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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に警戒する週となりそうです。今週（11/25～11/29）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 11 月 15 日週が-4.7％と再びマイナス圏に陥っていることから本来なら急落調整

を示唆しています。また来週（12/2～12/6）の相場を占う 11 月 22 日週が-47.2％と 2 週連続マイナ

ス圏、かつ下限ゾーンへ一気に落ち込んでいるため、仮に今週急落調整が起きなくても、来週、急

落調整が起こる可能性が高まっています。それは 2 週連続マイナス圏に陥り、5 週間振りに方向感

が出たからです。先週、『3 週連続でプラス圏・マイナス圏を毎週繰り返していることで、「このように

同指標が 1 週毎にマイナス圏、プラス圏を繰り返すときは方向感が無くなっているため、急落調整

も急反発も起こりにくいことが多いようです。」』と指摘し、今週はまではまだ 4 週連続プラス圏・マイ

ナス圏を毎週繰り返しているかたちですがようやく方向感がでました。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 10 月 18 日週

+40.0％→10 月 25 日 60％→11 月 1 日 52.9％→11 月 8 日 65.7％→11 月 15 日 61.4％と 5 週連

続で上限ゾーンを突破していましたが、11 月 22 日週は 38.6％と 6 週間振りに上限ゾーンを割り込

んでいます。以前から、『特に、60％超の高水準の上限ゾーンを再び 2 週連続で突破しており、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、9 月 30 日週、10 月 7 日週の 2 週間は『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、もう一段の上昇相場が継続して

も楽観視しないことです。』と指摘してきましたが、それがいよいよ今・来週から始まる可能性があり

注目されます。 
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今週は、経済指標では、国内は、28 日に 10 月商業動態統計、29 日はに 10 月失業率・有効求人

倍率、10 月鉱工業生産、一方海外は、27 日は米 7-9 月期 GDP改定値、米 10 月耐久財受注など

が予定されています。27 日発表の米 7-9 月期国内総生産（GDP）改定値は、速報値（前期比年率

+1.9％）程度と予想されており、市場予想と一致した場合、米追加利下げ観測は後退が予想されま

す。このほかのイベント・トピックスとしては、28 日はパリ・ユーロフィナンシャルフォーラムで黒田日

銀総裁講演（12 時 30分から 14 時頃）、25 日はパウエル FRB 議長講演、26 日は中国アリババ集

団が香港市場に上場が注目されます。尚、28 日は感謝祭で米国市場休場です。」とコメントしまし

た。 

 

 

11 月 8 日週 11 月 15 日週 11 月 22 日週 11 月 29 日週 

¥23,391.87 ¥23,303.32 ¥23,112.88 ¥23,293.91 

22.4% -11.9% 18.00% -4.7% 
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RU-RD 29.6% 28.0% 78.6% -7.4% 27.8% -64.6% -17.1% 35.4% 22.4% -11.9% 18.0% -4.7%

-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 

先週の日経平均は、高値 23608 円（11 月 26 日）・安値 23255 円（11 月 25 日）と推移、3 週間振り

に前半安・後半高の強いかたち。先週は、米中首脳の貿易協議を巡る前向きな発言や知的財産

権を巡る問題で中国が譲歩すると報じられ第一弾合意への期待から上値目標値を達成しましたが、

トランプ米大統領が「香港人権・民主主義法」に署名したことで、週間ベースで+181 円高に縮小し

たものの 3 週間振りに反発して終了しています（先週予告していた上値メド 23298 円～23763 円

（+2％かい離）//下値メド 22811 円～22354 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 18 日までに 24000 円大台替えでカウントダウン継続を狙う時間

帯に入りましたが時間切れ。24000 円大台替えで仕切り直し、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、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、長期的に上昇基調ですが目先、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 28174 ドル（11 月 27 日）・安値 27917 ドル（11 月 25 日）と推

移、前の週と異なり、前半安・後半高の強いかたち。先週は、中国の習国家主席が「相互尊重と平

等の原則に基づき米国と第 1段階の通商合意をまとめたい」との見方を示したことで米中通商協議

における第 1段階の合意期待や 11 月 27 日発表の 7－9 月期国内総生産（GDP）改定値と 10 月

耐久財受注がいずれも市場予想を上回る一方、トランプ米大統領が 27 日、「香港人権・民主主義

法案」に署名し、香港の民主化を求める抗議活動を支持する法案が成立したことから米中通商協

議の進展に重大な影響が及ぶとの懸念から上値目標値目前で失速しましたが、週間ベースで

+176 ドル高と再び反発して終了しています（先週予告していた上値メド 28186 ドル～28749 ドル

（+2％かい離）//下値メド 27752ドル～27196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 26 日までに 28500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

が時間切れ。29000 ドル大台替えで仕切り直し、逆に、27500 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、11

