＜記事見本＞
月刊トレチャ

2016 年 11 月 28 日号

2 万円指向も年内は調整
ポイント

① 為替も株も好転
② 日足テクニカルが過熱
③ 盛り上がりやすい 11 月末
④ トランプ就任 1/20

時の経つのは早く、もう師走。今年は「世紀の番狂わせ」が英国と米
国であったが、その後の株高も番狂わせと言えるかもしれない。時の止
まっていた日本株もようやくここにきて「年初来高値」となり、久しぶ
りに明るい師走を迎えること出来そうだ。ただ、地政学リスクが払拭さ
れたわけでなく、マーケットも流れが早くなってきている。11 月なのに
東京で雪が積もった。楽観と新年への期待高まるこの師走だが、気を緩
めることなく対応して行きたい。

Ａ、目指す 18900 円～20000 円
相場は正に気まぐれ。「トランプリスク」とは、いった何だったのか。世間の不安をよ
そに、ＮＹダウは一気に 19000 ドルに乗せ史上最高値を更新、為替（ドル円）は 113 円
90 銭を付け、日経平均は 18482 円となり年初来高値（1 月 4 日終値 18450 円）を抜いてき
た。そして、チャートはＮＹ、為替、日経平均、いずれも好転を確認、各平均線も順パタ
ーン（上から株価、短期、中期、長期の順）に並ぶ。相場は流れに従うものであるから、
上値を予測し、買いで対応するのは当然だ。
そこでまず、チャートの確認と当面の上値予測をしておこう。日経平均は 11/1 高値
17473 円を 14 日に上抜き、そこから上昇加速軌道に入った。9 日のトランプショックの突
っ込み（安値 16111 円）も弾みつけるキッカケにした恰好だ。日足のボリンジャーバンド
は上昇ピッチを拡大させる「＋２」（25 日現在 18428 円）に沿う強い流れにある。そして、
週足は 4 月高値 17613 円を上抜き、2 月と 6 月につけた 14800 円台安値のＷ底を確定させ、
1/4 の年初来高値 18450 円（ザラバ高値 18951 円）を捉えるところに来た。当面の上値メ
ヤスは日足Ｖ波（倍返し 18835 円）と 1/4 ザラバ高値を意識する「18900 円処」から、昨
年 12 月高値（20012 円）を意識した「20000 円」となる。
為替（ドル円/参考チャート参照）は、11/9 安値 101 円 19 銭の突っ込みをバネに直近
113 円 90 銭と、わずか 10 営業日で 12 円以上も円安に振れた。やはり日足はボリンジャ

ーバンド「＋２」に沿う強い流れで、週足
は 52 週線（109.15 円）や雲下限（111.92
円）を突破、次に目指すは週足雲上（115.72
～114.45 円）から年初来高値 1/29「121
円 68 銭」となる。
ＮＹダウ（参考チャート参照）は 11/4
に 17883 ドルまで下げ、
26 週線を下回り、
昨年来のネックラインも割り込み、下値正
念場で危ぶむ局面があった。だが、200 日
線の手前で切り返すと直近 19152 ドルと 3
週間で 1269 ドル（7％）も上げ、8/15 高
値 18668 ドルを突破し週足は三段上げに
突入した。史上最高値であるから終着点が
どこになるかは「相場に聞く」しかないが、
当面のメヤスとしてはＶ波、Ｎ波の「19400
ドル台」。トランプラリーという同時株高
に入っているが、カギ握るのはやはりＮＹ
ダウだろう。
いま 113 円処の為替（ドル円）が 115
円～120 円方向とまだ上値余地あること
から、円安次第では日経平均の「2 万円」（あと 1600 円ほど）も難しいとは言えない。

Ｂ、もうはまだ、まだはもう
ただし、相場であるから一本調子で上値追いが続く保証はない。言うまでもなく短期の
急騰でテクカル指標には過熱信号が続出している。サイコロ 10 勝 2 敗、騰落レシオ 133％
（25 日線）
、ＲＣＩ98％（13 日線）、ＲＳＩ99％（9 日線）など。いずれも株価の高値と
合致するとは限らず、過熱後に上値追いとなるケースは少なくない。ただ、
「そろそろ」
という見方と、その後の「反動懸念」が付きまとうことを頭に入れておくべきだろう。
テクニカルの過熱をよそに上昇したケースを少し見ておこう。直近では先月も同じよう
なことを記したが、11/1 を頭に 11/9 にトランプショックを招いたのは事実である。昨年
は 2 月～6 月にかけ毎月過熱信号灯す中を、日経平均は 17000 円台から 20000 円台へ大き
く上昇続けた。その前年 10 月末に「黒田バズーカ２」があり、チャートは好転から上値
追いを続けたが、その後の夏場に大きな亀裂を入れた。また昨年は 12/1 の高値を付ける
前の 11 月もサイコロが 12 勝 0 敗を記録するなど過熱が続いた。だが、そこでも年末年始
にきつい調整が待っていた。
付け加えるなら「11 月下旬」というマインドが盛り上がる日柄も見逃せないポイント。
日本でも「ブラックフライデー」という言葉が広まってきたが、師走、冬のボーナス、そ
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してクリスマスを前に庶民も投資家も浮き足立つところだ。日経平均を見ると、昨年は
12/1 が高値（20012 円）になったが、黒田バズーカのあった 2 年前も 12/8（18030 円）を
頭に 1/16 まで調整続いた。その前の年 2013 年は、12 月下旬にようやく年初来高値を更
新し、大納会に 16320 円で天井を打ったが、11/8 からの上昇が 12/3 で一旦頭打ちとなり
2 週間の日柄調整を挟んでいる。
いずれも上昇過程では「もうはまだなり」だが、日足などが陰転すると「まだはもうな
り」となりやすい。テクニカルの過熱を無視して上昇すればするほど「山高ければ谷深し」
、
あとの反動も小さくない。そうしたことから、いつも触れるように「下値抵抗線」のチェ
ックはここでも怠れないだろう。

