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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る週となりそうです。今週（7/22～7/26）の相場を占う『RU-RD

指標』は 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週となりそう

です。先週「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。」と指摘し

ましたが、本来、前の週に起こるべき急落調整が 1 週遅れで起きたかたちで、6 月 18 日以来となる

21000 円大台割れの場面もありました。ただ、来週（7/29～8/2）の相場を占う 7 月 19 日週が

-54.1％と 3 週間振りにマイナス圏、かつ下限ゾーンへ一気に下落していることから急落調整に警

戒が必要です。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 7 月 12 日週+28.6％とプラス幅を拡大して順調に上昇していましたが、

7 月 19 日週-21.4％と 3 週間振りに一気にマイナス圏に急落していることも急落を示唆しています。

今週は 21 日の参議院選挙結果を受けて予告通りに上昇するようであれば利益確定をすることをお

薦めします。中期的視点で日経ＥＴＦを投資される方は急落調整を待って投資されることをお薦め

します。来週は30-31日にFOMCが開催予定で、利下げ幅をめぐって市場の見方は二分されてお

り、市場の期待倒れの結果が出ることをＴ2 は前もって示唆し始めているのかもしれません。 

 

今週は、経済指標では、国内は、22 日に 6 月コンビニエンスストア売上高、23 日に 6 月全国百貨

店売上高、海外は、25 日に米 6 月耐久財受注、26 日に米 4-6 月期 GDP などが予定されています。

26 日発表の米 4-6 月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率+1.8％と、前期の 3％台から伸び

が顕著に鈍化する見通しで、連邦公開市場委員会(FOMC)を翌週に控え、大幅利下げ観測への

思惑が台頭するかもしれません。このほかのイベント・トピックスとしては、海外は、22 日は上海証券

取引所で新たな株式市場「科創版」での取引開始、25 日に ECB 定例理事会（ドラギ総裁会見）、な

どが予定されています。25 日開催の欧州中央銀行（ECB）理事会では 9 月利下げの必要性などに

ついて議論される見込みです。」とコメントしました。 

  今週の T2 経済レポート 
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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 ¥21,466.99 ¥21,658.15 
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6月28日
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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 ¥21,466.9 ¥21,658.1
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先週の日経平均は、高値 21823 円（7 月 25 日）・安値 21317 円（7 月 22 日）と推移、前の週と異な

り、前半安・後半高の強いかたち。先週は、23日にライトハイザー米通商代表部（USTR）代表とムニ

ューシン米財務長官の訪中計画が伝わり、また欧州中央銀行（ECB）理事会で利下げ見通しが示

されこと、翌週の連邦公開市場委員会（FOMC）での金融緩和への期待から上値目標値を達成、

週間ベースで+192 円高と 3 週間振りに反発して終了しています（先週予告していた上値メド 21402

円～21830 円（+2％かい離）//下値メド 21178 円～20754 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、7 月 23 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、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、目先強含みに

変化しましたが、乱高下しやすいかたちは変わっていません。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 27368 ドル（7 月 23 日）・安値 27062 ドル（7 月 25 日）と推移、

2 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、トランプ米大統領と米議会与野党幹部が債務

上限問題（2 年間の借り入れ権限の延長と歳出枠の設定）で合意しましたが、米政権がドル安誘導

を検討しているとの思惑が強まったことで下値目標値を達成、その後、「トランプ米大統領はナバロ

米国家通商会議（NTC）委員長が提示したドル切り下げ案を却下」、「ムニューシン米財務長官はド

ル安政策を支持しない」と報じられたことで反発、週間ベースでは+38 ドル高と前の週と異なり、小

幅高で終了しています（先週予告していた上値メド 27598 ドル～28149 ドル（+2％かい離）//下値メ

ド 27080 ドル～26538 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、強含みながらも目先は方

向感がなくなったかたちです。 
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一方、為替は、ドル・円が 108.82 円～107.69 円（先週予告していた上値メド 108.52 円～109.60 円

（+1％かい離）//下値メド 107.36 円～106.28 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し前の

週と異なり、円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1225～1.1099(先週予告していた上値メド 1.1279～

