
 1 

■■■ 市場ウオッチ ■■■ 

 

＜先週のマーケットを振り返る＞ 

先週、「今週は本来なら急上昇が期待される週ですが、急落調整が必要な週に逆に大きく上昇し

たことから急反発は既に織り込み済みで強含み程度になる可能性があります。 

今週（10/1～10/5）の相場を占う『RU-RD 指標』の 9 月 21 日週が+68.5％と一気に上限ゾーンまで

急上昇したことから本来なら急上昇が期待される週ですが、急落調整が必要な週に逆に大きく上

昇したことから急反発は既に織り込み済みで強含み程度になる可能性があります。来週（10/8～

10/12）を占う 9 月 28 日週が+26.0％と 2 週連続プラス圏で推移していることから強含みが継続しそ

うです。ここ 2 週間は 5 日に 9 月雇用統計、12 日に 10 月ミニ SQ が重なることから投機筋の外国人

は日経平均を高値でキープしようとする可能性があるためです。従って、仮に遅れて急落調整など

が起きれば買いチャンスであることは変わりません。また先週まで、『中期的には、日経平均に重要

なドル円が先週 113 円台まで上昇したことで、2015 年 6 月をピークに下落し続けてきた下降トレンド

の上限を約3年振りに突破したかたちで当面、円高が遠ざかったことも支援材料。日経平均の大台

替えの法則からは 23000 円大台が重要な分岐点でしたが同水準を突破したことで、本格的な上昇

のシグナルとなったかたちです。』と指摘し続けましたが、予告通り、ドル円は年初来の円安水準、

日経平均は 23000 円から 24000 円台まで 6 日間で一気に上昇しています。 

 

今週は、経済指標では、国内で 1 日に 9 月日銀短観、2 日に 9 月マネタリーベース、5 日は 8 月家

計調査、一方海外では、1 日に米 9 月 ISM 製造業景況指数、3 日に米 9 月 ADP 雇用統計、米 9

月 ISM 非製造業景況指数、5 日に米 8 月貿易収支、米 9 月雇用統計などが予定されています。や

はり注目は 5 日発表の米 9 月雇用統計ですが、失業率 3.8％（前回 3.9％）、非農業部門雇用者数

は前月比＋18.8 万人（同＋20.1 万人）、平均時給は前年比＋2.8％（同＋2.9％）が見込まれ、市場

予想とおおむね一致すれば 12 月追加利上げの可能性が高まります。このほかイベントとしては、

日本では 1 日は国内の全証券取引所が売買単位を 100 株に統一、日経平均株価の定期銘柄入
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れ替え実施・新構成銘柄での算出開始、タバコ増税、2 日は自民党役員人事、内閣改造、海外で

は、1 日は中国国慶節（7 日まで）、ノーベル生理学・医学賞発表、米カナダ間の NAFTA 再交渉期

限、2 日はノーベル物理学賞発表、3 日は、ノーベル化学賞発表、7 日はブラジル大統領選挙など

が予定されています。」とコメントしました。 

 

 

9 月 7 日週 9 月 14 日週 9 月 21 日週 9 月 28 日週 

¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 

-34.70% -46.70% 68.50% 26.00% 

 

先週の日経平均は、高値 24448 円（10 月 2 日）・安値 23730 円（10 月 5 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、2 日に米国とカナダの北米自由貿易協定（NAFTA）再交

渉が合意され、114 円台に迫る円安基調も追い風にインデックス売買主導の上昇で 2 日には年初

来高値を更新、ただ、イタリアの財政不安から円高となると 9 月半ばからの急ピッチな上昇も意識さ

れて利益確定の売りが先行、休場中の中国市場を除く香港や韓国などアジア株式市場が全面安

となったことも影響し下値目標値を達成、週間ベースでは-337 円安と 4 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 24944 円～25442 円（+2％かい離）//下値メド 23996 円～

23516 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、9 月 19
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日経平均	¥22,597.35 ¥22,697.88 ¥22,712.75 ¥22,525.18 ¥22,298.08 ¥22,270.38 ¥22,601.77 ¥22,865.15 ¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 
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日に 23500 円大台替えで仕切り直しが入り、26 日に 24000 円大台替えでカウントダウンの上昇局

面入りに 7 日間、従って、10 月 3 日までに 24500 円大台替えでカウントダウン継続を狙う時間帯に

入りましたが残念ながら時間切れ。25000 円大台替えで仕切り直し、逆に、23500 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、8 月 28 日に 23000 円大台替えで仕切り直しがは入り、

9 月 26 日に 24000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに約 1 ヶ月、従って、10 月 24 日ま

でに 25000 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、23000 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、8 月に 23000

円大台替えで仕切り直しがは入り、9 月 24000 円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、10 月までに 25000 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、

