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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、「今週は堅調な相場が期待できる週となりそうです。今週（12/16～12/20）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 12 月 6 日週が+10.3％と 4 週間振りにプラス圏に浮上したことで、本来なら急反

発が期待できる週となりますが、急反発の可能性が低そうです。先週、『本来起こるべき急落調整

が相場操縦により起きなかった場合は逆に、急反発の可能性も小さくなることになります。』と指摘し

ましたが、米中通商協議の第 1 段階の合意と英総選挙での与党・保守党が大勝から逆に急反発と

なり、1 週間前倒しで起きたと考えるべきと思われるためです。来週（12/23～12/27）の相場を占う

12 月 13 日週が+0％と実質 2 週連続プラス圏（2017 年 3 月 13 日週以来となる 0％ですが、0％の

場合は前の週を実質継続）となっていることから堅調相場が 2 週連続で期待できそうですが、2019

年 11 月 11 日週～25 日週が 3 週連続マイナス圏に陥ったことは今後の相場をみる上で重く考えて

おく必要があります。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るためです。12 月 13 日にメジャーSQ を控えていたこともあり急落調整を防

ぐ相場操縦が行われていたことは明らかで、その反動がいずれ表面化する可能性があります。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 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％→12 月 6 日週 50.0％→12 月 13 日週 47.1％と再び、3 週連続で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
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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、それがいつ始まってもおかしくない状況が整いつつあると

いうことです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、18 日に 11 月訪日外客数、20 日に 11 月消費者物価指数、海外

は、16 日に中国 11 月都市部固定資産投資、米 12 月 NY連銀製造業景気指数、米 12 月 NAHB

住宅市場指数、17 日に米 11 月住宅着工件数、19 日に米 7-9 月期経常収支、米 12 月フィラデル

フィア連銀製造業景況感指数、20 日に米 7-9 月期GDP確報値が予定されています。20 日発表の

米 7-9 月期国内総生産（GDP）確報値は、前期比年率+2.1％程度の数字が予想されています。こ

のほかのイベント・トピックスとしては、国内は、18 日に日銀金融政策決定会合（19 日まで）、19 日

に黒田日銀総裁会見、海外は、19 日に英中銀が政策金利発表を予定されています。」とコメントし

ました。 

 

11 月 29 日週 12 月 6 日週 12 月 13 日週 12 月 20 日週 

¥23,293.91 ¥23,354.40 ¥24,023.10 ¥23,816.63 
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先週の日経平均は、高値 24091 円（12 月 17 日）・安値 23746 円（12 月 20 日）と推移、前の週と異

なり、前半高・後半安の弱いかたち。先週は、13 日に米中両国が貿易交渉で第１段階の合意に達

したことが発表され上値目標値を達成しましたが、米下院本会議が弾劾訴追決議案を可決したと

伝わり、週間ベースで+207 円高と 4 週連続で反発ながら上げ幅を縮小して終了しています（先週

予告していた上値メド 23753 円～24228 円（+2％かい離）//下値メド 23220 円～22755 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 月 13 日に 24000 円大

台替えで仕切り直しが入りました。24500 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、23500 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、12 月 13 日に 24000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 1ヵ月と 14 日間、

従って、1 月 27 日までに 25000 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、

23000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

ましたが時間切れ。25000 円大台替えで仕切り直し、逆に、22000 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・中期的に再度、上昇しやすいかたちに変化しま

した。12 月 13 日に 24000 円大台替えで仕切り直しが入りました。24500 円大台替えでカウントダウ

ンの上昇局面、逆に、23500 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、12 月 13 日に 24000 円大台替えでカウントダウンの上

昇局面入りに 1 ヵ月と 14 日間、従って、1 月 27 日までに 25000 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、23000 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が時間切れ。25000 円大台替えで仕切り直し、逆に、

22000 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・中期的

に再度、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 28608 ドル（12 月 20 日）・安値 28191 ドル（12 月 16 日）と推

移、2 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、中国経済指標の改善に加え、米国の 7-9

月期国内総生産（GDP）確報値は市場予想と一致し、11 月コアPCE価格指数、11 月個人所得、11

月個人支出などが市場予想を上回ったことから上値目標値を達成、週間ベースでは+320 ドル高と

2 週連続で反発して終了しています（先週予告していた上値メド 28148ドル～28710ドル（+2％かい

離）//下値メド 27621 ドル～27068 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替え

で、短期の大台替えで、12 月 6 日に 28000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、12 月 20 日に 28500

ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 14 日間、従って、1 月 3 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、28000 ドル大台割れで下落局面となり
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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が時間切れ。30000ドル大

台替えで仕切り直し、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、目先はまだ強含みですが、中期に方向感がなくなり乱高下の兆候が出始

め、分岐点が近づいていることには注目です。 

 

一方、為替は、ドル・円が 109.67 円～109.16 円（先週予告していた上値メド 109.61 円～110.70 円

（+1％かい離）//下値メド 108.43 円～107.34 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し、前の

週と異なり、円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1175～1.1064(先週予告していた上値メド 1.1192～

1.1303（+1％かい離）//下値メド 1.1108～1.0996（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し、5

週間振りにドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、122.46 円～121.15 円（先週予告していた上値メド

121.99 円～123.20 円（+1％かい離）//下値メド 120.89 円～119.68 円（-1％かい離））と推移し、上

値目標値を達成し 5 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞円＞ドルからドル＞ユーロ＞円

に変化しました。ジョンソン英首相が欧州連合（EU）離脱後の移行期間で 2020 年以降の延長をし

ないと伝えたことから、合意なきEU離脱への新たな懸念が浮上したことでドルに対し、5週間振りに

ユーロ売りが表面化したかたちです。 

 

 

＜裁定買い残＞ 

前の週と異なり、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まだ変化はありません。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 22 日週 11 月 29 日週 12 月 6 日週 12 月 13 日週 

¥23,112.88 ¥23,293.91 ¥23,354.40 ¥24,023.10 
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単位：兆円 
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先週比 0.06 -0.02 -0.01 0.04 0.04 0.09 -0.07 0.07
日経平均 ¥22,799.81 ¥22,850.77 ¥23,391.87 ¥23,303.32 ¥23,112.88 ¥23,293.91 ¥23,354.40 ¥24,023.10
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は堅調な相場が期待できる週となりそうです。今週（12/23～12/27）の相場を占う『RU-RD 指

標』は 12 月 13 日週が+0％と実質 2 週連続プラス圏（2017 年 3 月 13 日週以来となる 0％ですが、

0％の場合は前の週を実質継続）となっていることから堅調相場が 2 週連続で期待できそうです。ま

た来週（12/30 大納会～1 月 3 日）の相場を占う 12 月 20 日週が+14.0％と実質 3 週連続プラス圏と

なっていることから年末までの堅調相場が期待できそうです。ただ、何度も指摘してきたように、

2019 年 11 月 11 日週～25 日週が 3 週連続マイナス圏に陥ったことは今後の相場をみる上で重く

考えておく必要があります。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るためです。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％→12 月 6 日週 50.0％→12 月 13 日週

47.1％→12 月 20 日週 57.1％と再び、4 週連続で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。』と指摘してきまし

たが、年内の急落はほぼ無くなったということで、年明けのいつそれが始まるのかが注目されます。

現在のところ『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』ということ

を頭に置いて、2020 年 1 月は 2018 年 1 月のような 1 月となることを想定しておいた方が良いかと

思います。 

 

今週は、経済指標では、国内は、24 日に日銀金融政策決定会合議事要旨（10 月開催分）、27 日

に 11 月失業率・有効求人倍率、12 月都区部消費者物価指数、11 月商業動態統計、11 月鉱工業

生産、海外は、23 日に米・11 月耐久財受注、米・11 月新築住宅販売件数、26 日に米国 MBA 住

宅ローン申請指数、米国週間新規失業保険申請件数が予定されています。23 日発表の 11 月新

築住宅販売戸数は 73.0万戸と、10 月実績の 73.3万戸をやや下回る見通しですが、販売件数自

体は高水準を維持しており景気拡大は継続しています。このほかのイベント・トピックスとしては、国

内は、26 日に黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演、27 日に 12 月 18・19 日開催の日銀金融

政策決定会合の「主な意見」、海外は、25 日はクリスマスで米・英など休場、26 日はボクシング・デ

ーで英国・香港休場が予定されています。 
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12 月 13 日週 12 月 20 日週 12 月 27 日週 1 月 3 日週 

¥24,023.10 ¥23,816.63     
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日経平均 ¥21,798.8 ¥22,492.6 ¥22,799.8 ¥22,850.7 ¥23,391.8 ¥23,303.3 ¥23,112.8 ¥23,293.9 ¥23,354.4 ¥24,023.1 ¥23,816.6
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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）
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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 24435 円～24923 円（+2％かい離） 

