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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、「今週は本来なら急反発が期待される週となります。年明け 2 週目の立ち会いとなる今週

（1/10～1/14）の相場を占う『RU-RD 指標』の 12 月 31 日週が+34.4％と前の週と異なり、一気にプ

ラス圏に急上昇したことで本来なら急反発が期待されます。さらに来週（1/17～1/21）の相場を占う

1 月 7 日週が+40.0％と 2 週連続プラス圏、かつ 3 週間振りに上限ゾーンに急浮上したことで堅調

相場が期待されます。先週、『仮に今週、急落調整がない場合はその反動による急反発の可能性

は小さくなります。』と指摘しましたが、先週、急落調整が起こったことで逆に、急反発が期待できる

かたちになりました。特に、今週末はミニ SQ を控えることで投機筋の外国人がどのような相場操縦

をしてくるかが注目されます。先週、「干支の観点」から今年の相場見通しをご紹介し、「東京オリン

ピックが 1 年遅れで実施されたように一年遅れで「辛（かのと）」の年の株価下落が起きる可能性を

意識する 2022 年となりそうです。」と指摘しましたが、今週は年初に注目される「1 月の株価が強い

とその年の株価は強い」のアノマリーについてですが、2000 年以降、日経平均は 10 勝 12 敗、NY

ダウは 13 勝 9 敗と NY ダウの方がその傾向は強いものの、アノマリーというほどの相関性の高さは

みられません。つまり、1 月騰落率で年間の騰落率を占うことは難しいということを示しています。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 12 月 3 日週-38.6％→12 月 10 日週-31.4％→12 月 17 日週+20.0％→12 月 24

日週+10.0％→12 月 31 日週+12.9％→22 年 1 月 7 日週+42.9％と、4 週連続でプラス圏、かつ 21

年 9 月 13 日週以来となる上限ゾーンへ急浮上しています。ただ、12 月第 2 週と第 3 週に日米メジ

ャーSQ を迎え、さらに「年末ラリー」「ご祝儀買い」などのドレッシング買いなど相場操縦が行われた

ためで、一時的な現象かと思われます。実際、21 年 9 月 13 日週は「菅首相の総裁選出馬断念」を

受けて投機筋の外国人が一気に買い上げましたが、その後、急落していることからも明らかです。

以前から何度も指摘してきたように、現在は 21 年 2 月 15 日週 68.6％をピークに、20 年 5 月 11 日

週以来となる「-40％以下の下限ゾーン」に向けての下落過程にあり、今回の上限ゾーン突破も、昨

年 9 月 13 日週も株価操縦によって表れた一時的現象に過ぎません。『いずれしても 2022 年は厳
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しい相場となることには変わりありません。』と指摘してきたように、楽観的な見通しを語る多くの市場

関係者の声には注意が必要かと思われます。仮に、再度、同指標がマイナス圏入りするときはその

兆候として注目です。 

 

今週は、経済指標では、国内は、1 月 11 日に 11 月景気動向指数、12 日に 12 月景気ウォッチャ

ー調査、13 日に 12 月都心オフィス空室率、12 月工作機械受注、14 日に 12 月企業物価指数、一

方海外で、1 月 12 日に中国 12 月 CPI、中国 12 月 PPI、米 12 月 CPI、13 日に米 12 月 PPI、14 日

に米 12 月小売売上高、米 12 月鉱工業生産、週次新規失業保険申請件数、14 日に 12 月小売売

上高、1 月ミシガン大学消費者マインドなどの発表が予定されています。12 日発表の米 12 月消費

者物価コア指数（CPI）は前年比+5.4％と、上昇率は 11 月実績+4.9％を上回る見通しです。また 14

日発表の 12 月小売売上高は前月比-0.1％と予想されており、11 月実績+0.3％を下回る見込みで

す。このほかのイベント・トピックスとしては、日本は週末１月 1４日にミニ SQ を控えることで先週の急

落相場を投機筋の外国人によってどう変化させられるかが注目されます。」とコメントしました。 

 

12 月 24 日週 12 月 31 日週 1 月 7 日週 1 月 14 日週 

¥28,782.59 ¥28,791.71 ¥28,478.56 ¥28,124.28 

21.2% 54.3% -21.6% 34.4% 
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日経平均 ¥28,892.69¥29,611.57¥29,609.97¥29,745.87¥28,751.62¥28,029.57¥28,437.77¥28,545.68¥28,782.59¥28,791.71¥28,478.56¥28,124.28
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先週の日経平均は、高値 28814 円（1 月 12 日）・安値 27889 円（1 月 14 日）と推移、3 週連続で前

