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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を警戒する週となりそうです。今週（10/14～10/18）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 10 月 4 日週が-64.6％と再びマイナス圏、かつ一気に下限ゾーンまで落ち込ん

でいることから急落調整を警戒すべき週となりそうです。また、来週（10/21～10/25）の相場を占う

10 月 11 日週が-17.1％と 2 週連続マイナス圏に陥っていることから軟調な相場を示唆しています。

従って、仮に、今週、急落調整が起きない場合でも来週は急落調整が起こる可能性があり、2 週間

は急落調整を警戒すべきかと思われます。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 9 月 13 日週+55.7％→9 月 20 日週

+64.3％→9 月 27 日週+68.6％と 3 週連続上限ゾーン、かつ 24000 円台の『VIX ショック』直前の高

値を付けた 18 年 1 月以来の 60％超の高水準でしたが、10 月 4 日週+25.7％→10 月 11 日週

+12.9％と 2 週連続でプラス幅を一気に縮小していることから、やはり調整が必要なことを示唆して

います。今後『RU-RD 指標』は乱高下しながら下値固めをする段階と思われますが、それには『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』

がマイナス圏に陥らないことが重要です。仮に、マイナス圏に陥ると今回の調整が長引く可能性を

示唆するがためで、同指標の今後の動向に要注目です。 

 

今週は、経済指標では、国内は、16 日に 9 月訪日外客数、18 日に 9 月消費者物価、海外は、15

日に NY 連銀製造業景気指数、16 日に 9 月小売売上高、17 日に 9 月住宅着工・建設許可件数、

中国 7-9 月期 GDP などの発表が予定されています。16 日発表の 9 月小売売上高は前月比+0.3％

と、8 月実績の同+0.4％から鈍化が見込まれてますが、市場予想を下回った場合、米国経済をけん

引する個人消費の減退が連想され株式・ドルの売り材料とな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、国内は、14 日は体育の日の祝日で休場、15 日に日銀支店長会議、10 月

地域経済報告（さくらレポート）、海外は、16 日 FOMC での基礎資料となるベージュブック(地区連

銀経済報告)の発表が注目されます。」とコメントしました。 

  今週の T2 経済レポート 
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9 月 27 日週 10 月 4 日週 10 月 11 日週 10 月 18 日週 

¥21,878.90 ¥21,410.20 ¥21,798.87 ¥22,492.68 

78.6% -7.4% 27.80% -64.6% 

 

 

 

 

先週の日経平均は、高値 22649 円（10 月 18 日）・安値 22049 円（10 月 15 日）と推移、2 週連続の

前半安・後半高の強いかたち。先週は、3 連休明けとなった 15 日は米中が貿易協議で部分的な合

意に達したことや英国と欧州連合（EU）が 17 日、新たな EU 離脱協定案で合意したこともを好感し

上値目標値を大きく上回り、週間ベースで+694 円高と 2 週連続反発、2 週間で 1082 円の大幅高で

4 月 24 日の年初来高値を更新して終了しています（先週予告していた上値メド 21665 円～22098

円（+2％かい離）//下値メド 21117 円～20694 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、10 月 15 日に 22000 円大台替えで仕切り直しが入り、16 日に

22500 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 1 日間、従って、17 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が時間切れ。23000 円大台替えで仕切り直し、逆
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週

日経平均 ¥21,087.1 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9 ¥20,704.3 ¥21,199.5 ¥21,988.2 ¥22,079.0 ¥21,878.9 ¥21,410.2 ¥21,798.8 ¥22,492.6
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-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

¥19,500.00

¥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

¥25,000.00

¥25,500.00

¥26,000.00

RU-RD指標と日経平均（週末終値）



 3 

に、21500 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、3 月 30 日までに 22000 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実現せず時間切れ。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。また長期の方向を示す月ベース

の大台替えの法則では、9 月 22000 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、21000 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、長期的には強含みながらも短期的に乱高下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 27120 ドル（10 月 15 日）・安値 26749 ドル（10 月 14 日）と推

