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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、「今週は本来は軟調相場が継続しそうですが、「選挙相場」突入と郵政株売り出しで外国人

の攪乱には注意が必要な週となりそうです。今週（10/18～10/22）の相場を占う『RU-RD 指標』の

相場を占う 10 月 8 日週が-22.4％と 4 週連続でマイナス圏となったことで本来は軟調相場が継続し

そうですが、「選挙相場」突入と郵政株売り出しで外国人の攪乱には注意が必要な週となりそうで

す。ただ、来週（10/25～10/29）の相場を占う 10 月 8 日週が+5.1％と 5 週間振りにプラス圏となっ

たことで本来なら急反発が期待されるかたちですが、今週も反発が継続するとその可能性は小さく

なりそうです。先週、「今9月13日週～10月4日週の「4週連続マイナス圏」は9月14日高値30795

円から 10 月 6 日安値 27293 円まで-11％強の急落が既に起きています。今週 10 月 14 日解散、

19 日公示、31 日投開票の日程で衆議院解散・総選挙が行われる予定ですが、21/08/30『50 年間

100% 的中「衆院選= 株高」法則』の T-Model コラムで指摘したように、『解散から総選挙にかけて

株価が上がる経験則が過去 50 年にわたり的中確率 100%』の「衆議院解散・総選挙」のアノマリーが

あるため 31 日投開票までどのような相場操縦が行われるのかが注目されます。」と指摘し、前の週

は日経平均が 1000 円超の急反発となっています。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 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％→10 月 1 日週-14.3％→10 月 8 日

週-24.3％→10 月 15 日週-27.1％と、3 週連続マイナス圏に陥っています。今月末までの「衆議院

解散・総選挙」のアノマリーと郵政株売り出しで前の週、日経平均は 1000 円超の急反発となりまし

たが、同指標はさらにマイナス幅を拡大したことで先物による株価操縦が行われている実態を示し

ています。以前から『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』

と指摘してきましたが、「選挙相場」突入で株価は吊り上げが行われているため、本当の意味での

株価の底打ちは当面先送りされたかたちです。 
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今週は、経済指標では、国内は、10 月 18 日に 9 月首都圏マンション販売、20 日に 9 月貿易収支、

21 日に 9 月スーパーマーケット売上高、22 日に 9 月全国消費者物価指数、一方海外で、18 日に

中国 7-9 月期 GDP、中国 9 月鉱工業生産、中国 9 月小売売上高、米 9 月鉱工業生産、19 日に

米 9 月住宅着工件数、20 日に 9 月英・消費者物価コア指数、9 月欧・ユーロ圏 CPI、米地区連銀

経済報告（ベージュブック）、21日に米9月中古住宅販売、10月米・フィラデルフィア連銀製造業景

況指数、週次新規失業保険申請件数、22 日に 10 月日・米・欧・製造業/サービス業 PMI などが予

定されています。21 日発表の 10 月フィラデルフィア連銀景況調査は 24.0 と、前月の 30.7 から伸び

は鈍化する見通し。また、22 日発表の 10 月マークイット製造業は 60.5 と予想され 9 月実績をやや

下回る見込みです。このほかのイベント・トピックスとしては、国内は、18 日に 9 党党首討論会、19

日に衆議院選挙公示、が予定されています。」とコメントしました。 

 

 

10 月 1 日週 10 月 8 日週 10 月 15 日週 10 月 22 日週 

¥28,771.07 ¥28,048.94 ¥29,068.63 ¥28,804.85 

-11.5% -39.4% -15.6% -22.4% 

 

 

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 10月15日
週

10月22日
週

日経平均 ¥27,820.04¥27,977.15¥27,013.25¥27,641.14¥29,128.11¥30,381.84¥30,500.05¥30,248.81¥28,771.07¥28,048.94¥29,068.63¥28,804.85
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先週の日経平均は、高値 29489 円（10 月 20 日）・安値 28546 円（10 月 22 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、米国で主要企業の好決算が相次いだことで NY ダウ

が史上 高値を更新、それを受けて上値目標値を超えましたが、週後半は米長期金利上昇への

警戒や日本郵政（6178）の政策保有株売却に伴う国内勢のヘッジ売り、さらに香港株が下落に転じ

ると短期筋の先物売りが嵩み心理的な節目の 28500 円手前までに急落、ただ経営危機に揺れる

中国恒大集団が 23 日に猶予期限が切れる米ドル債の利払いを実施すると伝わったことで一時、

28989 円まで値を戻したものの、週間ベースで-264 円安と前の週と異なり反落、終値で 29000 円を

割り込んで終了しています（先週予告していた上値メド 28681 円～29254 円（+2％かい離）//下値メ

ド 26996 円～26456 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、10 月 16 日（土曜日のため猶予で 18 日月曜日）までに 29500 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できず時間切れ。30000円大台替えで仕切り直し、逆に、28500

