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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が期待できる週です。今週（11/29～12/3）の相場を占う『RU-RD

指標』の 11 月 19 日週が+6.3％と、10 月 11 日週～18 日週以来の 2 週連続プラス圏で本来は堅調

相場が期待できる週です。ただ、本来、急反発が期待できる前の週に、逆に、急落調整となったこ

とで今週も軟調相場が継続する可能性もあります。仮に、そのような動きになった場合は、来週

（12/6～12/10）の相場を占う 11 月 26 日週が-29.5％と 3 週間振りにマイナス圏に陥ったことで急落

調整の可能性のある週となりますが、その可能性も小さくなるかもしれません。先週、『今後の相場

をみる上で注意すべきスケジュールは、来週3日の11月米雇用統計よりは日米の12月メジャーSQ

となります。日本は 12 月第 2 週、米国は第 3 週ですが、12 月 14 日～15 日の FOMC、注目統計の

11 月米消費者指数発表が 12 月 10 日と日米メジャーSQ と重なっていることから、それを利用して

投機筋の外国人が株価をどのように動かすかが注目されます。現在の株価水準からすると「買い支

え」の思惑の方が強そうですが。』と指摘しましたが、早くも始まったかとの印象です。市場では先週

の世界的な株価急落の原因を南アフリカ共和国での新型コロナウイルスの新たな変異株（オミクロ

ン株）発見と解説してますが、原因というよりはそれを利用して日米メジャーSQ に向けて投機筋が

相場操縦を開始した可能性があります。そのため、このまま 12 月のメジャーSQ に向けて相場を下

落させたままなのか、それとも一旦、メジャーSQ に向けて反発させるのかは投機筋の操縦次第とな

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 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％→10 月 29 日週+1.4％→11 月 5 日週-8.6％→11 月 12 日週+4.3％→11 月 19

日週-4.3％→11 月 27 日週-8.6％と、2 週連続でマイナス圏に陥ってます。ただ、急落調整の割に

は同指標はまだ 1 ケタ台のマイナスにとどまっており、本格的な下落に発展していないことを示して

います。先週、『「0％前後で再び行ったり来たりする」膠着状態がまだ続いており、上昇するパワー

も少ないですが、下落しないように「買い支え」が行われている証拠かと思われます。以前から指摘

してきたように、長期的にはこの膠着状態が終了すると先送りされてきた『同指標が「-40％以下の
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下限ゾーン」に落ち込む近未来』が待っていることだけは忘れないことです。』と指摘しましたが、同

指標が「-40％以下の下限ゾーン」を割り込まない限りは仮に急落調整が起きても相場操縦の域を

出ていないとの認識が必要かと思われます。 

 

今週は、経済指標では、国内は、11 月 29 日に 10 月商業動態統計、30 日に 10 月完全失業率・

有効求人倍率と鉱工業生産、12 月 1 日に 7-9 月期法人企業統計調査、11 月新車販売台数、一

方海外で、11 月 30 日に中国 11 月製造業購買担当者景気指数（PMI）、米 9 月 S&P コアロジック・

ケース・シラー住宅価格指数、米 11 月消費者信頼感指数、12 月 1 日に中国 11 月財新製造業 PMI、

米 11 月 ADP 全米雇用リポート、米 11 月 ISM 製造業景況指数、米地区連銀経済報告（ベージュ

ブック）、3 日に米 11 月雇用統計、米 11 月 ISM 非製造業景況指数、米 10 月製造業受注などが予

定されています。12 月 1 日発表の米 11 月 ISM 製造業景況指数は 61.0 と、前月の 60.8 を小幅に

上回る見通し。また、12 月 3 日発表の米 11 月雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比+50.0 万

人、失業率は4.5％の見通しですが、失業率は労働力不足を反映してさらに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、29 日に米サイバーマンデー、30 日にパウエル FRB

議長の上院での証言、2 日に OPEC プラス会合、などが予定されています。」とコメントしました。 
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11 月 12 日週 11 月 19 日週 11 月 26 日週 12 月 3 日週 

¥29,609.97 ¥29,745.87 ¥28,751.62 ¥28,029.57 

-8.0% -35.5% 22.4% 6.3% 

 

