国 6 月貿易収支、米 6 月生産者物価の発

表が予定されています。11 日発表の 6 月消費者物価指数（CPI）では、総合指数は 5 月実績の前

年比＋1.8％をやや下回る見通しですが、コア指数が＋2.0％の上昇が見込まれており、市場の想

定通りなら米利下げは当面小幅にとどまるとの思惑が広がりそうです。このほかのイベント・トピック

スとしては、国内では、７月の地域経済報告（さくらリポート）、日銀支店長会議、海外では、10 日に
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パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委員会で議会証言、FOMC 議事録要旨公

開、などが予定されています。特に、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の議会証言が注目

されます。」とコメントしました。 

 

 

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 ¥21,746.38 ¥21,685.90 

6.3% 10.3% 55.60% -18.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月26日
週

5月3日週 5月10日
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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

7月5日週 7月12日
週

日経平均 ¥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 ¥21,746.3 ¥21,685.9
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RU-RD指標と日経平均（週末終値）
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先週の日経平均は、高値 21720 円（7 月 12 日）・安値 21488 円（7 月 10 日）と推移、4 週連続で前

半安・後半高の強いかたち。先週は、週初、上場投資信託（ETF）による分配金の捻出目的の売り

や 9 日発表された 6 月工作機械受注額（速報値）が 2 年 8 カ月ぶりに 1000 億円を下回ったこと下

落しましたが、11 日の米国市場が長期金利の上昇で金融各社が上昇して NY ダウが終値ベースで

史上初の 27000 ドル台に乗せた流れを受けて反発はしましたが上値・下値両目標値を達成しない

中途半端な動きで、週間ベースで-61 円安と 6 週間振りに反落して終了しています（先週予告して

いた上値メド 21889 円～22326 円（+2％かい離）//下値メド 21445 円～21016 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、7 月 1 日に 21500 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 21 日間、従っ

て、22 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、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、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 27333 ドル（7 月 12 日）・安値 26665 ドル（7 月 9 日）と推移、

2 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、10 日～11 日に行われたパウエル FRB 議長の

議会証言で「6 月連邦公開市場委員会（FOMC）以降の不透明性が引き続き見通しを抑制している」

との見解が伝えられたことで7月を含めた年内複数回利下げ観測が再び広がり、その後、米6月消

費者物価指数、米 6 月生産者物価指数（PPI）が市場予想を上回り米長期金利が上昇したことで上

値目標値を達成、週間ベースでは+410 ドル高と 2 週連続上昇し、終値ベースでは史上初の 27000

ドル台に乗せて終了しています（先週予告していた上値メド 27177 ドル～27720 ドル（+2％かい離）

//下値メド 26570 ドル～26038 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、7 月 11 日に 27000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 1 ヶ月と 4 日間、

従って、8 月 15 日までに 28000 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、

26000 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、7 月に 27000 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 28000 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、

26000 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
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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 108.98 円～107.78 円（先週予告していた上値メド 108.64 円～109.72 円

（+1％かい離）//下値メド 107.10 円～106.02 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を上回る 2 週連

続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1285～1.1191(先週予告していた上値メド 1.1408～1.1522

（+1％かい離）//下値メド 1.1272～1.1159（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成して 2 週連

続のドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、122.31 円～121.45 円（先週予告していた上値メド 123.29

円～124.52 円（+1％かい離）//下値メド 122.03 円～120.80 円（-1％かい離））と推移し、下値目標

値を達成して 3 週間振りの円高・ユーロ安。前の週のドル＞ユーロ＞円からドル＞円＞ユーロに変

化しています。欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨で追加緩和の可能性が確認されたほか、国

際通貨基金（IMF）がユーロ圏経済のリスクを指摘したことがユーロ安の要因です。 

 

＜裁定買い残＞ 

2 週連続で増加ですが 5000 億円台と歴史的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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6 月 14 日週 6 月 21 日週 6 月 28 日週 7 月 5 日週 

¥21,116.89 ¥21,258.64 ¥21,275.92 ¥21,746.38 

0.54 0.39 0.4 0.51 

-0.35 -0.15 0.01 0.11 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7月5日週
先週比 -0.09 0.01 -0.09 0.14 -0.35 -0.15 0.01 0.11
日経平均 ¥21,250.09 ¥21,117.22 ¥20,601.19 ¥20,884.71 ¥21,116.89 ¥21,258.64 ¥21,275.92 ¥21,746.38
裁定買い残 0.83 0.84 0.75 0.89 0.54 0.39 0.4 0.51
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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＞ 

今週は本来なら急騰する可能性のある週となりそうです。今週（7/15～7/19）の相場を占う『RU-RD

指標』は 7 月 5 日週が+54.9％と再びプラス圏に浮上すると同時に、上限ゾーンまで一気に上昇し

ていることから本来なら急騰が期待されますが、先週｢今週仮に、予告通りに急落調整が無ければ

ら来週の急反発の可能性も小さくなるかと思われ、要注目です。｣と指摘し、急落調整が無かったこ

とから今週の急騰も可能性は低くなったかたちです。ただ、来週（7/24～7/28）の相場を占う7月12

日週が+15.1％と 2 週連続でプラス圏を維持し堅調相場が期待できることに加え、『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 7 月 5 日

週+17.1％と、4 月 22 日週+18.6％以来、10 週間振りにプラス転換した後、直近 7 月 12 日+28.6％

と更に上昇していることから仮に今週急騰がなくても来週はそれを埋めるような上昇が期待できるか

もしれません。21 日の参議院選挙投開票の結果がそのきっかけとなるかもしれません。 

 

 

