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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、「今週は堅調相場継続が期待される週です。今週（2/22～2/26）の相場を占う『RU-RD 指標』

の 2 月 12 日週は+41.5％と 3 週連続プラス圏で、昨年 8 月 24 日週～9 月 7 日週の実質 3 週連続

以来となりさらなる堅調相場が期待されます。ただ、来週（3/1～3/5）の相場を占う 2 月 19 日週は

0.0％と実質 4 週連続プラス圏と見て堅調相場継続と予想できますが、やや微妙なかたちです。先

週、『さらに来週もプラス圏となるようですと 4 週連続プラス圏で、昨年 5 月 4 日週～6 月 8 日週の 6

週連続以来。当時は、3 月のコロナショックの急落から 2 万円へ急回復後、市場では有力だった「5

月2番底」予想に反して22000円台に急上昇した局面で、4週連続プラス圏となるともう一段の上昇

が期待できそうなかたちです。』と指摘しましたが、こちらも達成に若干微妙なかたちで、来週以降

の同指標の変化を待ちたいところです。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』が 2 月 12 日週+62.9％→2 月 19 日週+68.6％

と 28 週連続プラス圏、かつ昨年 3 月のコロナショック以降、上限ゾーンでの 高を記録しました。以

前から、『いずれ+40％超の上限ゾーンを継続して突破する近未来が待っています。』と指摘してき

ましたが、ようやく明確に天井圏形成の段階に入ったことを示しています。今後の注目点は、この上

限ゾーンがいつまで継続するかです。なぜなら、それが終了すると天井打ちとなって下落局面に入

るシグナルになるからです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、26 日に 1 月鉱工業生産指数、1 月住宅着工統計、一方、海外で

は、22 日に独 2 月 Ifo 景況感指数、23 日に米 2 月消費者信頼感指数、24 日に米 1 月新築住宅

販売、25 日に米 10-12 月期 GDP 改定値、米 1 月耐久財受注、新規失業保険申請件数、26 日に

米 1 月個人消費支出・個人所得などが予定されています。25 日発表の 10-12 月期国内総生産

（GDP）改定値は、前期比年率+4.3％と予想されており、速報値の同+4.0％を上回る可能性があり

ます。このほかのイベント・トピックスとしては、FRB のパウエル議長が 23、24 日の両日上下議会で

金融政策や経済に関し半期に一度の証言を予定しています。インフレへの脅威が強まる中、議長
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は依然、今後数カ月の物価上昇が一時的で、平均 2％の目標達成や緩和策の出口戦略の協議開

始には「程遠い」との見解を繰り返すかどうかに注目。また、イエレン財務長官は G20 財務相・中央

銀行総裁のビデオ会議に出席を予定しています。」とコメントしました。 

 

 

2 月 5 日週 2 月 12 日週 2 月 19 日週 2 月 26 日週 

¥28,779.19 ¥29,520.07 ¥30,017.92 ¥28,966.01 

-11.4% 2.2% 28.6% 41.5% 

 

先週の日経平均は、高値 30458 円（2 月 22 日）・安値 28966 円（2 月 26 日）と推移、4 週間振りに

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、半期に一度の上院での議会証言において、パウエル議長

は強力な金融緩和を続ける方針を改めて強調しましたが、米長期金利が一時 1.6％台まで急騰す

ると、金利高への警戒感が再燃し、米株市場ではハイテク株を中心に急落、東京市場でもリスク回

避ムードが一気に高まり週末 26 日は 1202 円安で下値目標値を下回り、週間ベースで-1051 円安

と 4 週間ぶりに大幅下落、26 日の下げ幅は英国の欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票での

離脱決定が伝わった 2016 年 6 月 24 日以来、4 年 8 カ月ぶりで過去 10 番目の大きさとなっていま

す（先週予告していた上値メド 31259 円～31884 円（+2％かい離）//下値メド 30205 円～29600 円
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（-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、2 月 19 日に

30000 円大台割れで下落スタート、26 日に 29500 円大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 7

日間、さらに 29000 円大台割れでカウントダウンに 0 日間、従って、猶予で 3 月 1 日までに 28500

円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、29500 円大台替えで仕切り直し

が入ります。中期の大台替えでは、2 月 15 日に 30000 円大台替えで仕切り直しが入りましたが、2

月 26 日に 29000 円大台割れで下落スタートとなりました。28000 円大台割れでカウントダウンの下

落局面、逆に、30000 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、1 月に 28000 円大台替えで仕切り直しが入り、2 月 29000 円大台替えでカウント