Ｃ、先取りハネムーン
「トランプノミクス」なる新語が登場してきた。財政出動、内需喚起、保護貿易など株
価が上昇すれば何でも好材料にして前面に出してくる、それがマーケットの世界である。
トランプ政策を織り込むように米国の長期債金利（10 年）は 2.36％に上昇し、為替は「ド
ル独歩高」、日米金利差拡大もあり円は下落加速し、日本株にとってもトランプノミクス
大歓迎となっている。実際にトランプが大統領に就任するのは来年の「1/20」で、就任か
ら 100 日をハネムーン期間としてマーケットも寛容に対応するのが通例だが、いまのマー
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ケットを見ているとハネムーン期間を早くもスタートさせ、政策の「イイとこ取り」で動
き出しているように映る。ならば「就任式」で早めのハネムーンを終わらせる可能性もあ
るだろう。
株価が上昇しているなら何でもＯＫだが、トランプリスクがなくなったわけではなく、
株価がどこかで調整に転ずるとそのリスクの出番となろう。どのようなリスクがあるのか
簡単に触れておくと、保護主義、国益主義、排外主義、金融規制改革法（ドットフランク
法）の廃案、世界経済懸念などだが、選挙前にはこれ以外にもたくさんの懸念が叫ばれて
いたはずだ。中国やメキシコとの関係も注視される。また、日本で歓迎する「ドル高」だ
が、新興国にとっては穏やかでなく、12/14ＦＯＭＣでの利上げが注視される。
米国だけでなく、英国のＥ離脱、中国の海洋進出、ロシアのクリミア併合などいま世界
では自国優先主義、大衆迎合主義（ポピュリズム）が台頭している。歴史的な潮流変化の
時代を迎えている可能性あり、来年選挙のあるフランス（4 月）
、ドイツ（9 月）でも「番
狂わせ」がなきにしもあらず。その前に来月 12/4 のイタリア国民投票も注目で、欧州懸
念はいつ再燃してもおかしくない。
細かいことだが、ＮＹダウの「先物」は 11/9
に一時 17479 ドル（800 ドル超下落）まで突っ込
む場面があった。トランプショックがなかった
ように言われるＮＹダウだが、先物では日本株
同様に大波乱があった。その後は急回復してい
るが、ロスカットルールが厳格な先物市場であ
るからこの乱高下より「損失」を被った投資家
いないとも限らない。仮に膨大な損失を被った
場合、数日あとになって表面化してくるので、
そんなリスクもいまは影に隠れている可能性あ
る。

Ｄ、師走はスピード調整
さて、我が日本では日経平均が年初来高値に来たことで、ホッとしているのは安倍さん
であり黒田さんだろう。たしかに株価上昇による資産効果、経済効果、心理的効果は計り
知れず、マイナス運用で立場のなかったＧＰＩＦもホッとしているに違いない。為替が
113 円となり企業業績の上方修正も必至で、このペースで行くなら東証 1 部の経常利益を
5％押し上げ、連れてＥＰＳが増額されＰＥＲ16 倍で「日経平均 19800 円」という試算も
出ている。それに沿った展開になれば言うことなし、万々歳。
ただ、気になるのは「金利上昇」だ（参考チャート参照）
。金利上昇を好感したのは金
融株だが、国債価格は大きく下落しており、国債を大量に保有しているのも国内の金融機
関、機関投資家だ。わずかな金利の儲けより、価格下落に伴う損失の方が大きいのは明ら
かだろう。また、住宅やマンションの購入、借金の多い企業にも金利上昇は向かい風とな
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る。そういったデメリイト部分も相場が下げると表面化してくる可能性ある。
では、まとめになるが、日経平均予測として「2 万円」を目指す可能性は十分にあると
みている。だが、それはまだ先のことで、年内は難しいのではないか。当面の上値は 18900
円想定だが、12 月は短期急騰やテクニカル過熱に伴うスピード調整が不可避で、メジャ
ーＳＱ（9 日）
、米国利上げ（14 日）、米国決算、年末商戦の宴のあと、などが調整のキッ
カケになるだろう。問題はどのようなスピード調整になるかで、もみ合う日柄調整だと下
値は 17750～17500 円止まりで、1 月中旬まで日柄を要そう。値幅調整だと 17000～16500
円に突っ込み、トランプラリーを帳消しにす
るが、調整は短期で終えるだろう。
過剰流動性を背景に「もうはまだ」と走る
相場だが、三空の「窓」を空け、平均線との
カイ離を広げ、週足の変化日にも差し掛かり、
状況はいつ調整入れてもおかしくない。いず
れにせよ日経平均の日足に短期の下値抵抗
線を引いておき、それを割り込んだら「調整
入り」信号と捉えたい。その下値抵抗線は為
替の日足にも引いておく。それを割り込むま
では「流れに従い」、買い玉を泳がすのも有
効だが、腹八分目で利食いを交えて行くのも
一策と考える。注目株は出遅れものにシフト
しておく。

