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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、「今週は軟調な相場継続を警戒する週となりそうです。今週（8/19～8/23）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 8 月 9 日週が-39.2％と 2 週連続マイナス圏、かつ下限ゾーン近くまで一気に急

落しており、軟調な相場継続を示唆しています。ただ、来週（8/26～8/30）の相場を占う 8 月 16 日

週が+4.6％と 3 週間振りにプラス圏に浮上していることから本来なら急反発が期待され、Ｔ2 予告通

りに今週、下値目標値を達成するような下げが起きれば買いチャンスとなります。それは『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』にも表

れており、8 月 9 日週-45.7％→8 月 16 日週-52.9％と 2 週連続で約 2 ヶ月振りに下限ゾーンまで

一気に急落しています。現在は「裁定買い残」が歴史的底値水準であることから買いチャンスであ

ることに変わりありませんが、まだ下値模索が起きることを示唆しており、中途半端な水準での追加

での買い増しは控え、上値を追うのでは無く、再度急落を待ってから投資されることをお薦めします。

尚、再度、本格的に反発するシグナルは『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』がプラス転換するときであり、それまでは底値固めの

時間と余儀なくされると考えるべきかと思われます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、21 日に 7 月訪日外客数、23 日に 7 月消費者物価、海外は、21

日に米 7 月中古住宅販売件数、23 日に米 7 月新築住宅販売件数の発表が予定されています。こ

のほかのイベント・トピックスとしては、海外で、21 日に 7 月 30 日・31 日の FOMC 議事要旨、22 日

に米経済シンポジウム「ジャクソンホール会合」 （24 日まで）、24 日に G7 首脳会議（26 日まで、フラ

ンス・ビアリッツ）が予定されています。米ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるカンザスシテ

ィー連銀主催の年次経済シンポジウムの今年のテーマは「金融政策における課題」ですが、23 日

に講演を予定しているパウエル FRB 議長が経済見通しや金融政策に関して何を発言するが注目

されます。」とコメントしました。 
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8 月 2 日週 8 月 9 日週 8 月 16 日週 8 月 23 日週 

¥21,087.16 ¥20,684.82 ¥20,418.81 ¥20,710.91 

-54.1% 35.8% -13.60% -39.2% 

 

先週の日経平均は、高値 20731 円（8 月 22 日）・安値 20482 円（8 月 21 日）と推移、4 週間振りに

前半安・後半高の強いかたち。先週は、中国やドイツが景気刺激策を検討と伝わり、中国通信機器

大手の華為技術（ファーウェイ）に対する禁輸措置の追加猶予が発表されことを好感して上値目標

値を達成、週間ベースで+292 円高と 4 週間振りに反発して終了しましたが、週末米国時間に中国

政府が米国からの輸入品 750 億ドル相当への関税措置を発表、トランプ大統領は同国の対応を強

く非難して 5％上乗せの追加関税を発表したことで両国間で報復の応酬が続くことを嫌気して NY

ダウが 600 ドル超、日経平均先物も 500 円超急落しています（先週予告していた上値メド 20432 円

～20840 円（+2％かい離）//下値メド 19637 円～19244 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、8 月 10 日までに 20000 円大台割れでカウントダウン継続を

狙う時間帯に入り、土日・休日を挟んでいることから猶予で 13 日までに 20000 円大台割れとなるか

が注目されましたが、実現せず時間切れ。21000 円大台替えで仕切り直し、逆に、19500 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

6月7日週 6月14日
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6月28日
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7月5日週 7月12日
週

7月19日
週

7月26日
週

8月2日週 8月9日週 8月16日
週

8月23日
週

日経平均 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9 ¥21,746.3 ¥21,685.9 ¥21,466.9 ¥21,658.1 ¥21,087.1 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9
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RU-RD指標と日経平均（週末終値）
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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、方向感がなく乱高下しやすい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 26388 ドル（8 月 22 日）・安値 25507 ドル（8 月 23 日）と推移、

2 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、米トランプ政権が中国通信機器メーカーの 華

為技術（ファーウェイ）に対する禁輸措置の適用をさらに 90 日間猶予すると発表したことやドイツ政

府による財政出動の可能性が浮上したことで上値目標値を達成しましたが、中国政府が 23 日、対

米報復関税を発表したことを受けて米トランプ政権は対中関税の新たな引き上げを発表したことか

ら急落、週間ベースでは-258 ドル安と 4 週連続の下落となりました（先週予告していた上値メド

25960 ドル～26479 ドル（+2％かい離）//下値メド 24991 ドル～24491 ドル（-2％かい離））。「大台替

えの法則」では、短期の大台替えで、8 月 14 日に 25500 ドル大台割れで下落スタートとなりました。

25000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りま

す。中期の方向を示す月ベースでは、8 月 5 日に 26000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。

