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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ますが、急落調整が起きなかったことから急反発の可能

性も低くなりそうです。今週（8/24～8/28）の相場を占う『RU-RD 指標』は 8 月 14 日週は+55.1％と

一気に上限ゾーンまでプラス転換していることから本来なら急反発が期待されますが、先週まで 3

週連続マイナス圏に陥っていたにも関わらず急落調整が起きなかったことから急反発の可能性も

低くなったかたちです。また来週（8/31～9/4）の相場を占う 8 月 21 日週は-5.6％と再びマイナス圏

に陥ったことから本来なら急落調整となる可能性がありますが、今週、急反発が起きなければその

可能性も低くなると思われます。いずれにしても今回の 3 週連続マイナス圏を織り込む調整を投機

筋の外国人の買い支えにより起こさなかったことで、手掛かり難から先週の東証 1 部出来高は 10

億株台を割り込んでいます。仮に、今、来週にタイミングをずらした急落が起きれば、それは良い買

いチャンスの時期と捉えることが重要かと思われます。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、6 月 5 日週+17.1％→6 月

12 日週+28.6％→6 月 19 日週+14.3％→6 月 26 日週+14.3％→7 月 3 日週+8.6％→7 月 10 日週

+5.7％→7 月 17 日週+15.7％→7 月 24 日週+15.7％→7 月 31 日週+0.0％と実質 9 週連続でプラ

ス圏後、8 月 7 日週-7.1％と 10 週振りにマイナス圏に陥りましたが、8 月 14 日週+31.4％→8 月 21

日週+32.9％と 3 月の急落調整後の 高水準まで 2 週連続で上昇しています。『この調整が終了す

るといずれ米国市場を追うかたちで天井圏を示唆する+40％の上限ゾーンを目指す再上昇が予測

されます。いつそれが始まるのかを注目する段階に移っています。』と指摘してきましたが、調整終

了のサインかと思われます。 

  

今週は、経済指標では、国内は、26 日に 7 月企業向けサービス価格指数、27 日に 6 月全産業活

動指数がそれぞれ発表される。一方、海外では、24 日に米 7 月シカゴ連銀全米活動指数、25 日に

米 6 月 FHFA 住宅価格指数、米 8 月 CB 消費者信頼感指数、27 日に米 4-6 月期 GDP 改定値、

米 7 月中古住宅販売仮契約、28 日に米 7 月個人所得・個人支出がそれぞれ発表される予定です。
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27 日発表の米 4-6 月期国内総生産（GDP）改定値は、空前の落ち込みを記録した速報値の前期

比年率-32.9％から上方修正されるかどうかが注目されます。このほかのイベント・トピックスとしては、

海外で、24日に米共和党全国大会(27日まで)、27日にパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長発

言、経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」をオンライン開催（28 日まで）が開催されます。24 日

～27 日で開催予定の米共和党全国大会ではトランプ大統領が正式に共和党の大統領候補に指

名され、大統領はすでに所得 10 万ドル以下の国民対象での税免除やキャピタルゲイン減税など

の方針を発表してますが演説内容が注目されます。また 8 月 27-28 日に米カンザスシティ地区連

銀主催の年次経済シンポジウムが開催される予定ですが、今年のテーマは「今後 10 年の進路：金

融政策にとっての意義」。今年はウイルス感染拡大の影響でオンライン開催となりますが、主要国

の金融当局者の発言内容が注目されます。」とコメントしました。 
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先週の日経平均は、高値 23431 円（8 月 25 日）・安値 22594 円（8 月 28 日）と推移、2 週連続で前

半高・後半安の弱いかたち。先週は、週初、新型コロナウイルスの治療法やワクチン開発に期待が

高まり NY ダウ上昇を好感してコロナショック前の 2 月 21 日終値 23386 円を一時上回りましたが、

28 日の 14 時過ぎに安倍首相の辞任意向が伝わったことで一時 614 円安と急落し下値目標値を達

成、週間ベースでは-38 円安と小幅ですが続落で終了しています（先週予告していた上値メド

23784 円～24259 円（+2％かい離）//下値メド 22996 円～22536 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、22 日(土曜日のため 24 日月曜日)までに 23500

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。23500 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。中期の大台替えでは、8 月 13