 

先週の日経平均は、高値 28776 円（11 月 29 日）・安値 27588 円（12 月 3 日）と推移、4 週連続で

前半高・後半安の弱いかたち。先週は、新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株への警戒

感から岸田政権が全世界を対象に外国人の入国措置を禁止すると表明したことに加え、米上院議

会証言で米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は量的緩和縮小（テーパリング）ペース加

速を示唆し、米株市場では金融引き締め懸念を背景に大幅安となったことを受けて下値目標値を

下回り、週間ベースで-722円安（-2.51％）と大幅に続落、2週間で-1716円安の急落で終了してい

ます（先週予告していた上値メド 29666 円～30259 円（+2％かい離）//下値メド 29034 円～28453

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、11 月 26 日に

29000 円大台割れで下落スタート、29 日に 28500 円大台割れでカウントダウンの下落局面入りに 3

日間、30 日に 28000 円大台割れでカウントダウン継続に 1 日間、従って、12 月 1 日までに 27500

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が実現せず時間切れ。28500 円大台替
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日経平均 ¥30,500.05¥30,248.81¥28,771.07¥28,048.94¥29,068.63¥28,804.85¥28,892.69¥29,611.57¥29,609.97¥29,745.87¥28,751.62¥28,029.57
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えで仕切り直し、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、11 月

30日に28000円大台割れで下落スタートとなりました。27000円大台割れでカウントダウンの下落局

面、逆に、29000 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、11 月に 28000 円大台割れで下落スタートとなりました。27000 円大台割れでカウント

ダウンの下落局面、逆に、29000 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、中期長期の弱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 35287 ドル（11 月 29 日）・安値 34006 ドル（12 月 1 日）と推

移、4 週連続で前半高・後半安の弱いかたち。先週は、バイデン米大統領が 11 月 29 日、「この冬

に米国の経済封鎖、都市封鎖は必要ない」と述べましたが、世界各国で新型コロナウイルスの新た

な変異株オミクロン株の感染例が報告され感染急拡大を警戒、さらに米連邦準備制度理事会

（FRB）のパウエル議長が 11 月 30 日の議会証言でインフレ高進は一過性の現象との見方を改める

必要があると示唆し、2022 年における米国の利上げ確率が上昇したことで下値目標値を下回り、

週間ベースで-319 ドル安と 4 週連続の反落、ここ 4 週間で合計-1747 ドルの大幅下落で終了して

います（先週予告していた上値メド 35533 ドル～36243 ドル（+2％かい離）//下値メド 34846 ドル～

34149 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短期の大台替えで、12 月 1 日に 35000 ドル

大台替えで仕切り直しが入りましたが、同日逆に、34500 ドル大台割れで下落スタートとなりました。

34000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、35000 ドル大台替えで仕切り直しが入ります。中

期の方向を示す月ベースでは、11 月 26 日に 35000 ドル大台割れで下落スタートとなりました。

34000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、36000 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、逆に、11月35000ドル大台割れで下落スタートとなりました。

34000 ドル大台割れでカウントダウンの下落局面、逆に、36000 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、中長期の弱含みに加え、短期も再度、弱含みとなり、目

先も下落しやすいかたちに変化しました。 

 

一方、為替は、ドル・円が 113.95 円～112.52 円（先週予告していた上値メド 115.41 円～116.56 円

（+1％かい離）//下値メド 113.90 円～112.76 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を下回り、実質

は 2 週連続の円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1384～1.1234(先週予告していた上値メド 1.1272～

1.1384（+1％かい離）//下値メド 1.1080～1.0969（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、

実質 6 週間ぶりにドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、128.79 円～127.34 円（先週予告していた

上値メド 128.85 円～130.13 円（+1％かい離）//下値メド 126.94 円～125.67 円（-1％かい離））と推

移し、上値・下値両目標値を達成しませんでしたが、実質は 6 週連続の円高・ユーロ安。前の週の

円＞ドル＞ユーロから円＞ユーロ＞ドルに変化しましたが、2 週連続の円高となったかたちです。

新型コロナウイルスの新変異種オミクロン株感染が欧州などに続いて日本や米国でも確認され持
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続的な景気回復への不透明感がくすぶり、また米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が