半高・後半安の弱いかたち。先週は、週末にミニ SQ を控えて一時は急反発したものの、前の週末

に発表された米 12 月雇用統計が労働需給の引き締まりを意識させる内容となり連邦準備理事会

（FRB）による金融引き締めへの警戒感が一段と広がるなか米 10 年物国債利回りが一時 1.8％とお

よそ 2 年ぶりの高値を記録、また 39 年ぶりの高い伸びとなった米 12 月の消費者物価指数（CPI）

は市場予想並みだったものの複数の FRB 高官から年 3～4 回の利上げやバランスシートの縮小

（QT）に前向きな発言が出たほか、ハト派とされてきたブレイナード理事も FRB 副議長への指名に

関する公聴会で利上げに意欲を示したこと、さらに日銀がインフレ目標 2％を達成する前に利上げ

開始ができるかを議論しているなどと報じられたことも投資家心理を悪化させ下値目標値を下回り、

週間ベースで-354 円安と、国民投票で英 EU 離脱を決めた年の 2016 年以来、1 月第 1 週・第 2

週の続落スタートで終了しています（先週予告していた上値メド 29466 円～30055 円（+2％かい離）

//下値メド 28690 円～28116 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、1 月 6 日に 28500 円大台割れで下落スタート、14 日に 28000 円大台割れでカウン

トダウンの下落局面入りに 8 日間、従って、22 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。逆に、28500 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、

12 月 28 日に 29000 円大台替えで仕切り直しが入りましたが、1 月 14 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、12 月に 29000

円大台替えで仕切り直しが入りましたが、逆に 1 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、先行した短期弱含みに、中期長期も追随したことで下

落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 36513 ドル（1 月 13 日）・安値 35639 ドル（1 月 10 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、前の週末に発表された米 12 月雇用

統計が労働需給の引き締まりを意識させる内容となり連邦準備理事会（FRB）による金融引き締め

への警戒感が一段と広がるなか、米 10 年物国債利回りが一時 1.8％とおよそ 2 年ぶりの高値を記

録、また複数の FRB 高官から年 3～4 回の利上げやバランスシートの縮小（QT）に前向きな発言が

出たほか、ハト派とされてきた次期米連邦準備制度理事会（FRB）副議長に指名されたブレイナー

ド理事は年内数回の利上げを公聴会で示したことで下値目標値を下回った後、一旦反発、ただ週

末に発表された 12 月の米小売売上高が予想以上に減少したこと、1 月ミシガン大学消費者信頼感

指数速報値も市場予想を下回ったことから再度、先週の安値近辺まで急落し、週間ベースで-320

ドル安と年明け2週連続で下落して終了しています（先週予告していた上値メド37578ドル～38329

ドル（+2％かい離）//下値メド 36475 ドル～35745 ドル（-2％かい離））。「大台替えの法則」では、短

期の大台替えで、25 日(土曜日のため猶予で 27 日)までに 26500 ドル大台替えでカウントダウン継
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続を狙う時間帯に入りましたが実現せず時間切れ。37000 ドル大台替えで仕切り直し、逆に、35500

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、12 月 23 日に 36000 ド

ル大台替えで仕切り直しが入りました。37000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、

35000 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、12 月に 36000 ド

ル大台替えで仕切り直しが入りました。37000 ドル大台替えでカウントダウンの上昇局面、逆に、

35000 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。 

 

一方、為替は、ドル・円が 115.67 円～113.47 円（先週予告していた上値メド 116.76 円～117.92 円

（+1％かい離）//下値メド 115.69 円～114.53 円（-1％かい離））と推移、下値目標値を下回り、3 週

間振りに円高・ドル安、ドル・ユーロは、1.1482～1.1311(先週予告していた上値メド1.1385～1.1498

（+1％かい離）//下値メド 1.1281～1.1168（-1％かい離））と推移し、上値目標値を達成し、実質 3

週連続のドル安・ユーロ高。また、ユーロ円は、131.46 円～129.74 円（先週予告していた上値メド

132.47 円～133.79 円（+1％かい離）//下値メド 130.67 円～129.36 円（-1％かい離））と推移し、下

値目標値を達成し、実質 6 週連間振りに円高・ユーロ安。前の週のユーロ＞ドル＞円から円＞ユー

ロ＞ドルに変化し、特に、円安修正から 6 週間振りに円高に変化しています。米連邦準備制度理

事会（FRB）のパウエル議長が再任指名承認の上院公聴会で「利上げのタイミングは決定していな

い、バランスシートの縮小開始は年後半」との見方を伝えたことから早期利上げの思惑が後退、ま

た米国のインフレ率は 1-3 月期にピークを過ぎるとの見方が浮上したことや「日本銀行は物価目標

2％の達成前に利上げを議論する」との観測報道も円買い材料となったかたちです。 

 