移、2 週連続の前半安・後半高の強いかたち。先週は、ムニューシン米財務長官は「中国との協議

で基本合意は成立している」と述べ中国副首相との電話会談も予定されていることが明らかになっ

たことで「米中休戦」への期待が高まり、さらに、英国と欧州連合（EU）は 17 日、新たな EU 離脱協

定案で合意したことで英国の合意なき EU 離脱への市場の警戒感も後退したことで上値目標値を

達成しましたが、16 日に発表された米国の 9 月小売売上高が予想外の低調な内容で景気減速へ

の警戒感が広がり、週間ベースでは-46 ドル安と反落して終了しています（先週予告していた上値

メド 26751 ドル～27286 ドル（+2％かい離）//下値メド 25909 ドル～25390 ドル（-2％かい離））。「大

台替えの法則」では、短期の大台替えで、10 月 4 日に 26500ドル大台替えで仕切り直しが入り、11

日に 27000 ドル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、19 日までに 27500 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（猶予で月曜日 21 日まで）。逆に、

26500 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 11 日に

27000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。28000 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になります。長期の方向を示す月ベースでは、10 月に

27000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。28000 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になります。これで短期↑、中期↑、長期↑となり、短・

中・長期的に上昇しやすい強含みのかたちに変化しました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 108.93 円～108.14 円（先週予告していた上値メド 108.32 円～109.40 円

（+1％かい離）//下値メド 106.71 円～105.64 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し実質 2

週連続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1167～1.0989(先週予告していた上値メド 1.1049～

1.1159（+1％かい離）//下値メド 1.0927～1.0817（-1％かい離））と推移し、上値目標値を上回り、2

週連続のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、121.34 円～119.09 円（先週予告していた上値メド

118.89 円～120.07 円（+1％かい離）//下値メド 117.74 円～116.56 円（-1％かい離））と推移し、上

値目標値を超える 2 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞ドル＞円が継続したかたちです。

英国と欧州連合（EU）が 17 日、新たな EU 離脱協定案で合意したことで英国の合意なき EU 離脱

への市場の警戒感が後退し、欧州通貨に対するドル売りが優勢となりました。 
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＜裁定買い残＞ 

2週連続で減少しています。ただ、以前から指摘してきた通り、5000億円前後の歴史的底水準を行

ったり来たりしてる状況に変化はありません。昨年 12 月末の 5000億円台から約 3倍近い 1.4兆円

台の水準まで回復した後、5000億円前後まで再び減少して 2番底のような動きとなっています。過

去の推移を振り返ると、昨年 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、昨年

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昨年 10 月 2 日の日経平均の年

初来高値更新を演出しました。その後、昨年 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 5000億円の急減で昨年 2 月 5 日週以来。や

はり昨年 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。

 
 

 

 

8月23日週 8月30日週 9月6日週 9月13日週 9月20日週 9月27日週 10月4日週 10月11日週
先週比 0.05 0 -0.11 -0.04 0.05 0.19 -0.07 -0.03
日経平均 ¥20,710.91 ¥20,704.37 ¥21,199.57 ¥21,988.29 ¥22,079.09 ¥21,878.90 ¥21,410.20 ¥21,798.87
裁定買い残 0.48 0.48 0.37 0.33 0.38 0.57 0.5 0.47
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9 月 20 日週 9 月 27 日週 10 月 4 日週 10 月 11 日週 

¥22,079.09 ¥21,878.90 ¥21,410.20 ¥21,798.87 

0.38 0.57 0.5 0.47 

0.05 0.19 -0.07 -0.03 

単位：兆円 

＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急落調整を警戒する週となりそうです。今週（10/21～10/25）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 10 月 11 日週が-17.1％と 2 週連続マイナス圏に陥っていることから軟調な相場

を示唆しています。先週、『仮に、今週、急落調整が起きない場合でも来週は急落調整が起こる可

能性があり、2 週間は急落調整を警戒すべきかと思われます。』と指摘し、先週、急落調整が起きな

かったことから今週は急落調整を警戒する週となります。ただ、来週（10/28～11/1）の相場を占う

10 月 18 日週が+35.4％と 3 週間振りにプラス圏に浮上したことから急反発が期待されます。従って、

仮に、今週、Ｔ2 予告通りに急落調整が起きた場合は買いチャンスとなります。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 9 月

13 日週+55.7％→9 月 20 日週+64.3％→9 月 27 日週+68.6％と 3 週連続上限ゾーン、かつ 24000

円台の『VIX ショック』直前の高値を付けた 18 年 1 月以来となる 60％超の高水準でしたが、10 月 4

日週+25.7％→10 月 11 日週+12.9％と 2 週連続でプラス幅を一気に縮小、株価も調整が必要なこ

とを示唆していましたが、先週は調整せずに逆に、10月18日週+40.0％と再び、上限ゾーンに反発

しています。このようなＴ2 とは異なる不自然な相場をするときは投機筋の外国人が操作しているか、

空売りの買い戻しを急いでいるケースです。万が一、今週もＴ2 の予測と異なるような上昇相場が継

続する操縦が行われたとしても慌てないことです。『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』が更に上昇して+60％超になると近い将来、