11月30日の議会証言でインフレ高進は一過性の現象との見方を改める必要があると示唆し、2022

年における米国の利上げ確率が上昇、時期尚早の金融緩和解除を警戒して米国株式が下落し、

リスク回避の円買いが活発となったかたちです。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

8 週間振りに増加した前の週と異なり、再び、大幅に減少。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

われた後、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、7 週間で-8158 億円の連

続減少で期待がほぼ消滅したかたちです。「選挙相場」を支えるために 11 月 2 日までの郵政株(海

外売り出し 25%)売り出しで外国人買いのお膳立てを行いましたが、先物相場の 7 割を占める外国

人は 7 週連続の売り越しの一方、現物を売買する外国人は 6 週連続の買い越し。6 週間の買い越

し額は 2 兆 9271 億円と対照的な動きをしていましたが、前の週、先物は 8 週間振り、現物は 7 週

間振りに変化しています。一方、「裁定売り残」は、前の週比+450 億円増の 458 億円と、3 週間振り

に減少した前の週とは異なり、再び、増加しています。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って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、ほぼゼロ

となったことで、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」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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11 月 5 日週 11 月 12 日週 11月19日週 11 月 26 日週 

¥29,611.57 ¥29,609.97 ¥29,745.87 ¥28,751.62 

0.61 0.6 0.66 0.48 

-0.12 -0.01 0.06 -0.18 

単位：兆円 

 

  

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 11月12日週 11月19日週 11月26日週
先週比 -0.06 -0.04 -0.3 -0.13 -0.12 -0.01 0.06 -0.18
日経平均 ¥28,048.94 ¥29,068.63 ¥28,804.85 ¥28,892.69 ¥29,611.57 ¥29,609.97 ¥29,745.87 ¥28,751.62
裁定買い残 1.20 1.16 0.86 0.73 0.61 0.60 0.66 0.48
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11 月 5 日週 11 月 12 日週 11 月 19 日週 11 月 26 日週 

¥29,611.57 ¥29,609.97 ¥29,745.87 ¥28,751.62 

0.00 0.03 0.00 0.05 
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単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11月12日週 11月19日週 11月26日週
先週比 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.03 -0.03 0.05
日経平均 ¥28,048.94 ¥29,068.63 ¥28,804.85 ¥28,892.69 ¥29,611.57 ¥29,609.97 ¥29,745.87 ¥28,751.62
裁定売り残 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.05
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来は急落調整の可能性のある週となります。今週（12/6～12/10）の相場を占う『RU-RD

指標』の 11 月 26 日週が-29.5％と 3 週間振りにマイナス圏に陥ったことで、本来は急落調整の可

能性のある週となりますが、本来、急反発が期待できる前の週に逆に、続落となったことから急落調

整の可能性は小さくなったかもしれません。ただ、仮に、そのような動きになった場合でも、来週

（12/13～12/17）の相場を占う 12 月 3 日週が-45.2％と 2 週連続マイナス圏、かつ 4 月 19 日週以

来の下限ゾーンに陥っていることから軟調相場となる可能性が高そうです。先々週、『今後の相場

をみる上で注意すべきスケジュールは、来週3日の11月米雇用統計よりは日米の12月メジャーSQ

となります。日本は 12 月第 2 週、米国は第 3 週ですが、12 月 14 日～15 日の FOMC、注目統計の

11 月米消費者指数発表が 12 月 10 日と日米メジャーSQ と重なっていることから、それを利用して

投機筋の外国人が株価をどのように動かすかが注目されます。現在の株価水準からすると「買い支

え」の思惑の方が強そうですが。』と指摘しましたが、逆に、日米メジャーSQ を前に売りを仕掛けて

いるようです。市場で世界的な株価急落の原因を新型コロナウイルスのオミクロン株感染拡大と解

説してますが、それが原因というよりはそれを利用して日米メジャーSQに向けて投機筋が相場操縦

を開始した可能性があるということです。そのため、投機筋の外国人次第で、このまま 12 月のメジャ

ーSQ に向けて相場を下落させたままなのか、それとも一旦、メジャーSQ に向けて反発させるのか

が注目されます。ただ、いずれの場合でも2021年は厳しい相場となることには変わりありません。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 11 月 5 日週-8.6％→11 月 12 日週+4.3％→11 月 19 日週-4.3％→11 月 27 日

