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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、「今週は本来は堅調相場となる週ですが、本来下落すべき前の週までに逆に、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（9/20～9/24）の相場を占う『RU-RD 指標』の相場を

占う 9 月 10 日週が+25.0％と 2 週連続プラス圏となり本来であれば堅調相場となる週ですが、敬老

の日の 20 日、東京市場が休場のなか中国株の暴落を契機に一時、NY ダウが 700 ドル超、日経先

物は 1000 円超の急落で世界的な株価暴落の様相となり始めています。先週、『本来、急落すべき

過去2週間、逆に前の週末のメジャーSQに向けた先物の買い上げでその可能性はなくなったので

はないかと思われます。5 月 3 日週～5 月 17 日週の 3 週連続マイナス圏、6 月 14 日週～7 月 5

日週の 4 週連続マイナス圏、8 月 9 日週～8 月 23 日週の 3 週連続マイナス圏とここにきて下向き

の方向感が頻繁に現れ、下落しやすいかたちとなっていましたが、8 月 31 日に月末 終営業日の

株安アノマリーを意識した売り方を崩すような後場からの買い仕掛けに始まり、9 月 3 日に菅首相の

自民党総裁選不出馬表明から本来は衆議院選挙から始まる「選挙相場」が早めにスタートしたか

たちです。前の週は週末 10 日にメジャーSQ を控え、投機筋の外国人が早めにスタートした「選挙

相場」を利用して「空売り」の買い戻しを行わせる相場操縦を仕掛けた可能性あり、8 月 23 日週～9

月 6 日週の 3 週間で+3368 円の爆挙げがそれを証明しています。今後は通常と異なる今回の「選

挙相場」がどのようなかたちで継続・終焉するのかが今後の相場を占う上で重要になります。』と指

摘しましたが、それが現実化したかたちです。来週（9/27～10/1）の相場を占う 9 月 17 日週が

-11.5％と3週間振りにマイナス圏で本来なら急落調整となる週ですが、すでに今週、急落調整とな

ったことでその可能性は小さくなったかもしれません。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 21 年 8 月 6 日週+2.9％→8

月 13 日週+4.3％→8 月 20 日週-7.1％→8 月 27 日週-24.3％→9 月 3 日週+14.3％→9 月 10 日

週+50.0％→9 月 17 日週+47.1％と、3 週連続プラス圏に浮上、かつ 3 月 15 日週 47.1％以来となる

上限ゾーンを 2 週連続で上回っています。先週、『「選挙相場」を利用した売り方の買い戻しを狙っ

た買い仕掛けで急反発となりましたが、同指標を見ても株価の底入れ途中に株価操縦で急反発し
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たかたちとなっています。同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に落ち込まないと株価の底打ちはな

いとの認識が必要であり、今回の「選挙相場」が終了すると再び、下落する近未来が待っていること

を忘れないことです。また前の週末に急落した NY ダウの T2 レーティングが 21 年 7 月 2 日週以来、

2 ヶ月振りに売り転換となったことには注意が必要です。この時は 2 日間で 1000 ドル安の急落が 7

月中旬に発生しているためです。』と指摘しましたが、週明け 20 日の世界的な株価暴落はそれが

現実化したことを示しています。 

 

今週は、経済指標では、国内は、24 日に 8 月全国消費者物価指数、8 月全国百貨店売上高、一

方海外で 20 日に米 9 月 NAHB 住宅市場指数、21 日に米 8 月住宅着工件数、22 日に米 8 月中

古住宅販売、23 日に 9 月欧・米・製造業/サービス業 PMI、米 8 月景気先行指数、24 日に独 9 月

Ifo 景況感指数、米 8 月新築住宅販売、などが予定されています。23 日発表の 9 月マークイット製

造業 PMI、同サービス業 PMI は、8 月実績と差のない数字になると予想され、製造業は 60 超の高

水準が予想されています。このほかのイベント・トピックスとしては、国内は、21 日に日銀金融政策

決定会合、22 日に黒田日銀総裁会見、一方海外で、21 日に米 FOMC（～22 日）、22 日にパウエ

ル FRB 議長会見、などが注目されます。FRB は現行の金融政策を維持することが決定される見込

みですが、量的緩和策の縮小についての方針が提示される可能性があるため注目されています。

尚、20 日敬老の日、23 日秋分の祝日で東京市場は休場です。」とコメントしました。 
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9 月 3 日週 9 月 10 日週 9 月 17 日週 9 月 24 日週 

¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05 ¥30,248.81 

-1.7% -13.8% 66.0% 25.0% 

 