25000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、27000 ドル大台替えで仕切り直しが入りま

す。長期の方向を示す月ベースでは、8 月に 26000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。

25000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、27000 ドル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、下落しやすいかたちに変化しました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 106.73 円～105.25 円（先週予告していた上値メド 106.29 円～107.35 円

（+1％かい離）//下値メド 104.01 円～102.96 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し 2 週連

続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1153～1.1049(先週予告していた上値メド 1.1259～1.1371

（+1％かい離）//下値メド 1.1114～1.1002（-1％かい離））と推移し、下値両目標値を達成するする

3 週間振りのドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、118.45 円～117.23 円（先週予告していた上値メ

ド 119.38 円～120.57 円（+1％かい離）//下値メド 116.72 円～115.55 円（-1％かい離））と推移し、

上値・下値両目標値を達成しない中途半端な動きでしたが、2 週連続の円安・ユーロ高。前の週の

ユーロ＞ドル＞円からドル＞ユーロ＞円に変化しています。2 週連続の円安修正局面です。米トラ

ンプ政権が中国通信機器メーカーの 華為技術（ファーウェイ）に対する禁輸措置の適用をさらに

90 日間猶予すると発表したことやドイツ政府による財政出動の可能性が浮上、米国の大幅利下げ

観測が後退したこともドル買い材料となったかたちです。 
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＜裁定買い残＞ 

3 週間ぶりに増加しています。ただ、以前から指摘してきた通り、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 億円台から約 3 倍近い 1.4 兆

円台の水準まで回復した後、5000 億円前後まで再び減少して 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。 

 

 

 

 

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 8月2日週 8月9日週 8月16日週
先週比 0.01 0.11 -0.09 -0.02 0.27 -0.13 -0.14 0.03
日経平均 ¥21,275.92 ¥21,746.38 ¥21,685.90 ¥21,466.99 ¥21,658.15 ¥21,087.16 ¥20,684.82 ¥20,418.81
裁定買い残 0.4 0.51 0.42 0.4 0.67 0.54 0.4 0.43
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7 月 26 日週 8 月 2 日週 8 月 9 日週 8 月 16 日週 

¥21,658.15 ¥21,087.16 ¥20,684.82 ¥20,418.81 

0.67 0.54 0.4 0.43 

0.27 -0.13 -0.14 0.03 

単位：兆円 

 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急反発が期待される週となりそうです。今週（8/26～8/30）の相場を占う『RU-RD

指標』は 8 月 16 日週が+4.6％と 3 週間振りにプラス圏に浮上していることから本来なら急反発が期

待され、先週、「Ｔ2 予告通りに今週、下値目標値を達成するような下げが起きれば買いチャンスと

なります」と指摘し、米国時間に T2 予告通りの急落が起きたことで週初は買いチャンスとなりそうで

す。来週（9/2～9/6）の相場を占う 8 月 23 日週が+17.1％と 2 週連続プラス圏に浮上していることか

ら2週連続で堅調相場が期待されます。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』も 8 月 9 日週-45.7％→8 月 16 日週-52.9％→8

月 23 日週-35.7％と 3 週間振りに下限ゾーンを脱出したことも底入れの可能性を示唆しています。

現在は「裁定買い残」が歴史的底値水準であることから買いチャンスであることに変わりありません

が、本格的に反発するシグナルは『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』がプラス転換するときであり、それまでは底値固めの時間を

余儀なくされると考えるべきかと思われます。中途半端な水準での追加での買い増しは控え、上値

を追うのでは無く、再度急落を待ってから投資されることをお薦めします。 

 

今週は、経済指標では、国内は、30 日に 7 月失業率・有効求人倍率、7 月鉱工業生産、海外は、

29 日に米 4-6 月 GDP、31 日に中国 8 月製造業 PMI 発表が予定されています。29 日発表の米 4-6

月期国内総生産（GDP）改定値は前期比年率＋2.0％程度と予想されており、速報値の＋2.1％か

らやや下方修正される見込みで、市場予想と一致した場合、10 月以降における追加利下げ観測

はやや後退する可能性があります。
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8 月 16 日週 8 月 23 日週 8 月 30 日週 9 月 6 日週 

¥20,418.81 ¥20,710.91     

-13.60% -39.20% 4.60% 17.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8月2日週 8月9日週 8月16日
週

8月23日
週

8月30日
週

9月6日週

日経平均 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9 ¥21,746.3 ¥21,685.9 ¥21,466.9 ¥21,658.1 ¥21,087.1 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9
RU-RD -2.6% 6.3% 10.3% 55.6% -18.9% 54.9% 15.1% -54.1% 35.8% -13.6% -39.2% 4.6% 17.1%
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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 20905 円～21323 円（+2％かい離） 