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、22000 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、8 月に 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、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、中長期の強含みは変わりませんが、目先、方向感がなくなり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 28733 ドル（8 月 28 日）・安値 28041 ドル（8 月 24 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、新型コロナウイルスのワクチン早期実用化

への期待や米国における有効な治療方法の承認、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長

がカンザスシティ連銀主催の国際経済シンポジウムでの講演で金融政策の新たな指針（戦略）で

一時的に 2％を超えるインフレが容認され上値目標値を達成、週間ベースでは+723 ドル高と大幅

上昇で終了しています（先週予告していた上値メド 28602 ドル～29174 ドル（+2％かい離）//下値メ

ド 27781 ドル～27225 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、8 月 11

日に 28000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、27 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 16 日間、従って、9 月 12 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スタートとなります。中期の方向を示す月ベース

では、8 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達成

せず時間切れ。29000 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。長期の方向を示す月ベースでは、8 月に 27000 ドル大台替えで仕切り直しが入り、8 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 0 ヶ月、従って、8 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とな

ります。これで短期↑、中期→、長期↑、となり、短中長期強含みから、中期が方向感なく波乱含み

に変化しつつあります。 
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一方、為替は、ドル・円が 106.94 円～105.18 円（先週予告していた上値メド 106.75 円～107.81 円

（+1％かい離）//下値メド 105.56 円～104.50 円（-1％かい離））と推移、上値・下値両目標値を達成

しましたが、実質 2 週連続で円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1919～1.1761(先週予告していた上値

メド 1.1945～1.2064（+1％かい離）//下値メド 1.1756～1.1638（-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、実質 2 週連続でドル安・ユーロ高。また、ユーロ円

は、126.75 円～124.65 円（先週予告していた上値メド 126.81 円～127.36 円（+1％かい離）//下値

メド 124.76 円～123.51 円（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し、2 週連続で円高・ユーロ

安。前の週の円＞ユーロ＞ドルが継続したかたちです。安倍首相の辞任報道を受けてリスク回避

的な円買いが要因ですが、経済支援策や金融緩和策の枠組みが大幅に変更される状況ではない

とみられリスク回避的な円買いがさらに強まる可能性は低いとみられます。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

3 週連続の増加。前の週の 1000 億円以上の増加はコロナショックで株価が 3 月 23 日週以来で大

きな変化の兆し。一時、今年 1 月以来の 7000 億円台に回復し、その反動減が続いていましたが終

了の動きかと思われます。一方、「裁定売り残」は、前の週比-184 億円の 1 兆 6517 億円と、2 週連

続で減少。隔週毎に増減を 5 週連続で続けてきましたがこちらも変化の兆し。ただ、本格的な買い

戻しはまだ始まっていません。一時の買い戻しの勢いが鈍り日経平均は調整中ですが、再度、買

い戻しが加速する局面にいつ入るのかを注目する段階と思われます。過去の「裁定買い残」の推

移を振り返ると、18 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、18 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 18 年 10 月 2 日の日経平均の年初

来高値更新を演出。その後、18 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 億円と 18 年 2 月 5 日週以来の急減で、やはり 18

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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7 月 31 日週 8 月 7 日週 8 月 14 日週 8 月 21 日週 

¥21,710.00 ¥22,329.94 ¥23,289.36 ¥22,920.30 
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単位：兆円 
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日経平均 ¥22,306.48 ¥22,290.81 ¥22,696.42 ¥22,751.61 ¥21,710.00 ¥22,329.94 ¥23,289.36 ¥22,920.30
裁定買い残 0.38 0.31 0.36 0.36 0.36 0.37 0.50 0.52

-0.5

-0.3

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

¥21,000.00

¥21,500.00

¥22,000.00

¥22,500.00

¥23,000.00

¥23,500.00

¥24,000.00

裁定買い残と先週比



 6 

 

7 月 31 日週 8 月 7 日週 8 月 14 日週 8 月 21 日週 
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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となる可能性がありますが、先週末、安倍首相の辞任報道を受けて一時、