 

＜裁定買い残・裁定売り残＞ 

4 週連続で増加、4 週間の買い越し額は 774 億円。自民党総裁選で岸田首相が勝利した 9 月 29

日から 7 週間で-8158 億円の連続減少後、11 月 15 日週+513 億円を 1 週挟みましたが、更に 3 週

連続で-3759 億円減少。実質 11 週連続で減少額 1 兆 1405 億円に比べると買い越し額はごくごく

僅か。通常、就任 3 ヶ月以内に行う日米首脳会談が未だ行われていないことでも分かりますが、外

国人からは岸田政権への期待がほとんどないことを示しています。一方、「裁定売り残」は、前の週

比-346 億円の 373 億円と、2 週連続で減少。ただ、『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ましたが、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。』と指摘しましたが、現

在は売りは一休みといったところ。今後、いつ再拡大するかが注目されます。「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
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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。 

 

12 月 17 日週 12 月 24 日週 12 月 31 日週 1 月 7 日週 

¥28,545.68 ¥28,782.59 ¥28,791.71 ¥28,478.56 

0.29 0.29 0.33 0.36 

0.01 0 0.04 0.03 

単位：兆円 

 

  

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 12月24日週 12月31日週 1月7日週
先週比 0.06 -0.18 -0.13 -0.07 0.01 0 0.04 0.03
日経平均 ¥29,745.87 ¥28,751.62 ¥28,029.57 ¥28,437.77 ¥28,545.68 ¥28,782.59 ¥28,791.71 ¥28,478.56
裁定買い残 0.66 0.48 0.35 0.28 0.29 0.29 0.33 0.36
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12 月 17 日週 12 月 24 日週 12 月 31 日週 1 月 7 日週 

¥28,545.68 ¥28,782.59 ¥28,791.71 ¥28,478.56 

0.10 0.16 0.07 0.04 

-0.02 0.06 -0.09 -0.03 

単位：兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12月24日週 12月31日週 1月7日週
先週比 -0.03 0.05 0.16 -0.09 -0.02 0.06 -0.09 -0.03
日経平均 ¥29,745.87 ¥28,751.62 ¥28,029.57 ¥28,437.77 ¥28,545.68 ¥28,782.59 ¥28,791.71 ¥28,478.56
裁定売り残 0.00 0.05 0.21 0.12 0.10 0.16 0.07 0.04
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＜今週のマーケットの見通し＞ 

今週は本来なら堅調相場が期待される週となります。今週（1/17～1/21）の相場を占う『RU-RD 指

標』の 1 月 7 日週が+40.0％と 2 週連続プラス圏、かつ 3 週間振りに上限ゾーンに急浮上したこと

で本来なら堅調相場が期待されます。ただ来週（1/24～1/28）の相場を占う 1 月 14 日週が-

37.9％と 3 週間振りにマイナス圏に陥ったことから急落調整に警戒が必要で、仮に、今週予告通り

に反発した場合、来週の急落調整に備えた方が良いかもしれません。先々週、「干支の観点」から

今年の相場見通しをご紹介し、「東京オリンピックが 1 年遅れで実施されたように一年遅れで「辛

（かのと）」の年の株価下落が起きる可能性を意識する 2022 年となりそうです。」と指摘しましたが、

十二支の「寅年」は 1986 年、1998 年、2010 年の直近 3 回は円高に見舞われています。市場関係

者の楽観的な 2022 年株価予想、日米金利差を背景にした円安継続予想に反して、年初からの日

経平均は 2 週連続の陰線、為替は 3 円弱の円高は「干支」の傾向が表面化しているかのようで

す。先週、「1 月の株価が強いとその年の株価は強い」のアノマリーについて「2000 年以降、日経

平均は 10 勝 12 敗、NY ダウは 13 勝 9 敗と NY ダウの方がその傾向は強いものの、アノマリーとい

うほどの相関性の高さはみられません。」と指摘しましたが、市場での注目度が高いことから 1 月が

陰線となると心理的影響は大きそうです。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 12 月 3 日週-38.6％→12 月 10 日

