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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、「今週は本来なら急反発が期待される週です。今週（10/28～11/1）の相場を占う『RU-RD 指

標』は 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本来なら急反発が期待さ

れます。ただ、先週、急落調整が起きるべき週に株価操作による上昇で急落調整が起きなかったこ

とから、逆に、今週は堅調ながらも急反発の可能性は低く、むしろ調整となることも考慮する必要が

あるかもしれません。ただ来週（11/4～11/8）の相場を占う 10 月 25 日週が+22.4％と 2 週連続プラ

ス圏に浮上していることから堅調な相場継続は期待されます。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、そして、それから 3 週後から

再び、10 月 18 日週+40.0％→10 月 25 日 60％と 2 週連続上限ゾーンを突破しています。60％超の

高水準の上限ゾーンは過去、日経平均の目先、天井を示すシグナルにもなっています。直近では

『VIX ショック』直前の 24000 円台の高値を付けた 18 年 1 月以来で、近い将来、一度は急落調整が

起きそうなかたちです。特に、ここ 2 週間、同指標が不自然な上昇を続け、さらに『RU-RD 指標』と

異なる不自然な相場をするときは投機筋の外国人が何らかの株価操作をしているか、空売りの買

い戻しを急いでいるケースです。何らかの理由で今は急落調整を防いでいると当然、それが終わる

と近未来にその反動が表れるため、相場操縦で今後も上昇相場が継続しても楽観視しないことで

す。そのためにも『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』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、30 日に 9 月商業動態統計、31 日に日銀「経済・物価情勢の展望

（展望レポート）」、9 月鉱工業生産、11 月 1 日に 9 月失業率・有効求人倍率、海外は、28 日に米 9

月シカゴ連銀全米活動指数、30 日に米 10 月 ADP 雇用統計、米 7-9 月期 GDP 速報値、31 日に

中国 10 月製造業 PMI、11 月 1 日に米 10 月雇用統計、米 10 月 ISM 製造業景況指数、が予定さ

れています。10 月 30 日発表の 7-9 月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率+1.5％程度と経
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済成長率は鈍化する見通しですが、仮に、市場予想を下回った場合は株価調整となりそうです。ま

た、11 月 1 日に発表予定の米 10 月雇用統計は非農業部門雇用者数は前月比+9.5 万人、失業率

は 3.6％の市場予想ですが、製造業の景況感が改善していないことから、非農業部門における雇

用者数は 9 月実績を下回り、10 万人未満の増加にとどま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、30 日に日銀金融政策決定会合（31 日まで）、31 日に黒田日銀総裁会

見、海外は、29 日に FOMC（30 日まで）、31 日に ASEAN 首脳会議（11 月 4 日まで、タイ）、が予定

されています。米連邦準備制度理事会（FRB）は 29-30 日開催の FOMC で、7 月、9 月に続き 3 会

合連続で利下げに踏み切る可能性がありますが、FOMC 終了後のパウエル FRB 議長の記者会見

で 12 月の追加利下げの可能性が示された場合、ドル売りが強まりそうです。」とコメントしました。 

 

 

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 ¥22,799.81 ¥22,850.77 
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先週の日経平均は、高値 22308 円（10 月 29 日）・安値 22705 円（11 月 1 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、米中の通商合意「第 1 段階」成立が 終段階に入ったと伝

わり、また欧州連合（EU）が英国の EU 離脱期限の延長を認めたことを好感して昨年 10 月以来、お

よそ 1 年ぶりに 23000 円台を回復する場面もありましたが、日銀の金融政策決定会合で金融政策

は現状維持、米中貿易協議に不透明感が台頭するとともに一部の経済指標が嫌気され下値目標

値を達成、週間ベースで+51 円高にとどまりましたが 4 週連続高、かつ 10 月月間ベースで今年

大の上げ幅を記録しました（先週予告していた上値メド 23339 円～23805 円（+2％かい離）//下値メ

ド 22756 円～22300 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 29 日に 23000 円大台替えで仕切り直しが入りました。23500 円大台替えでカウントダウ

ンの上昇局面、逆に、22500 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で

したが、10 月 29 日に 23000 円大台替えで仕切り直しが入りました。24000 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。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、10 月に 23000 円大台替

えでカウントダウンの上昇局面入りに 1 ヵ月、従って、11 月までに 24000 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、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、短期・長期的に上昇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 27347 ドル（11 月 1 日）・安値 26918 ドル（10 月 31 日）と推

