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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、「今週は本来であれば急反発が予想されますが、調整すべき過去 2 週間に逆に、上昇した

ことでその可能性は小さくなったと予想されます。今週（8/16～8/20）の相場を占う『RU-RD 指標』

の 8 月 6 日週が+38.8％と 3 週間振りにプラス圏に浮上したことで本来であれば急反発が予想され

ます。ただ、前の週まで 2 週連続マイナス圏と、6 月 14 日週～7 月 5 日週の 4 週連続マイナス圏以

来、再び方向感が出たにも関わらず逆に、2 週連続反発となったことで急反発の可能性は小さくな

ったと予想されます。8 月 13 日のミニ SQ に絡んで投機筋の外国人が売り仕掛けではなく、今回は

逆に、買い支えを行って株価操縦をした可能性があります。来週（8/23～8/27）の相場を占う 8 月

13 日週が-5.9％と前の週と異なり、マイナス圏に陥ったことで本来は急落調整となりますが、むしろ

ここ 3 週間、プラス圏、マイナス圏を毎週繰り返し、再び、方向感がなくなったかたちです。今年はこ

のような方向感のない局面が多々表れるのも特徴ですが、それだけ無駄な買い支えが頻繁に行わ

れている証拠ともいえます。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』が 21 年 6 月 4 日週+4.9％→6 月 11 日週+5.7％→6 月 18

日週+7.1％→6 月 25 日週-7.1％→7 月 2 日週-4.3％→7 月 9 日週-11.4％→7 月 16 日週-2.9％

→7 月 23 日週-17.1％→7 月 30 日週-28.6％→8 月 6 日週+2.9％→8 月 13 日週+4.3％と、2 月

15 日週 68.6％をピークに 7 月 30 日週-28.6％まで下落した後、2 週連続でプラス圏に浮上してい

ます。これで同指標の下落は終了したのかどうかを見極めなければなりませんが、『あくまで「-40％

以下の下限ゾーン」まで下落する過程の小休止』であり、先々週も指摘したように『無駄な買い支え

をまだするかもしれませんが、注目は同指標が「-40％以下の下限ゾーン」にいつ陥るのかの一点

に移っています。』との見方に変更はありません。 

 

今週は、経済指標では、国内は、16 日に 4-6 月期 GDP 速報値、18 日に 6 月機械受注、7 月貿易

収支、19 日に 7 月首都圏マンション発売、20 日に 7 月全国消費者物価指数、一方海外で、16 日

に中国 7 月鉱工業生産、中国 7 月小売売上高、米 8 月ニューヨーク連銀景気指数、17 日に米 7
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月小売売上高、米 7 月鉱工業生産、18 日に米 7 月住宅着工件数、19 日に新規失業保険申請件

数、米 8 月フィラデルフィア連銀景気指数、などが予定されています。17 日発表の 7 月小売売上高

は前月比-0.2％と、6 月の+0.6％から失速する見通しで、個人消費の弱さが意識されるかもしれま

せん。このほかのイベント・トピックスとしては、18 日に FRB は 7 月 FOMC の議事録を公表する予定。

FRB はこの会合で、市場の予想通り、FF 金利誘導目標を 0.00-0.25％に据え置き、米国債の保有

を少なくとも月 800 億ドル、住宅ローン担保証券（MBS）を少なくとも月 400 億ドルそれぞれ増やす

量的金融緩和策を維持しました。声明では、一過性要因でインフレが上昇していると繰り返し、経

済や雇用活動は目標達成に向けて一段と前進したと判断を引き上げましたが、仮に議事録で引き

締め姿勢がより顕著になればジャクソンホール会合に向け市場は神経質な動きとなるため注目さ

れます。」とコメントしました。 

 

 

7 月 30 日週 8 月 6 日週 8 月 13 日週 8 月 20 日週 

¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15 ¥27,013.25 

41.7% -22.6% -17.4% 38.8% 

 

 

