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■■■ 市場ウオッチ ■■■ 
 

皆様、今年初の「今週のＴ2」となりますが、改めまして今年一年よろしく 

お願いします。 

 

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、今週は記載が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 

2021 年 1 ⽉ 8 ⽇号 
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12 月 18 日週 12 月 25 日週 1 月 1 日週 1 月 8 日週 

¥26,763.39 ¥26,656.61 ¥27,444.17 ¥28,139.03 

7.5% -40.0% 28.0% -3.4% 

 

先週の日経平均は、高値 28139 円（1 月 8 日）・安値 27002 円（1 月 6 日）と推移、2 週連続で前半

安・後半高の強いかたち。先週は、追加経済対策法案にトランプ米大統領が署名したことで大納

会 30 日の日経平均終値は 27444 円と節目の 27000 円台をを突破して「掉尾の一振」実現する年

末相場となる一方、1 月 4 日大発会からは年末年始の間に新型コロナウイルスの 1 日あたりの新規

感染者数が大幅に過去 多を更新するなど緊急事態宣言の再発令を警戒した売りが先行したも

のの、米民主党が大統領および上下議会の過半数を占める「ブルーウェーブ」の実現がほぼ確実

になったことで政治不透明感が後退、さらに今年初のミニＳＱに向けての先物による株価操作も加

わり上値目標値を上回り、週間ベースで+697 円高と年末年始のここ 2 週間で+1483 円の急騰で終

了しています（先週予告していた上値メド 27289 円～27834 円（+2％かい離）//下値メド 26873 円～

26335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30

日までに 28000 円大台でカウントダウン継続を狙う時間帯でしたが実現せずに時間切れでしたが、

1 月 8 日 28000 円大台替えで仕切り直しが入りました。28500 円大台替えでカウントダウンの上昇局
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日経平均 ¥23,516.59¥22,977.13¥24,325.23¥25,385.87¥25,527.37¥26,644.71¥26,751.24¥26,652.52¥26,763.39¥26,656.61¥27,444.17¥28,139.03
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RU-RD指標と日経平均（週末終値）
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面、逆に、27000 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、12 月 29 日に 27000

円大台替えで仕切り直しが入り、1 月 8 日に 28000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに

10 日間、従って、1 月 18 日までに 29000 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、27000 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、時間切れでしたが、1 月に 28000 円大台替えで仕切り直しが入りました。29000 円

大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、27000 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、短中長期全てが強含みとなり、上昇しやすいかたちになりました。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 31193 ドル（1 月 7 日）・安値 29881 ドル（1 月 4 日）と推移、

実質 4 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、米国の政治不安から下値目標値の水準

から新年相場は始まりましたが、米大統領選でバイデン氏の勝利が 1 月 7 日までに認定されたこと

で政治不安が後退。民主党による上下両院支配も実現されることから大規模経済対策への期待が

高まり上値目標値を達成、週間ベースでは+491 ドル高と年末年始高を含め 4 週連続高、4 週間で

1051 ドル高の大幅高で終了しています（先週予告していた上値メド 30690 ドル～31303 ドル（+2％

かい離）//下値メド 30162 ドル～29558 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台

替えで、1 月 5 日逆に、30500 ドル大台替えで仕切り直しが入り、6 日に 31000 ドル大台替えでカウ

ントダウンの上昇局面入りに 1 日間、従って、7 日までに 31500 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時間切れ。32000 ドル大台替えで仕切り直し、逆に、30000 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、時間切れとなっていまし

たが、1 月 6 日に 31000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。32000 ドル大台替えでカウントダ

ウンの上昇局面、逆に、30000 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、時間切れとなっていましたが、1 月に 31000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。32000

ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、30000 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、中長期は依然強含みですが、短期が時間切れとなり、目先、

乱高下で波乱が起きやすいかたちに変化しました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 104.08 円～102.58 円（先週予告していた上値メド 103.93 円～104.96 円

（+1％かい離）//下値メド 102.97 円～101.94 円（-1％かい離））と推移、上値・下値両目標値を達成

する乱高下の週となりましたが、実質 2 週連続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.2349～1.2190(先

週予告していた上値メド 1.2316～1.2439（+1％かい離）//下値メド 1.2170～1.2048（-1％かい離））

と推移し、上値目標値を達成して 2 週連続のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、127.49 円～

126.01 円（先週予告していた上値メド 127.08 円～128.35 円（+1％かい離）//下値メド 126.00 円～

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

ーロ＞ドル＞円が年末年始の 2 週連続で継続したかたちです。英国と欧州連合（EU）の自由貿易

協定（FTA）の暫定発効を受けてユーロ買い・米ドル売りが優勢となりましたが、年明け後は米大統
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領選でバイデン氏の勝利が 1 月 7 日までに認定されたことで政治不安は後退、民主党による上下

