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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、「今週は本来は急反発が期待したいところですが、方向感のなき相場が継続しそうな週です。

今週（10/19～10/23）の相場を占う『RU-RD 指標』は 10 月 9 日週は+48.3％と一気に上限ゾーンの

プラス圏に急上昇していることから本来は急反発を期待したいところですが、プラス圏・マイナス圏

を隔週ごとに 5 週連続で繰り返していることから方向感のなき相場が継続しそうなかたちです。さら

に、来週（10/26～10/30）の相場を占う 10 月 16 日週は-42.9％と逆に、一気に下限ゾーンへのマイ

ナス圏に落ち込んでいることから本来は急落調整が懸念されますが、プラス圏・マイナス圏を隔週

ごとに繰り返す方向感なき相場が 6 週連続で継続しているとみた方が良さそうです。つまり、接戦が

予想されている米大統領選挙を示唆するような中途半端な相場が継続しているということを示唆し

ていることになります。実際、『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、9 月 4 日週+40.0％→9 月 11 日週+38.6％→9 月 18 日週

+32.9％→9月25日週+34.3％→10月2日週+10.0％→10月9日週+44.3％→10月16日週+30.0％

と、9 月 4 日週に今年 1 月 20 日週以来の上限ゾーンを達成後、10 月 9 日週に 2 度目の上限ゾー

ンを突破した後も再び足踏みしていることからも明らかかと思います。以前から『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、いずれ+40％超の上

限ゾーンを継続して突破する近未来が待っていますが、まだ天井圏形成前の足踏み状態から抜け

出していないことを示しています。 

  

今週は、経済指標では、国内は、19 日に 9 月貿易収支、21 日に 9 月訪日外客数、23 日に 9 月全

国消費者物価指数(CPI)、一方、海外は、19 日に中国 7-9 月期 GDP、中国 9 月小売売上高・鉱工

業生産、米 10 月 NAHB 住宅市場指数、 20 日に米 9 月住宅着工件数、21 日に米地区連銀経済

報告(ベージュブック)、22 日に米新規失業保険申請件数、23 日に米 10 月製造業購買担当者景気

指数(PMI)が予定されています。このほかのイベント・トピックスとしては、海外では、22 日に米大統
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領選候補者第 3 回テレビ討論会が予定されています。9 月 29 日の直接対決以来 2 回目ですが、

バイデン候補にリードされているトランプ大統領が、増税・大型投資を掲げる民主党の主張に反論

して高い評価を得ることができるかが注目されます。」とコメントしました。 

 

 

10 月 2 日週 10 月 9 日週 10 月 16 日週 10 月 23 日週 

¥23,029.90 ¥23,619.69 ¥23,410.63 ¥23,516.59 

-23.1% 3.3% -37.9% 48.3% 

 

先週の日経平均は、高値 23707 円（10 月 19 日）・安値 23436 円（10 月 22 日）と推移、2 週連続で

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、9 月米小売売上高など予想以上の改善を示した経済指標

を好感して 23700 円台にのせる場面もありましたが、新型コロナウイルス感染者数の増加と追加経

済対策の合意の遅れが懸念されて為替が 1 ドル=104 円台前半へと円高、東証マザーズ先物がサ

ーキットブレーカー発動で一時取引が中断される場面もあり下値目標値目前まで下落したものの

上値・下値両目標値を達成しない中途半端な週となり、週間ベースでは+106 円高と前の週と異なり、

反発して終了しています（先週予告していた上値メド 23918 円～24396 円（+2％かい離）//下値メド

23339 円～22872 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
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で、9 月 14 日に 23500 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、23000 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、短中長期と同方向となり、強含みの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 28711 ドル（10 月 19 日）・安値 28040 ドル（10 月 22 日）と推

移、2 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、欧州での新型コロナウイルスの感染拡大警

戒や追加経済対策についてトランプ政権とペロシ下院議長（民主党）との間に顕著な相違があるこ

とから追加経済対策の早期合意へ期待が後退、さらにムニューシン米財務長官が「ペロシ下院議

長による譲歩なく、著しい相違が残っている」との見方を伝えたことから下値目標値を達成、週間ベ

ースで-271 ドル安と 4 週間振りに反落して終了しています（先週予告していた上値メド 29258 ドル

～29843 ドル（+2％かい離）//下値メド 28407 ドル～27838 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 13 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、実現せずに時間切れ。29500 ドル大台替えで仕切り直し、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、10 月 5 日に 28000 ドル大台替え

で仕切り直しが入りました。29000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、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、9 月に 28000 ドル大台替えで仕

切り直しが入りました。29000ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、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、中長期の強含みは変わりありま

せんが、目先は乱高下しやすいかたちに変化しました。 

  

