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■■■ 市場ウオッチ ■■■ 
いつもお世話になります。この度は皆様にご心配・ご迷惑をおかけしましたが、本日から今週の T2

を再開させていただきます。 

 

まだ入院先の病院からの配信となりますが、病状は改善し、点滴から経口薬に切り替えられてます。

今週の検査結果が良ければ退院できそうな状況となっております。 

 

生まれて初めての入院でしたが、これ程までに長引くとは私自身思いもよりませんでした。これも本

厄の年からきているのかもしれません。 

 

また、これまで自分の体力を過信したような仕事の仕方を続けてきましたので、その生活習慣をそ

ろそろ見直しなさいという天からのメッセージなのかもしれません。 

 

後に、入院中、多くの方々から暖かいお見舞いのご連絡をいただき、大変心強かったです。 

 

この場をかりまして改めてお礼を申し上げます。 

 

今後は体調に気を付けながら皆様に喜ばれる情報を提供できますよう努力してまいりますので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

 

塚澤 

＜先週のマーケットを振り返る＞ 

先週のマーケット予測はお休みをいただき、予測を配信しておりませんので 

「今週のマーケットを振り返る」の先週の予測記事（先週、「・・・」とコメントしました。の部分）に関し

ましては、今週は記載ございませんことをご了承ください。 

  今週の T2 経済レポート 
 

 
希代のアナリスト 塚澤健⼆ の 

2020 年 10 ⽉ 16 ⽇
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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 

12.9% -23.1% 3.3% -37.9% 

 

先週の日経平均は、高値 23667 円（10 月 13 日）・安値 23382 円（10 月 16 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、トランプ政権が提示した追加経済対策案を、民主党

のペロシ下院議長が拒否し、選挙前の合意が困難となったことや製薬会社が開発中の新型コロナ

ウイルスの一部ワクチンや治療薬の治験が一時中断されたとの報道を受けて売りが先行、下値目

標値目前まで下落し、週間ベースでは-209 円安と前の週と異なり、反落して終了しています（先週

予告していた上値メド 23784 円〜24254 円（+2％かい離）//下値メド 23276 円〜22810 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、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
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週

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
RU-RD 18.5% -20.0% -17.4% -9.6% 55.1% -5.6% 29.3% 0.0% 12.9% -23.1% 3.3% -37.9%
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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 28957 ドル（10 月 12 日）・安値 28181 ドル（10 月 15 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、週初、上値目標値目前まで反発しま

したが、米大統領選挙前の追加経済対策の合意は困難との見方が広がったことやクラリダ米連邦

準備理事会（FRB）副議長が「米国経済の回復には 1 年以上かかる」との悲観的な見方を示したこ

と、また欧米諸国における新型コロナウイルスの感染増加を受けて欧米経済の先行き不安が強まり

下値目標値を達成、週間ベースで＋20 ドル高と小幅高にとどまりましたが、3 週連続高で終了して

います（先週予告していた上値メド 28986 ドル〜29565 ドル（+2％かい離）//下値メド 28124 ドル〜

27561 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 105.87 円〜105.02 円（先週予告していた上値メド 106.16 円〜107.66 円

（+1％かい離）//下値メド 105.28 円〜104.22 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成する円

高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1826〜1.1686(先週予告していた上値メド 1.1847〜1.1965（+1％かい

離）//下値メド 1.1714〜1.1596（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成するドル高・ユーロ安。

また、ユーロ円は、125.12 円〜122.97 円（先週予告していた上値メド 125.04 円〜126.29 円（+1％

かい離）//下値メド 123.74 円〜122.50 円（-1％かい離））と推移し、上値・下値両目標値を達成する

乱高下の激しい週となりましたが、実質は円高・ユーロ安。前の週のユーロ＞ドル＞円から円＞ド

ル＞ユーロに変化しています。ドイツの 10 月 ZEW 景気期待指数が急激に悪化したことや欧州連

合（EU）と英国との通商協議が停滞し合意なき離脱への懸念が高まったこと、さらに欧州での新型

コロナウイルス感染拡大でドイツ、フランス、英国などが行動規制を強化したことも嫌気され、ユーロ

売りが優勢となったかたちです。 
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＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

僅かながら 4 週連続で増加。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+1308 億円の 2 兆 100 億円と、6 週連続

で増加。2 兆円台乗せは 6 月 8 日高値 231781 円からの急落調整が起きた 6 月 1 日週以来。再度、

買い戻しの勢いがいつから加速する局面に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 18 日週 9 月 25 日週 10 月 2 日週 10 月 9 日週 

