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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、「今週は本来なら急落調整が予想される週ですが、先週、日経平均は 1000 円超の急落とな

ったことで一旦は下げ止まりが予想されます。 

今週（10/15～10/19）の相場を占う『RU-RD 指標』の 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本来なら急落調整が予想される週ですが、先週、日経平均は 1000 円超の

急落となったことで一旦は下げ止まりが予想されます。先週、『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。』と指摘しましたが、その指摘通りの展開と

なりました。ただ、来週（10/22～10/26）を占う 10 月 12 日週が-64.6％と 2 週連続マイナス圏、4 週

間振りに下限ゾーンに陥っていることから再度、下落を警戒しなければなりません。先物をされてい

るかたは今週、下げ止まったと安心せず、再度、下落に対応する必要がありそうです。先週、『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。』と指摘した通り、中期的には再

度、上昇することが予想されます。中期的にＥＴＦ投資をされている方は来週、下落すれば買いチ

ャンスとなる可能性があります。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。 
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今週は、経済指標では、国内で 16 日に 9 月訪日外客数、19 日に 9 月消費者物価、一方海外では、

15 日米 9 月小売売上高、米 10 月 NY 連銀製造業景気指数、16 日に中国 9 月生産者物価・消費

者物価、米 9 月鉱工業生産・設備稼働率、17 日に米 9 月住宅着工件数、18 日に米 10 月フィラデ

ルフィア連銀製造業景況感指数、19 日に中国 7-9 月期 GDP、中国 9 月都市部固定資産投資の

発表が見込まれてます、このほかイベントとしては、17 日に、9 月 25・26 日開催の FOMC 議事録公

表の他、米財務省は半期に一度の為替報告書を公表する予定です（15 日が議会提出期限）。中

国を為替操作国と認定するかどうかが注目されますが、為替操作国に認定されると国際貿易環境

の悪化を懸念した円買いが再び広がる可能性が残されています。」とコメントしました。 

 

 

 

9 月 21 日週 9 月 28 日週 10 月 5 日週 10 月 12 日週 

¥23,869.93 ¥24,120.04 ¥23,783.72 ¥22,694.66 

68.50% 26.00% -9.80% -64.60% 

 

 

 

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	 10月12日
週	

日経平均	¥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 ¥23,783.72 ¥22,694.66 

RU-RD 34.50% -16.00% -6.00% -21.80% -2.30% 65.10% -34.70% -46.70% 68.50% 26.00% -9.8% -64.6% 
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先週の日経平均は、高値 22959 円（10 月 17 日）・安値 22212 円（10 月 19 日）と推移、3 週連続で

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、週初、米財務長官が日米貿易協議で為替条項を求める

考えを示し、その後、ドイツのバイエルン州議会選挙での与党大敗、サウジアラビア政府に批判的

な著名記者が殺害による地政学リスク、小売大手シアーズの破産法 11 条の適用申請などの悪材

料が重なったことに加え、中国で上海総合指数が下落、FOMC 議事録を受けて米長期金利の上

昇局面が長期化するとの懸念から下値目標値を下回り、週間ベースでは-162円安と3週連続下落

となり、22000 円台前半まで調整を進めた週となりました（先週予告していた上値メド 23295 円～

23760 円（+2％かい離）//下値メド 22713 円～22258 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、12 日までに 22000 円大台割れでカウントダウン継続を狙う時

間帯に入りましたが実現せず時間切れ。23500 円大台替えで仕切り直し、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、10 月 11 日に 23000 円大台割れで下落スタートとなり

ました。22000 円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、24000 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、10 月に 23000 円大台割れで下

落スタートとなりました。22000円大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、24000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、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 25817 ドル（10 月 16 日）・安値 25236 ドル（10 月 18 日）と推

移、4 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、ムニューシン米財務長官が日本などとの貿

易協議で為替条項を求めていく意向を示したことに加え、米国とサウジアラビアの関係悪化、9 月

の米中古住宅販売件数は市場予想を下回る 515 万戸にとどまったことから下値目標値を達成、米

財務省が中国の為替操作国認定を見送ったことや 11 月末にアルゼンチンで行われる G20(20 カ

国・地域)首脳会議で米中首脳会談を行う見通しを好感、週間ベースでは-105 ドル安と 4 週続落な

がら小幅安まで戻しましたが、4 週間で 1500 ドル超の大幅安で終了しています（先週予告していた

上値メド 26013 ドル～26533 ドル（+2％かい離）//下値メド 25529 ドル～25018 ドル（-2％かい離））。

「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、12 日までに 24500 ドル大台替えでカウントダウン継

続を狙う時間帯となりましたが実現せず時間切れ。26000 ドル大台替えで仕切り直し、逆に、24500

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、10 月 10 日に 25000 ド

ル大台割れで下落スタート。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↓となり、乱高下しやすいかたちとなりました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 112.72 円～111.59 円（先週予告していた上値メド 113.61 円～114.74 円

