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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、「今週は堅調相場が継続する可能性が高そうです。今週（6/22～6/26）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 6 月 12 日週が+44.8％と再び上限ゾーンを超えると同時に、6 週連続プラス圏を

維持していることからさらなる堅調相場継続が期待できそうです。6 週連続プラス圏は今回のコロナ

ショックの急落後の 3 月 16 日週～4 月 20 日週の実質 6 週連続プラス圏以来。ちなみに 6 週連続

プラス圏は T2 開始以来、10 年 3 月 8 日週～4 月 12 日週、12 年 1 月 23 日～2 月 27 日週の過去

2回しかない稀な現象ですが、それがコロナショックの急落後、続けて2回も現れる極めて異例な強

い相場を示唆したかたちです。ただ、来週（6/29～7/3）の相場を占う 6 月 19 日週が-72.7％と 7 週

間振りにマイナス圏、かつ下限ゾーンに一気に下落したことから急落調整に警戒が必要となります。

仮に、Ｔ2 予告通りに急落調整した場合は買いチャンスであることに変わりはありませんが・・。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 1 月 31 日週-18.6％～5 月 29 日週-1.4％まで 18 週連続マイナス圏でしたが、6 月 5 日週

+17.1％→6 月 12 日週+28.6％→6 月 19 日週+14.3％と 19 週間振りにプラス圏に浮上後、3 週連

続でプラス圏となっています。今後は天井圏を示唆する+40％の上限ゾーンをいつ突破するかに注

目する段階に移っています。 

 

今週は、経済指標では、国内は 22 日に 5 月コンビニエンスストア売上高、23 日に 5 月工作機械受

注、25 日に 4 月全産業活動指数、一方、海外では、22 日に米 5 月シカゴ連銀全米活動指数、米 5

月中古住宅販売件数、23 日に米 5 月新築住宅販売件数、24 日に米 4 月 FHFA 住宅価格指数、

IMF が世界経済見通し(WEO)公表、25 日に米 1-3 月期 GDP 確報値、米 5 月耐久財受注、26 日

に米 5 月個人所得・個人支出がそれぞれ予定されています。このほかのイベント・トピックスとしては、

国内は、22 日に 6 月 15・16 日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、海外では、25 日に

FRBは大手金融機関のストレステスト(健全性審査)と包括的資本分析(CCAR)の結果公表が注目さ

れます。尚、中国（26 日まで）・香港市場休場(端午節)。」とコメントしました。 
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6 月 5 日週 6 月 12 日週 6 月 19 日週 6 月 26 日週 

¥22,863.73 ¥22,305.48 ¥22,478.79 ¥22,512.08 

32.5% 48.8% 31.6% 44.8% 

 

先週の日経平均は、高値 22693円（6 月 23 日）・安値 22165円（6 月 25 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、米国市場でナスダック総合指数が約 2 週間ぶりに過去

最高値を更新したことやムニューシン米財務長官が協議中の追加救済策が 7 月にも可決されると

の見通しを示したことで高値目標値目前まで反発しましたが、国際通貨基金(IMF)による世界景気

下方修正や米国による欧州連合(EU)への新関税検討の報道、新型コロナウイルス感染者急増な

ど悪材料が重なり下落、週間ベースで+34 円高と 2 週連続反発ながらもほぼ横ばい圏で終了して

います（先週予告していた上値メド 22712円～23166円（+2％かい離）//下値メド 21529円～21098

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 16 日に

22500円大台替えで仕切り直しが入りました。23000円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、

22000 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、6 月 12 日に 22000 円大台割
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日経平均 ¥19,498.5 ¥19,897.2 ¥19,262.0 ¥19,619.3 ¥20,179.0 ¥20,037.4 ¥20,388.1 ¥21,877.8 ¥22,863.7 ¥22,305.4 ¥22,478.7 ¥22,512.0
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れで下落スタートとなりました。21000 円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、23000 円大

台替えで仕切り直しが入ります。また長期の方向を示す月ベースの大台替えの法則では、6 月に

22000 円大台割れで下落スタートとなりました。21000 円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆

に、23000 円大台替えで仕切り直しがはいります。これで短期↑、中期↓、長期↓となり、一旦、調

整局面入りですが、目先も含め強含みながらも中長期の方向が異なり、調整局面を示しています。 

 