23000 円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、乱高下しやす

いかたちになりました。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 26951 ドル（10 月 3 日）・安値 26301 ドル（10 月 5 日）と推移、

2 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、米連邦準備制度理事会（FRB）は 2019 年以降

も利上げ継続の方針を堅持していることから米長期金利がほぼ 7 年 5 ヶ月振りの水準に上昇する

なか、5 日発表された米 9 月雇用統計で失業率が 3.7％と「半世紀ぶり」の水準まで低下、8 月非農

業部門雇用者数も上方修正され米長期金利が再上昇したことへの警戒感から下値目標値を達成、

週間ベースでは-11 ドル安と小幅安ながらも 2 週続落で終了しています（先週予告していた上値メ

ド 27046 ドル～27586 ドル（+2％かい離）//下値メド 26437 ドル～25908 ドル（-2％かい離））。「大台

替えの法則」では、短期の大台替えで、時間切れとなってましたが、9 月 20 日に 26500 ドル大台替

えで仕切り直しが入りました。27000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、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、7 月 13 日に 25000 ドル大台替

えで仕切り直しが入り、8 月 27 日に 26000 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

14 日間、従って、10 月 10 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。逆に、25000 ドル大台割れで下落スタートとなります。これで短期↑、長期↑となり、上昇し

やすいかたちとなりました。 

 

 一方、為替は、ドル・円が 114.54 円～113.50 円（先週予告していた上値メド 114.15 円～115.29

円（+1％かい離）//下値メド 112.84 円～111.71 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し 4

週連続で円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1628～1.1461(先週予告していた上値メド 1.1822～

1.1940（+1％かい離）//下値メド 1.1644～1.1527（-1％かい離））と推移し、下値目標値を下回る 2

週連続のドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、132.46 円～130.55 円（先週予告していた上値メド

134.81 円～136.15 円（+1％かい離）//下値メド 131.67 円～130.35 円（-1％かい離））と推移し、下

値目標値を達成する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、ドルに対しては 4 週連続円安ながらも、ユーロに対しては円高へ 4 週間振りに変化し
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ました。イタリアの財政不安に加え、メイ英首相の保守党大会演説後も英国の欧州連合（EU）離脱

への不透明感が払しょくできなかったことからユーロへの警戒感が強まったかたちです。 

 

＜裁定買い残＞ 

日本株を占う上でも重要なのは「裁定買い残」ですが 

「裁定買い残」の水準は、4 月 9 日週～5 月 14 日週まで 6 週連続で増加して 1 月以来となる 2.5

兆円台を突破、これが日経平均の 8 週連続陽線の原動力となりました。ただ、『「裁定買い残」は先

行指標に比べるとやや増加し過ぎた状態であり、これ以上の積み上がりは難しい状況、一旦、調整

が必要です。』と何度も指摘し、予告通りに 7 月 9 日週は実質 8 週連続売り越しとなって 4 月 2 日

週以来、約 3 ヶ月振りに 1.5 兆円台まで減少。また「ほぼ先行指標まで調整されたかたちでここから

大きな売り込みは先行指標と乖離するため急落しても一時的となりそう」と指摘しましたが、それを

示すかのように前の週比+0.32 兆円→9 月 21 日週同+0.36 兆円→9 月 28 日週同+0.44 兆円と 3

週間で+1.12 兆円急増し、5 月 21 日週以来、約 4 ヶ月振りに 2 兆 5000 円億円台を回復し今回の

日経平均急騰を演じています。ただ、「裁定買い残」はこれ以上の積み上がりは行き過ぎの水準に

入ることから一旦は調整が必要な段階です。また、中期的には 後の投資家として残されている日

本の機関投資家と逆張りの個人の買い戻しが買い出動するまでは天井打ちはまだ先となりそうで

す。 

 

 

8月10日週	 8月17日週	 8月24日週	 8月31日週	 9月7日週	 9月14日週	 9月21日週	 9月28日週	
先週比	 0 0.02 -0.06 0.07 -0.12 0.32 0.36 0.44 

日経平均	 ¥22,298.08 ¥22,270.38 ¥22,601.77 ¥22,865.15 ¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 

裁定買い残	 1.53 1.55 1.49 1.56 1.44 1.76 2.12 2.56 
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9 月 7 日週 9 月 14 日週 9 月 21 日週 9 月 28 日週 

¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 

1.44 1.76 2.12 2.56 

-0.12 0.32 0.36 0.44 

単位：兆円 

 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は強含み程度の週になる可能性があります。日経平均の先行指標である『RU-RD 指標』は、 

