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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、「今週はまだ軟調な展開が継続しそうな週と予想されます。今週（11/5～11/9）の相場を占う

『RU-RD 指標』の 10 月 19 日週は-21.4％とマイナス幅は縮小ながらも 4 週連続マイナス圏に陥っ

ていることからまだ軟調な展開が継続しそうです。ただ、来週（11/12～11/16）を占う 11 月 2 日週が

+21.6％と 5 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予想されます。ただ、先

週末、トランプ大統領発言で米中貿易摩擦緩和への期待が浮上したことから急反発となったことで、

今週、その反動安が必要です。仮に、予告通りに急反落となれば来週の急反発を期待しての買い

チャンスとなります。ここ数週間、『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

ている方には急落は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 6 日に 9 月家計調査、7 日に 9 月毎月勤労統計調査、8 日に 9 月

機械受注、10 月景気ウォッチャー調査、一方海外では、5 日に米 10 月 ISM 非製造業景況指数、8
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日に中国 10 月貿易収支、9 日に中国 10 月消費者物価・生産者物価、米 10 月生産者物価などの

発表が予定されています。このほかイベントとしては、、5 日に米の対イラン制裁第 2 弾（原油禁輸）

発動、6 日に米中間選挙、7 日に FOMC（8 日まで）、9 日にオプション SQ 、が予定されています。

11 月 6 日投開票の米中間選挙は上院の約 3 分の 1、下院では 435 の議席が争われます。これま

での選挙情勢調査によると、下院選挙でリードする民主党に共和党が猛追しているようですが、下

院で与野党逆転となってもトランプ大統領の政権運営への影響は大きくないとみられています。ま

た、米 FRB は 7-8 日に連邦公開市場委員会(FOMC)会合を開催しますが、政策金利の据え置きを

決定する公算です。利上げ継続方針に関して FOMC メンバーの間では一致していますが、12 月

利上げには一部から懐疑的な見方も浮上しており、声明内容が注目されます。」とコメントしました。 

 

 

10 月 12 日週 10 月 19 日週 10 月 26 日週 11 月 2 日週 

¥22,694.66 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 

-64.60% -30.90% -21.40% 21.60% 

 

先週の日経平均は、高値 22583 円（11 月 8 日）・安値 21865 円（11 月 5 日）と推移、2 週連続で前

半安・後半高の強いかたち。先週は、週初、10 月雇用統計を受けた長期金利上昇などで急落スタ
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週	

10月19日
週	

10月26日
週	

11月2日週	

日経平均	¥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 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 
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ートとなりましたが、6 日投開票の米中間選挙が波乱なく事前予想の範囲内で通過したことを受け

て安心感が台頭、上値目標値を上回る 22500 円台を達成しましたが、8 日の FOMC で予想通り政

策金利が据え置かれたものの利上げ方針維持を示唆、また 10 月生産者物価指数が市場予想を

上振れしたことでインフレへの警戒感が強まり、週間ベースでは+7 円高と 2 週連続上昇ながらも小

幅高で終了しています（先週予告していた上値メド 21891 円～22328 円（+2％かい離）//下値メド

20703 円～20288 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、11 月 2 日に 22000 円大台替えで仕切り直しが入り、8 日に 22500 円大台替えでカウントダウン

の上昇局面入りに 6 日間、従って、11 月 14 日までに 23000 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、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 29 日までに 20000 円大台割れを狙う時間帯に入りましたが実現せずに時間切れ。23000 円

大台替えで仕切り直し、逆に、200000 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、10月中に20000円大台割れを狙う時間帯に入りましたが時間

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。これで

短期↑、中期→、長期→となり、強含みながらも乱高下しやすいかたちになり、10 月急落中の「下

落局面は 10 月末で終了すると思われます。」との指摘通りの展開となってます。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 26277 ドル（11 月 8 日）・安値 25261 ドル（11 月 5 日）と推移、

2 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、6 日行われた米中間選挙で与党・共和党が事

前予想通りに上院で多数派を維持、「民主党が下院で多数派になってもトランプ大統領の政権運

営に重大な問題が生じるわけではない」と米国政治は不確実性が高まるリスクが小さいとの見方が

優勢、7 日－8 日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）では利上げ継続を再確認、また 10 月の

米生産者物価指数（PPI）が 6 年ぶり高水準となったことで追加利上げが正当化されかたちでドル

高・株高となって上値目標値を上回り、週間ベースでは+719 ドル高と 2 週間合計で+1301 ドルの大

幅反発、ただ過去 5 週間合計で約 2250 ドル超の大幅安に比べるとまだ反発力は弱い感じです（先

週予告していた上値メド 25000 ドル～25500 ドル（+2％かい離）//下値メド 24170 ドル～23686 ドル

（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、11 月 4 日（日曜日のため 5 日月曜

日）までに 26000 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、実現せず時間切

れ。ただ、11 月 7 日に 26000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。26500 ドル大台替えでカウン

トダウンの上昇局面、逆に、25500 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となっていましたが、11 月 7 日に 26000