1.1391（+1％かい離）//下値メド 1.1148～1.1036（-1％かい離））と推移し、下値目標値を下回り、前

の週と異なり、ドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、121.37 円～120.00 円（先週予告していた上値

メド 121.73 円～123.94 円（+1％かい離）//下値メド 120.29 円～119.08 円（-1％かい離））と推移し、

下値目標値を達成して 3 週連続の円高・ユーロ安。前の週の円＞ユーロ＞ドルからドル＞円＞ユ

ーロに変化しています。ドイツ連邦銀行（中央銀行）が 4-6 月期の独経済はマイナス成長に落ち込

むとの見通しを示したほか、独・7 月製造業 PMI 速報値が予想を下回ったこと、更に、欧州中央銀

行（ECB）が 9 月の金融緩和を示唆したこともユーロ売りを強めた格好です。 

 

＜裁定買い残＞ 

2 週連続の減少ですが、5000 億円前後の歴史的底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 28 日週 7 月 5 日週 7 月 12 日週 7 月 19 日週 

¥21,275.92 ¥21,746.38 ¥21,685.90 ¥21,466.99 

0.4 0.51 0.42 0.4 

0.01 0.11 -0.09 -0.02 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7月19日週
先週比 -0.09 0.14 -0.35 -0.15 0.01 0.11 -0.09 -0.02
日経平均 ¥20,601.19 ¥20,884.71 ¥21,116.89 ¥21,258.64 ¥21,275.92 ¥21,746.38 ¥21,685.90 ¥21,466.99
裁定買い残 0.75 0.89 0.54 0.39 0.4 0.51 0.42 0.4
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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＞ 

今週は急落調整に警戒が必要な週となりそうです。今週（7/29～8/2）の相場を占う『RU-RD 指標』

は 7 月 19 日週が-54.1％と 3 週間振りにマイナス圏、かつ下限ゾーンへ一気に下落していることか

ら急落調整に警戒が必要な週です。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 7 月 12 日週+28.6％とプラス幅を拡大して順調に

上昇していましたが、7 月 19 日週-21.4％と 3 週間振りに一気にマイナス圏に急落していることも急

落調整を示唆しています。ただ、来週（8/5～8/9）の相場を占う 7 月 26 日週が+35.8％と再びプラス

転換、かつ上限ゾーン近く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 7 月

30-31 日開催予定の FOMC と 2 日米 7 月雇用統計が注目されますが、どちらの材料によってかは

わかりませんがＴ2 は急落調整を示唆しており、仮に予告通りに急落調整した場合は投資チャンス

となります。逆に、今週、予告通りに急落調整が起きない場合は、来週の急反発の可能性も小さく

なることは指摘しておきます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、29 日に 6 月失業率・有効求人倍率、6 月鉱工業生産、31 日に 7

月消費者態度指数、8 月 2 日に 7 月マネタリーベース、海外は、31 日に米 7 月 ADP 雇用統計、

中国 7 月製造業 PMI、ユーロ圏 4-6 月期 GDP、1 日に米 7 月 ISM 製造業景況指数、2 日に米 7

月雇用統計、米 6 月貿易収支、米 6 月製造業受注が予定されています。8 月 2 日発表の米 7 月雇

用統計は失業率 3.6％（前回 3.7％）、非農業部門雇用者数は前月比+16.0 万人（同+22.4 万人）、

平均時給は前年比+3.2％（同+3.1％）が見込まれ、想定通りの内容ならドル売りはやや縮小する可

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、国内は、29 日に日銀金融政策決定会合

（30 日まで）、30 日に黒田日銀総裁会見、日銀「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）、一方海

外は、30 日に FOMC（31 日まで）、31 日にパウエル FRB 議長会見が注目されます。7 月 31 日に

連邦公開市場委員会（FOMC）の声明が発表され、25bp の利下げはほぼ織り込まれましたが、FRB

のハト派姿勢は維持される見通しです。
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7 月 19 日週 7 月 26 日週 8 月 2 日週 8 月 9 日週 

¥21,466.99 ¥21,658.15     

54.90% 15.10% -54.10% 35.80% 
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日経平均 ¥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 ¥21,466.9 ¥21,658.1
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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 21658 円～22091 円（+2％かい離） 