ダウンの上昇局面入りに 1 ヶ月、さらに同月 30000 円大台替えでカウントダウン継続に 0 ヶ月、従っ

て、2 月までに 31000 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、逆に、2 月

29000 円大台割れで下落スタートとなりました。これで短期↓、中期↓、長期↓となり、短中長期の

すべて弱含みとなり、下落し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 32009 ドル（2 月 24 日）・安値 30911 ドル（2 月 26 日）と推移、

4 週間振りに前半高・後半安の弱いかたち。先週は、米国債利回りの上昇やインフレ高進観測を背

景にバリュエーションを巡る不安が広がり、ハイテク銘柄などグロース株に売りが出て下値目標値を

達成、週間ベースでは-562 ドル安と 4 週間ぶりの下落は大幅安で終了しています（先週予告して

いた上値メド 32261 ドル～32870 ドル（+2％かい離）//下値メド 31435 ドル～30806 ドル（-2％かい

離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、2 月 25 日に 31500 ドル大台割れで下落スター

ト、26 日に 31000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 1 日間、従って、27 日（土曜日

のため猶予で 3 月 1 日）に 30500 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、31500 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、3 月 16 日まで

に 33000 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、逆に、2 月 26 日に 31000

ドル大台割れで下落スタートとなりました。30000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、

32000 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、2 月までに 33000

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、逆に、2 月に 31000 ドル大台割れ

で下落スタートとなりました。30000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、32000 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、短中長期のすべて弱含

みとなり、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 106.69 円～104.97 円（先週予告していた上値メド 106.08 円～107.14 円

（+1％かい離）//下値メド 104.84 円～103.79 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し、2 週

連続で円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.2242～1.2060(先週予告していた上値メド 1.2192～1.2313

（+1％かい離）//下値メド 1.2031～1.1910（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、3 週連続

のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、129.97 円～127.42 円（先週予告していた上値メド 128.42
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円～129.70 円（+1％かい離）//下値メド 127.39 円～126.11 円（-1％かい離））と推移し、上値目標

値を超え、2 週連続で円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞ドル＞円が 2 週連続で継続したかたちで

す。2 月 25 日発表されたユーロ圏 2 月景況感指数の予想以上の改善を好感してユーロ買いが優

勢となり、一時 1.224 ドルまでユーロ高に振れましたが、ギリシャ中央銀行総裁が欧州中央銀行に

よる国債買い入れ増額の必要性を指摘したことや金融緩和策の長期化が意識されたことでユー

ロ・ドルは 1.20 ドル台後半まで下落しています。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

前の週と異なり増加。昨年 3 月 23 日週以来となる週 1500 億円超の増加、かつ裁定買い残 7000

億円超で、今後、さらに増加するか、昨年同様、この水準がピークとなるのかが注目されます。一方、

「裁定売り残」は、前の週比+164 億円の 1 兆 2168 億円と、3 週間振りに増加。2 月 8 日週に昨年

12 月 7 日週以来の 1000 億円超の大幅減少となり、再び、方向感が出てきていましたが、今後、更

に減少するのかが注目されます。昨年 11 月 9 日～今年 1 月 4 日の 9 週間、昨年 11 月 30 日週の

1 週を除き実質 9 週間で 6950 億円減少と買い戻しが起きて、日経平均が 30 年半振りに 30000 円

大台を回復した牽引役の一つとなっていました。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。 
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1 月 29 日週 2 月 5 日週 2 月 12 日週 2 月 19 日週 

¥27,663.39 ¥28,779.19 ¥29,520.07 ¥30,017.92 
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日経平均 ¥27,444.17 ¥28,139.03 ¥28,519.18 ¥28,631.45 ¥27,663.39 ¥28,779.19 ¥29,520.07 ¥30,017.92
裁定買い残 0.42 0.40 0.43 0.47 0.45 0.58 0.58 0.76

-0.5

-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

¥25,500.00

¥26,000.00

¥26,500.00

¥27,000.00

¥27,500.00

¥28,000.00

¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

裁定買い残と先週比



 6 

 

 