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、

25000 ドル大台割れで下落スタートとなります。これで短期↑、中期↑となり、上昇しやすいかたち

になりました。 
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一方、為替は、ドル・円が 114.08 円～112.92 円（先週予告していた上値メド 113.21 円～114.34 円

（+1％かい離）//下値メド 111.88 円～110.76 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成して 3 週

連続で円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1500～1.1313(先週予告していた上値メド 1.1437～1.1551

（+1％かい離）//下値メド 1.1235～1.1122（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成して 3 週間

振りにドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、130.14 円～128.61 円（先週予告していた上値メド

129.21 円～130.50 円（+1％かい離）//下値メド 126.41 円～125.14 円（-1％かい離））と推移し、上

値目標値を達成して3週連続で円安・ユーロ高。前の週のドル＞ユーロ＞円からユーロ＞ドル＞円

に変化しましたが、3 週連続での円独歩安は変わっていません。世界同時株安の影響からドルに

対して 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が継続していましたが、10

月末からの株価反発でドル・ユーロに対して 3 週連続で円独歩安と巻き戻しが起きています。株価

と為替がリンクした動きになっています。 

 

＜裁定買い残＞ 

「裁定買い残」の水準は、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、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、その予告通り、10 月 1 日週～10 月 26 日週の 4 週連

続減少して、4 週間合計で約 1.5 兆円急減させて、今回の大暴落を仕掛けていたことが浮き彫り。1

週間で 5000 億円急減させたのは 2 月 5 日週以来で、やはり今 10 月の急落は「VIX ショック」と同

様、売り仕掛けだったことを証明しています。また、裁定買い残約 1 兆円台は 16 年 10 月 31 日週

以来、約2年振りの低水準ですが、すでに行き過ぎの水準まで減少している状況です。これ以上の

減少は難しい局面に入っています。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。 
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10 月 12 日週 10月19日週 10月26日週 11 月 2 日週 

¥22,694.66 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 

1.83 1.37 1.06 1.07 

-0.52 -0.46 -0.31 0.01 

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できる週と予想されます。 

今週（11/12～11/16）の相場を占う『RU-RD 指標』の 11 月 2 日週が+21.6％と 5 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予想されます。ただ、先週末 9 日のオプション SQ を意

識した先物主導の買いで、ここ 2 週間で日経平均は+1300 円の大幅反発を達成したことから一旦、

休憩するかもしれません。ただ、来週（11/19～11/23）を占う 11 月 9 日週が+24.1％と 2 週連続でプ

ラス圏に浮上していることから、仮に今週休憩することがあってもその分、来週は上昇が期待できる

かたちです。今来週、どちらの週かで急反発が期待される状況から調整局面は買いチャンスである

ことは変わりません。ここ数週間、『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

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	 10月26日週	 11月2日週	
先週比	 0.32 0.36 0.44 -0.21 -0.52 -0.46 -0.31 0.01 

日経平均	 ¥23,094.67 ¥23,869.93 ¥24,120.04 ¥23,783.72 ¥22,694.66 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 

裁定買い残	 1.76 2.12 2.56 2.35 1.83 1.37 1.06 1.07 
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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、また覚えている方も多いと思いますが、あの 10 月急落中に「下落局面は 10 月末で

終了すると思われます。」との指摘通りの展開となってます。一方、『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

台まで再び円安が進行しています。 

 

今週は、経済指標では、国内で 12 日に 10 月工作機械受注、14 日に 7-9 月期 GDP、一方海外で

は、14 日に中国 10 月鉱工業生産・米 10 月消費者物価、15 日に米 11 月 NY 連銀製造業景気指

数、米 10 月小売売上高、米 11 月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数が発表されます。14 日

発表の 10 消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.5％と、前月の＋2.3％を上回る見通しで連邦準備

制度理事会(FRB)の利上げ継続方針を支援する材料となりそうです。このほかイベントとしては、12

日は米退役軍人の日（ベテランズデー）で外為、債券市場が休場、15 日は APEC 閣僚会議（ポート

モレスビー、首脳会議は 17 日から）となっています。 
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10 月 19 日週 10 月 26 日週 11 月 2 日週 11 月 9 日週 

¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66   

-30.90% -21.40% 21.60% 24.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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	

10月26日
週	

11月2日週	11月9日週	

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 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 

RU-RD -2.30% 65.10% -34.70% -46.70% 68.50% 26.00% -9.80% -64.6% -30.9% -21.4% 21.6% 24.1% 
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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 22925 円～23383 円（+2％かい離） 

下値メド 21416 円～20987 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 26379 ドル～26906 ドル（+2％かい離） 

下値メド 25045 ドル～24544 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 114.53 円～115.67 円（+1％かい離） 

下値メド 112.93 円～111.80 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1468～1.1582（+1％かい離） 

下値メド 1.1282～1.1169（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 130.76 円～132.06 円（+1％かい離） 