600 円安となったことで軟調相場となる可能性が高そうです。今週（8/31～9/4）の相場を占う

『RU-RD 指標』は 8 月 21 日週は-5.6％と再びマイナス圏に陥ったことから本来なら急落調整となる

可能性がありますが、先週末、安倍首相の辞任報道を受けて一時、600 円安となったことで軟調相

場となる可能性が高そうです。逆に、来週（9/7～9/11）の相場を占う 8 月 28 日週は+29.3％と再び

プラス圏に急上昇したことから急反発する可能性があり、仮に、今週、急落するような局面があれば

良い買いチャンスの時期と捉えることが重要かと思われます。隔週毎にプラスとマイナスを 4 週連続

で続けていますが、これが終了すると再上昇がスタートする可能性があります。11 日のメジャーSQ

が注目されます。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、6 月 5 日週+17.1％→6 月 12 日週+28.6％→6 月 19 日週+14.3％

→6 月 26 日週+14.3％→7 月 3 日週+8.6％→7 月 10 日週+5.7％→7 月 17 日週+15.7％→7 月 24

日週+15.7％→7 月 31 日週+0.0％と実質 9 週連続でプラス圏後、8 月 7 日週-7.1％と 10 週振りに

マイナス圏に陥りましたが、8 月 14 日週+31.4％→8 月 21 日週+32.9％→8 月 28 日週+35.7％と 3

月の急落調整後の 高水準まで 3 週連続で上昇しています。『この調整が終了するといずれ米国

市場を追うかたちで天井圏を示唆する+40％の上限ゾーンを目指す再上昇が予測されます。いつ

それが始まるのかを注目する段階に移っています。』と指摘してきましたが、調整終了のサインかと

思われます。 

  

今週は、経済指標では、国内は、31 日に 7 月商業動態統計、7 月鉱工業生産、8 月の消費動向調

査、9 月 1 日に 7 月失業率・有効求人倍率、4-6 月期法人企業統計、8 月自動車販売台数、2 日に

8 月マネタリーベース、一方、海外では、9 月 1 日に 8 月 ISM 製造業指数、2 日に 8 月 ADP 雇用

統計、7 月製造業受注、7 月耐久財受注、8 月 ISM 非製造業指数、4－6 月期非農業部門労働生

産性、3 日新規失業保険申請件数、7 月貿易収支、4 日に 8 月雇用統計の発表が予定されていま

す。9 月 1 日発表予定の米 8 月 ISM 製造業景況指数は 54.4 と、7 月の 54.2 を上回る見通し。また、

9 月 4 日発表予定の 8 月雇用統計は、失業率 9.9％（前回 10.2％）、非農業部門雇用者数は前月

比+151.8万人（同+176.3万人）、平均時給は前年比+4.5％（同+4.8％）と予想されています。このほ

かのイベント・トピックスとしては、海外で、FRBは2日に地区連銀経済報告（ベージュブック）を公表

する予定ですが、この結果が次回 FOMC での金融政策決定における基礎資料となるため注目で

す。 
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¥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 23391 円～23858 円（+2％かい離） 

下値メド 22767 円～22311 円（-2％かい離） 

  

＜NY ダウ＞ 

上値メド 28654 ドル～29227 ドル（+2％かい離） 

下値メド 28075 ドル～27513 ドル（-2％かい離） 

  

＜ドル円＞ 

上値メド 106.46 円～107.52 円（+1％かい離） 

下値メド 105.09 円～104.03 円（-1％かい離） 

  

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1969～1.2088（+1％かい離） 

下値メド 1.1784～1.1666（-1％かい離） 

  

＜ユーロ円＞ 

上値メド 126.78 円～128.04 円（+1％かい離） 

下値メド 124.54 円～123.29 円（-1％かい離） 
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8月14日週 8月21日週 8月28日週 9月4日週
日経平均 ¥23,289.36 ¥22,920.30 ¥22,882.65
高値 ¥23,338.79 ¥23,248.75 ¥23,431.04
安値 ¥22,497.07 ¥22,851.83 ¥22,594.79
上値上 ¥22,838 ¥23,854 ¥24,259 ¥23,858
上値下 ¥22,391 ¥23,387 ¥23,784 ¥23,391
下値上 ¥21,661 ¥22,459 ¥22,996 ¥22,767
下値下 ¥21,227 ¥22,009 ¥22,536 ¥22,311

¥18,000.00

¥19,000.00

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

日経平均

8月14日週 8月21日週 8月28日週 9月4日週
NYダウ $27,896.72 $27,739.73 $28,492.27
上値上 $27,662 $29,168 $29,174 $29,227
上値下 $27,120 $28,597 $28,602 $28,654
下値上 $26,480 $27,774 $27,781 $28,075
下値下 $25,950 $27,218 $27,225 $27,513
高値 $28,154.88 $27,999.81 $28,733.35
安値 $27,488.21 $27,526.25 $28,041.75