急落調整が待っているからです。そのためにも同指標の今後の動向には要注目です。 

 

今週は、経済指標では、国内は、21 日に 9 月貿易統計、海外は、24 日に 10 月マークイット米国製

造業 PMI、24 日に 9 月新築住宅販売件数、9 月耐久財受注などの発表が予定されています。24

日発表の米 9 月耐久財受注は前月比-0.6％と、前回の+0.2％から大幅悪化が予想され、コア指数

も前回を下回る見通し。製造業の低迷に懸念が増幅され、株安となりやすい。このほかのイベント・

トピックスとしては、国内は、22 日に即位礼正殿の儀で東京市場は休場、24 日に ECB定例理事会

（ドラギ総裁記者会見）が予定されています。欧州中央銀行（ECB）は 10 月 24 日開催の理事会で、

現行の包括的な金融緩和策の継続を決定する見込みです。9 月のユーロ圏総合 PMI は 50.1へ悪

化し、年末にかけて好不調の節目である 50 を下回る可能性があることから、ユーロ圏経済の成長

支援や物価の押し上げに有効となるあらゆる措置を講じる意向を改めて表明すると予想されます。
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10 月 11 日週 10 月 18 日週 10 月 25 日週 11 月 1 日週 

¥21,798.87 ¥22,492.68     

27.80% -64.60% -17.10% 35.40% 
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日経平均 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9 ¥20,704.3 ¥21,199.5 ¥21,988.2 ¥22,079.0 ¥21,878.9 ¥21,410.2 ¥21,798.8 ¥22,492.6
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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 22645 円～23097 円（+2％かい離） 

下値メド 22040 円～21599 円（-2％かい離） 

 

＜NYダウ＞  

上値メド 27591 ドル～28142 ドル（+2％かい離） 

下値メド 26481 ドル～25951 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 109.62 円～110.71 円（+1％かい離） 

下値メド 107.56 円～106.48 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1172～1.1283（+1％かい離） 

下値メド 1.1047～1.0936（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 121.73 円～122.94 円（+1％かい離） 

下値メド 119.59 円～118.39 円（-1％かい離）   
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10月4日週 10月11日週 10月18日週 10月25日週
日経平均 ¥21,410.20 ¥21,798.87 ¥22,492.68
高値 ¥21,938.77 ¥21,820.77 ¥22,649.85
安値 ¥21,276.01 ¥21,308.88 ¥22,049.71
上値上 ¥22,962 ¥22,192 ¥22,098 ¥23,097
上値下 ¥22,512 ¥21,757 ¥21,665 ¥22,645
下値上 ¥21,888 ¥21,352 ¥21,117 ¥22,040
下値下 ¥21,450 ¥20,924 ¥20,694 ¥21,599
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日経平均

10月4日週 10月11日週 10月18日週 10月25日週

NYダウ $26,201.04 $26,496.67 $27,025.88

上値 上 $27,713 $27,007 $27,286 $28,142

上値 下 $27,170 $26,478 $26,751 $27,591

下値 上 $26,690 $26,113 $25,909 $26,481

下値 下 $26,156 $25,590 $25,390 $25,951

高値 $27,046.21 $27,013.97 $27,120.11

安値 $25,743.46 $26,139.80 $26,749.18

$23,000.00

$24,000.00

$25,000.00
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NYダウ
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10月4日週 10月11日週 10月18日週 10月25日週
上値上 ¥109.51 ¥108.86 ¥109.40 ¥110.71
上値下 ¥108.43 ¥107.79 ¥108.32 ¥109.62
下値上 ¥107.19 ¥106.70 ¥106.71 ¥107.56
下値下 ¥106.11 ¥105.63 ¥105.64 ¥106.48
ドル円 ¥106.93 ¥108.40 ¥108.42
高値 ¥108.46 ¥108.61 ¥108.93
安値 ¥106.47 ¥106.55 ¥108.02