両院支配も実現されることから大規模経済対策への期待で米長期金利が上昇、ユーロ売り・ドル買

いが優勢となり始めています。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

2 週連続で増加。昨年 3 月 23 日週に 1 月以来となる 7000 億円台に回復後、長期間の反動減が

いまだ続いている状況は変わりありませんが、4 週間振りに 4000 億円台を回復しています。一方、

「裁定売り残」は、前の週比-26 億円の 1 兆 3429 億円と、4 週連続減少。11 月 30 日週に 1 週だけ

増加したもののここ実質 8 週間で 7697 億円減少と買い戻しが起きており、日経平均が 30 年振りに

27500 円大台を回復した牽引役の一つとなっています。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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12 月 11 日週 12 月 18 日週 12月25日週 1 月 1 日週 

¥26,652.52 ¥26,763.39 ¥26,656.61 ¥27,444.17 

0.4 0.34 0.36 0.42 

-0.08 -0.06 0.02 0.06 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月13日週 11月20日週 11月27日週 12月4日週 12月11日週 12月18日週 12月25日週 1月1日週
先週比 0.11 -0.02 0.06 -0.08 -0.08 -0.06 0.02 0.06
日経平均 ¥25,385.87 ¥25,527.37 ¥26,644.71 ¥26,751.24 ¥26,652.52 ¥26,763.39 ¥26,656.61 ¥27,444.17
裁定買い残 0.52 0.50 0.56 0.48 0.40 0.34 0.36 0.42
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裁定買い残と先週比
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12 月 11 日週 12 月 18 日週 12 月 25 日週 1 月 1 日週 

¥26,652.52 ¥26,763.39 ¥26,656.61 ¥27,444.17 

1.41 1.39 1.36 1.34 

-0.27 -0.02 -0.03 -0.02 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月13日週 11月20日週 11月27日週 12月4日週 12月11日週 12月18日週 12月25日週 1月1日週
先週比 -0.28 -0.12 -0.02 0.07 -0.27 -0.02 -0.03 -0.02
日経平均 ¥25,385.87 ¥25,527.37 ¥26,644.71 ¥26,751.24 ¥26,652.52 ¥26,763.39 ¥26,656.61 ¥27,444.17
裁定売り残 1.75 1.63 1.61 1.68 1.41 1.39 1.36 1.34
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来は急反発が期待される週ですが、逆に、本来急落調整の前の週に急騰したことでその

可能性は低くなったかたちです。今週（1/11～1/15）の相場を占う『RU-RD 指標』の 12 月 31 日週

は+4.8％と逆に、プラス圏に浮上していることから本来なら急反発が期待されます。ただ、前の週は

本来なら急落調整が懸念されましたが、逆に、今年初めてのミニＳＱを意識した先物を利用した株

価操作で急騰となったことで急反発の可能性は低くなったと思われます。来週（1/18～1/22）の相

場を占う 1 月 8 日週は+13.7％と 2 週連続のプラス圏となったことで堅調相場が期待されます。12

月に入り、プラス圏とマイナス圏が毎週、交互に繰り返す状況が 5 週間継続してましたが、2 週連続

プラス圏と久々に方向感が出たかたちです。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』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％→10 月 30 日週+5.7％→11 月 6 日週+7.1％→11

月 6 日週+7.1％→11 月 13 日週+30.0％→11 月 20 日週+25.7％→11 月 27 日週+35.7％→12 月 4

日週+34.3％→12 月 11 日週+15.7％→12 月 18 日週+21.4％→12 月 25 日+20.0％→12 月 31 日

週+20.0％→1 月 8 日週+35.7％と 22 週連続プラス圏ですが、9 月 4 日週、10 月 9 日週の 2 度、

一瞬、上限ゾーンを突破したものの上限ゾーンが継続するような状態とはならず足踏みが続いてい

ます。以前から、『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。』と指

摘してきましたが、今回はどのようなかたちで目先、天井圏形成となるのかが注目されます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、12 日に 12 月景気ウォッチャー調査、13 日に 12 月マネーストック、

12 月工作機械受注、14 日に 11 月機械受注、一方、海外では、13 日に米 12 月財政収支、米 12

月消費者物価指数、14 日に米新規失業保険申請件数、15 日に米 12 月小売売上高、米 12 月生

産者物価指数、米 1 月ニューヨーク連銀景気指数、米 12 月鉱工業生産、米 1 月ミシガン大学消費

者信頼感指数などが予定されています。13 日発表の 12 月消費者物価コア指数（CPI）は前年比

+1.6％でインフレ率は前月と同水準となる見込み。また、15 日発表の 12 月小売売上高は前月比

-0.3％と減少が予想されており、大都市での制限措置強化により個人消費の回復度合いは限定的

となりそうです。 
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1 月 1 日週 1 月 8 日週 1 月 15 日週 1 月 22 日週 

¥27,444.17 ¥28,139.03     

28.00% -3.40% 4.80% 13.70% 
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日経平均 ¥22,977.1 ¥24,325.2 ¥25,385.8 ¥25,527.3 ¥26,644.7 ¥26,751.2 ¥26,652.5 ¥26,763.3 ¥26,656.6 ¥27,444.1 ¥28,139.0
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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 28207 円～28771 円（+2％かい離） 

下値メド 27441 円～26892 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 30980 ドル～31599 ドル（+2％かい離） 

下値メド 30515 ドル～29904 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 103.66 円～104.69 円（+1％かい離） 