月 15 日に 28000 ドル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、12 月 19 日ま

でに 29000 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、27000 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、11 月に 28000 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、従って、12

月までに 29000 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、27000 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、中・長期的に上昇しやす

いかたちは変わりませんが、目先は乱高下しやすいかたちになりました。1 
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一方、為替は、ドル・円が 109.66 円～108.60 円（先週予告していた上値メド 109.04 円～110.13 円

（+1％かい離）//下値メド 108.04 円～106.95 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し、3 週

間振りに円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1032～1.0979(先週予告していた上値メド1.1076～1.1186

（+1％かい離）//下値メド 1.0978～1.0868（-1％かい離））と推移し、上値・下値両目標値を達成し

ない中途半端な週でしたが 2 週連続のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、120.75 円～119.64 円

（先週予告していた上値メド 120.41 円～121.61 円（+1％かい離）//下値メド 119.12 円～117.92 円

（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し 2 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞円＞

ドルからユーロ＞ドル＞円に変化しています。2 週連続でユーロ独歩安からの修正の動きが継続し

たかたちです。米中通商協議の行方をめぐり両国首脳の前向きな発言、さらにドイツの 11 月消費

者物価指数速報値が市場予想を上回ったことも好感されたことが修正の理由です。 

 

＜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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11 月 1 日週 11 月 8 日週 11 月 15 日週 11月22日週 

¥22,850.77 ¥23,391.87 ¥23,303.32 ¥23,112.88 

0.55 0.54 0.58 0.62 

-0.02 -0.01 0.04 0.04 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11月8日週 11月15日週 11月22日週
先週比 -0.07 -0.03 0.04 0.06 -0.02 -0.01 0.04 0.04
日経平均 ¥21,410.20 ¥21,798.87 ¥22,492.68 ¥22,799.81 ¥22,850.77 ¥23,391.87 ¥23,303.32 ¥23,112.88
裁定買い残 0.5 0.47 0.51 0.57 0.55 0.54 0.58 0.62
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裁定買い残と先週比
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急落調整に警戒する週となりそうです。今週（12/2～12/6）の相場を占う『RU-RD

指標』は 11 月 22 日週が-47.2％と 2 週連続マイナス圏、かつ下限ゾーンへ一気に落ち込んでいる

ため急落調整が起こる可能性が高まっています。また来週（12/9～12/13）の相場を占う 11 月 29

日週が-2.6％と 3 週連続マイナス圏に陥り軟調な相場が継続しそうです。急落調整は本来、先週

起きる可能性がありましたが相場操縦により起きなかっただけであり、今・来週はそれはいつ起きて

もおかしくない想定しておくことが必要がります。今回のように 3 週連続以上マイナス圏が継続した

のは、4 月 22 日週～5 月 13 日週の 4 週連続マイナス圏以来で、当時、日経平均は 4 月 26 日週

22362 円→6 月 7 日週 20289 円まで 2000 円幅の下落が起きています。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 10 月 18 日

週+40.0％→10 月 25 日 60％→11 月 1 日 52.9％→11 月 8 日 65.7％→11 月 15 日 61.4％と 5 週

連続で上限ゾーンを突破した後、11 月 22 日週 38.6％を挟んで 11 月 29 日週 41.4％と再び、上限

ゾーンを突破しています。以前から、『特に、60％超の高水準の上限ゾーンを再び 2 週連続で突破

しており、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、9 月 30 日週、10 月 7 日週の 2 週間は『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、もう一段の上昇相場

が継続しても楽観視しないことです。』と指摘してきましたが、それがいよいよ今・来週から始まる可

能性があり注目されます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、2 日に 7-9 月期法人企業統計、3 日に 11 月マネタリーベース、6

日に 10 月毎月勤労統計調査、10 月家計調査、海外は、2 日に米 11 月 ISM 製造業景況指数、4

日に米 11 月 ADP雇用統計、5 日に米 10 月貿易収支、ユーロ圏 7-9 月期 GDP確定値、6 日に米

11 月雇用統計、8 日に中国 11 月貿易統計が予定されています。12 月 2 日発表の米 11 月 ISM製

造業景況指数は 49.5 と、10 月の 48.3 から改善が見込まれ、引き続き節目の 50 を下回ると予想さ

れています。また 12 月 6 日発表の 11 月雇用統計は、失業率 3.6％、非農業部門雇用者数は前月

比+19.0万人、平均時給は前年比+3.1％と見込まれています。このほかのイベント・トピックスとして

は、2 日に米サイバーマンデー、ラガルド ECB 総裁が欧州議会で証言があり注目されます。 
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11 月 22 日週 11 月 29 日週 12 月 6 日週 12 月 13 日週 

¥23,112.88 ¥23,293.91     
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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 23618 円～24090 円（+2％かい離） 