6月4日週 6月11日週 6月18日週 6月25日週 7月2日週 7月9日週 7月16日週 7月23日週 7月30日週 8月6日週 8月13日週 8月20日週
日経平均 ¥28,941.52¥28,948.73¥28,964.08¥29,066.18¥28,783.28¥27,940.42¥28,003.08¥27,548.00¥27,283.59¥27,820.04¥27,977.15¥27,013.25
RU-RD -4.8% 22.0% -14.3% 21.4% -7.7% -24.2% -6.7% -14.8% 41.7% -22.6% -17.4% 38.8%
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先週の日経平均は、高値 27833 円（8 月 16 日）・安値 26954 円（8 月 20 日）と推移、3 週間振りに

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、日本国内では緊急事態宣言の延長・対象地域の追加、米

国で公表された 7 月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で年内にも量的緩和縮小

（テーパリング）を開始する可能性が示唆された他、アフガニスタンを巡る地政学リスクの台頭も重

なり下値目標値を下回り、週間ベースで-964円安と3週間振りの下落は大幅安となり、心理的節目

の27000円大台を一時割り込んで年初来安値で終了しています（先週予告していた上値メド28359

円～28926 円（+2％かい離）//下値メド 27770 円～27214 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、8 月 16 日に 27500 円大台割れで下落スタート、20 日に

27000 円大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 4 日間、従って、24 日までに 26500 円大台割

れでカウントダウン継続を狙う時間帯に入りました。逆に、27500 円大台替えで仕切り直しが入りま

す。中期の大台替えでは、7 月 9 日に 28000 円大台割れで下落スタート、8 月 20 日に 27000 円大

台割れでカウントダウンの下落局面入りに 1 ヶ月と 11 日間、従って、10 月 1 日までに 26000 円大

台割れ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 円大台替えで仕切り直しが入

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、7 月に 28000 円大台割れで下落

スタート、8 月に 27000 円大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 1 ヶ月、従って、9 月までに

26000円大台割れ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円大台替えで仕切

り直しが入ります。これで短期↓、中期↓、長期↓となり、短中長期の方向が一致するなかカウント

ダウンが始まり、下落が 終段階に入った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 35631 ドル（8 月 16 日）・安値 34690 ドル（8 月 19 日）と推移、

3 週間振りに前半高・後半安の弱いかたち。先週は、週初、上値目標値からスタートしましたが、新

型コロナウイルス変異株の感染拡大や中東の地政学的リスク増大するなか、米連邦公開市場委員

会（FOMC）の 7 月会合議事要旨で「ほとんどの参加者は年内に債券購入の段階的な縮小を開始

することが適切と主張」との記述が注目され、量的緩和策の早期縮小の可能性から下値目標値を

達成、一時、前の週の終値から約 800 ドル安の急落となりましたが、米ダラス地区連銀のカプラン

総裁が「新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大が需要を減速させた場合、緩和縮小に関する見

解を修正する可能性がある」との見方を伝えたことで 3 週間振りに下落しましたが週間ベースで

-395 ドル安まで縮小して終了しています（先週予告していた上値メド 35516 ドル～36226 ドル（+2％

かい離）//下値メド 35095 ドル～34391 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台

替えで、7 月 26 日までに 35500 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。36000ドル大台替えで仕切り直し、逆に、34500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、7 月 23 日に 35000 ドル大台替えで仕切り直しが入りまし

た。36000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、34000 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、7 月に 35000 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。

36000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、34000 ドル大台割れで下落スタートとなり
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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、短期の方向感が

無くなったことで、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 110.22 円～109.10 円（先週予告していた上値メド 110.66 円～111.76 円

（+1％かい離）//下値メド 109.23 円～108.13 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を達成し、実質

4 週間振りに円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1800～1.1662(先週予告していた上値メド 1.1822～

1.1940（+1％かい離）//下値メド 1.1676～1.1559（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し、

実質 3 週連続のドル高・ユーロ安。また、ユーロ円は、129.42 円～127.89 円（先週予告していた上

値メド 129.97 円～131.26 円（+1％かい離）//下値メド 128.79 円～127.50 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。前の週のドル＞円＞ユーロから円＞ドル＞