下値メド 20232 円～19827 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 26442 ドル～26970 ドル（+2％かい離） 

下値メド 25411 ドル～24902 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 106.86 円～107.92 円（+1％かい離） 

下値メド 104.98 円～103.93 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1166～1.1277（+1％かい離） 

下値メド 1.1009～1.0898（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 118.81 円～119.99 円（+1％かい離） 

下値メド 116.69 円～115.52 円（-1％かい離）  
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8月9日週 8月16日週 8月23日週 8月30日週
日経平均 ¥20,684.82 ¥20,418.81 ¥20,710.91
高値 ¥20,941.83 ¥20,697.42 ¥20,731.19
安値 ¥20,110.76 ¥20,184.85 ¥20,482.62
上値上 ¥22,228 ¥21,174 ¥20,840 ¥21,323
上値下 ¥21,793 ¥20,759 ¥20,432 ¥20,905
下値上 ¥21,206 ¥20,127 ¥19,637 ¥20,232
下値下 ¥20,781 ¥19,724 ¥19,244 ¥19,827

¥19,000.00

¥19,500.00

¥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

8月9日週 8月16日週 8月23日週 8月30日週

NYダウ $26,378.19 $25,579.39 $26,252.24

上値 上 27450 26550 26479 26970

上値 下 26912 26030 25960 26442

下値 上 26599 25398 24991 25411

下値 下 26067 24890 24491 24902

高値 $26,413.36 $26,426.97 $26,388.78

安値 $25,440.39 $25,339.60 $25,507.18

$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

$27,500.00

$28,000.00

NYダウ
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8月9日週 8月16日週 8月23日週 8月30日週
上値上 ¥109.78 ¥108.01 ¥107.35 ¥107.92
上値下 ¥108.70 ¥106.95 ¥106.29 ¥106.86
下値上 ¥107.55 ¥105.02 ¥104.01 ¥104.98
下値下 ¥106.47 ¥103.96 ¥102.96 ¥103.93
ドル円 ¥105.66 ¥106.36 ¥105.39
高値 ¥107.07 ¥106.97 ¥106.73
安値 ¥105.25 ¥105.03 ¥105.25

¥98.00

¥100.00

¥102.00

¥104.00

¥106.00

¥108.00

¥110.00

¥112.00

ドル円

8月9日週 8月16日週 8月23日週 8月30日週
上値上 € 1.1218 € 1.1318 € 1.1371 € 1.1277
上値下 € 1.1107 € 1.1206 € 1.1259 € 1.1166
下値上 € 1.1003 € 1.1073 € 1.1114 € 1.1009
下値下 € 1.0892 € 1.0962 € 1.1002 € 1.0898
ドルユーロ € 1.1186 € 1.1111 € 1.1084 
高値 € 1.1312 € 1.1312 € 1.1241 
安値 € 1.1104 € 1.1066 € 1.1052 

€ 1.0600

€ 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 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。その後、

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しました。ただ、直近7月19日週-21.4％→

7 月 26 日週-8.6％→8 月 2 日週-15.7％→8 月 9 日週-45.7％→8 月 9 日週-52.9％と 5 週連続マ

イナス圏に陥り、かつ下限ゾーンが 2 週連続継続していることから底値が近づいています。5 月に

対する 2 番底を示唆したかたちですが、3 週間ぶりの下限ゾーン脱出で底入れの兆しは出始めて

います。 

8月9日週 8月16日週 8月23日週 8月30日週
上値上 ¥121.29 ¥120.61 ¥120.57 ¥119.99
上値下 ¥120.09 ¥119.42 ¥119.38 ¥118.81
下値上 ¥118.95 ¥117.19 ¥116.72 ¥116.69
下値下 ¥117.76 ¥116.01 ¥115.55 ¥115.52
ドルユーロ ¥118.32 ¥117.94 ¥117.45
高値 ¥119.77 ¥119.84 ¥118.49
安値 ¥117.60 ¥117.50 ¥116.46

¥112.00

¥113.00

¥114.00

¥115.00

¥116.00

¥117.00

¥118.00

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

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

8月2日週 8月9日週 8月16日
週

8月23日
週

銘柄比率 -48.6% -52.9% -48.6% -4.3% -14.3% 17.1% 28.6% -21.4% -8.6% -15.7% -45.7% -52.9% -35.7%
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 ¥20,601.1 ¥20,884.7 ¥21,116.8 ¥21,258.6 ¥21,275.9 ¥21,746.3 ¥21,685.9 ¥21,466.9 ¥21,658.1 ¥21,087.1 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9

¥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