日経平均を左右するNYダウは、高値 26314ドル（6 月 23 日）・安値 24971ドル（6 月 26 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、ナバロ米大統領補佐官が「第１段階貿易

合意は依然有効」と釈明、トランプ大統領も「中国との貿易合意は全く損なわれていない」と述べた

ことに加え、5 月コア PCE価格指数が予想を上回ったことや 5 月個人消費支出が統計開始後で最

大の伸びを記録したことを受けて反発しましたが、国際通貨基金(IMF)による世界景気下方修正や

米国による欧州連合(EU)への新関税検討の報道、新型コロナウイルス感染者急増など悪材料が

重なり下値目標値には届かなかったものの 25000 ドル大台割れまで下落、週間ベースでは-856 ド

ル安と前の週と異なり、大幅反落で終了しています（先週予告していた上値メド 26893 ドル～27430

ドル（+2％かい離）//下値メド 24635 ドル～24142 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 24 日に 25500 ドル大台割れで下落スタート、

26 日に 25000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 2 日間、従って、28 日（日曜日のた

め猶予で 29 日まで）までに 24500 ドル大台割れでカウントダウン継続を狙う時間帯に入りました。

逆に、25500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、6 月 16 日に

26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りましたが、逆に、6 月 26 日に 25000 ドル大台割れで下落ス

タートとなりました。24000 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。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

が入りましたが、逆に、6 月に 25000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。24000 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。これで短期↓、

中期↓、長期↓、となり、目先から中長期も弱含みとなり、調整局面が鮮明となったかたちです。 

 

一方、為替は、ドル・円が 107.45円～106.06円（先週予告していた上値メド 108.31円～109.39円

（+1％かい離）//下値メド 105.53円～104.47円（-1％かい離））と推移、上値・下値両目標値を達成

しない中途半端な週となりましたが、実質 3 週連続の円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1348～

1.1166(先週予告していた上値メド 1.1425～1.1539（+1％かい離）//下値メド 1.1174～1.1062（-1％

かい離））と推移し、下値目標値を達成し、2 週連続のドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、121.09

円～119.2円（先週予告していた上値メド 123.09円～124.32円（+1％かい離）//下値メド 118.67円

～117.48 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週となりました

が、実質3週連続の円高・ユーロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロが継続し、円高は3週連続で継続

したかたちです。国際通貨基金(IMF)による世界景気下方修正や米国による欧州連合(EU)への新
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関税検討の報道、新型コロナウイルス感染者急増など悪材料が重なったことがドル売り・円買いの

原因です。 
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＜裁定買い残＞ 

3 週間振りに増加。一時、今年 1 月以来の 7000億円台に回復しましたが、現在はその反動減の動

きかと思われます。一方、「裁定売り残」は、前の週比-480億円の 1兆 8878億円と 4 週連続で減

少。今後、一旦、大きく買い戻す始まりかどうかを見極める段階に入っています。過去の「裁定買い

残」の推移を振り返ると、18 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、18

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 18 年 10 月 2 日の日経平均

の年初来高値更新を演出。その後、18 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 5000億円と 18 年 2 月 5 日週以来の急減で、や

はり 18 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。

 

5 月 22 日週 5 月 29 日週 6 月 5 日週 6 月 12 日週 

¥20,388.16 ¥21,877.89 ¥22,863.73 ¥22,305.48 

0.46 0.49 0.46 0.28 

0.01 0.03 -0.03 -0.18 

単位：兆円 

4月24日週 5月1日週 5月8日週 5月15日週 5月22日週 5月29日週 6月5日週 6月12日週
先週比 -0.05 0.02 0.02 -0.06 0.01 0.03 -0.03 -0.18
日経平均 ¥19,262.00 ¥19,619.35 ¥20,179.09 ¥20,037.47 ¥20,388.16 ¥21,877.89 ¥22,863.73 ¥22,305.48
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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になりそうです。今週（6/29～7/3）の相場を占う『RU-RD 指標』