移、4 週連続の前半安・後半高の強いかたち。先週は、FOMC で米連邦準備制度理事会(FRB)が

保険的な利下げ継続の打ち切りを示唆したほか、パウエル議長がインフレ率の上昇が確認される

までは利上げも実施しないと発言、金融政策における先行き不透明感が払拭された一方、アジア

太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の開催国だったチリが開催断念を表明したことで、米中協

議をめぐる両国首脳による署名実現が不透明となり、上値・下値両目標値を達成しない中途半端

な動きとなりましたが、週間ベースでは+389 ドル高と 2 週連続高で終了しています（先週予告して

いた上値メド 27366 ドル～27913 ドル（+2％かい離）//下値メド 26733 ドル～26198 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 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）が実現せず時間切れ。27500 ド

ル大台替えで仕切り直し、逆に、26000 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、長期的には上昇しやすいですが、短期的には乱高下しやすいかたちに変

化しました。 
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一方、為替は、ドル・円が 109.28 円～107.87 円（先週予告していた上値メド 109.72 円～110.81 円

（+1％かい離）//下値メド 108.26 円～107.17 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成し実質 4

週間振りに円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1174～1.1071(先週予告していた上値メド 1.1240～

1.1352（+1％かい離）//下値メド 1.1088～1.0977（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し 4

週間振りにドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、121.47 円～120.25 円（先週予告していた上値メド

123.12 円～124.35 円（+1％かい離）//下値メド 120.43 円～119.22 円（-1％かい離））と推移し、下

値目標値を達成し 4 週間振りに円高・ユーロ安。前の週のユーロ＞ドル＞円から円＞ドル＞ユーロ

に 4 週間振りに変化したかたちです。欧州連合（EU）から英国が合意なしの離脱を強行するおそれ

はなくなりましたが、ユーロ圏の経済成長率の鈍化を嫌気したユーロ売りが優勢となったかたちで

す。 

 

＜裁定買い残＞ 

2週連続で増加しています。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 億円以下まで再び減少して 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。
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10 月 4 日週 10 月 11 日週 10月18日週 10月25日週 
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は堅調相場継続が期待される週です。今週（11/4～11/8）の相場を占う『RU-RD 指標』は 10

月 25 日週が+22.4％と 2 週連続プラス圏に浮上していることから堅調な相場継続が期待されます。

ただ来週（11/11～11/15）の相場を占う 11 月 2 日週が-11.9％と 3 週間振りにマイナス圏に陥って

ることから急落調整を警戒しなければなりません。今週8日はオプションSQを控えることから投機筋

の外国人が今週までは株価を高く維持するのかもしれません。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 週連続上限ゾーン後、3 週後から再び、10 月 18

日週+40.0％→10 月 25 日 60％→11 月 1 日 52.9％と 3 週連続で上限ゾーンを突破しています。

特に、60％超の高水準の上限ゾーンは過去、日経平均の目先、天井を示すシグナルにもなってい

ます。直近では『VIX ショック』直前の 24000 円台の高値を付けた 18 年 1 月以来で、当時と同様に、

近い将来、一度は急落調整が起きそうなかたちです。また、ここ 2 週間ほど『RU-RD 指標』と異なる

不自然な日経平均の上昇を続けたことで何らかの理由で急落調整を防いでいることが明らかです。

投機筋の外国人が何らかの株価操作をしているか、空売りの買い戻しを急いでいるケース、または

GPIF などの公的年金のマネーによる買い上げも考えられます。当然、そのような強引な相場操縦

が終わるとその反動が訪れることは当然であり、仮に相場操縦によって今後ももう一段の上昇相場

が継続しても楽観視しないことです。そのためにも『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』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、5 日にマネタリーベース、6 日に日銀政策委員会・金融政策決定

会合議事要旨(9 月 18・19 日分)、8 日に 9 月景気動向指数、9 月毎月勤労統計調査、海外は、4

日にユーロ圏製造業 PMI、5 日に中国 PMI（財新）、米 ISM 非製造業景況指数、8 日に中国貿易収

支、9 日に中国・消費者物価指数・生産者物価指数、などが発表されます。5 日に発表される米 10

月 ISM 非製造業景況指数は 53.4 と、9 月の 52.6 から改善が見込まれてますが、市場予想と一致し

た場合、株高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、4 日は東京

市場は祝日のため休場(文化の日の振替休日)、8 日にオプション SQ、海外は、4 日にラガルド ECB

総裁が講演、7 日に英中銀が政策金利発表、などが予定されています。特に、東京市場は 8 日の

オプション SQ が重要イベントとなりそうです。
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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 23252 円～23717 円（+2％かい離） 