下値メド 102.86 円～101.83 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.2360～1.2483（+1％かい離） 

下値メド 1.2229～1.2106（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 127.43 円～128.70 円（+1％かい離） 

下値メド 126.43 円～125.16 円（-1％かい離） 
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12月25日週 1月1日週 1月8日週 1月15日週
日経平均 ¥26,656.61 ¥27,444.17 ¥28,139.03
高値 ¥26,905.67 ¥27,602.52 ¥28,139.03
安値 ¥26,361.66 ¥26,664.60 ¥27,002.18
上値上 ¥27,525 ¥27,446 ¥27,446 ¥28,771
上値下 ¥26,986 ¥26,908 ¥26,908 ¥28,207
下値上 ¥26,459 ¥26,488 ¥26,488 ¥27,441
下値下 ¥25,929 ¥25,958 ¥25,958 ¥26,892
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¥24,000.00

¥25,000.00

¥26,000.00

¥27,000.00

¥28,000.00

¥29,000.00

日経平均

12月25日週 1月1日週 1月8日週 1月15日週
NYダウ $30,199.87 $30,606.48 $31,041.13
上値上 $31,139 $30,896 $30,896 $31,599
上値下 $30,529 $30,291 $30,291 $30,980
下値上 $29,896 $29,795 $29,795 $30,515
下値下 $29,298 $29,199 $29,199 $29,904
高値 $30,304.14 $30,637.47 $31,193.40
安値 $29,755.53 $30,274.24 $29,881.82
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NYダウ



 11 

 

 

12月25日週 1月1日週 1月8日週 1月15日週
上値上 ¥104.99 ¥104.75 ¥104.75 ¥104.69
上値下 ¥103.96 ¥103.72 ¥103.72 ¥103.66
下値上 ¥103.04 ¥102.70 ¥102.70 ¥102.86
下値下 ¥102.00 ¥101.67 ¥101.67 ¥101.83
ドル円 ¥103.48 ¥103.20 ¥103.93
高値 ¥103.88 ¥103.89 ¥104.08
安値 ¥103.23 ¥102.95 ¥102.57

¥100.00

¥101.00

¥102.00

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

ドル円

12月25日週 1月1日週 1月8日週 1月15日週
上値上 € 1.2438 € 1.2424 € 1.2424 € 1.2483
上値下 € 1.2315 € 1.2301 € 1.2301 € 1.2360
下値上 € 1.2131 € 1.2163 € 1.2163 € 1.2229
下値下 € 1.2009 € 1.2041 € 1.2041 € 1.2106
ドルユーロ € 1.2184 € 1.2127 € 1.2269 
高値 € 1.2299 € 1.2310 € 1.2351 
安値 € 1.2130 € 1.1992 € 1.2134 

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

€ 1.2100

€ 1.2200

€ 1.2300

€ 1.2400

€ 1.2500

€ 1.2600

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％→10 月 30 日週+5.7％→11 月 6 日週+7.1％→11

月 13 日週+30.0％→11 月 20 日週+25.7％→11 月 27 日週+35.7％→12 月 4 日週+34.3％→12 月

11 日週+15.7％→12 月 18 日週+21.4％→12 月 25 日週+20.0％→12 月 31 日週+20.0％→1 月 8

日週+35.7％と 22 週連続プラス圏ですが、9 月 4 日週、10 月 9 日週の 2 度、一瞬、上限ゾーンを

突破したものの上限ゾーンが継続するような状態とはならず足踏みが続いています。以前から、『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。』と指摘してきましたが、今

回はどのようなかたちで目先、天井圏形成となるのかが注目されます。 

12月25日週 1月1日週 1月8日週 1月15日週
上値上 ¥128.88 ¥128.12 ¥128.12 ¥128.70
上値下 ¥127.61 ¥126.86 ¥126.86 ¥127.43
下値上 ¥125.88 ¥125.70 ¥125.70 ¥126.43
下値下 ¥124.62 ¥124.44 ¥124.44 ¥125.16
ドルユーロ ¥126.29 ¥125.25 ¥126.98
高値 ¥127.01 ¥127.13 ¥128.14
安値 ¥125.28 ¥125.25 ¥125.77

¥122.00

¥123.00

¥124.00

¥125.00

¥126.00

¥127.00

¥128.00

¥129.00

¥130.00

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。 

10月16日
週

10月23日
週

10月30日
週

11月6日
週

11月13日
週

11月20日
週

11月27日
週

12月4日
週

12月11日
週

12月18日
週

12月25日
週

1月1日週 1月8日週

銘柄比率 30.0% 25.7% 5.7% 7.1% 30.0% 25.7% 35.7% 34.3% 15.7% 21.4% 20.0% 20.0% 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 ¥23,410.6 ¥23,516.5 ¥22,977.1 ¥24,325.2 ¥25,385.8 ¥25,527.3 ¥26,644.7 ¥26,751.2 ¥26,652.5 ¥26,763.3 ¥26,656.6 ¥27,444.1 ¥28,139.0

¥17,200.00

¥19,200.00

¥21,200.00

¥23,200.00

¥25,200.00

¥27,200.00

¥29,200.00

-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