一方、為替は、ドル・円が 105.74 円～104.32 円（先週予告していた上値メド 106.03 円～107.09 円

（+1％かい離）//下値メド 105.16 円～104.10 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を 2 週連続で

達成する円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1880～1.1701(先週予告していた上値メド 1.1866～

1.1984（+1％かい離）//下値メド 1.1723～1.1605（-1％かい離））と推移し、上値・下値両目標値を

達成する乱高下の激しい動きでしたが実質 2 週連続でドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、

125.00 円～123.31 円（先週予告していた上値メド 125.43 円～126.68 円（+1％かい離）//下値メド

123.56 円～122.32 円（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成する実質 2 週連続の円高・ユー

ロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロが 2 週連続で継続したかたちです。ラガルド欧州中央銀行（ECB）

総裁が「ウイルスの再燃が経済の見通しの明らかなリスクになる」と発言したことやユーロ圏 10 月消

費者信頼感指数速報値の悪化を受けてユーロ買いが一服したかたちです。 
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＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

5 週間振りに減少。3 月 23 日週に今年 1 月以来となる 7000 億円台に回復した後、その反動減が

続いています。一方、「裁定売り残」は、前の週比-947億円の1兆9153億円と、7週間振りに減少。

一時、急落調整が起きた 6 月 1 日週以来の 2 兆円台まで増加しましたが、再度、買い戻しの勢い

が加速する局面にいつ入るのかを注目する段階です。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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9 月 25 日週 10 月 2 日週 10 月 9 日週 10 月 16 日週 

¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69 ¥23,410.63 
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9 月 25 日週 10 月 2 日週 10 月 9 日週 10 月 16 日週 

¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69 ¥23,410.63 
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日経平均 ¥22,882.65 ¥23,205.43 ¥23,406.49 ¥23,360.30 ¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69 ¥23,410.63
裁定売り残 1.61 1.69 1.74 1.87 2.01 1.91
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来は急落調整が懸念されますが、6 週連続で方向感のなき相場が継続しそうな週です。 

今週（10/26～10/30）の相場を占う『RU-RD 指標』は 10 月 16 日週は-42.9％と逆に、一気に下限

ゾーンへのマイナス圏に落ち込んでいることから本来は急落調整が懸念されますが、6 週連続でプ

ラス圏・マイナス圏を隔週ごとに繰り返しており、方向感なき相場が継続しそうな週となりそうです。

ただ、来週（11/2～11/6）の相場を占う 10 月 23 日週は-12.0％と、7 週間振りに 2 週連続でマイナ

ス圏に陥っていることから軟調相場継続の可能性を示唆しています。ちょうど、接戦が予想されて

いる米大統領選挙投開票の週にあたり、米大統領が決まらない不透明な選挙結果を暗示している

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』が、9 月 4 日週+40.0％→9 月 11 日週+38.6％→9 月 18 日週+32.9％

→9 月 25 日週+34.3％→10 月 2 日週+10.0％→10 月 9 日週+44.3％→10 月 16 日週+30.0％→10

月 23 日週+25.7％と、9 月 4 日週に今年 1 月 20 日週以来の上限ゾーンを達成後、10 月 9 日週に

2 度目の上限ゾーンを突破しましたが再び足踏みしています。以前から『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、いずれ+40％超の上限ゾ

ーンを継続して突破する近未来が待っていますが、まだ天井圏形成前の足踏み状態から抜け出し

ていないことを示しています。 

  

今週は、経済指標では、国内は、29 日に 10 月の消費動向調査、30 日に 9 月失業率・有効求人倍

率、9 月鉱工業生産、一方、海外は、27 日に米 9 月耐久財受注、米 8 月 FHFA 住宅価格指数、29

日に米 7-9 月期 GDP、30 日にユーロ圏 9 月失業率、ユーロ圏 7-9 月期 GDP、米 9 月個人所得・

個人支出、31 日に中国 10 月製造業 PMI、非製造業 PMI などの発表が予定されています。29 日発

表の 7-9 月期国内総生産（GDP）速報値は、前期比年率+32.0％と、4-6 月期の大幅な落ち込みを

帳消しにする急激な回復が見込まれています。このほかのイベント・トピックスとしては、国内は、26

日に臨時国会召集の予定(12 月 5 日まで)、28 日に日銀金融政策決定会合(29 日まで)、29 日に黒

田日銀総裁会会見、日銀展望レポート、一方、海外は、26 日に中国共産党が第 19 期中央委員会

第 5 回総会(5 中総会)を開催(29 日まで)、アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(28 日ま

で)、29 日に ECB 定例理事会、ラガルド ECB 総裁会見、31 日に EU(バルニエ首席交渉官)が主張

する英国離脱の協定交渉の期限が予定されています。 
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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 23781 円～24256 円（+2％かい離） 

下値メド 23400 円～22932 円（-2％かい離） 

  