は 6 月 19 日週が-72.7％と 7 週間振りにマイナス圏、かつ下限ゾーンに一気に下落したことから急

落調整に警戒が必要となります。今週末 7 月 2 日に 6 月雇用統計が発表され、失業率 12.3％（前

回 13.3％）、非農業部門雇用者数は前月比+300.0万人（同+250.9万人）と改善が予想されている

ものの、それをマーケットがどのように反応するかが注目されます。また、来週（7/6～7/10）の相場

を占う 6 月 26 日週が 0％と実質 2 週連続のマイナス圏となったことで軟調相場が継続する可能性

があります。先週も「仮に、Ｔ2 予告通りに急落調整した場合は買いチャンスであることに変わりはあ

りません」と指摘した通り、急落調整が起きると再上昇に向けての良いガス抜きになるかと思われま

す。多くの市場関係者の「バブルがもうすぐ弾ける」、「大きな調整で 2番底が来る」などのような意

見には「買いたい弱気」も含まれていることから逆に動く可能性が高いことから惑わされないことが

重要です。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 1 月 31 日週-18.6％～5 月 29 日週-1.4％まで 18 週連続マイナス圏後、

6 月 5 日週+17.1％→6 月 12 日週+28.6％→6 月 19 日週+14.3％→6 月 26 日週+14.3％と 19 週間

振りにプラス圏に浮上後、4 週連続でプラス圏となっています。今後は天井圏を示唆する+40％の

上限ゾーンをいつ突破するかに注目する段階に移っていますが、調整局面で足踏みしたかたちで

す。 

 

今週は、経済指標では、国内は 30 日に 5 月失業率・有効求人倍率、5 月鉱工業生産、7 月 1 日に

6 月調査日銀短観、6 月自動車販売台数、6 月消費動向調査、2 日に 6 月マネタリーベース、一方、

海外では、30 日に中国 6 月製造業 PMI、米 4 月 S&P コアロジック CS住宅価格指数、米 6 月 CB

消費者信頼感指数、1 日に米 6 月 ADP雇用統計、米 6 月 ISM製造業景況指数、2 日に米 6 月雇

用統計、米 5 月貿易収支、ユーロ圏 5 月失業率が予定されています。7 月 1 日発表の 6 月米 ISM

製造業景況指数は 49.0 と、5 月の 43.1 から持ち直す見通しで、新型コロナウイルスの影響を受け

た製造業で回復の兆しが明確に示される可能性があります。また7月2日（今回は通常の金曜日で

はなく木曜日）発表の 6 月雇用統計はやはり注目され、失業率 12.3％（前回 13.3％）、非農業部門

雇用者数は前月比+300.0万人（同+250.9万人）と回復が予想されていますが、マーケットがどのよ

うに反応するかは要注目です。このほかのイベント・トピックスとしては、海外で、1 日公表の 6 月 9

日・10 日の FOMC議事要旨が公表されます。 
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6 月 19 日週 6 月 26 日週 7 月 3 日週 7 月 10 日週 

¥22,478.79 ¥22,512.08     

31.60% 44.80% -72.70% 0.00% 
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日経平均 ¥19,897.2 ¥19,262.0 ¥19,619.3 ¥20,179.0 ¥20,037.4 ¥20,388.1 ¥21,877.8 ¥22,863.7 ¥22,305.4 ¥22,478.7 ¥22,512.0
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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 22860円～23317円（+2％かい離） 

下値メド 21620円～21187円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 26406 ドル～26934 ドル（+2％かい離） 

下値メド 24331 ドル～23844 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 107.29円～108.36円（+1％かい離） 

下値メド 105.26円～104.20円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1327～1.1440（+1％かい離） 

下値メド 1.1130～1.1018（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 121.11円～122.32円（+1％かい離） 

下値メド 117.84円～116.66円（-1％かい離）  
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6月12日週 6月19日週 6月26日週 7月3日週
日経平均 ¥22,305.48 ¥22,478.79 ¥22,512.08
高値 ¥23,185.85 ¥22,624.14 ¥22,693.89
安値 ¥21,786.93 ¥21,529.83 ¥22,165.14
上値上 ¥23,952 ¥24,192 ¥23,166 ¥23,317
上値下 ¥23,483 ¥23,718 ¥22,712 ¥22,860
下値上 ¥22,322 ¥22,449 ¥21,529 ¥21,620
下値下 ¥21,875 ¥22,000 ¥21,098 ¥21,187
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6月12日週 6月19日週 6月26日週 7月3日週
NYダウ $25,128.17 $26,080.10 $25,745.60
上値上 $27,720 $28,176 $27,430 $26,934
上値下 $27,177 $27,624 $26,893 $26,406
下値上 $26,295 $26,033 $24,635 $24,331
下値下 $25,769 $25,512 $24,142 $23,844
高値 $27,580.21 $26,611.03 $26,314.97
安値 $25,078.41 $24,843.18 $24,971.03