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、10 月 15 日に 29000 円大台替えで仕

切り直しが入りました。30000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、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、10 月に 29000 円

大台替えで仕切り直しが入りました。30000 円大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、28000

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、中期長期の強含み

は変わりませんが、短期の方向感がな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。 

 

日経平均を左右する NY ダウは、高値 35765 ドル（10 月 22 日）・安値 35035 ドル（10 月 18 日）と推

移、3 週連続で前半安・後半高の強いかたち。先週は、10 月 18 日発表の中国の 7-9 月期国内総

生産（GDP）の一段の減速や米国の 9 月鉱工業生産の 2 カ月連続の落ち込み、中国恒大集団の

債務不履行懸念はありましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は国際決済銀行

（BIS）・南アフリカ準備銀行（中央銀行）のオンライン会合に参加し、「FRB は量的緩和の縮小（テー

パリング）を近く開始すべきだが雇用が過度な低水準にとどまっていること、来年には新型コロナウ

イルスの世界的大流行による高インフレが緩和される可能性があるためまだ利上げすべきではな

い」との見方を伝えたことから上値目標値を達成、週間ベースで+383 ドル高と 3 週連続の大幅高、

3 週間で+1351 ドル高となり終値ベースで史上 高値を更新して終了しています（先週予告してい

た上値メド 35320 ドル～36026 ドル（+2％かい離）//下値メド 34095 ドル～33413 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 15 日に 35000 ドル大台替えで仕切り

直しが入り、20 日に 35500 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面入りに 5 日間、従って、25 日

までに 36000 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。逆に、35000 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 15 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、10 月に 35000 ドル大台替えで
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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。これで短期↑、中期↑、長期↑となり、短・中・長期のすべてが強含み

に変化したことで、上昇しやすいかたちに変化しました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 114.69 円～113.39 円（先週予告していた上値メド 114.10 円～115.24 円

（+1％かい離）//下値メド 112.58 円～111.45 円（-1％かい離））と推移、上値目標値を達成し、5 週

連続の円安・ドル高、ドル・ユーロは、1.1669～1.1570(先週予告していた上値メド 1.1612～1.1728

（+1％かい離）//下値メド 1.1473～1.1358（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、2 週連続

のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、133.46 円～131.87 円（先週予告していた上値メド 131.97

円～133.28 円（+1％かい離）//下値メド 130.17 円～128.86 円（-1％かい離））と推移し、上値目標

値を超え、2 週連続の円安・ユーロ高。前の週のユーロ＞ドル＞円が 2 週連続で継続、特に、ドル

円は 5 週連続でドル高が継続したかたちです。ドイツの 9 月生産者物価指数が予想を上回ったこと

や米国の早期利上げ観測が後退したことからユーロ買い・米ドル売りが拡がり、また原油の供給不

足を背景にした原油高で日本の貿易赤字継続を受けユーロ買い・円売りが一時的に強まったかた

ちです。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

3週連続で減少。菅首相が総裁選辞退を発表した8月30日週～9月20日週までの4週間で+9451

億円の急増で投機筋の外国人による株価吊り上げが行われていたことを示す一方、自民党総裁

選で岸田首相が勝利した 9 月 29 日からは逆に、3 週連続減少となっています。衆議院解散 14 日

～31 日投開票までは「選挙相場」で投機筋の外国人がいつものように買いを入れてくるかが注目さ

れます。11 月 2 日までに売り出しを終える郵政株(海外売り出し 25%)で外国人買いのお膳立てを行

っていることもバックに財務省が存在することを示しています。一方、「裁定売り残」は、前の週比

-0.04 億円の 236 億円と前の週と異なり減少しましたが、ほぼ横ばいとなっています。昨年のコロナ

ショック以降、「裁定売り残」の縮小、つまり買い戻しによる日経平均の吊り上げが行われてきたこと

を示していますが、今後は「いつ本格的な売り崩しに進むのかを見極める段階」を迎えていると思

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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9 月 24 日週 10 月 1 日週 10 月 8 日週 10 月 15 日週 

¥30,248.81 ¥28,771.07 ¥28,048.94 ¥29,068.63 

1.42 1.26 1.2 1.16 

0.21 -0.16 -0.06 -0.04 

単位：兆円 

 

  