週-8.6％→12 月 3 日週-38.6％と、3 週連続でマイナス圏、特に今週は、「-40％以下の下限ゾーン」

目前まで急落してきています。先々週、『「0％前後で再び行ったり来たりする」膠着状態がまだ続

いており、上昇するパワーも少ないですが、下落しないように「買い支え」が行われている証拠かと

思われます。以前から指摘してきたように、長期的にはこの膠着状態が終了すると先送りされてきた

『同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に落ち込む近未来』が待っていることだけは忘れないことで

す。』と指摘しましたが、ようやく同指標が「-40％以下の下限ゾーン」の底値圏に向けて動き始めた

かたちです。ちなみに、「-40％以下の下限ゾーン」を割り込むと、20 年 5 月 11 日週以来となる底値

圏入りとなるためこれまでの上昇相場の大きな転換点を示唆しています。 

 

今週は、経済指標では、国内は、12 月 7 日に 10 月家計調査、10 月景気動向指数、8 日に 11 月

景気ウォッチャー調査、9 日に 10-12 月期法人企業景気予測調査、11 月工作機械受注、10 日に

11 月企業物価指数、一方海外で、12 月 7 日に中国 11 月貿易収支、米 10 月貿易収支、8 日に中

国 11 月消費者物価指数、中国 11 月生産者物価指数、9 日に新規失業保険申請件数、10 日に米

11 月消費者物価指数、米 11 月財政収支、12 月ミシガン大消費者信頼感指数速報などが予定さ

れています。10 日発表の米 11 月消費者物価コア指数（CPI）について、10 月実績は前年比+4.6％
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と高い伸びを記録していますが、11 月のコアインフレ率は 10 月実績に近い水準になると予想され

ています。10 月実績を上回る物価上昇率となった場合、2022 年における米利上げ確率がさらに上

昇するとの見方が多いようです。このほかのイベント・トピックスとしては、6 日に衆院本会議で岸田

首相の所信表明演説、10日にメジャーSQ が注目されます。来週末17日には米国もメジャーSQを

控えるため、思惑と株価操縦で今・来週は荒い動きとなる可能性があり注意が必要です 

 

 

11 月 26 日週 12 月 3 日週 12 月 10 日週 12 月 17 日週 

¥28,751.62 ¥28,029.57     

22.40% 6.30% -29.50% -45.20% 

 

 

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

11月12日
週

11月19日
週

11月26日
週

12月3日
週

12月10日
週

12月17日
週

日経平均 ¥30,248.8 ¥28,771.0 ¥28,048.9 ¥29,068.6 ¥28,804.8 ¥28,892.6 ¥29,611.5 ¥29,609.9 ¥29,745.8 ¥28,751.6 ¥28,029.5
RU-RD 25.0% -11.5% -39.4% -15.6% -22.4% 5.1% 42.6% -8.0% -35.5% 22.4% 6.3% -29.5% -45.2%

-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 28375 円～28942 円（+2％かい離） 

下値メド 27546 円～26995 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 34824 ドル～35520 ドル（+2％かい離） 

下値メド 33889 ドル～33211 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 114.20 円～115.34 円（+1％かい離） 

下値メド 112.28 円～111.15 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1350～1.1463（+1％かい離） 

下値メド 1.1170～1.1058（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 128.88 円～130.16 円（+1％かい離） 

下値メド 126.67 円～125.40 円（-1％かい離） 
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11月19日週 11月26日週 12月3日週 12月10日週
日経平均 ¥29,745.87 ¥28,751.62 ¥28,029.57
高値 ¥29,960.93 ¥29,806.49 ¥28,776.34
安値 ¥29,402.57 ¥28,605.61 ¥27,588.61
上値上 ¥30,719 ¥30,524 ¥30,259 ¥28,942
上値下 ¥30,117 ¥29,926 ¥29,666 ¥28,375
下値上 ¥29,452 ¥29,262 ¥29,034 ¥27,546
下値下 ¥28,862 ¥28,676 ¥28,453 ¥26,995

