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市況概況
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡⼤、インフレの加速、中央銀⾏と政府によりもたらされた市
場への資⾦流⼊など、多くの意味で決定的な事象が起こっている2021年も秋に⼊りました。 しかし現
在でも、コロナウィルスによる市場のあり⽅に影響を及ぼす可能性のある流れの変化を⾒ることがで
きます。

2021年のこれまでの3四半期に渡り、市場での懸念は経済回復、新型コロナウイルス、インフレの3つ
でした。 ウィルスはどちらかと⾔えば外部的要因であるものの、経済回復とインフレは連邦準備制度
と政府の動向により影響を受けます。 2020年の3⽉に始まった、連邦準備制度がもたらした前例のない
量の市場への流動性供給は、コモディティ、株式、仮想通貨の価格を押し上げています。 2021年夏の
終りには、「テーパリング」という⾔葉が⼤きな関⼼事となりました。 連邦準備制度ジャクソンホー
ル会議でジェローム·パウウェル議⾧は、テーパリングはまもなく始まることを述べ、市場は9⽉初旬に
は「リスクオン」の態勢を⽌めました。

2つ⺫に、8⽉の雇⽤者数によるとアメリカでの経済活動は減速しています。 これはより⽶ドルが強ま
るきっかけとなり得ますが、これに続いた⽐較的弱いインフレ数値がボラティリティを抑えている状
態となっています。 しかし市場において優勢な⾒⽅は、9⽉は弱気でドルが強くなり、株式が下がると
いうものです。

注⺫すべきは、天然ガス先物の⾼騰や幾分緩やかではあったものの原油価格の上昇など、エネルギー
市場で投機的な動きがあったことです。 インフレの恐怖と記録的な供給不⾜により、天然ガスは2018
年の⾼値を更新し、契約サイズ当たり$5以上となりました。

市場は新たなファンダメンタルの流れを待っているかのようで、ここに来てテクニカルに沿った動き
を⾒せています。 しかし、この市況概況執筆時点では悲観的なセンチメントが主要市場で加速し始め
ています。

⽶雇⽤統計出典：bls.gov
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連邦準備制度とテー

市場は前向きになっています。 市場のパフォーマンスにとってテーパリングとは何を意味するのでしょう
か。 テーパリングにより、⾧期債の価格（通常は⾼い不確実性を伴う）の価格を下げ、したがって利回り
が上がることとなり、リスクの⾼い資産から債券への資本の乗り換えが起こり得ます。 これにより、遅か
れ早かれ利率が上昇します。 今⽇、利率は実質ゼロ%となっており、投資家の注⺫は株式とコモディティ
に集まっています。 債券の利回りが上昇すると、資本は株式から⽶ドルおよび債権に流⼊することが起こ
り得ます。

必ずしもそうなるかどうかはわからないものの、市場の⾒⽅においてこれが⼤きな関⼼事となっていま
す。 FedWatchツールを⾒ると、多くの投資家が⾦利は1年以上上がらないと⾒ていることがわかります。

⾦利上昇の確率出典：Cmegroup
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市場は現在、株式とコモディティをこれ以上押し上げるファンダメンタルの好材料が⼗分でないことを懸
念しています。 季節的に、9⽉は株式にとって最悪の⽉であり、トレーディングチャンスとなるボラティ
リティが発⽣します。 これまで、例えば2020年にも同じ状況が⾒られました。9⽉初旬に頂点に達した
後、⼤型テック株は（その後回復したものの）激しく急落しました。 10⽉と11⽉には、市場は決算期およ
びファンダメンタル指標の発表により盛り上がりを⾒せました。

ボラティリティは、対処の仕⽅を⼼得ているトレーダーにとっては、悪いものではありません。 その着眼
点はより短期的なものとなります。ポジションを保有する期間は短くなり、特に週末にかけて、⽇をまた
いでポジションを保有する場合は細⼼の注意が必要になります。 通常、⼀年の間のこの時期には、レバレ
ッジをかけたポジションを1〜2⽇以上保有することは推奨できません。