下値メド 23801 円～23324 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞  

上値メド 28896 ドル～29473 ドル（+2％かい離） 

下値メド 28244 ドル～27679 ドル（-2％かい離）  

 

＜ドル円＞  

上値メド 110.06 円～111.16 円（+1％かい離） 

下値メド 108.76 円～107.67 円（-1％かい離）  

 

＜ドルユーロ＞  

上値メド 1.1219～1.1331（+1％かい離） 

下値メド 1.1086～1.0975（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞  

上値メド 123.16 円～124.39 円（+1％かい離） 

下値メド 121.26 円～120.04 円（-1％かい離） 
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12月6日週 12月13日週 12月20日週 12月27日週
日経平均 ¥23,354.40 ¥24,023.10 ¥23,816.63
高値 ¥23,562.05 ¥24,050.04 ¥24,091.12
安値 ¥23,044.78 ¥23,333.63 ¥23,746.63
上値上 ¥24,090 ¥24,228 ¥24,327 ¥24,923
上値下 ¥23,618 ¥23,753 ¥23,850 ¥24,435
下値上 ¥23,024 ¥23,220 ¥23,408 ¥23,801
下値下 ¥22,563 ¥22,755 ¥22,939 ¥23,324

¥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

12月6日週 12月13日週 12月20日週 12月27日週

NYダウ $27,677.79 $28,132.05 $28,376.96

上値 上 $28,902 $28,526 $28,710 $29,473

上値 下 $28,336 $27,967 $28,148 $28,896

下値 上 $27,880 $27,631 $27,621 $28,244

下値 下 $27,322 $27,078 $27,068 $27,679

高値 $28,109.84 $28,290.73 $28,608.64

安値 $27,325.13 $27,801.80 $28,191.67

$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 

 

 

 

12月6日週 12月13日週 12月20日週 12月27日週
上値上 ¥110.64 ¥110.86 ¥110.70 ¥111.16
上値下 ¥109.55 ¥109.77 ¥109.61 ¥110.06
下値上 ¥108.61 ¥108.83 ¥108.43 ¥108.76
下値下 ¥107.52 ¥107.74 ¥107.34 ¥107.67
ドル円 ¥108.59 ¥109.36 ¥109.44
高値 ¥109.72 ¥109.70 ¥109.67
安値 ¥108.41 ¥108.41 ¥109.17

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

ドル円

12月6日週 12月13日週 12月20日週 12月27日週
上値上 € 1.1170 € 1.1178 € 1.1303 € 1.1331 
上値下 € 1.1060 € 1.1068 € 1.1192 € 1.1219 
下値上 € 1.0984 € 1.1000 € 1.1108 € 1.1086 
下値下 € 1.0874 € 1.0890 € 1.0996 € 1.0975 
ドルユーロ € 1.1105 € 1.1186 € 1.1124 
高値 € 1.1116 € 1.1200 € 1.1176 
安値 € 1.1003 € 1.1055 € 1.1067 

€ 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。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を

突破した後、11 月 22 日週 38.6％を挟んで、11 月 29 日週 41.4％→12 月 6 日週 50.0％→12 月

13 日週 47.1％→12 月 20 日週 57.1％と再び、4 週連続で上限ゾーンを突破しています。また同時

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、急落調整を覚悟しておかなければなりません。現在、同指

標は 9 月 13 日週+55.7％以降、15 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局面のときも同指標は、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。 

12月6日週 12月13日週 12月20日週 12月27日週
上値上 ¥122.12 ¥122.27 ¥123.20 ¥124.39
上値下 ¥120.92 ¥121.06 ¥121.99 ¥123.16
下値上 ¥119.70 ¥119.98 ¥120.89 ¥121.26
下値下 ¥118.50 ¥118.78 ¥119.68 ¥120.04
ドルユーロ ¥120.07 ¥121.60 ¥121.24
高値 ¥120.99 ¥122.47 ¥122.33
安値 ¥119.86 ¥119.95 ¥121.08

¥115.00

¥116.00

¥117.00

¥118.00

¥119.00

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

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

12月6日
週

12月13日
週

12月20日
週

銘柄比率 68.6% 25.7% 12.9% 40.0% 60.0% 52.9% 65.7% 61.4% 38.6% 41.4% 50.0% 47.1% 57.1%
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 ¥21,878.9 ¥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 ¥23,354.4 ¥24,023.1 ¥23,816.6

¥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