$21,000.00

$22,000.00

$23,000.00

$24,000.00

$25,000.00

$26,000.00

$27,000.00

$28,000.00

$29,000.00

NYダウ
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6月12日週 6月19日週 6月26日週 7月3日週
上値上 ¥110.16 ¥110.61 ¥109.39 ¥108.36
上値下 ¥109.07 ¥109.52 ¥108.31 ¥107.29
下値上 ¥108.09 ¥107.84 ¥105.53 ¥105.26
下値下 ¥107.00 ¥106.76 ¥104.47 ¥104.20
ドル円 ¥107.34 ¥106.87 ¥107.21
高値 ¥109.69 ¥107.63 ¥107.45
安値 ¥106.56 ¥106.65 ¥106.06

¥100.00

¥102.00

¥104.00

¥106.00

¥108.00

¥110.00

¥112.00

ドル円

6月12日週 6月19日週 6月26日週 7月3日週
上値上 € 1.1532 € 1.1696 € 1.1539 € 1.1440
上値下 € 1.1418 € 1.1581 € 1.1425 € 1.1327
下値上 € 1.1167 € 1.1290 € 1.1174 € 1.1130
下値下 € 1.1055 € 1.1177 € 1.1062 € 1.1018
ドルユーロ € 1.1288 € 1.1208 € 1.1219 
高値 € 1.1422 € 1.1353 € 1.1350 
安値 € 1.1213 € 1.1169 € 1.1169 

€ 1.0600

€ 1.0800

€ 1.1000

€ 1.1200

€ 1.1400

€ 1.1600

€ 1.1800

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。同指標は 1 月 31 日週-18.6％～5 月 29 日週

-1.4％まで 18 週連続マイナス圏後、6 月 5 日週+17.1％→6 月 12 日週+28.6％→6 月 19 日週

+14.3％→6 月 26 日週+14.3％と 19 週間振りにプラス圏に浮上後、4 週連続でプラス圏となってい

ます。今後は天井圏を示唆する+40％の上限ゾーンをいつ突破するかに注目する段階に移ってい

ますが、調整局面で足踏みしたかたちです。 

6月12日週 6月19日週 6月26日週 7月3日週
上値上 ¥125.36 ¥127.20 ¥124.32 ¥122.32
上値下 ¥124.12 ¥125.95 ¥123.09 ¥121.11
下値上 ¥121.16 ¥121.91 ¥118.67 ¥117.84
下値下 ¥119.94 ¥120.69 ¥117.48 ¥116.66
ドルユーロ ¥120.80 ¥119.43 ¥120.26
高値 ¥122.72 ¥121.83 ¥121.20
安値 ¥120.34 ¥119.34 ¥119.34

¥110.00

¥112.00

¥114.00

¥116.00

¥118.00

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

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3日週 4月10日
週

4月17日
週

4月24日
週

5月1日週 5月8日週 5月15日
週

5月22日
週

5月29日
週

6月5日週 6月12日
週

6月19日
週

6月26日
週

銘柄比率 -85.7% -85.7% -82.9% -84.3% -82.9% -68.6% -48.6% -25.7% -1.4% 17.1% 28.6% 14.3% 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 ¥17,820.1 ¥19,498.5 ¥19,897.2 ¥19,262.0 ¥19,619.3 ¥20,179.0 ¥20,037.4 ¥20,388.1 ¥21,877.8 ¥22,863.7 ¥22,305.4 ¥22,478.7 ¥22,512.0

¥15,200.00

¥17,200.00

¥19,200.00

¥21,200.00

¥23,200.00

¥25,200.00

¥27,200.00

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

日経平均とT2レーティング比率