$22,000.00

$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
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8月14日週 8月21日週 8月28日週 9月4日週
上値上 ¥106.71 ¥108.67 ¥107.81 ¥107.52
上値下 ¥105.66 ¥107.60 ¥106.75 ¥106.46
下値上 ¥104.21 ¥105.97 ¥105.56 ¥105.09
下値下 ¥103.16 ¥104.91 ¥104.50 ¥104.03
ドル円 ¥106.59 ¥105.78 ¥105.34
高値 ¥107.04 ¥106.65 ¥106.94
安値 ¥105.69 ¥105.09 ¥105.18

¥100.00

¥101.00

¥102.00

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

ドル円

8月14日週 8月21日週 8月28日週 9月4日週
上値上 € 1.2184 € 1.2046 € 1.2064 € 1.2088
上値下 € 1.2064 € 1.1927 € 1.1945 € 1.1969
下値上 € 1.1822 € 1.1680 € 1.1756 € 1.1784
下値下 € 1.1703 € 1.1563 € 1.1638 € 1.1666
ドルユーロ € 1.1816 € 1.1871 € 1.1819 
高値 € 1.1866 € 1.1966 € 1.1921 
安値 € 1.1711 € 1.1755 € 1.1763 

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

€ 1.2100

€ 1.2200

€ 1.2300

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。同指標は、6 月 5 日週+17.1％→6 月 12 日週

+28.6％→6 月 19 日週+14.3％→6 月 26 日週+14.3％→7 月 3 日週+8.6％→7 月 10 日週+5.7％→

7 月 17 日週+15.7％→7 月 24 日週+15.7％→7 月 31 日週+0.0％と実質 9 週連続でプラス圏後、8

月 7 日週-7.1％と 10 週振りにマイナス圏に陥りましたが、8 月 14 日週+31.4％→8 月 21 日週

+32.9％→7 月 31 日週+0.0％と実質 9 週連続でプラス圏後、8 月 7 日週-7.1％と 10 週振りにマイ

ナス圏に陥りましたが、8 月 14 日週+31.4％→8 月 21 日週+32.9％→8 月 28 日週+35.7％と 3 月の

急落調整後の 高水準まで 3 週連続で上昇しています。『この調整が終了するといずれ米国市場

を追うかたちで天井圏を示唆する+40％の上限ゾーンを目指す再上昇が予測されます。いつそれ

が始まるのかを注目する段階に移っています。』と指摘してきましたが、調整終了のサインかと思わ

れます。 

8月14日週 8月21日週 8月28日週 9月4日週
上値上 ¥127.64 ¥128.12 ¥127.36 ¥128.04
上値下 ¥126.38 ¥126.86 ¥126.81 ¥126.78
下値上 ¥124.14 ¥124.88 ¥124.76 ¥124.54
下値下 ¥122.89 ¥123.63 ¥123.51 ¥123.29
ドルユーロ ¥126.21 ¥124.77 ¥125.39
高値 ¥126.85 ¥126.81 ¥126.79
安値 ¥124.32 ¥124.32 ¥124.40

¥120.00

¥121.00

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

¥126.00

¥127.00

¥128.00

¥129.00

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。 

6月5日週 6月12日
週

6月19日
週

6月26日
週

7月3日週 7月10日
週

7月17日
週

7月24日
週

7月31日
週

8月7日週 8月14日
週

8月21日
週

8月28日
週

銘柄比率 17.1% 28.6% 14.3% 14.3% 8.6% 5.7% 15.7% 15.7% 0.0% -7.1% 31.4% 32.9% 35.7%
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 ¥22,863.7 ¥22,305.4 ¥22,478.7 ¥22,512.0 ¥22,306.4 ¥22,290.8 ¥22,696.4 ¥22,751.6 ¥21,710.0 ¥22,329.9 ¥23,289.3 ¥22,920.3 ¥22,882.6

¥15,200.00

¥17,200.00

¥19,200.00

¥21,200.00

¥23,200.00

¥25,200.00

¥27,200.00

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

日経平均とT2レーティング比率