ユーロに変化しましたが、ユーロ安は 2 週連続で継続したかたちです。アフガニスタンでイスラム主

義勢力が実権掌握に至り、中東付近での地政学的リスクが高まったことや米連邦公開市場委員会

（FOMC）の 7 月会合議事要旨で「ほとんどの参加者が量的緩和策の年内縮小開始が適切と主張」

との指摘が注目され、ユーロ売り・ドル買い、ユーロ売り・円買いが優勢となったかたちです。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

4 週間振りに増加。5 月末以来となる 6000 億円台は依然継続しています。一時、6 週連続で 1500

億円～約 7000 億円の巨額の増減を毎週、繰り返す異常な現象が続き「ブロック取引」が行われ、

ヘッジファンドなどの精算に伴う処理が行われていた可能性がありますが、再び、このような巨額な

増減が続くようですと注意が必要です。一方、「裁定売り残」は、前の週比-133 億円の 4539 億円と

3 週連続で減少していますが、7 月 12 日週に記録した 3000 億円台の増加は昨年のコロナショック

直後に表れた 20 年 4 月 13 日週+3418 億円以来の急増であり、これは今後、裁定売りが増える大

きな転換点として注目されます。昨年のコロナショック以降、「裁定売り残」の縮小と日経平均は連

動していることから、いつ本格的な売り崩しに進むのかを見極める段階です。「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 23 日週 7 月 30 日週 8 月 6 日週 8 月 13 日週 

¥27,548.00 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15 

0.66 0.62 0.62 0.67 

-0.03 -0.04 0 0.05 

単位：兆円 

 

  

6月25日週 7月2日週 7月9日週 7月16日週 7月23日週 7月30日週 8月6日週 8月13日週
先週比 0.09 -0.02 -0.21 0.05 -0.03 -0.04 0 0.05
日経平均 ¥29,066.18 ¥28,783.28 ¥27,940.42 ¥28,003.08 ¥27,548.00 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15
裁定買い残 0.87 0.85 0.64 0.69 0.66 0.62 0.62 0.67
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7 月 23 日週 7 月 30 日週 8 月 6 日週 8 月 13 日週 

¥27,548.00 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15 

0.62 0.52 0.47 0.45 
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単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月25日週 7月2日週 7月9日週 7月16日週 7月23日週 7月30日週 8月6日週 8月13日週
先週比 0.00 0.03 0.01 0.32 0.04 -0.10 -0.05 -0.02
日経平均 ¥29,066.18 ¥28,783.28 ¥27,940.42 ¥28,003.08 ¥27,548.00 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15
裁定売り残 0.22 0.25 0.26 0.58 0.62 0.52 0.47 0.45
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来であれば急落調整となりますが、前の週は本来であれば急反発が予想されるなか大幅

安となったことでその可能性は低くなったかたちです。今週（8/23～8/27）の相場を占う『RU-RD 指

標』の 8 月 13 日週が-5.9％と前の週と異なり、マイナス圏に陥ったことで本来は急落調整となります

が、前の週は本来であれば急反発が予想されるなか大幅安となったことでその可能性は低くなった

かたちです。実は、7 月 19 日週～26 日週まで 2 週連続マイナス圏となったにも関わらず逆に、8 月

13 日のミニ SQ に絡んで投機筋の外国人による株価操縦からか、2 週連続反発となっていたことの

反動安が表面化したかたちです。来週（8/30～9/3）の相場を占う 8 月 20 日週が-1.7％と 2 週連続

マイナス圏に陥ったことで軟調相場が予想され、再び、方向感が表れたかたちです。今年は方向

感のない局面が多々表れるのも特徴ですが、それだけ無駄な買い支えが頻繁に行われている証

拠ともいえます。9 月 10 日はメジャーSQ が控えてますが、「21 世紀の重要日 9.11」に向けて注意

すべき時間帯が続くという認識が必要です。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 21 年 7 月 2 日週-4.3％→7 月 9 日週