先週の日経平均は、高値 30276 円（9 月 24 日）・安値 29573 円（9 月 22 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、祝日の 20 日、米国市場で中国恒大集団の経営危機が

世界経済や金融市場にも波及することが懸念されたほか、連邦準備理事会（FRB）による量的緩和

の縮小（テーパリング）への警戒感などが広がり NY ダウが 600 ドル超急落、こうした流れを引き継ぎ

祝日明けの 21 日の日経平均は 660 円安と大幅反落、翌 22 日も利益確定売りが優勢で下値目標

値を達成、ただ FOMC の結果が 2022 年内の利上げ支持者が増えるなど若干タカ派色が強まった

ものの概ね予想通りの結果となったことで安心感が台頭、さらに中国政府が恒大集団に目先のド

ル建て債のデフォルト（債務不履行）を避けるよう伝えたとの報道をきっかけに同社の債務問題を

巡る懸念がひとまず後退し、祝日明けの 24 日は 3 万円台を回復、週間ベースでは-252 円安と 5

週間振りに反落したものの下げ幅を縮小して終了しています（先週予告していた上値メド 31998 円

～32637 円（+2％かい離）//下値メド 30664 円～30050 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 8 日までに 30500 円大台替えでカウントダウン継続を

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 9月10日週 9月17日週 9月24日週
日経平均 ¥27,940.42¥28,003.08¥27,548.00¥27,283.59¥27,820.04¥27,977.15¥27,013.25¥27,641.14¥29,128.11¥30,381.84¥30,500.05¥30,248.81
RU-RD -24.2% -6.7% -14.8% 41.7% -22.6% -17.4% 38.8% -5.9% -1.7% -13.8% 66.0% 25.0%
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狙う時間帯に入りましたが実現せず時間切れ。31000 円大台替えで仕切り直し、逆に、29500 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、9 月 6 日までに 30000 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。31000 円大台替えで仕切り直し、

逆に、28000 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 28000 円大台替えで仕切り直しが入り、9 月に 29000 円大台替えでカウントダウ

ンの上昇局面入りに 1 ヵ月、9 月に 30000 円大台替えでカウントダウン継続に 0 ヵ月、従って、今月

末までに 31000 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、29000 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、長期の強含みはまた続いてま

すが、短期・中期の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 34879 ドル（9 月 23 日）・安値 33613 ドル（9 月 20 日）と推移、

実質 4 週間振りに前半安・後半高の強いかたち。先週は、週前半に中国の不動産開発大手、中国

恒大集団が債務不履行に陥った場合、中国の銀行や保険会社にも悪影響が及び、中国発の金融

不安は欧米諸国にも波及するとの懸念が広がったことから急落して下値目標値を若干下回りまし

たが、米連邦準備制度理事会（FRB）が 21-22 日に連邦公開市場委員会（FOMC）の会合を開催し、

「量的緩和の縮小に着手することが近く正当化される公算が大きい」との見解を示したことや中国

恒大集団は 22 日、23 日に期日を迎える人民元社債の利払いを実施すると発表したことから空売り

の買い戻しで上値目標値を達成、週間ベースで+214 ドル高と 4 週間振りに反発して終了していま

す（先週予告していた上値メド 34801 ドル～35497 ドル（+2％かい離）//下値メド 34301 ドル～33614

ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、時間切れとなっていましたが、9

月 23 日に 34500 ドル大台替えで仕切り直しが入りました。35000 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。中期の方向を示す月ベースでは、

9 月 20 日に 34000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。33000 ドル大台割れでカウントダウン

の下落局面、逆に、35000 ドル大台替えで仕切り直しが入ります。長期の方向を示す月ベースでは、

9 月に 34000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。33000 ドル大台割れでカウントダウンの下落

局面、逆に、35000 ドル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、

短期と中長期の方向が逆になり、方向感がなくなり、目先、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 110.79 円～109.11 円（先週予告していた上値メド 110.04 円～111.14 円

（+1％かい離）//下値メド 109.21 円～108.11 円（-1％かい離））と推移、上値・下値両目標値を達成

する振れ幅の大きい週となりましたが、実質では前の週と異なり、円安・ドル高、ドル・ユーロは、

1.1755～1.1682(先週予告していた上値メド 1.1836～1.1954（+1％かい離）//下値メド 1.1730～

1.1612（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し、2 週連続のドル高・ユーロ安。また、ユーロ