（+1％かい離）//下値メド 112.52 円～111.39 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成し 2 週連

続の円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1621～1.1430(先週予告していた上値メド 1.1550～1.1665

（+1％かい離）//下値メド 1.1354～1.1240（-1％かい離）)と推移し、上値目標値を達成し 4 週間振り

のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、130.29 円～128.27 円（先週予告していた上値メド 130.49
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円～131.79 円（+1％かい離）//下値メド 128.57 円～127.28 円（-1％かい離））と推移し、下値目標

値を達成し 3 週連続で円高・ユーロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロから円＞ユーロ＞ドルに変化し

ましたが、ドルに対しては 2 週連続の円高、ユーロに対しては 3 週連続の円高と円独歩高は 2 週連

続で継続しています。米長期金利上昇や世界同時株安に加え、ドイツのバイエルン州議会選挙で

の与党大敗、サウジアラビア政府に批判的な著名記者が殺害による地政学リスクなどの悪材料に

よるリスク回避の円買いが継続したかたちです。 

 

＜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、9 月 28 日週に前の週比+0.44 兆円、3 週間で+1.12 兆円の急増で 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 10 月 2 日の日経平均の年初来高値

更新を演出しました。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。』と指摘しましたが、その予告通り、2 週連続で減少して、2 週

間で-0.73 兆円の急減、1.8 兆円台まで減り日経平均の大幅下落はやはり投機筋の外国人投資家

の仕業であったことが判明しました。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	 10月12日週	
先週比	 -0.06 0.07 -0.12 0.32 0.36 0.44 -0.21 -0.52 

日経平均	 ¥22,601.77 ¥22,865.15 ¥22,307.06 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 ¥23,783.72 ¥22,694.66 

裁定買い残	 1.49 1.56 1.44 1.76 2.12 2.56 2.35 1.83 
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裁定買い残と先週比	
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9 月 21 日週 9 月 28 日週 10 月 5 日週 10 月 12 日週 

¥23,869.93 ¥24,120.04 ¥23,783.72 ¥22,694.66 

2.12 2.56 2.35 1.83 

0.36 0.44 -0.21 -0.52 

単位：兆円 

 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週（10/22～10/26）の相場を占う『RU-RD 指標』の 10 月 12 日週が-64.6％と 2 週連続マイナス

圏、4 週間振りに下限ゾーンに陥っていることから再度、下落を警戒しなければなりません。また、

来週（10/29～11/2）を占う 10 月 12 日週も-30.9％とマイナス幅は縮小ながらも 3 週連続マイナス

圏に陥っていることから軟調な展開が予想され、ここ 2 週間はもう一段の下落に注意が必要な時間

帯が継続しそうです。ただ、先々週、『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。』と指摘した通り、中期的には再度、上昇することが予想されます。中期的にＥＴＦ投資をさ

れている方は、仮に予測通りに下落すれば買いチャンスとな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 6 日間で 24000 円台まで一気に上昇し、

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 26 日に 10 月東京都区部消費者物価指数（CPI）、一方海外では、

24 日に米地区連銀経済報告（ベージュブック）、米 8 月 FHFA 住宅価格指数、26 日に米 7-9 月期

GDP 速報値の発表が予定されています。7-9 月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋

3.3％と 4-6 月期は＋4.2％に比べ鈍化するものの 3％台の成長を維持する見通し。このほかイベン

トとしては、、23 日に長銀破たんから 20 年、24 日は臨時国会召集、世界恐慌（暗黒の木曜日）から

89 年、25 日に 7 年ぶりとなる安倍首相訪中（習近平国家主席と首脳会談、27 日まで）、欧州中央

銀行（ECB）政策金利、ECB 定例理事会（ドラギ総裁会見）、28 日にブラジル大統領選挙（決選投

票）が見込まれています。 
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9 月 28 日週 10 月 5 日週 10 月 12 日週 10 月 19 日週 

¥24,120.04 ¥23,783.72 ¥22,694.66   

26.00% -9.80% -64.60% -30.90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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	 10月12日
週	

10月19日
週	

日経平均	¥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 ¥23,783.72 ¥22,694.66 

RU-RD -16.00% -6.00% -21.80% -2.30% 65.10% -34.70% -46.70% 68.50% 26.00% -9.80% -64.6% -30.9% 
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RU-RD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 22518 円～22968 円（+2％かい離） 

下値メド 21579 円～21147 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 25645 ドル～26157 ドル（+2％かい離） 

下値メド 24534 ドル～24043 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 112.10 円～113.22 円（+1％かい離） 

下値メド 110.81 円～109.70 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1600～1.1716（+1％かい離） 

下値メド 1.1426～1.1311（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 129.25 円～130.54 円（+1％かい離） 

下値メド 127.65 円～126.37 円（-1％かい離） 
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10月5日週	 10月12日週	 10月19日週	 10月26日週	
日経平均	 ¥23,783.72 ¥22,694.66 ¥22,532.08 