下値メド 23024 円～22563 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 28336 ドル～28902 ドル（+2％かい離） 

下値メド 27880 ドル～27322 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 109.55 円～110.64 円（+1％かい離） 

下値メド 108.61 円～107.52 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1060～1.1170（+1％かい離） 

下値メド 1.0984～1.0874（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 120.92 円～122.12 円（+1％かい離） 

下値メド 119.70 円～118.50 円（-1％かい離） 
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11月15日週 11月22日週 11月29日週 12月6日週
日経平均 ¥23,303.32 ¥23,112.88 ¥23,293.91
高値 ¥23,545.70 ¥23,420.62 ¥23,608.06
安値 ¥23,062.16 ¥22,726.71 ¥23,255.39
上値上 ¥24,099 ¥24,229 ¥23,763 ¥24,090
上値下 ¥23,627 ¥23,754 ¥23,298 ¥23,618
下値上 ¥23,284 ¥23,346 ¥22,811 ¥23,024
下値下 ¥22,818 ¥22,879 ¥22,354 ¥22,563

¥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

日経平均

11月15日週 11月22日週 11月29日週 12月6日週

NYダウ $27,781.96 $27,766.29 $28,051.41

上値 上 $28,473 $28,760 $28,749 $28,902

上値 下 $27,915 $28,197 $28,186 $28,336

下値 上 $27,539 $27,787 $27,752 $27,880

下値 下 $26,988 $27,231 $27,196 $27,322

高値 $28,004.89 $28,090.21 $28,174.97

安値 $27,517.67 $27,675.28 $27,917.77

$23,000.00

$24,000.00

$25,000.00

$26,000.00

$27,000.00

$28,000.00

$29,000.00

$30,000.00

NYダウ



 10 

 

 

 

11月15日週 11月22日週 11月29日週 12月6日週
上値上 ¥110.62 ¥110.66 ¥110.13 ¥110.64
上値下 ¥109.53 ¥109.57 ¥109.04 ¥109.55
下値上 ¥108.55 ¥108.39 ¥108.04 ¥108.61
下値下 ¥107.46 ¥107.30 ¥106.95 ¥107.52
ドル円 ¥108.73 ¥108.64 ¥109.51
高値 ¥109.29 ¥109.06 ¥109.66
安値 ¥108.23 ¥108.27 ¥108.62

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

ドル円

11月15日週 11月22日週 11月29日週 12月6日週
上値上 € 1.1240 € 1.1166 € 1.1186 € 1.1170 
上値下 € 1.1129 € 1.1056 € 1.1076 € 1.1060 
下値上 € 1.1023 € 1.0943 € 1.0978 € 1.0984 
下値下 € 1.0912 € 1.0833 € 1.0868 € 1.0874 
ドルユーロ € 1.1022 € 1.1066 € 1.1013 
高値 € 1.1059 € 1.1098 € 1.1033 
安値 € 1.0989 € 1.1015 € 1.0981 

€ 1.0600 

€ 1.0700 

€ 1.0800 

€ 1.0900 

€ 1.1000 

€ 1.1100 

€ 1.1200 

€ 1.1300 

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。10 月 18 日週+40.0％→10 月 25 日週+60.0％

→11 月 1 日週+52.9％→11 月 8 日週+65.7％→11 月 15 日週+61.4％と 5 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％、11 月 8 日週+65.7％、11 月 15 日週+61.4％と 3 度も

+60％超の上限ゾーンまで上昇しています。過去、『+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』であり、やはり一度は、急落調整を覚悟しなければなりません。

現在、同指標は 9 月 13 日週+55.7％から 12 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。 

11月15日週 11月22日週 11月29日週 12月6日週
上値上 ¥122.48 ¥121.64 ¥121.61 ¥122.12
上値下 ¥121.27 ¥120.44 ¥120.41 ¥120.92
下値上 ¥120.09 ¥119.24 ¥119.12 ¥119.70
下値下 ¥118.88 ¥118.04 ¥117.92 ¥118.50
ドルユーロ ¥120.15 ¥119.74 ¥120.63
高値 ¥120.41 ¥120.54 ¥120.77
安値 ¥119.09 ¥119.65 ¥119.81

¥115.00

¥116.00

¥117.00

¥118.00

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

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。 

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

11月8日
週

11月15日
週

11月22日
週

11月29日
週

銘柄比率 -22.9% 55.7% 64.3% 68.6% 25.7% 12.9% 40.0% 60.0% 52.9% 65.7% 61.4% 38.6% 41.4%
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 ¥21,199.5 ¥21,988.2 ¥22,079.0 ¥21,878.9 ¥21,410.2 ¥21,798.8 ¥22,492.6 ¥22,799.8 ¥22,850.7 ¥23,391.8 ¥23,303.3 ¥23,112.8 ¥23,293.9

¥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