1 月 29 日週 2 月 5 日週 2 月 12 日週 2 月 19 日週 

¥27,663.39 ¥28,779.19 ¥29,520.07 ¥30,017.92 

1.33 1.31 1.20 1.22 

0.02 -0.02 -0.11 0.02 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月1日週 1月8日週 1月15日週 1月22日週 1月29日週 2月5日週 2月12日週 2月19日週
先週比 -0.02 -0.03 0.06 -0.06 0.02 -0.02 -0.11 0.02
日経平均 ¥27,444.17 ¥28,139.03 ¥28,519.18 ¥28,631.45 ¥27,663.39 ¥28,779.19 ¥29,520.07 ¥30,017.92
裁定売り残 1.34 1.31 1.37 1.31 1.33 1.31 1.20 1.22

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00¥25,500.00

¥26,000.00

¥26,500.00

¥27,000.00

¥27,500.00

¥28,000.00

¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

裁定売り残と先週比



 7 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は堅調相場継続が微妙となる週です。今週（3/1～3/5）の相場を占う『RU-RD 指標』の 2 月 19

日週は 0.0％で、実質 4 週連続プラス圏と見て堅調相場継続と予想できますが、やや微妙なかたち

です。先週、『4 週連続プラス圏で、昨年 5 月 4 日週～6 月 8 日週の 6 週連続以来。当時は、3 月

のコロナショックの急落から 2 万円へ急回復後、市場では有力だった「5 月 2 番底」予想に反して

22000 円台に急上昇した局面で、4 週連続プラス圏となるともう一段の上昇が期待できそうなかたち

です。』と指摘しましたが、来週（3/8～3/12）の相場を占う 2 月 26 日週は-45.7％と 5 週間ぶりに一

気に下限ゾーンに急落したことで、こちらを重視すると今週の 0.0％は 2 週連続のマイナス圏の入り

口となり急落調整となるためです。特に、今週末は米 2 月雇用統計、来週末は 3 月メジャーSQ 算

出日と相場を左右する大イベントを控えていることから投機筋の外国人が相場操縦で乱高下を仕

掛ける可能性があります。仮に、今週反発した場合でも先行きを楽観視することは禁物で、その場

合、逆に来週、再度急落調整の可能性が高まるためです。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』が 2 月 12 日週+62.9％→2

月 19 日週+68.6％→2 月 26 日週+50.0％と 29 週連続プラス圏、かつ上限ゾーンを 4 週連続で継

続しています。以前から、『いずれ+40％超の上限ゾーンを継続して突破する近未来が待っていま

す。』と指摘してきましたが、ようやく明確に天井圏形成の段階に入ったことを示しています。今後の

注目点は、この上限ゾーンがいつまで継続するかです。なぜなら、それが終了すると天井打ちのサ

インとなって下落局面に入る可能性が強まるからです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、3月1日に2月新車販売台数、2日に10-12月期法人企業統計、

一方、海外では、、3 月 1 日に中国 2 月財新製造業 PMI、米国 2 月 ISM 製造業景気指数、3 日に

米国 2 月 ADP 全米雇用リポート、米国 2 月 ISM 非製造業指数、4 日に米国 1 月製造業受注、5

日に米 2 月雇用統計などが予定されています。3 月 1 日発表の米 2 月 ISM 製造業景況指数は 58.8

と、1 月の 58.7 を若干上回る見通し。一方、3 月 5 日発表の米 2 月雇用統計は非農業部門雇用者

数は前月比+14.3 万人、失業率は 6.4％と予想され（1 月は失業率 6.3％、非農業部門雇用者数は

前月比+4.9万人、平均時給は前年比+5.4％）、2月については複数の業種で雇用者数が増加する

とみられていますが、新規失業保険申請件数が大幅に減少していないことから回復基調が続くの

か注目されます。 
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¥27,500.00

¥28,000.00

¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

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 30679 円～31292 円（+2％かい離） 

下値メド 29726 円～29131 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 31684 ドル～32317 ドル（+2％かい離） 

下値メド 31326 ドル～30699 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 106.76 円～107.82 円（+1％かい離） 

下値メド 105.43 円～104.37 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.2227～1.2349（+1％かい離） 

下値メド 1.2090～1.1969（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 129.73 円～131.02 円（+1％かい離） 

下値メド 128.62 円～127.33 円（-1％かい離） 



 10 

 

 

2月12日週 2月19日週 2月26日週 3月5日週
日経平均 ¥29,520.07 ¥30,017.92 ¥28,966.01
高値 ¥29,650.51 ¥30,714.52 ¥30,458.13
安値 ¥28,817.60 ¥29,662.41 ¥28,966.01
上値上 ¥29,138 ¥30,451 ¥31,884 ¥31,292
上値下 ¥28,567 ¥29,854 ¥31,259 ¥30,679
下値上 ¥27,610 ¥28,648 ¥30,205 ¥29,726
下値下 ¥27,057 ¥28,075 ¥29,600 ¥29,131