5

（富田）

月刊トレチャ

<参考チャート> 16 年 11/28 号

＊チャート提供「株の達人」

1．上昇街道に入ったＮＹダウ
11/4 安値でネックラインに抵触し下割れ懸念漂わせたが、一気の反転で最高値を更新、
新たな上昇街道に入っってきた。週足は上昇三波になり、当面のメヤスは 8/15 高値－
11/4 安値で計算するＶ波、Ｎ波の 19454～19488 ドル。一方、ＲＣＩは日足が高値圏と
なり、週足も高値圏が近付く。この先どのような調整見せるかが 1 つポイントに。
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月刊トレチャ

16 年 11/28 号

日経平均変化日一覧
日 付

デイリー

（11/28～12/30まで）
週 間

11月28日 （月）

月間
11月

11月29日 （火） 新月
11月30日 （水） opec総会
12月1日 （木） 中国ＰＭＩ
★

★

12月2日 （金） 米雇用統計
12月3日 （土）
12月4日 （日） 伊 憲法改正投票

12月

・11/9Ｌ→17日目

15年8月Ｈ

12月5日 （月）

↓

12月6日 （火）

17ヶ月

12月7日 （水）

＊11/25Ｈ→9日

12月8日 （木） ＥＣＢ理事会

・11/1Ｈ→26日目

12月9日
12月10日
12月11日
12月12日

（金） メジャーＳＱ
（土）
（日）
（月） 機械受注

12月13日 （火）
★ 12月14日 （水） ＦＯＭＣ、短観

6/24Ｌ→26週
満月

12月15日 （木） 日ロ首脳、ＥＵ首脳 ・11/9Ｌ→26日目
12月16日 （金）
12月17日 （土）
12月18日 （日）
12月19日
12月20日
12月21日
12月22日
12月23日
12月24日
12月25日
12月26日
12月27日
12月28日
12月29日
12月30日

（月）
（火） 日銀会合
（水）
（木）
（金） 天皇誕生日
（土）
（日） Ｘマス

★

（月） ＮＹ休場
（火） 消費者物価

9/5Ｈ→17週

（水）
（木） 新月
（金） 大納会
★は注目変化日、Ｈ高値、Ｌ安値。＊は暫定高安
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月刊トレチャ

16 年 11/28 号

<注目株>

【4312 サイバーネット】時価 626 円

目標 700～800 円

□ 蒸し返し必至、ＡＲ/ＶＲ関連
今年 1 月に株価は 367 円→1230 円まで急騰演じ、ＡＲ、ＶＲ関連というテーマを市場
に定着せたのは記憶に新しい。だが、急騰に伴う反動は厳しく、チャートの如く現在も調
整過程にある。この 11 月は、2 日の 3Ｑ（1-9 月）発表時に 12 月通期見通しを据え置い
たことや、トランプ関連銘柄に物色の矛先が向いたこともあり、700 円処から 562 円まで
下放れてしまった。だが、1 月の上げ幅（863 円）に対し 77％押し、月足のネックライン
や 24 ヶ月線に抵触するなど、ここまでくると押し目妙味が沸いてくる。
収益は順調で、下表通り 3Ｑ（1-9 月）は通期計画に対する進ちょくが経常で 88.2％、
純益はすでに超過しており、通期の増額修正は必至。そしてＡＲ（拡張現実）、ＶＲ（仮
想現実）は将来性十分のテーマだけに、これからも折に触れ話題となろう。1 年近い調整
でシコリもほぐれてきた。ここから買い下がり方針で待ち伏せてみたい。
（下振れ対応：下値メド 500～400 円、500 円割れあればナンピン方針）

期
2014.12
2015.12
予2016.12
1～9月

売上
153
155
168
123

営業

8.1
8.5
9.5
9.2

経常
9.7
10.0
10.5
9.2

最終
5.9
4.6
4.6
4.8

ＥＰＳ
19.1
14.8
14.8
15.4

１株配 １株純資産
13.8
453
13.8
433
13.0
440

*売上、経常、最終益は億円。ＥＰＳ、１株配、純資産は円（4312)
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