円は、129.84 円～127.89 円（先週予告していた上値メド 129.99 円～131.28 円（+1％かい離）//下

値メド 128.82 円～127.53 円（-1％かい離））と推移し、下値目標値を達成し、2 週連続の円高・ユー
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ロ安。前の週の円＞ドル＞ユーロからドル＞円＞ユーロに変化しましたが、2 週連続でユーロ安が

継続したかたちです。中国の不動産開発大手、中国恒大集団が債務不履行に陥るとの懸念が強

まり、週前半に欧米株式が大きく下げて安全逃避のユーロ売り・米ドル買いが活発化したことに加

え、9 月 21-22 日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で「量的緩和の縮小に着手する

ことが近く正当化される公算が大きい」との見解が提示され、米長期金利が上昇したこともユーロ売

り・米ドル買いにつながっています。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

3 週連続の増加、3 週間で 7645 億円の急増となっています。特に、1 週間で 3000 億円超の増加は

3 月 15 日週以来、また残高 1 兆 2000 億円台は 3 月 29 日週以来、と共に約 6 ヶ月振り。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したが、先週の

2000 億円台、今週の 3000 億円台と 2 週連続の急増は一時的か、それとも再び、巨額増減の始ま

りなのかを見極める必要があります。一方、「裁定売り残」は、前の週比-112 億円の 1152 億円と 2

週連続の減少。8 月 23 日週～9 月 6 日週の 3 週間、1000 億円以上の増減を繰り返してますが、

特に、8 月 23 日週は 6 月 7 日週以来となる 3000 億円台の減少で、残高は 17 年 6 月 19 日週以

来、1000 億円割れとなっています。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かと思われます。「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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8 月 27 日週 9 月 3 日週 9 月 10 日週 9 月 17 日週 

¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05 

0.47 0.62 0.83 1.21 

-0.13 0.15 0.21 0.38 

単位：兆円 

 

  

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 9月10日週 9月17日週
先週比 -0.04 0 0.05 -0.07 -0.13 0.15 0.21 0.38
日経平均 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15 ¥27,013.25 ¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05
裁定買い残 0.62 0.62 0.67 0.60 0.47 0.62 0.83 1.21
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0.7

1.2

¥26,000.00

¥26,500.00
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¥28,500.00

¥29,000.00

¥29,500.00

¥30,000.00

¥30,500.00

¥31,000.00

裁定買い残と先週比
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8 月 27 日週 9 月 3 日週 9 月 10 日週 9 月 17 日週 

¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05 

0.09 0.25 0.13 0.12 

-0.30 0.16 -0.12 -0.01 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9月10日週 9月17日週
先週比 -0.10 -0.05 -0.02 -0.06 -0.30 0.16 -0.12 -0.01
日経平均 ¥27,283.59 ¥27,820.04 ¥27,977.15 ¥27,013.25 ¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05
裁定売り残 0.52 0.47 0.45 0.39 0.09 0.25 0.13 0.12
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¥31,000.00

裁定売り残と先週比
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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週ですが、前の週に急落調整が起きたことでその可能性は小さく

なったかもしれません。今週（9/27～10/1）の相場を占う『RU-RD 指標』の相場を占う 9 月 17 日週

が-11.5％と 3 週間振りにマイナス圏に陥ったことで本来なら急落調整となる週ですが、前の週に急

落調整が起きたことでその可能性は小さくなったかもしれません。ただ来週（10/4～10/8）の相場を

占う 9 月 24 日週が-39.4％と 2 週連続でマイナス圏となったことで軟調相場となり、今週急落調整

が起きなくても来週は警戒が必要かもしれません。来週金曜日の 10 月 8 日は日経先物のミニ SQ

を控えると同時に、通常、第 1 週の金曜日に発表される米雇用統計が 10 月 8 日となるため「選挙

相場」を利用して「空売り」の買い戻しを行わせる相場操縦を仕掛けた可能性のある投機筋の外国

人が売りを仕掛けてくるかが注目されます。特に、今週 29 日に自民党総裁選投開票が行われます

が、通常と異なる今回の「選挙相場」がどのようなかたちで継続・終焉するのかが今後の相場を占う

上で重要になります。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 8 月 6 日週+2.9％→8 月 13 日週+4.3％→8 月 20 日週