今週は、経済指標では、国内は、17 日に 6 月訪日外客数、18 日に 6 月貿易統計、19 日に 6 月消

費者物価、海外は、15 日に中国 4-6 月期 GDP、16 日に 6 月米小売売上高、17 日に 6 月米住宅

着工・建設許可件数、などの発表が予定されてます。16 日発表の 6 月小売売上高は、予想外の伸

びを示した 5 月実績（前月比+0.5％）には届かない見通しで、個人消費減退の思惑が広がれば

4-6 月期国内総生産（GDP）の鈍化観測でドル売り材料となる可能性があります。このほかのイベン

ト・トピックスとしては、国内では、15 日は海の日で東京市場休場、21 日は参議院選挙投開票、海

外は、17 日に FOMC での基礎資料となるベージュブック(地区連銀経済報告)の発表、G7 財務大

臣・中央銀行総裁会議が予定されています。
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7 月 5 日週 7 月 12 日週 7 月 19 日週 7 月 26 日週 

¥21,746.38 ¥21,685.90     

55.60% -18.90% 54.90% 15.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月3日週 5月10日
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6月21日
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週

7月26日
週

日経平均 ¥21,344.9 ¥21,250.0 ¥21,117.2 ¥20,601.1 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9 ¥21,746.3 ¥21,685.9
RU-RD 8.7% -23.1% -36.8% -32.6% -28.4% 21.3% -2.6% 6.3% 10.3% 55.6% -18.9% 54.9% 15.1%
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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 21988 円～22427 円（+2％かい離） 

下値メド 21717 円～21282 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 27252 ドル～27797 ドル（+2％かい離） 

下値メド 26901 ドル～26362 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 109.32 円～110.41 円（+1％かい離） 

下値メド 108.06 円～106.97 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1254～1.1366（+1％かい離） 

下値メド 1.1136～1.1024（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 122.74 円～123.96 円（+1％かい離） 

下値メド 121.08 円～119.86 円（-1％かい離）  
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6月28日週 7月5日週 7月12日週 7月19日週
日経平均 ¥21,275.92 ¥21,746.38 ¥21,685.90
高値 ¥21,338.17 ¥21,784.22 ¥21,720.14
安値 ¥21,035.84 ¥21,559.17 ¥21,488.22
上値上 ¥22,145 ¥21,899 ¥22,326 ¥22,427
上値下 ¥21,711 ¥21,470 ¥21,889 ¥21,988
下値上 ¥21,221 ¥21,019 ¥21,445 ¥21,717
下値下 ¥20,796 ¥20,598 ¥21,016 ¥21,282

¥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

6月28日週 7月5日週 7月12日週 7月19日週

NYダウ $26,526.58 $26,922.12 $27,088.08

上値 上 27850 27660 27720 27797

上値 下 27304 27118 27177 27252

下値 上 26418 26534 26570 26901

下値 下 25889 26003 26038 26362

高値 $26,806.52 $26,966.00 $27,333.79

安値 $26,465.32 $26,616.21 $26,665.57

$24,500.00

$25,000.00

$25,500.00

$26,000.00

$26,500.00

$27,000.00

$27,500.00

$28,000.00

NYダウ
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6月28日週 7月5日週 7月12日週 7月19日週
上値上 ¥109.46 ¥108.82 ¥109.72 ¥110.41
上値下 ¥108.38 ¥107.75 ¥108.64 ¥109.32
下値上 ¥107.65 ¥106.59 ¥107.10 ¥108.06
下値下 ¥106.57 ¥105.52 ¥106.02 ¥106.97
ドル円 ¥107.88 ¥108.45 ¥107.89
高値 ¥108.15 ¥108.63 ¥108.98
安値 ¥106.77 ¥107.52 ¥107.78

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

ドル円

6月28日週 7月5日週 7月12日週 7月19日週
上値上 € 1.1488 € 1.1581 € 1.1522 € 1.1366
上値下 € 1.1375 € 1.1467 € 1.1408 € 1.1254
下値上 € 1.1204 € 1.1295 € 1.1272 € 1.1136
下値下 € 1.1091 € 1.1182 € 1.1159 € 1.1024
ドルユーロ € 1.1372 € 1.1286 € 1.1252 
高値 € 1.1415 € 1.1390 € 1.1288 
安値 € 1.1344 € 1.1207 € 1.1194 

€ 1.0700

€ 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

ゾーン以来で、「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を示していま

す。ただ、6 月 21 日週-4.3％と 6 週間振りに下限ゾーンを脱した後、7 月 5 日週+17.1％と、4 月 22

日週+18.6％以来、10週間振りにプラス転換、更に、直近7月12日週+28.6％と2週連続プラス圏、

かつ続伸したかたちでようやく本格上昇のスタートを切ったことを示唆しています。 

6月28日週 7月5日週 7月12日週 7月19日週
上値上 ¥123.96 ¥123.77 ¥124.52 ¥123.96
上値下 ¥122.74 ¥122.55 ¥123.29 ¥122.74
下値上 ¥120.96 ¥121.14 ¥122.03 ¥121.08
下値下 ¥119.75 ¥119.92 ¥120.80 ¥119.86
ドルユーロ ¥122.64 ¥121.72 ¥121.58
高値 ¥122.91 ¥123.33 ¥122.42
安値 ¥121.55 ¥121.48 ¥121.23

¥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

7月5日週 7月12日
週

銘柄比率 22.9% 18.6% 0% -35.7% -61.4% -50.0% -48.6% -52.9% -48.6% -4.3% -14.3% 17.1% 28.6%
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 ¥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 ¥21,746.3 ¥21,685.9
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¥24,000.00
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日経平均とT2レーティング比率