下値メド 127.89 円～126.61 円（-1％かい離）  
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10月19日週	 10月26日週	 11月2日週	 11月9日週	 11月16日週	
日経平均	 ¥22,532.08 ¥21,184.60 ¥22,243.66 ¥22,250.25 

高値	 ¥22,959.41 ¥22,672.25 ¥22,308.42 ¥22,583.43 

安値	 ¥22,212.57 ¥20,971.93 ¥21,035.88 ¥21,865.98 

上値	上	 ¥23,760 ¥22,968 ¥22,567 ¥22,328 ¥23,383  

上値	下	 ¥23,295 ¥22,518 ¥22,125 ¥21,891 ¥22,925  

下値	上	 ¥22,713 ¥21,579 ¥21,164 ¥20,703 ¥21,416  

下値	下	 ¥22,258 ¥21,147 ¥20,740 ¥20,288 ¥20,987  
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¥26,000.00 

日経平均	

10月26日週	 11月2日週	 11月9日週	 11月16日週	
NYダウ	 $24,688.31  $25,270.83  $25,989.30  

高値	 $25,561.34  $25,578.98  $26,277.82  

安値	 $24,445.19  $24,122.23  $25,261.47  

上値	上	 $26,157  $25,972  $25,500  $26,906  

上値	下	 $25,645  $25,463  $25,000  $26,379  

下値	上	 $24,534  $24,376  $24,170  $25,045  

下値	下	 $24,043  $23,888  $23,686  $24,544  

$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26日週	 11月2日週	 11月9日週	 11月16日週	
ドル円	 ¥111.89 ¥113.18 ¥113.82 

高値	 ¥112.88 ¥113.38 ¥114.08 

安値	 ¥111.36 ¥111.76 ¥112.92 

上値	上	 ¥113.22  ¥113.69  ¥114.34  ¥115.67  

上値	下	 ¥112.10  ¥112.57  ¥113.21  ¥114.53  

下値	上	 ¥110.81  ¥111.22  ¥111.88  ¥112.93  

下値	下	 ¥109.70  ¥110.10  ¥110.76  ¥111.80  

¥106.00 

¥107.00 

¥108.00 

¥109.00 

¥110.00 

¥111.00 

¥112.00 

¥113.00 

¥114.00 

¥115.00 

¥116.00 

¥117.00 

ドル円	

10月26日週	 11月2日週	 11月9日週	 11月16日週	
ドルユーロ	 € 1.1374  € 1.1403  € 1.1367  

高値	 € 1.1551  € 1.1456  € 1.1500  

安値	 € 1.1336  € 1.1302  € 1.1316  

上値	上	 € 1.1716  € 1.1652  € 1.1551  € 1.1582  

上値	下	 € 1.1600  € 1.1537  € 1.1437  € 1.1468  

下値	上	 € 1.1426  € 1.1352  € 1.1235  € 1.1282  

下値	下	 € 1.1311  € 1.1238  € 1.1122  € 1.1169  

€ 1.0800  

€ 1.0900  

€ 1.1000  

€ 1.1100  

€ 1.1200  

€ 1.1300  

€ 1.1400  

€ 1.1500  

€ 1.1600  

€ 1.1700  

€ 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。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-41.4％と 8 月 20 日週以

来、再度、下限ゾーンまで急落。その後、10 月 26 日-52.9％→11 月 2 日週-50.0％と逆に、3 週連

続で下限ゾーンに陥っています。11 月 9 日週は-38.6％と 4 週間振りに下落ゾーンを脱出しました

が、5 週連続マイナス圏に変わりなく、10 月末からの株価反発が本格的な上昇ではないことを示唆

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。このパターンですと、2～

3 ヶ月程度の停滞は余儀なくされる可能性があり、同指標の 5 週連続マイナス圏はそれを示唆して

いるかのようです。ただ、停滞後は大きく上昇するパターンですので、そのパターン通りの動きにな

るかが注目されます。 

 

10月26日週	 11月2日週	 11月9日週	 11月16日週	
ドルユーロ	 ¥127.57  ¥128.86  ¥129.00  

高値	 ¥130.28  ¥129.66  ¥130.56  

安値	 ¥126.79  ¥127.40  ¥128.52  

上値	上	 ¥130.54  ¥130.22  ¥130.50  ¥132.06  

上値	下	 ¥129.25  ¥128.94  ¥129.21  ¥130.76  

下値	上	 ¥127.65  ¥127.28  ¥126.41  ¥127.89  

下値	下	 ¥126.37  ¥126.00  ¥125.14  ¥126.61  

¥120.00  

¥122.00  

¥124.00  

¥126.00  

¥128.00  

¥130.00  

¥132.00  

¥134.00  

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。 

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	

10月26日
週	

11月2日
週	

銘柄比率	 -37.10% -45.70% 12.90% 2.90% -32.90% 22.90% 52.90% 42.90% -17.10% -41.40% -52.90% -50.0% -38.6% 

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	¥22,298.08 ¥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 ¥22,010.78 ¥21,457.29 ¥22,147.75 

¥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% 

日経平均とレーティング比率	