¥26,500.00

¥27,500.00

¥28,500.00

¥29,500.00

¥30,500.00

¥31,500.00

¥32,500.00

日経平均

2月12日週 2月19日週 2月26日週 3月5日週
NYダウ $31,430.70 $31,493.34 $31,402.01
上値上 $31,376 $32,740 $32,870 $32,317
上値下 $30,761 $32,099 $32,261 $31,684
下値上 $29,926 $30,811 $31,435 $31,326
下値下 $29,327 $30,194 $30,806 $30,699
高値 $31,543.82 $31,647.53 $32,009.64
安値 $31,191.20 $31,285.32 $30,911.37

$25,000.00

$26,000.00

$27,000.00

$28,000.00

$29,000.00

$30,000.00

$31,000.00

$32,000.00

$33,000.00

NYダウ
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2月12日週 2月19日週 2月26日週 3月5日週
上値上 ¥107.06 ¥107.20 ¥107.14 ¥107.82
上値下 ¥106.00 ¥106.14 ¥106.08 ¥106.76
下値上 ¥104.90 ¥104.84 ¥104.84 ¥105.43
下値下 ¥103.81 ¥103.79 ¥103.79 ¥104.37
ドル円 ¥104.93 ¥105.43 ¥106.58
高値 ¥105.67 ¥106.21 ¥106.69
安値 ¥104.40 ¥104.91 ¥104.91

¥101.00

¥102.00

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

ドル円

2月12日週 2月19日週 2月26日週 3月5日週
上値上 € 1.2233 € 1.2245 € 1.2313 € 1.2349
上値下 € 1.2112 € 1.2124 € 1.2192 € 1.2227
下値上 € 1.1981 € 1.1964 € 1.2031 € 1.2090
下値下 € 1.1861 € 1.1844 € 1.1910 € 1.1969
ドルユーロ € 1.2131 € 1.2091 € 1.2159 
高値 € 1.2150 € 1.2171 € 1.2243 
安値 € 1.2020 € 1.2023 € 1.2062 

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

€ 1.2100

€ 1.2200

€ 1.2300

€ 1.2400

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、21 年 1 月 22 日週+40.0％→1 月 29

日週+32.9％→2 月 5 日週+45.7％→2 月 12 日週+62.9％→2 月 19 日週+68.6％→2 月 26 日週

+50.0％と 29 週連続プラス圏、かつ上限ゾーンを 4 週連続で継続しています。以前から、『いずれ

+40％超の上限ゾーンを継続して突破する近未来が待っています。』と指摘してきましたが、ようやく

明確に天井圏形成の段階に入ったことを示しています。今後の注目点は、この上限ゾーンがいつ

まで継続するかです。なぜなら、それが終了すると天井打ちのサインとなって下落局面に入る可能

性が強まるからです。 

2月12日週 2月19日週 2月26日週 3月5日週
上値上 ¥129.05 ¥128.93 ¥129.70 ¥131.02
上値下 ¥127.78 ¥127.66 ¥128.42 ¥129.73
下値上 ¥126.20 ¥126.21 ¥127.39 ¥128.62
下値下 ¥124.93 ¥124.94 ¥126.11 ¥127.33
ユーロ円 ¥127.15 ¥127.75 ¥128.68
高値 ¥127.32 ¥129.04 ¥130.02
安値 ¥125.94 ¥127.15 ¥127.01

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

¥126.00

¥127.00

¥128.00

¥129.00

¥130.00

¥131.00

¥132.00

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。 

12月4日
週

12月11日
週

12月18日
週

12月25日
週

1月1日週 1月8日週 1月15日
週

1月22日
週

1月29日
週

2月5日週 2月12日
週

2月19日
週

2月26日
週

銘柄比率 34.3% 15.7% 21.4% 20.0% 20.0% 35.7% 37.1% 40.0% 32.9% 45.7% 62.9% 68.6% 50.0%
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 ¥26,751.2 ¥26,652.5 ¥26,763.3 ¥26,656.6 ¥27,444.1 ¥28,139.0 ¥28,519.1 ¥28,631.4 ¥27,663.3 ¥28,779.1 ¥29,520.0 ¥30,017.9 ¥28,966.0

¥18,200.00

¥20,200.00

¥22,200.00

¥24,200.00

¥26,200.00

¥28,200.00

¥30,200.00

-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