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 10月15日週
先週比 -0.13 0.15 0.21 0.38 0.21 -0.16 -0.06 -0.04
日経平均 ¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05 ¥30,248.81 ¥28,771.07 ¥28,048.94 ¥29,068.63
裁定買い残 0.47 0.62 0.83 1.21 1.42 1.26 1.20 1.16
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9 月 24 日週 10 月 1 日週 10 月 8 日週 10 月 15 日週 

¥30,248.81 ¥28,771.07 ¥28,048.94 ¥29,068.63 

0.02 0.01 0.02 0.02 

-0.10 -0.01 0.01 0.00 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10月15日週
先週比 -0.30 0.16 -0.12 -0.01 -0.10 -0.01 0.01 0.00
日経平均 ¥27,641.14 ¥29,128.11 ¥30,381.84 ¥30,500.05 ¥30,248.81 ¥28,771.07 ¥28,048.94 ¥29,068.63
裁定売り残 0.09 0.25 0.13 0.12 0.02 0.01 0.02 0.02
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら急反発が期待される週となりそうです。今週（10/25～10/29）の相場を占う『RU-RD

指標』の相場を占う 10 月 15 日週が+5.1％と 5 週間振りにプラス圏となったことで本来なら急反発が

期待される週です。さらに来週（11/1～11/5）の相場を占う 10 月 22 日週が+42.6％と 2 週連続プラ

ス圏、かつ 8 月 30 日週以来、7 週間振りに上限ゾーンに一気に上昇しています。8 月 30 日週は菅

首相が 9 月 2 日に総裁選出馬辞退を発表したことで、「選挙相場」を利用した投機筋の外国人によ

る株価吊り上げで、日経平均が 8 月 20 日 26954 円→9 月 14 日 30795 円まで+14％の大幅高がス

タートした週です。21/08/30『50 年間 100% 的中「衆院選= 株高」法則』の T-Model コラムで指摘し

たように、『解散から総選挙にかけて株価が上がる経験則が過去 50 年にわたり的中確率 100%』の

「衆議院解散・総選挙」のアノマリーがあるため、31 日投開票まで「選挙相場」突入と郵政株売り出

しで投機筋の外国人がどのような相場操縦を行うかが注目されます。ちなみに、10 月 14 日解散前

日 13 日の日経平均終値は 28140 円で、「衆議院解散・総選挙」のアノマリーではこの水準を上回る

ことになります。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％→10 月 1 日週-14.3％→10 月 8 日週-24.3％→10 月 15 日週-27.1％→10

月 22 日週+5.7％と、4 週間振りにプラス圏に浮上しています。今月末までは「衆議院解散・総選挙」

のアノマリーが見込まれますが、以前から指摘していますように『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』は変わりません。つまり、「選挙相場」突入で株価の底

打ちが当面先送りされたかたちです。 

 

今週は、経済指標では、国内は、10 月 25 日に 9 月全国百貨店売上高、29 日に 9 月失業率・有効

求人倍率、9 月鉱工業生産、9 月住宅着工統計、一方海外で、26 日に米 8 月 S&P コアロジック・ケ

ース・シラー住宅価格指数、米 10 月消費者信頼感指数、米 9 月新築住宅販売、27 日に米 9 月耐

久財受注、28 日に米 7-9 月期国内総生産（GDP）速報値、29 日に米 9 月個人支出・個人所得、米

9 月 PCE コア価格指数、米・10 月ミシガン大学消費者マインド指数、ユーロ圏 7-9 月期 GDP、など

が予定されています。10 月 28 日発表の米 7-9 月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率

+3.0％と、4-6 月期の 6％台の高水準の伸び率からは大幅に鈍化する見通し。一方、29 日発表の

ユーロ圏 7-9 月期 GDP 速報値予想も前年比+3.5％と、4-6 月期確定値の前年比+14.3％からは大

幅に鈍化する見込みです。このほかのイベント・トピックスとしては、国内は、27 日に日銀金融政策

決定会合（～10 月 28 日）、28 日に黒田日銀総裁会見、31 日に衆議院議員選挙 2021 投開票、が

注目されます。 
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10 月 15 日週 10 月 22 日週 10 月 29 日週 11 月 5 日週 

¥29,068.63 ¥28,804.85     

-15.60% -22.40% 5.10% 42.60% 

 

 

 

 

 

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

10月15日
週

10月22日
週

10月29日
週

11月5日
週

日経平均 ¥27,977.1 ¥27,013.2 ¥27,641.1 ¥29,128.1 ¥30,381.8 ¥30,500.0 ¥30,248.8 ¥28,771.0 ¥28,048.9 ¥29,068.6 ¥28,804.8
RU-RD -17.4% 38.8% -5.9% -1.7% -13.8% 66.0% 25.0% -11.5% -39.4% -15.6% -22.4% 5.1% 42.6%