週-31.4％→12 月 17 日週+20.0％→12 月 24 日週+10.0％→12 月 31 日週+12.9％→22 年 1 月 7

日週+42.9％→22 年 1 月 14 日週+20.0％と、5 週連続でプラス圏となっています。22 年 1 月 7 日

週+42.9％と、21 年 9 月 13 日週以来となる上限ゾーンへ急浮上しましたが、12 月第 2 週と第 3 週

の日米メジャーSQ、さらに「年末ラリー」「ご祝儀買い」などのドレッシング買いなど相場操縦が行わ

れたためで、一時的な現象かと思われます。前回、上限ゾーンへ急浮上した 21 年 9 月 13 日週も

「菅首相の総裁選出馬断念」を理由に投機筋の外国人が一気に買い上げたためで、その後、急落

していることからも明らか。以前から何度も指摘してきたように、現在は 21 年 2 月 15 日週 68.6％を

ピークに、20 年 5 月 11 日週以来となる「-40％以下の下限ゾーン」に向けての下落過程にあり、今

回の上限ゾーン突破も、昨年 9 月 13 日週も株価操縦によって表れた一時的現象に過ぎません。

『いずれにしても 2022 年は厳しい相場となることには変わりありません。』と指摘してきたように、楽

観的な見通しを語る多くの市場関係者の声には注意が必要。仮に、再度、同指標がマイナス圏入

りするときはその兆候として要注目です。 

 

今週は、経済指標では、国内は、1 月 17 日に 11 月機械受注、18 日に 11 月鉱工業生産、20 日

に 12 月貿易収支、21 日に 12 月全国消費者物価指数、一方海外で、1 月 17 日に中国 10-12 月

期 GDP、中国 12 月鉱工業生産、中国 12 月小売売上高、18 日に米 1 月ニューヨーク連銀景気指

数、19 日に米 12 月住宅着工件数、英・12 月消費者物価コア指数、20 日に米 1 月フィラデルフィ

ア連銀景気指数、米 12 月中古住宅販売、21 日に 12 月米・景気先行指数、などの発表が予定さ
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れています。19 日発表の 2021 年 12 月住宅着工件数（年率換算）は 165 万件と、11 月の 167.9

万件をやや下回る見通し。また 20 日発表の 1 月フィラデルフィア連銀製造業景気指数は 21.0 と、

前月の 15.4 を上回る見通しです。このほかのイベント・トピックスとしては、日本は 17 日に日銀金

融政策決定会合（～18 日）、18 日に黒田日銀総裁会見、衆院本会議で岸田首相の施政方針演

説、21 日に日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12 月 16・17 日分)、また海外は、17 日

に米・株式市場は祝日のため休場(キング牧師生誕記念日)、です。 

 

 

1 月 7 日週 1 月 14 日週 1 月 21 日週 1 月 28 日週 

¥28,478.56 ¥28,124.28     

-21.60% 34.40% 40.00% -37.90% 

 

 

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

12月24日
週

12月31日
週

1月7日週 1月14日
週

1月21日
週

1月28日
週

日経平均 ¥29,611.5 ¥29,609.9 ¥29,745.8 ¥28,751.6 ¥28,029.5 ¥28,437.7 ¥28,545.6 ¥28,782.5 ¥28,791.7 ¥28,478.5 ¥28,124.2
RU-RD 42.6% -8.0% -35.5% 22.4% 6.3% -29.5% -45.2% 21.2% 54.3% -21.6% 34.4% 40.0% -37.9%

-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 28748 円～29322 円（+2％かい離） 

下値メド 27948 円～27389 円（-2％かい離） 

 

＜NY ダウ＞ 

上値メド 36575 ドル～37306 ドル（+2％かい離） 

下値メド 35798 ドル～35082 ドル（-2％かい離） 

 

＜ドル円＞ 

上値メド 115.60 円～116.75 円（+1％かい離） 

下値メド 114.61 円～113.46 円（-1％かい離） 

 

＜ドルユーロ＞ 

上値メド 1.1443～1.1557（+1％かい離） 

下値メド 1.1347～1.1233（-1％かい離） 

 

＜ユーロ円＞ 

上値メド 131.75 円～133.06 円（+1％かい離） 

下値メド 130.41 円～129.10 円（-1％かい離） 
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12月31日週 1月7日週 1月14日週 1月21日週
日経平均 ¥28,791.71 ¥28,478.56 ¥28,124.28
高値 ¥29,121.01 ¥29,388.16 ¥28,814.31
安値 ¥28,579.49 ¥28,293.70 ¥27,889.21
上値上 ¥29,662 ¥29,723 ¥30,055 ¥29,322
上値下 ¥29,081 ¥29,141 ¥29,466 ¥28,748
下値上 ¥28,084 ¥28,264 ¥28,690 ¥27,948
下値下 ¥27,522 ¥27,698 ¥28,116 ¥27,389