＜NY ダウ＞ 

上値メド 28999 ドル～29578 ドル（+2％かい離） 

下値メド 28129 ドル～27566 ドル（-2％かい離） 

  

＜ドル円＞ 

上値メド 105.35 円～106.40 円（+1％かい離） 

下値メド 104.49 円～103.44 円（-1％かい離） 

  

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1852～1.1970（+1％かい離） 

下値メド 1.1718～1.1600（-1％かい離） 

  

＜ユーロ円＞ 

上値メド 125.08 円～126.33 円（+1％かい離） 

下値メド 123.10 円～121.86 円（-1％かい離） 
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10月9日週 10月16日週 10月23日週 10月30日週
日経平均 ¥23,619.69 ¥23,410.63 ¥23,516.59
高値 ¥23,725.58 ¥23,667.90 ¥23,707.16
安値 ¥23,252.69 ¥23,382.67 ¥23,436.17
上値上 ¥24,033 ¥24,033 ¥24,396 ¥24,256
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下値上 ¥23,136 ¥23,136 ¥23,339 ¥23,400
下値下 ¥22,673 ¥22,673 ¥22,872 ¥22,932

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

日経平均

10月9日週 10月16日週 10月23日週 10月30日週
NYダウ $28,425.51 $28,494.20 $28,363.66
上値上 $28,019 $28,019 $29,843 $29,578
上値下 $27,470 $27,470 $29,258 $28,999
下値上 $26,677 $26,677 $28,407 $28,129
下値下 $26,143 $26,143 $27,838 $27,566
高値 $28,676.29 $28,957.90 $28,711.93
安値 $27,728.03 $28,181.54 $28,040.18

$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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10月9日週 10月16日週 10月23日週 10月30日週
上値上 ¥106.53 ¥106.53 ¥107.09 ¥106.40
上値下 ¥105.48 ¥105.48 ¥106.03 ¥105.35
下値上 ¥104.20 ¥104.20 ¥105.16 ¥104.49
下値下 ¥103.15 ¥103.15 ¥104.10 ¥103.44
ドル円 ¥105.59 ¥105.40 ¥104.69
高値 ¥106.10 ¥105.86 ¥105.74
安値 ¥105.27 ¥105.02 ¥104.32

¥101.00

¥102.00

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

ドル円

10月9日週 10月16日週 10月23日週 10月30日週
上値上 € 1.1856 € 1.1856 € 1.1984 € 1.1970
上値下 € 1.1739 € 1.1739 € 1.1866 € 1.1852
下値上 € 1.1576 € 1.1576 € 1.1723 € 1.1718
下値下 € 1.1460 € 1.1460 € 1.1605 € 1.1600
ドルユーロ € 1.1767 € 1.1706 € 1.1814 
高値 € 1.1833 € 1.1828 € 1.1882 
安値 € 1.1706 € 1.1689 € 1.1703 

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

€ 1.2100

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、9 月 4 日週+40.0％→9 月 11 日週

+38.6％→9 月 18 日週+32.9％→9 月 25 日週+34.3％→10 月 2 日週+10.0％→10 月 9 日週+44.3％

→10 月 16 日週+30.0％→10 月 23 日週+25.7％と、9 月 4 日週に今年 1 月 20 日週以来の上限ゾ

ーンを達成後、10 月 9 日週に 2 度目の上限ゾーンを突破しましたが再び足踏みしています。以前

から『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、いずれ+40％超の上限ゾーンを継続して突破する近未来が待っていますが、まだ天井圏形成

前の足踏み状態から抜け出していないことを示しています。 

10月9日週 10月16日週 10月23日週 10月30日週
上値上 ¥124.83 ¥124.83 ¥126.68 ¥126.33
上値下 ¥123.60 ¥123.60 ¥125.43 ¥125.08
下値上 ¥121.30 ¥121.30 ¥123.56 ¥123.10
下値下 ¥120.08 ¥120.08 ¥122.32 ¥121.86
ドルユーロ ¥124.85 ¥123.51 ¥124.15
高値 ¥124.92 ¥124.62 ¥124.90
安値 ¥123.75 ¥123.21 ¥123.35

¥116.00

¥118.00

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

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。 

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

9月4日週 9月11日
週

9月18日
週

9月25日
週

10月2日
週

10月9日
週

10月16日
週

10月23日
週

銘柄比率 0.0% -7.1% 31.4% 32.9% 35.7% 40.0% 38.6% 32.9% 34.3% 10.0% 44.3% 30.0% 25.7%
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 ¥21,710.0 ¥22,329.9 ¥23,289.3 ¥22,920.3 ¥22,882.6 ¥23,205.4 ¥23,406.4 ¥23,360.3 ¥23,204.6 ¥23,029.9 ¥23,619.6 ¥23,410.6 ¥23,516.5

¥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