-7.1％→8 月 27 日週-24.3％→9 月 3 日週+14.3％→9 月 10 日週+50.0％→9 月 17 日週+47.1％

→9 月 24 日週+11.4％と、4 週連続プラス圏に浮上しています。ただ 3 月 15 日週 47.1％以来とな

る上限ゾーンは 2 週連続で途切れ、+11％台に急落したことはいかに不自然な株価吊り上げであっ

たかを示唆すると同時に、株価急落を意味するマイナス圏にいつ陥るかが注目されます。先々週、

『「選挙相場」を利用した売り方の買い戻しを狙った買い仕掛けで急反発となりましたが、同指標を

見ても株価の底入れ途中に株価操縦で急反発したかたちとなっています。同指標が「-40％以下

の下限ゾーン」に落ち込まないと株価の底打ちはないとの認識が必要であり、今回の「選挙相場」

が終了すると再び、下落する近未来が待っていることを忘れないことです。また前の週末に急落し

た NY ダウの T2 レーティングが 21 年 7 月 2 日週以来、2 ヶ月振りに売り転換となったことには注意

が必要です。この時は 2 日間で 1000 ドル安の急落が 7 月中旬に発生しているためです。』と指摘し

ましたが、前の週の世界的な株価暴落はそれが現実化したことを示しています。 

 

今週は、経済指標では、国内は、27 日に 7 月景気動向指数、30 日に 8 月鉱工業生産、10 月 1 日

に 8 月失業率・有効求人倍率、9 月日銀短観、9 月新車販売台数、日銀金融政策決定会合の「主

な意見」、一方海外で 27 日に米 8 月耐久財受注、28 日に米 7 月 S&P コアロジック・ケース・シラー

住宅価格指数、米 9 月消費者信頼感指数、30 日に中国 9 月製造業・非製造業 PMI、中国 9 月財

新製造業 PMI、米 4-6 月期 GDP 確定値、10 月 1 日に米 8 月個人所得・個人消費支出、米 9 月

ISM 製造業景気指数などの発表が予定されています。9 月 30 日発表の米 4-6 月期国内総生産

（GDP）確定値は改定値の 6％台を維持できるか注目される一方、10 月 1 日発表の米 9 月 ISM 製

造業景況指数は 59.7 と、前回実績をわずかに下回る見通しです。特に雇用指数が節目の 50 を下

回り雇用情勢の悪化への懸念が強まるかが注目されます。このほかのイベント・トピックスとしては、
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国内は、29 日に自民党総裁選投開票、30 日に東京など 19 都道府県に発令中の緊急事態宣言の

期限、一方海外で、FRB のパウエル議長とイエレン財務長官は 28 日に上院銀行委、30 日に下院

でパンデミック対応に関する公聴会、30 日に米・2021 会計年度末（10 月 1 日からの政府機関閉鎖

回避に向けた暫定予算案可決期限）が注目されます。尚、10 月 1 日に中・株式市場は祝日のため

休場(国慶節、7 日まで)、香港・株式市場は祝日のため休場(国慶節)。 

 

 

9 月 17 日週 9 月 24 日週 10 月 1 日週 10 月 8 日週 

¥30,500.05 ¥30,248.81     

66.00% 25.00% -11.50% -39.40% 

 

 

 

 

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 9月10日
週

9月17日
週

9月24日
週

10月1日
週

10月8日
週

日経平均 ¥28,003.0 ¥27,548.0 ¥27,283.5 ¥27,820.0 ¥27,977.1 ¥27,013.2 ¥27,641.1 ¥29,128.1 ¥30,381.8 ¥30,500.0 ¥30,248.8
RU-RD -6.7% -14.8% 41.7% -22.6% -17.4% 38.8% -5.9% -1.7% -13.8% 66.0% 25.0% -11.5% -39.4%

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

¥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

¥31,000.00

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 30603 円～31215 円（+2％かい離） 

下値メド 29844 円～29247 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 34436 ドル～35124 ドル（+2％かい離） 

下値メド 33821 ドル～33144 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 110.22 円～111.32 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 1.1741～1.1858（+1％かい離） 

下値メド 1.1638～1.1521（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 129.13 円～130.42 円（+1％かい離） 

下値メド 127.81 円～126.53 円（-1％かい離） 



 11 

 

 

9月10日週 9月17日週 9月24日週 10月1日週
日経平均 ¥30,381.84 ¥30,500.05 ¥30,248.81
高値 ¥30,381.84 ¥30,795.78 ¥30,276.38
安値 ¥29,469.35 ¥30,202.51 ¥29,573.88
上値上 ¥29,422 ¥31,632 ¥32,637 ¥31,215
上値下 ¥28,846 ¥31,012 ¥31,998 ¥30,603
下値上 ¥28,048 ¥29,778 ¥30,664 ¥29,844
下値下 ¥27,487 ¥29,184 ¥30,050 ¥29,247