¥23,360.30 ¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69 

0.4 0.44 0.45 0.45 

0.04 0.03 0.01 0.00 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
先週比 0.02 -0.01 0.04 -0.19 0.04 0.03 0.01 0
日経平均 ¥22,920.30 ¥22,882.65 ¥23,205.43 ¥23,406.49 ¥23,360.30 ¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69
裁定買い残 0.52 0.51 0.55 0.36 0.40 0.44 0.45 0.45
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裁定買い残と先週比
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9 月 18 日週 9 月 25 日週 10 月 2 日週 10 月 9 日週 

¥23,360.30 ¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69 

    1.87 2.01 

      0.14 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
先週比 -0.02 -0.04 0.08 0.05 0.14
日経平均 ¥22,920.30 ¥22,882.65 ¥23,205.43 ¥23,406.49 ¥23,360.30 ¥23,204.62 ¥23,029.90 ¥23,619.69
裁定売り残 1.65 1.61 1.69 1.74 1.87 2.01
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

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

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。 
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10 月 9 日週 10 月 16 日週 10 月 23 日週 10 月 30 日週 

¥23,619.69 ¥23,410.63     

3.30% -37.90% 48.30% -42.90% 
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日経平均 ¥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
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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 23918 円〜24396 円（+2％かい離） 

下値メド 23339 円〜22872 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

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）  

 

＜ドル円＞ 

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）  

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1866〜1.1984（+1％かい離） 

下値メド 1.1723〜1.1605（-1％かい離）  

 

＜ユーロ円＞ 

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）  
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10月2日週 10月9日週 10月16日週 10月23日週
日経平均 ¥23,029.90 ¥23,619.69 ¥23,410.63
高値 ¥23,622.74 ¥23,725.58 ¥23,667.90
安値 ¥22,951.41 ¥23,252.69 ¥23,382.67
上値上 ¥24,033 ¥24,033 ¥24,033 ¥24,396
上値下 ¥23,562 ¥23,562 ¥23,562 ¥23,918
下値上 ¥23,136 ¥23,136 ¥23,136 ¥23,339
下値下 ¥22,673 ¥22,673 ¥22,673 ¥22,872

¥20,000.00

¥21,000.00

¥22,000.00

¥23,000.00

¥24,000.00

¥25,000.00

日経平均

10月2日週 10月9日週 10月16日週 10月23日週
NYダウ $27,816.90 $28,425.51 $28,494.20
上値上 $28,019 $28,019 $28,019 $29,843
上値下 $27,470 $27,470 $27,470 $29,258
下値上 $26,677 $26,677 $26,677 $28,407
下値下 $26,143 $26,143 $26,143 $27,838
高値 $28,041.46 $28,676.29 $28,957.90
安値 $27,362.14 $27,728.03 $28,181.54

$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2日週 10月9日週 10月16日週 10月23日週
上値上 ¥106.53 ¥106.53 ¥106.53 ¥107.09
上値下 ¥105.48 ¥105.48 ¥105.48 ¥106.03
下値上 ¥104.20 ¥104.20 ¥104.20 ¥105.16
下値下 ¥103.15 ¥103.15 ¥103.15 ¥104.10
ドル円 ¥105.33 ¥105.59 ¥105.40
高値 ¥105.80 ¥106.10 ¥105.86
安値 ¥104.92 ¥105.27 ¥105.02

¥101.00

¥102.00

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

ドル円

10月2日週 10月9日週 10月16日週 10月23日週
上値上 € 1.1856 € 1.1856 € 1.1856 € 1.1984
上値下 € 1.1739 € 1.1739 € 1.1739 € 1.1866
下値上 € 1.1576 € 1.1576 € 1.1576 € 1.1723
下値下 € 1.1460 € 1.1460 € 1.1460 € 1.1605
ドルユーロ € 1.1744 € 1.1767 € 1.1706 
高値 € 1.1746 € 1.1833 € 1.1828 
安値 € 1.1632 € 1.1706 € 1.1689 

€ 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％と推移、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。 

10月2日週 10月9日週 10月16日週 10月23日週
上値上 ¥124.83 ¥124.83 ¥124.83 ¥126.68
上値下 ¥123.60 ¥123.60 ¥123.60 ¥125.43
下値上 ¥121.30 ¥121.30 ¥121.30 ¥123.56
下値下 ¥120.08 ¥120.08 ¥120.08 ¥122.32
ドルユーロ ¥123.37 ¥124.85 ¥123.51
高値 ¥124.16 ¥124.92 ¥124.62
安値 ¥122.51 ¥123.75 ¥123.21

¥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

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

銘柄比率 15.7% 0.0% -7.1% 31.4% 32.9% 35.7% 40.0% 38.6% 32.9% 34.3% 10.0% 44.3% 30.0%
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 ¥22,751.6 ¥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

¥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