-11.4％→7 月 16 日週-2.9％→7 月 23 日週-17.1％→7 月 30 日週-28.6％→8 月 6 日週+2.9％→

8 月 13 日週+4.3％→8 月 20 日週-7.1％と、2 月 15 日週 68.6％をピークに 7 月 30 日週-28.6％ま

で下落した後、2 週連続でプラス圏に浮上していましたが、3 週間振りに再び、マイナス圏に陥って

ます。これまで何度も、『あくまで「-40％以下の下限ゾーン」まで下落する過程の小休止』、『無駄な

買い支えをまだするかもしれませんが、注目は同指標が「-40％以下の下限ゾーン」にいつ陥るの

かの一点に移っています。』と指摘しましたが、3 週間振りにマイナス圏に陥ったことはその方向に

動き始めたことを示しています。 

 

今週は、経済指標では、国内は、23 日に 7 月全国百貨店売上高、一方海外で、23 日に米 7 月中

古住宅販売、24 日に米 7 月新築住宅販売、25 日に米 7 月耐久財受注、26 日に米 4-6 月期 GDP

改定値、27 日に米 7 月個人所得・個人消費支出、米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7 月)など

が予定されています。26 日発表の米 4-6 月期国内総生産（GDP）改定値は、1-3 月期からほぼ横

ばいの 6％台を維持できるかが注目されますが、仮に、この市場予想を下回った場合、米国経済の

早期正常化への期待は低下する可能性があります。このほかのイベント・トピックスとしては、国内

では、24 日に東京パラリンピック開幕、海外では、26 日に米・カンザスシティー連銀主催の年次シ

ンポジウム(ジャクソンホール、28 日まで)、米・バイデン大統領がイスラエル大統領と会談。例年は

ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるジャクソンホール会合も本年はバーチャル式に変更さ

れて行われることになりましたが、注目は FRB 議長による債券買入れ規模の段階的縮小（テーパリ

ング）への言及。緩和縮小の道筋を明らかにすると見られますが大きなサプライズはないのではな

いかと思われます。 
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8 月 13 日週 8 月 20 日週 8 月 27 日週 9 月 3 日週 

¥27,977.15 ¥27,013.25     

-17.40% 38.80% -5.90% -1.70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月11日
週

6月18日
週

6月25日
週

7月2日週 7月9日週 7月16日
週

7月23日
週

7月30日
週

8月6日週 8月13日
週

8月20日
週

8月27日
週

9月3日週

日経平均 ¥28,948.7 ¥28,964.0 ¥29,066.1 ¥28,783.2 ¥27,940.4 ¥28,003.0 ¥27,548.0 ¥27,283.5 ¥27,820.0 ¥27,977.1 ¥27,013.2
RU-RD 22.0% -14.3% 21.4% -7.7% -24.2% -6.7% -14.8% 41.7% -22.6% -17.4% 38.8% -5.9% -1.7%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

¥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

¥26,500.00

¥27,000.00

¥27,500.00

¥28,000.00

¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

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 27793 円～28348 円（+2％かい離） 

下値メド 27363 円～26815 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 35610 ドル～36322 ドル（+2％かい離） 

下値メド 35057 ドル～34355 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 110.71 円～111.81 円（+1％かい離） 

下値メド 109.26 円～108.16 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1757～1.1874（+1％かい離） 

下値メド 1.1634～1.1517（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 129.02 円～130.31 円（+1％かい離） 

下値メド 128.05 円～126.76 円（-1％かい離） 
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8月6日週 8月13日週 8月20日週 8月27日週
日経平均 ¥27,820.04 ¥27,977.15 ¥27,013.25
高値 ¥27,888.87 ¥28,279.80 ¥27,833.21
安値 ¥27,488.74 ¥27,808.54 ¥26,954.81
上値上 ¥28,223 ¥28,603 ¥28,926 ¥28,348
上値下 ¥27,670 ¥28,043 ¥28,359 ¥27,793
下値上 ¥26,917 ¥27,383 ¥27,770 ¥27,363
下値下 ¥26,378 ¥26,835 ¥27,214 ¥26,815

¥25,500.00

¥26,500.00

¥27,500.00

¥28,500.00

¥29,500.00

¥30,500.00

¥31,500.00

日経平均

8月6日週 8月13日週 8月20日週 8月27日週
NYダウ $35,064.25 $35,499.85 $34,894.12
上値上 $35,968 $36,432 $36,226 $36,322
上値下 $35,263 $35,718 $35,516 $35,610
下値上 $34,346 $34,867 $35,095 $35,057
下値下 $33,659 $34,169 $34,391 $34,355
高値 $35,246.79 $35,610.57 $35,631.19
安値 $34,714.33 $35,041.24 $34,690.25