¥103.00
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¥111.00

¥112.00

ドル円

10月4日週 10月11日週 10月18日週 10月25日週
上値上 € 1.1149 € 1.1065 € 1.1159 € 1.1283 
上値下 € 1.1039 € 1.0956 € 1.1049 € 1.1172 
下値上 € 1.0904 € 1.0853 € 1.0927 € 1.1047 
下値下 € 1.0794 € 1.0744 € 1.0817 € 1.0936 
ドルユーロ € 1.0961 € 1.1012 € 1.1125 
高値 € 1.0999 € 1.1063 € 1.1173 
安値 € 1.0879 € 1.0941 € 1.0991 

€ 1.0400 

€ 1.0500 

€ 1.0600 

€ 1.0700 

€ 1.0800 

€ 1.0900 

€ 1.1000 

€ 1.1100 

€ 1.1200 

€ 1.1300 

€ 1.1400 

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。5 月 17 日週-61.4％→5 月 24 日週-50.0％→5

月 31 日週-48.6％→6 月 7 日週-52.9％→6 月 14 日週-48.6％と 5 週連続で下限ゾーンに陥りまし

たが、5 週連続下限ゾーンは 2016 年 2 月 8 日週～4 月 11 日週の 10 週連続下限ゾーン以来で、

「チャイナ・ショック」時の底値形成の時期と現在が同じ衝撃度だったということを示しています。そ

の後、7 月 5 日週+17.1％と、4 月 22 日週+18.6％以来となる 10 週間振りのプラス転換、更に、7 月

12 日週+28.6％と 2 週連続プラス圏、かつ続伸したかたちでようやく本格上昇のスタートを切ったこ

とを示しました。ただ、その後、7 月 19 日週-21.4％→7 月 26 日週-8.6％→8 月 2 日週-15.7％→8

月 9 日週-45.7％→8 月 16 日週-52.9％→8 月 23 日週-35.7％→8 月 30 日週-28.6％→9 月 6 日

週-22.9％と 8 週連続マイナス圏に再び陥り、そして、その後、9 月 13 日週+55.7％→9 月 20 日週

+64.3％→9 月 27 日週+68.6％と一気に 3 週連続で上限ゾーンまで急上昇しています。+60％超は

『VIX ショック』直前の 18 年 1 月に付けて以来の高水準で、このようなかたちは極めて稀なかたちで

す。今後の相場の強さを表しているのか、もしくは今回の反発が短命で終わることをの示す指標の

動きなのか、今後の同指標の動きが注目されるところです。10 月 4 日週は+25.7％→10 月 11 日週

は+12.9％までプラス幅が一気に縮小、一旦、調整局面を示唆するかたちですが、逆に、10 月 18

日+40％と再び上限ゾーンに反発、かつ 6 週連続プラス圏を続けています。調整が長引かないため

にもプラス圏を継続することが重要かと思われ今後の同指標には要注目です。今 4 月までの上昇

10月4日週 10月11日週 10月18日週 10月25日週
上値上 ¥120.32 ¥118.86 ¥120.07 ¥122.94
上値下 ¥119.13 ¥117.69 ¥118.89 ¥121.73
下値上 ¥117.20 ¥116.44 ¥117.74 ¥119.59
下値下 ¥116.02 ¥115.27 ¥116.56 ¥118.39
ドルユーロ ¥117.37 ¥119.67 ¥121.09
高値 ¥117.89 ¥119.91 ¥121.13
安値 ¥116.84 ¥117.12 ¥119.34

¥110.00

¥112.00

¥114.00

¥116.00

¥118.00

¥120.00

¥122.00

¥124.00

ユーロ円
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相場のときも同指標は、1 月 14 日週～4 月 22 日週まで 15 週連続でプラス圏を続けています。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□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26日
週

8月2日週 8月9日週 8月16日
週

8月23日
週

8月30日
週

9月6日週 9月13日
週

9月20日
週

9月27日
週

10月4日
週

10月11日
週

10月18日
週

銘柄比率 -8.6% -15.7% -45.7% -52.9% -35.7% -28.6% -22.9% 55.7% 64.3% 68.6% 25.7% 12.9% 40.0%
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 ¥21,658.1 ¥21,087.1 ¥20,684.8 ¥20,418.8 ¥20,710.9 ¥20,704.3 ¥21,199.5 ¥21,988.2 ¥22,079.0 ¥21,878.9 ¥21,410.2 ¥21,798.8 ¥22,492.6

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

日経平均とT2レーティング比率