下値メド 22759 円～22303 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 27268 ドル～27813 ドル（+2％かい離） 

下値メド 26930 ドル～26391 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 108.89 円～109.97 円（+1％かい離） 

下値メド 108.22 円～107.13 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1218～1.1330（+1％かい離） 

下値メド 1.1074～1.0963（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 122.06 円～123.28 円（+1％かい離） 

下値メド 120.35 円～119.14 円（-1％かい離） 
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10月18日週 10月25日週 11月1日週 11月8日週
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安値 ¥22,049.71 ¥22,457.89 ¥22,705.60
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下値上 ¥21,117 ¥22,040 ¥22,756 ¥22,759
下値下 ¥20,694 ¥21,599 ¥22,300 ¥22,303

¥19,000.00

¥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

日経平均

10月18日週 10月25日週 11月1日週 11月8日週

NYダウ $27,025.88 $26,805.53 $27,046.23

上値 上 $27,286 $28,142 $27,913 $27,813

上値 下 $26,751 $27,591 $27,366 $27,268

下値 上 $25,909 $26,481 $26,733 $26,930

下値 下 $25,390 $25,951 $26,198 $26,391

高値 $27,120.11 $27,015.37 $27,347.43

安値 $26,749.18 $26,714.34 $26,918.29

$23,000.00

$24,000.00

$25,000.00

$26,000.00

$27,000.00

$28,000.00

$29,000.00

NYダウ
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10月18日週 10月25日週 11月1日週 11月8日週
上値上 ¥109.40 ¥110.71 ¥110.81 ¥109.97
上値下 ¥108.32 ¥109.62 ¥109.72 ¥108.89
下値上 ¥106.71 ¥107.56 ¥108.26 ¥108.22
下値下 ¥105.64 ¥106.48 ¥107.17 ¥107.13
ドル円 ¥108.42 ¥108.64 ¥108.17
高値 ¥108.93 ¥108.77 ¥109.28
安値 ¥108.02 ¥108.23 ¥107.87

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

ドル円

10月18日週 10月25日週 11月1日週 11月8日週
上値上 € 1.1159 € 1.1283 € 1.1352 € 1.1330 
上値下 € 1.1049 € 1.1172 € 1.1240 € 1.1218 
下値上 € 1.0927 € 1.1047 € 1.1088 € 1.1074 
下値下 € 1.0817 € 1.0936 € 1.0977 € 1.0963 
ドルユーロ € 1.1125 € 1.1104 € 1.1156 
高値 € 1.1173 € 1.1180 € 1.1193 
安値 € 1.0991 € 1.1073 € 1.1074 

€ 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。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。特に、+60％超の上限ゾーンは『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が、10 月 18 日週+40.0％→10 月 25 日週+60.0％→

11 月 1 日週+52.9％と再び、3 週連続で上限ゾーンまで上昇すると同時に、10 月 25 日週+60％と

再び、+60％超の上限ゾーンまで上昇しています。これは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。現在、同指標は 9 月 13 日週+55.7％から 8 週連続でプラス圏を続けていますが、プラ

ス圏が終了すると調整局面入りを示すことになります。今年 1 月～4 月までの上昇相場のときも同指

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。 

10月18日週 10月25日週 11月1日週 11月8日週
上値上 ¥120.07 ¥122.94 ¥124.35 ¥123.28
上値下 ¥118.89 ¥121.73 ¥123.12 ¥122.06
下値上 ¥117.74 ¥119.59 ¥120.43 ¥120.35
下値下 ¥116.56 ¥118.39 ¥119.22 ¥119.14
ドルユーロ ¥121.09 ¥120.35 ¥120.77
高値 ¥121.13 ¥121.39 ¥121.36
安値 ¥119.34 ¥120.28 ¥120.22

¥112.00

¥114.00

¥116.00

¥118.00

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

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

10月25日
週

11月1日
週

銘柄比率 -45.7% -52.9% -35.7% -28.6% -22.9% 55.7% 64.3% 68.6% 25.7% 12.9% 40.0% 60.0% 52.9%
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 ¥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 ¥22,799.8 ¥22,850.7

¥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