今週（10/9～10/12）の相場を占う『RU-RD 指標』の 9 月 28 日週が+26.0％と 2 週連続プラス圏で

推移していることから強含み程度の週となりそうです。今週 12 日に 10 月ミニ SQ を控えることから投

機筋の外国人は日経平均をある程度の水準でキープしようとする可能性があるためです。ただ、来

週（10/15～10/19）を占う 10 月 5 日週が-9.8％と 3 週間振りにマイナス圏に陥っていることから急

落調整が予想されます。先物をされている方は今週、ある程度の水準で一旦、利益確定されること

をお薦めします。ここ 3 週間で先物を売買する投機筋の外国人は 1.12 兆円買い越しましたが、現

物株を売買する実需の外国人は 9 週連続で 4.19 兆円を売り越しています。つまり、今回の日経平

均の急上昇局面で2つの外国人は真逆の投資行動を行っており、いつものようにワンテンポ遅れる

実需の外国人が今後、買い越し姿勢を強める可能性があります。昨年 9 月以降もこの 2 つの外国

人は今回と同様に真逆の投資行動が見られ、その後、実需の外国人が大幅に買い越しとなって今

年 1 月までの上昇を演出しました。今回も同様のパターンが想定されることから、仮に来週、急落調

整が起きれば買いチャンスであることは変わりません。また、『中期的には、日経平均に重要なドル

円が先週 113 円台まで上昇したことで、2015 年 6 月をピークに下落し続けてきた下降トレンドの上

限を約 3 年振りに突破したかたちで当面、円高が遠ざかったことも支援材料。日経平均の大台替え

の法則からは 23000 円大台が重要な分岐点でしたが同水準を突破したことで、本格的な上昇のシ

グナルとなったかたちです。』と指摘し続けてきましたが、予告通り、ドル円は年初来の 114 円台ま

で円安が進行、日経平均は 23000 円から 24000 円台まで 6 日間で一気に上昇し、年初来高値を

更新する原動力となったかたちです。 

 

今週は、経済指標では、国内で 9 日に 9 月景気ウォッチャー調査、10 日に 8 月機械受注、11 日に

9 月国内企業物価指数、12 日に 9 月マネーストック、一方海外では、10 日に米 9 月生産者物価、

11 日に米 9 月消費者物価、12 日に中国 9 月貿易収支、米 9 月輸出入物価が発表されます。11

日発表の 9 月米消費者物価指数（CPI）は、前年比＋2.4％と 8 月実績の＋2.7％を下回ると予想さ

れてますが、消費者物価コア指数は前年比＋2.3％と 8 月実績の＋2.2％を上回る見通し。コア指

数が市場予想と一致した場合は利上げ継続方針を後押しするかたちで長期金利押し上げる可能
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性があります。このほかイベントとしては、8 日は IMF・世銀年次総会（14 日まで、インドネシア）、11

日に G20 財務大臣・中央銀行総裁会議（12 日まで、インドネシア）、などが予定されています。 

 

 

9 月 14 日週 9 月 21 日週 9 月 28 日週 10 月 5 日週 

¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04   

-46.70% 68.50% 26.00% -9.80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月20日週	7月27日週	 8月3日週	 8月10日週	8月17日週	8月24日週	8月31日週	 9月7日週	 9月14日週	9月21日週	9月28日週	10月5日週	
日経平均	¥22,697.88 ¥22,712.75 ¥22,525.18 ¥22,298.08 ¥22,270.38 ¥22,601.77 ¥22,865.15 ¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 

RU-RD 46.90% 34.50% -16.00% -6.00% -21.80% -2.30% 65.10% -34.70% -46.70% 68.50% 26.00% -9.80% 
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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 24732 円～25226 円（+2％かい離） 

下値メド 23989 円～23509 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 26969 ドル～27508 ドル（+2％かい離） 

下値メド 26415 ドル～25886 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 115.07 円～116.22 円（+1％かい離） 

下値メド 113.85 円～112.71 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1619～1.1735（+1％かい離） 

下値メド 1.1428～1.1313（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 132.94 円～134.26 円（+1％かい離） 

下値メド 130.51 円～129.20 円（-1％かい離） 
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9月21日週	 9月28日週	 10月5日週	 10月12日週	
日経平均	 ¥23,869.93 ¥24,120.04 ¥23,783.72 

高値	 ¥23,971.41 ¥24,286.10 ¥24,448.07 

安値	 ¥23,039.26 ¥23,778.04 ¥23,730.19 

上値	上	 ¥23,202 ¥24,484 ¥25,442 ¥25,226 

上値	下	 ¥22,748 ¥24,004 ¥24,944 ¥24,732 

下値	上	 ¥22,247 ¥23,215 ¥23,996 ¥23,989 

下値	下	 ¥21,802 ¥22,750 ¥23,516 ¥23,509 
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日経平均	