¥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

11月19日週 11月26日週 12月3日週 12月10日週
NYダウ $35,870.95 $34,899.34 $34,639.79
上値上 $37,477 $37,045 $36,243 $35,520
上値下 $36,743 $36,319 $35,533 $34,824
下値上 $36,191 $35,654 $34,846 $33,889
下値下 $35,467 $34,940 $34,149 $33,211
高値 $36,316.61 $35,929.66 $35,287.91
安値 $35,555.37 $34,749.80 $34,006.98

$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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11月19日週 11月26日週 12月3日週 12月10日週
上値上 ¥115.24 ¥115.93 ¥116.56 ¥115.34
上値下 ¥114.10 ¥114.79 ¥115.41 ¥114.20
下値上 ¥112.99 ¥113.40 ¥113.90 ¥112.28
下値下 ¥111.86 ¥112.26 ¥112.76 ¥111.15
ドル円 ¥114.03 ¥113.31 ¥112.80
高値 ¥114.97 ¥115.51 ¥113.95
安値 ¥113.59 ¥113.03 ¥112.52

¥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

11月19日週 11月26日週 12月3日週 12月10日週
上値上 € 1.1676 € 1.1517 € 1.1384 € 1.1463
上値下 € 1.1561 € 1.1403 € 1.1272 € 1.1350
下値上 € 1.1430 € 1.1265 € 1.1080 € 1.1170
下値下 € 1.1315 € 1.1152 € 1.0969 € 1.1058
ドルユーロ € 1.1370 € 1.1209 € 1.1306 
高値 € 1.1465 € 1.1332 € 1.1384 
安値 € 1.1250 € 1.1186 € 1.1236 

€ 1.0900

€ 1.1000

€ 1.1100

€ 1.1200

€ 1.1300

€ 1.1400

€ 1.1500

€ 1.1600

€ 1.1700

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 11 月 5 日週-8.6％→11 月 12

日週+4.3％→11 月 19 日週-4.3％→11 月 27 日週-8.6％→12 月 3 日週-38.6％と、3 週連続でマ

イナス圏、特に今週は、「-40％以下の下限ゾーン」目前まで急落してきています。先々週、『「0％

前後で再び行ったり来たりする」膠着状態がまだ続いており、上昇するパワーも少ないですが、下

落しないように「買い支え」が行われている証拠かと思われます。以前から指摘してきたように、長期

的にはこの膠着状態が終了すると先送りされてきた『同指標が「-40％以下の下限ゾーン」に落ち込

む近未来』が待っていることだけは忘れないことです。』と指摘しましたが、ようやく同指標が「-40％

以下の下限ゾーン」の底値圏に向けて動き始めたようです。ちなみに、「-40％以下の下限ゾーン」

を割り込むと、20 年 5 月 11 日週以来となる底値圏となるためこれまでの上昇相場の大きな転換点

を示唆します。 

11月19日週 11月26日週 12月3日週 12月10日週
上値上 ¥132.64 ¥130.86 ¥130.13 ¥130.16
上値下 ¥131.33 ¥129.57 ¥128.85 ¥128.88
下値上 ¥129.77 ¥128.11 ¥126.94 ¥126.67
下値下 ¥128.47 ¥126.82 ¥125.67 ¥125.40
ユーロ円 ¥128.67 ¥128.23 ¥127.61
高値 ¥130.82 ¥129.89 ¥128.76
安値 ¥127.98 ¥126.94 ¥127.06

¥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。 

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

11月12
日週

11月19
日週

11月26
日週

12月3日
週

銘柄比率 14.3% 50.0% 47.1% 11.4% -14.3% -24.3% -27.1% 5.7% 1.4% -8.6% 4.3% -4.3% -8.6% -38.6%
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 ¥29,128. ¥30,381. ¥30,500. ¥30,248. ¥28,771. ¥28,048. ¥29,068. ¥28,804. ¥28,892. ¥29,611. ¥29,609. ¥29,745. ¥28,751. ¥28,029.

¥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