¥25,500.00

¥26,500.00

¥27,500.00

¥28,500.00

¥29,500.00

¥30,500.00

¥31,500.00

¥32,500.00

¥33,500.00

日経平均

9月10日週 9月17日週 9月24日週 10月1日週
NYダウ $34,879.38 $34,751.32 $34,764.82
上値上 $36,517 $35,864 $35,497 $35,124
上値下 $35,801 $35,161 $34,801 $34,436
下値上 $35,155 $34,872 $34,301 $33,821
下値下 $34,451 $34,174 $33,614 $33,144
高値 $35,373.24 $34,990.36 $34,879.78
安値 $34,599.61 $34,510.30 $33,613.03

$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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9月10日週 9月17日週 9月24日週 10月1日週
上値上 ¥111.67 ¥111.63 ¥111.14 ¥111.32
上値下 ¥110.57 ¥110.53 ¥110.04 ¥110.22
下値上 ¥109.58 ¥109.68 ¥109.21 ¥109.26
下値下 ¥108.48 ¥108.58 ¥108.11 ¥108.16
ドル円 ¥109.93 ¥109.96 ¥110.72
高値 ¥110.44 ¥110.15 ¥110.79
安値 ¥109.61 ¥109.09 ¥109.11

¥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

9月10日週 9月17日週 9月24日週 10月1日週
上値上 € 1.2035 € 1.2072 € 1.1954 € 1.1858
上値下 € 1.1916 € 1.1953 € 1.1836 € 1.1741
下値上 € 1.1789 € 1.1833 € 1.1730 € 1.1638
下値下 € 1.1671 € 1.1714 € 1.1612 € 1.1521
ドルユーロ € 1.1824 € 1.1765 € 1.1740 
高値 € 1.1885 € 1.1847 € 1.1756 
安値 € 1.1802 € 1.1725 € 1.1685 

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

€ 1.2100

€ 1.2200

ドルユーロ



 13 

 

 

 

■■■ 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 8 月 6 日週+2.9％→8 月 13

日週+4.3％→8月20日週-7.1％→8月27日週-24.3％→9月3日週+14.3％→9月10日週+50.0％

→9 月 17 日週+47.1％→9 月 24 日週+11.4％と、4 週連続プラス圏に浮上しています。ただ 3 月 15

日週 47.1％以来となる上限ゾーンは 2 週連続で途切れ、+11％台に急落したことはいかに不自然

な株価吊り上げであったかを示唆すると同時に、株価急落を意味するマイナス圏にいつ陥るかが

注目されます。先々週、『「選挙相場」を利用した売り方の買い戻しを狙った買い仕掛けで急反発と

なりましたが、同指標を見ても株価の底入れ途中に株価操縦で急反発したかたちとなっています。

同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に落ち込まないと株価の底打ちはないとの認識が必要であり、

今回の「選挙相場」が終了すると再び、下落する近未来が待っていることを忘れないことです。また

前の週末に急落した NY ダウの T2 レーティングが 21 年 7 月 2 日週以来、2 ヶ月振りに売り転換と

なったことには注意が必要です。この時は 2 日間で 1000 ドル安の急落が 7 月中旬に発生している

ためです。』と指摘しましたが、前の週の世界的な株価暴落はそれが現実化したことを示していま

す。 

9月10日週 9月17日週 9月24日週 10月1日週
上値上 ¥132.35 ¥132.71 ¥131.28 ¥130.42
上値下 ¥131.04 ¥131.40 ¥129.99 ¥129.13
下値上 ¥129.52 ¥130.00 ¥128.82 ¥127.81
下値下 ¥128.22 ¥128.70 ¥127.53 ¥126.53
ユーロ円 ¥129.87 ¥128.93 ¥129.70
高値 ¥131.04 ¥129.96 ¥130.06
安値 ¥129.48 ¥128.89 ¥127.92

¥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。 

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 9月10日
週

9月17日
週

9月24日
週

銘柄比率 -7.1% -4.3% -11.4% -2.9% -17.1% -28.6% 2.9% 4.3% -7.1% -24.3% 14.3% 50.0% 47.1% 11.4%
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 ¥29,066. ¥28,783. ¥27,940. ¥28,003. ¥27,548. ¥27,283. ¥27,820. ¥27,977. ¥27,013. ¥27,641. ¥29,128. ¥30,381. ¥30,500. ¥30,248.

¥19,200.00

¥21,200.00

¥23,200.00

¥25,200.00

¥27,200.00

¥29,200.00

¥31,200.00

-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