9月21日週	 9月28日週	 10月5日週	 10月12日週	
NYダウ	 $26,743.50  $26,458.31  $26,447.05  

高値	 $26,769.16  $26,709.94  $26,951.81  

安値	 $26,030.35  $26,349.34  $26,301.81  

上値	上	 $26,600  $27,140  $27,586  $27,508  

上値	下	 $26,079  $26,608  $27,046  $26,969  

下値	上	 $25,801  $26,237  $26,437  $26,415  

下値	下	 $25,284  $25,712  $25,908  $25,886  

$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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9月21日週	 9月28日週	 10月5日週	 10月12日週	
ドル円	 ¥112.56 ¥113.68 ¥113.70 

高値	 ¥112.87 ¥113.70 ¥114.54 

安値	 ¥111.65 ¥112.26 ¥113.50 

上値	上	 ¥113.16 ¥114.29 ¥115.29 ¥116.22 

上値	下	 ¥112.04 ¥113.16 ¥114.15 ¥115.07 

下値	上	 ¥110.76 ¥111.78 ¥112.84 ¥113.85 

下値	下	 ¥109.65 ¥110.66 ¥111.71 ¥112.71 

¥106.00 

¥108.00 

¥110.00 

¥112.00 

¥114.00 

¥116.00 

¥118.00 

ドル円	

9月21日週	 9月28日週	 10月5日週	 10月12日週	
ドルユーロ	 € 1.1778  € 1.1634  € 1.1518  
高値	 € 1.1803  € 1.1815  € 1.1628  
安値	 € 1.1618  € 1.1570  € 1.1464  
上値	上	 € 1.1777  € 1.1941  € 1.1940  € 1.1735  
上値	下	 € 1.1661  € 1.1823  € 1.1822  € 1.1619  
下値	上	 € 1.1520  € 1.1657  € 1.1644  € 1.1428  
下値	下	 € 1.1404  € 1.1540  € 1.1527  € 1.1313  

€ 1.0900  

€ 1.1000  

€ 1.1100  

€ 1.1200  

€ 1.1300  

€ 1.1400  

€ 1.1500  

€ 1.1600  

€ 1.1700  

€ 1.1800  

€ 1.1900  

€ 1.2000  

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。18 週連続でマイナス圏を継続していた同指標

が 6 月 15 日週に 1 月 29 日週以来、約 5 か月弱振りにプラス圏まで上昇、ようやく日経平均は上昇

しやすいかたちの入り口に立ちました。「ただ、再び 5 週間振りに下限ゾーンまで下落して 2 番底を

探る動きとなってしまいましたが、この動きはあくまでも 2 番底の動きであり投資チャンスとなる局面

かと思われます。上値を追うのではなく、急落を待って投資されることをお勧めします。」と指摘し、

10 週連続マイナス圏に陥っていましたが、8 月 31 日週は 6 月 15 日週以来、11 週間振りにプラス

圏に浮上し、本格上昇のシグナルが出現したかたちでした。再び、マイナス圏に急落したもののこ

こ 2 週間で大きく上昇し、1 月 22 日週以来、約 8 ヶ月振りに上限ゾーンを突破し、2 週連続で上限

ゾーンをキープしています。前述のようにこの上限ゾーンを何週継続するかが注目されます。 

 

9月21日週	 9月28日週	 10月5日週	 10月12日週	
ドルユーロ	 ¥132.25  ¥131.96  ¥131.02  
高値	 ¥132.85  ¥133.28  ¥132.77  
安値	 ¥129.90  ¥131.48  ¥130.55  
上値	上	 ¥131.48  ¥134.63  ¥136.15  ¥134.26 
上値	下	 ¥130.18  ¥133.30  ¥134.81  ¥132.94 
下値	上	 ¥128.02 ¥130.60 ¥131.67 ¥130.51 
下値	下	 ¥126.73 ¥129.29 ¥130.35 ¥129.20 

¥122.00  

¥124.00  

¥126.00  

¥128.00  

¥130.00  

¥132.00  

¥134.00  

¥136.00  

¥138.00  

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。 

7月6日週	 7月13日
週	

7月20日
週	

7月27日
週	

8月3日週	 8月10日
週	

8月17日
週	

8月24日
週	

8月31日
週	

9月7日週	 9月14日
週	

9月21日
週	

9月28日
週	

銘柄比率	 -40.00% -18.60% -10.00% -17.10% -27.10% -37.10% -45.70% 12.90% 2.90% -32.90% 22.90% 52.90% 42.90% 

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	¥21,647.66 ¥22,597.35 ¥22,697.88 ¥22,712.75 ¥22,525.18 ¥22,298.08 ¥22,270.38 ¥22,601.77 ¥22,865.15 ¥22,664.69 ¥23,420.54 ¥23,940.26 ¥24,270.62 

¥20,000.00 

¥20,500.00 

¥21,000.00 

¥21,500.00 

¥22,000.00 

¥22,500.00 

¥23,000.00 

¥23,500.00 

¥24,000.00 

¥24,500.00 

-80.00% 

-60.00% 

-40.00% 

-20.00% 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

日経平均と銘柄比率	