¥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

12月31日週 1月7日週 1月14日週 1月21日週
NYダウ $36,398.08 $36,236.47 $36,113.62
上値上 $36,870 $37,488 $38,329 $37,306
上値下 $36,148 $36,753 $37,578 $36,575
下値上 $35,014 $35,556 $36,475 $35,798
下値下 $34,313 $34,844 $35,745 $35,082
高値 $36,679.44 $36,952.65 $36,513.88
安値 $35,954.48 $36,111.53 $35,639.91

$31,000.00

$32,000.00

$33,000.00

$34,000.00

$35,000.00

$36,000.00

$37,000.00

$38,000.00

$39,000.00

NYダウ
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12月31日週 1月7日週 1月14日週 1月21日週
上値上 ¥115.85 ¥116.60 ¥117.92 ¥116.75
上値下 ¥114.71 ¥115.45 ¥116.76 ¥115.60
下値上 ¥113.49 ¥114.27 ¥115.69 ¥114.61
下値下 ¥112.35 ¥113.12 ¥114.53 ¥113.46
ドル円 ¥115.08 ¥115.55 ¥114.20
高値 ¥115.20 ¥116.34 ¥115.84
安値 ¥114.28 ¥114.94 ¥113.47

¥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

12月31日週 1月7日週 1月14日週 1月21日週
上値上 € 1.1468 € 1.1495 € 1.1498 € 1.1557
上値下 € 1.1355 € 1.1382 € 1.1385 € 1.1443
下値上 € 1.1221 € 1.1256 € 1.1281 € 1.1347
下値下 € 1.1108 € 1.1143 € 1.1168 € 1.1233
ドルユーロ € 1.1322 € 1.1296 € 1.1456 
高値 € 1.1388 € 1.1379 € 1.1484 
安値 € 1.1274 € 1.1272 € 1.1285 

€ 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％→12 月 10 日週-

31.4％→12 月 17 日週+20.0％→12 月 24 日週+10.0％→12 月 31 日週+12.9％→22 年 1 月 7 日

週+42.9％→22 年 1 月 14 日週+20.0％と、5 週連続でプラス圏となっています。22 年 1 月 7 日週

+42.9％と、21 年 9 月 13 日週以来となる上限ゾーンへ急浮上しましたが、12 月第 2 週と第 3 週の

日米メジャーSQ、さらに「年末ラリー」「ご祝儀買い」などのドレッシング買いなど相場操縦が行われ

たためで、一時的な現象かと思われます。前回、上限ゾーンへ急浮上した 21 年 9 月 13 日週も「菅

首相の総裁選出馬断念」を理由に投機筋の外国人が一気に買い上げたためで、その後、急落し

ていることからも明らか。以前から何度も指摘してきたように、現在は 21 年 2 月 15 日週 68.6％をピ

ークに、20 年 5 月 11 日週以来となる「-40％以下の下限ゾーン」に向けての下落過程にあり、今回

の上限ゾーン突破も、昨年 9 月 13 日週も株価操縦によって表れた一時的現象に過ぎません。『い

ずれにしても 2022 年は厳しい相場となることには変わりありません。』と指摘してきたように、楽観的

な見通しを語る多くの市場関係者の声には注意が必要。仮に、再度、同指標がマイナス圏入りする

ときはその兆候として要注目です。 

12月31日週 1月7日週 1月14日週 1月21日週
上値上 ¥130.98 ¥132.28 ¥133.79 ¥133.06
上値下 ¥129.69 ¥130.98 ¥132.47 ¥131.75
下値上 ¥127.89 ¥128.86 ¥130.67 ¥130.41
下値下 ¥126.61 ¥127.57 ¥129.36 ¥129.10
ユーロ円 ¥130.82 ¥131.25 ¥130.35
高値 ¥131.03 ¥131.73 ¥131.27
安値 ¥129.56 ¥130.06 ¥129.98

¥120.00

¥122.00

¥124.00

¥126.00

¥128.00

¥130.00

¥132.00

¥134.00

¥136.00

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

12月24
日週

12月31
日週

1月7日週 1月14日
週

銘柄比率 -27.1% 5.7% 1.4% -8.6% 4.3% -4.3% -8.6% -38.6% -31.4% 20.0% 10.0% 12.9% 42.9% 20.0%
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 ¥29,068. ¥28,804. ¥28,892. ¥29,611. ¥29,609. ¥29,745. ¥28,751. ¥28,029. ¥28,437. ¥28,545. ¥28,782. ¥28,791. ¥28,478. ¥28,124.

¥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