高値	 ¥24,448.07 ¥23,589.38 ¥22,959.41 

安値	 ¥23,730.19 ¥22,323.43 ¥22,212.57 

上値	上	 ¥25,442 ¥25,226 ¥23,760 ¥22,968 

上値	下	 ¥24,944 ¥24,732 ¥23,295 ¥22,518 

下値	上	 ¥23,996 ¥23,989 ¥22,713 ¥21,579 

下値	下	 ¥23,516 ¥23,509 ¥22,258 ¥21,147 

¥21,000.00 

¥21,500.00 

¥22,000.00 

¥22,500.00 

¥23,000.00 

¥23,500.00 

¥24,000.00 

¥24,500.00 

¥25,000.00 

¥25,500.00 

¥26,000.00 

日経平均	

10月5日週	 10月12日週	 10月19日週	 10月26日週	
NYダウ	 $26,447.05  $25,339.99  $25,444.34  

高値	 $26,951.81  $26,539.94  $25,817.68  

安値	 $26,301.81  $24,899.77  $25,236.01  

上値	上	 $27,586  $27,508  $26,533  $26,157  

上値	下	 $27,046  $26,969  $26,013  $25,645  

下値	上	 $26,437  $26,415  $25,529  $24,534  

下値	下	 $25,908  $25,886  $25,018  $24,043  

$22,000.00  

$23,000.00  

$24,000.00  

$25,000.00  

$26,000.00  

$27,000.00  

$28,000.00  

NYダウ	
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10月5日週	 10月12日週	 10月19日週	 10月26日週	
ドル円	 ¥113.70 ¥112.19 ¥112.54 

高値	 ¥114.54 ¥113.94 ¥112.72 

安値	 ¥113.50 ¥111.83 ¥111.61 

上値	上	 ¥115.29 ¥116.22 ¥114.74  ¥113.22  

上値	下	 ¥114.15 ¥115.07 ¥113.61  ¥112.10  

下値	上	 ¥112.84 ¥113.85 ¥112.52  ¥110.81  

下値	下	 ¥111.71 ¥112.71 ¥111.39  ¥109.70  

¥106.00 

¥108.00 

¥110.00 

¥112.00 

¥114.00 

¥116.00 

¥118.00 

ドル円	

10月5日週	 10月12日週	 10月19日週	 10月26日週	
ドルユーロ	 € 1.1518  € 1.1590  € 1.1458  

高値	 € 1.1628  € 1.1611  € 1.1622  

安値	 € 1.1464  € 1.1431  € 1.1433  

上値	上	 € 1.1940  € 1.1735  € 1.1665  € 1.172  

上値	下	 € 1.1822  € 1.1619  € 1.1550  € 1.160  

下値	上	 € 1.1644  € 1.1428  € 1.1354  € 1.143  

下値	下	 € 1.1527  € 1.1313  € 1.1240  € 1.131  

€ 1.0800  

€ 1.1000  

€ 1.1200  

€ 1.1400  

€ 1.1600  

€ 1.1800  

€ 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。日経平均が 10 月 2 日に年初来高値を更新し

ましたが、その前の週である 9 月 28 日週+52.9％と上限ゾーンまで急上昇した後、10 月 5 日週

+42.9％と 2 週連続で上限ゾーンを上回っていましたが、10 月 19 日週は 8 月 20 日週以来、再度、

下限ゾーンまで急落しています。前述のように、3 週連続で「60 銘柄以上」の変更は過去、2 つのパ

ターンがあり、上限ゾーンを何週継続するかを注目されましたが、残念ながら 2 週連続で終了。この

パターンでは、2～3 ヶ月程度の停滞は余儀なくされる可能性がありますが、その後、大きく上昇す

るパターンです。今後、パターン通りの動きになるかが注目されます。

10月5日週	 10月12日週	 10月19日週	 10月26日週	
ドルユーロ	 ¥131.02  ¥129.71  ¥129.57  

高値	 ¥132.77  ¥130.60  ¥130.47  

安値	 ¥130.55  ¥128.85  ¥128.41  

上値	上	 ¥136.15  ¥134.26 ¥131.79  ¥130.54  

上値	下	 ¥134.81  ¥132.94 ¥130.49  ¥129.25  

下値	上	 ¥131.67 ¥130.51 ¥128.57  ¥127.65  

下値	下	 ¥130.35 ¥129.20 ¥127.28  ¥126.37  

¥120.00  

¥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	

10月12日
週	

銘柄比率	 -10.00% -17.10% -27.10% -37.10% -45.70% 12.90% 2.90% -32.90% 22.90% 52.90% 42.90% -17.10% -41.40% 

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	¥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 ¥23,469.39 ¥22,549.24 
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¥21,500.00 
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¥23,000.00 

¥23,500.00 
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-20.00% 
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日経平均とレーティング比率	