-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 29950 円～30549 円（+2％かい離） 

下値メド 28437 円～27868 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 36178 ドル～36901 ドル（+2％かい離） 

下値メド 34964 ドル～34264 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 115.90 円～117.05 円（+1％かい離） 

下値メド 113.90 円～112.76 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1668～1.1784（+1％かい離） 

下値メド 1.1559～1.1443（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 134.97 円～136.31 円（+1％かい離） 

下値メド 132.57 円～128.86 円（-1％かい離） 
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10月8日週 10月15日週 10月22日週 10月29日週
日経平均 ¥28,048.94 ¥29,068.63 ¥28,804.85
高値 ¥29,046.06 ¥29,082.35 ¥29,489.11
安値 ¥27,293.62 ¥27,893.32 ¥28,546.57
上値上 ¥30,162 ¥30,159 ¥29,254 ¥30,549
上値下 ¥29,571 ¥29,568 ¥28,681 ¥29,950
下値上 ¥28,943 ¥27,438 ¥26,996 ¥28,437
下値下 ¥28,364 ¥26,889 ¥26,456 ¥27,868

¥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

10月8日週 10月15日週 10月22日週 10月29日週
NYダウ $34,754.94 $34,912.56 $35,603.08
上値上 $35,298 $35,828 $36,026 $36,901
上値下 $34,606 $35,126 $35,320 $36,178
下値上 $33,734 $33,850 $34,095 $34,964
下値下 $33,059 $33,173 $33,413 $34,264
高値 $34,975.19 $35,320.97 $35,765.02
安値 $33,821.58 $34,115.10 $35,035.94

$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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10月8日週 10月15日週 10月22日週 10月29日週
上値上 ¥113.29 ¥114.16 ¥115.24 ¥117.05
上値下 ¥112.17 ¥113.03 ¥114.10 ¥115.90
下値上 ¥110.77 ¥111.39 ¥112.58 ¥113.90
下値下 ¥109.66 ¥110.27 ¥111.45 ¥112.76
ドル円 ¥112.22 ¥114.20 ¥113.46
高値 ¥112.25 ¥114.46 ¥114.69
安値 ¥110.81 ¥112.13 ¥113.39

¥108.00

¥109.00

¥110.00

¥111.00

¥112.00

¥113.00

¥114.00

¥115.00

¥116.00

¥117.00

¥118.00

ドル円

10月8日週 10月15日週 10月22日週 10月29日週
上値上 € 1.1775 € 1.1721 € 1.1728 € 1.1784
上値下 € 1.1659 € 1.1605 € 1.1612 € 1.1668
下値上 € 1.1562 € 1.1487 € 1.1473 € 1.1559
下値下 € 1.1446 € 1.1372 € 1.1358 € 1.1443
ドルユーロ € 1.1559 € 1.1594 € 1.1626 
高値 € 1.1641 € 1.1625 € 1.1671 
安値 € 1.1530 € 1.1524 € 1.1572 

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

€ 1.1800

€ 1.1900

€ 1.2000

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 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％→10 月 1 日週-14.3％→10 月 8 日週-24.3％→10

月 15 日週-27.1％→10 月 22 日週+5.7％と、4 週間振りにプラス圏に浮上しています。今月末まで

は「衆議院解散・総選挙」のアノマリーが見込まれますが、以前から指摘していますように『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』は変わりません。つまり、「選

挙相場」突入で株価の底打ちが当面先送りされたかたちです。 

10月8日週 10月15日週 10月22日週 10月29日週
上値上 ¥131.43 ¥131.69 ¥133.28 ¥136.31
上値下 ¥130.13 ¥130.39 ¥131.97 ¥134.97
下値上 ¥128.34 ¥128.43 ¥130.17 ¥132.57
下値下 ¥127.05 ¥127.14 ¥128.86 ¥128.86
ユーロ円 ¥129.80 ¥132.47 ¥132.15
高値 ¥130.00 ¥132.69 ¥133.45
安値 ¥128.42 ¥130.50 ¥131.83

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

¥130.00

¥132.00

¥134.00

¥136.00

¥138.00

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

10月15
日週

10月22
日週

銘柄比率 -17.1% -28.6% 2.9% 4.3% -7.1% -24.3% 14.3% 50.0% 47.1% 11.4% -14.3% -24.3% -27.1% 5.7%
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 ¥27,548. ¥27,283. ¥27,820. ¥27,977. ¥27,013. ¥27,641. ¥29,128. ¥30,381. ¥30,500. ¥30,248. ¥28,771. ¥28,048. ¥29,068. ¥28,804.

¥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