$30,000.00

$31,000.00

$32,000.00

$33,000.00

$34,000.00

$35,000.00

$36,000.00

$37,000.00

$38,000.00

NYダウ
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8月6日週 8月13日週 8月20日週 8月27日週
上値上 ¥111.41 ¥111.39 ¥111.76 ¥111.81
上値下 ¥110.31 ¥110.29 ¥110.66 ¥110.71
下値上 ¥109.15 ¥109.01 ¥109.23 ¥109.26
下値下 ¥108.05 ¥107.91 ¥108.13 ¥108.16
ドル円 ¥110.25 ¥109.57 ¥109.80
高値 ¥110.34 ¥110.79 ¥110.22
安値 ¥108.71 ¥109.53 ¥109.10

¥103.00

¥104.00

¥105.00

¥106.00

¥107.00

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

¥113.00

ドル円

8月6日週 8月13日週 8月20日週 8月27日週
上値上 € 1.1981 € 1.2024 € 1.1940 € 1.1874
上値下 € 1.1863 € 1.1905 € 1.1822 € 1.1757
下値上 € 1.1771 € 1.1794 € 1.1676 € 1.1634
下値下 € 1.1653 € 1.1676 € 1.1559 € 1.1517
ドルユーロ € 1.1835 € 1.1738 € 1.1677 
高値 € 1.1901 € 1.1806 € 1.1801 
安値 € 1.1754 € 1.1706 € 1.1664 

€ 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、21 年 7 月 2 日週-4.3％→7 月 9 日

週-11.4％→7 月 16 日週-2.9％→7 月 23 日週-17.1％→7 月 30 日週-28.6％→8 月 6 日週+2.9％

→8 月 13 日週+4.3％→8 月 20 日週-7.1％と、2 月 15 日週 68.6％をピークに 7 月 30 日週-28.6％

まで下落した後、2 週連続でプラス圏に浮上していましたが、3 週間振りに再び、マイナス圏に陥っ

てます。これまで何度も、『あくまで「-40％以下の下限ゾーン」まで下落する過程の小休止』、『無駄

な買い支えをまだするかもしれませんが、注目は同指標が「-40％以下の下限ゾーン」にいつ陥る

のかの一点に移っています。』と指摘しましたが、3 週間振りにマイナス圏に陥ったことはその方向

に動き始めたことを示しています。 

8月6日週 8月13日週 8月20日週 8月27日週
上値上 ¥131.63 ¥132.07 ¥131.26 ¥130.31
上値下 ¥130.33 ¥130.77 ¥129.97 ¥129.02
下値上 ¥128.77 ¥129.42 ¥128.79 ¥128.05
下値下 ¥127.48 ¥128.12 ¥127.50 ¥126.76
ユーロ円 ¥129.65 ¥129.19 ¥128.42
高値 ¥130.48 ¥129.82 ¥129.12
安値 ¥129.23 ¥128.48 ¥127.98

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

¥130.00

¥132.00

¥134.00

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。 

5月21日
週

5月28日
週

6月4日週 6月11日
週

6月18日
週

6月25日
週

7月2日週 7月9日週 7月16日
週

7月23日
週

7月30日
週

8月6日週 8月13日
週

8月20日
週

銘柄比率 -7.1% 2.9% 4.9% 5.7% 7.1% -7.1% -4.3% -11.4% -2.9% -17.1% -28.6% 2.9% 4.3% -7.1%
上限 40% 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% -40%
日経平均 ¥28,317. ¥29,149. ¥28,941. ¥28,948. ¥28,964. ¥29,066. ¥28,783. ¥27,940. ¥28,003. ¥27,548. ¥27,283. ¥27,820. ¥27,977. ¥27,013.

¥18,200.00

¥20,200.00

¥22,200.00

¥24,200.00

¥26,200.00

¥28,200.00

¥30,200.00

-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