下値メド 21206 円～20781 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 27587 ドル～28138 ドル（+2％かい離） 

下値メド 27082 ドル～26540 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 108.55 円～109.63 円（+1％かい離） 

下値メド 107.37 円～106.29 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1207～1.1319（+1％かい離） 

下値メド 1.1118～1.1006（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 120.80 円～122.00 円（+1％かい離） 

下値メド 119.91 円～118.71 円（-1％かい離）  
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7月12日週 7月19日週 7月26日週 8月2日週
日経平均 ¥21,685.90 ¥21,466.99 ¥21,658.15
高値 ¥21,720.14 ¥21,655.52 ¥21,823.07
安値 ¥21,488.22 ¥20,993.44 ¥21,317.85
上値上 ¥22,326 ¥22,427 ¥21,830 ¥22,091
上値下 ¥21,889 ¥21,988 ¥21,402 ¥21,658
下値上 ¥21,445 ¥21,717 ¥21,178 ¥21,206
下値下 ¥21,016 ¥21,282 ¥20,754 ¥20,781

¥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

7月12日週 7月19日週 7月26日週 8月2日週

NYダウ $27,088.08 $27,222.97 $27,140.98

上値 上 $27,720 $27,797 $28,149 $28,138

上値 下 $27,177 $27,252 $27,598 $27,587

下値 上 $26,570 $26,901 $27,080 $27,082

下値 下 $26,038 $26,362 $26,538 $26,540

高値 $27,333.79 $27,398.68 $27,368.81

安値 $26,665.57 $27,068.79 $27,062.48

$24,500.00

$25,000.00

$25,500.00

$26,000.00

$26,500.00

$27,000.00

$27,500.00

$28,000.00

$28,500.00

NYダウ
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7月12日週 7月19日週 7月26日週 8月2日週
上値上 ¥109.72 ¥110.41 ¥109.60 ¥109.63
上値下 ¥108.64 ¥109.32 ¥108.52 ¥108.55
下値上 ¥107.10 ¥108.06 ¥107.36 ¥107.37
下値下 ¥106.02 ¥106.97 ¥106.28 ¥106.29
ドル円 ¥107.89 ¥107.70 ¥108.66
高値 ¥108.98 ¥108.37 ¥108.82
安値 ¥107.78 ¥107.20 ¥107.69

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

ドル円

7月12日週 7月19日週 7月26日週 8月2日週
上値上 € 1.1522 € 1.1366 € 1.1391 € 1.1319
上値下 € 1.1408 € 1.1254 € 1.1279 € 1.1207
下値上 € 1.1272 € 1.1136 € 1.1148 € 1.1118
下値下 € 1.1159 € 1.1024 € 1.1036 € 1.1006
ドルユーロ € 1.1252 € 1.1261 € 1.1147 
高値 € 1.1288 € 1.1288 € 1.1234 
安値 € 1.1194 € 1.1200 € 1.1102 

€ 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 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

ンに陥り、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」時の底値形成の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％以来となる 10 週間振りのプラス転換、更に、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ました。ただ、直近 7 月 19 日週

-21.4％→7 月 26 日週-8.6％と 2 週連続マイナス圏に陥り、一旦、急落調整を示唆したかたちで

す。 

7月12日週 7月19日週 7月26日週 8月2日週
上値上 ¥124.52 ¥123.96 ¥123.94 ¥122.00
上値下 ¥123.29 ¥122.74 ¥121.73 ¥120.80
下値上 ¥122.03 ¥121.08 ¥120.29 ¥119.91
下値下 ¥120.80 ¥119.86 ¥119.08 ¥118.71
ドルユーロ ¥121.58 ¥120.84 ¥120.88
高値 ¥122.42 ¥121.89 ¥121.51
安値 ¥121.23 ¥120.20 ¥120.34

¥115.00

¥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。 

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

7月19日
週

7月26日
週

銘柄比率 0% -35.7% -61.4% -50.0% -48.6% -52.9% -48.6% -4.3% -14.3% 17.1% 28.6% -21.4% -8.6%
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 ¥21,344.9 ¥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 ¥21,466.9 ¥21,658.1

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

日経平均とT2レーティング比率