季節的に、9⽉は株式にとって最も良くない⽉として知られています。ブルームバーグのS&P 500の⾧期ダ
イナミクス（このチャートは1985年から2014年の累積統計情報をまとめたものですが、2020年まで延ばし
たとしても同じになります）を⾒てみると、9⽉のトレンドは常に弱気であり、回復は10⽉の後半から始
まっていることがわかります。

季節性

S&P 500インデックスの季節別チャート出典：ブルームバーグ

結論
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S&P 500価格予測出典：Yardeni.com

株式市場

株式インデックスは、⻘天井（⺫⽴った反落もなくほぼ7週間に渡るS&P 500の上昇）が続いた後、最終的
に然るべき調整局⾯に⼊りました。 9⽉初旬に最も⼤きな上昇を⾒せたテクノロジーとヘルスケア株式の2
つの⼤型セクターは、流動化が始まり他のセクターをも押し下げています。

まず、ファンダメンタルから⾒ていきます。 ここでは、唯⼀ではないにせよ世界最⼤規模であることには
間違いのない⽶株式市場に着⺫します。 ほとんどの有名⼤企業は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）お
よびナスダックで取引されています。

最も⼤切なのは、S&P 500が割⾼なのか割安なのかということです。 P/Eレシオ（株価収益率）を⾒る
と、S&P 500全体で20近くになっていることがわかります。 企業の将来の業績予測をグラフにすると、下
のチャートのようになります。 調整は起こり得ますが、広範に渡る市場は⾼すぎるようには⾒えず、今後
上昇する余地があります。

6



季節から⾒る予測によれば、インデックスは決算期（10⽉中旬）までしばらく調整局⾯にとどまることに
なるかも知れません。それまでは、現在のセンチメントが概して悲観的なため、買いトレードを⾏うのは
難しいと⾔えるでしょう。

次に、株式インデックスのテクニカルのパフォーマンスを⾒てみましょう。 S&P 500とナスダックは、ト
レンドラインを破り調整に⼊っています。

S&P 500インデックス出典：Exness.com

Nasdaq index. Source: Exness.com

広範の市場のパフォーマンスをセクター別に⾒てみましょう。ここでは、⽶国株式市場の主要セクタ
ーETFの7銘柄のパフォーマンスを⾒てみます。上位から、テクノロジー、不動産、通信、コンシューマ
ー、⼯業、基礎素材、エネルギーとなります。

セクター
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上図から、全セクターに渡り広範囲に調整が⼊っており、他に⽐べて特に優れているグループはありませ
ん。 値上がりしている株が全くないわけではありませんが、このコンテクストにおいて買いトレードを⾏
うのは⽐較的難しくなるでしょう。

ただし、中期的な視野で株式をトレードする⼈もいるかも知れません。 注⺫すべきものが⾒つかるか、個
別株式銘柄を⾒ていきます。 ここでの内容は、執筆時点の状況に基づいてのものであり、遅かれ早かれ変
化する可能性があることにご留意ください。

⽶国株式市場セクター別パフォーマンス出典：Tradingview.com

エヌビディアは、トレンドに沿ったトレードの対象として期待できる銘柄の⼀つです。 EPS（1株当たりの
当期純利益）の成⾧は⽂句なしであり、テック株式の最⾼峰の⼀つであり、最先端テクノロジーを⽣み出
し、⾰新的な産業であり、すぐに掴むべき銘柄と⾔えるでしょう。

NVDAが200⽇移動平均線をテストする度に反発しており、2⽇間近くこのテクニカルラインを割り込むこ
とすらありませんでした。 現在動的なサポートエリアの中にあり、テック銘柄にとってこれ以上悪くなる
ことはなく、再び上昇に転じる可能性があります。

NVDA

NVDA株出典：Exness.com
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中国市場のリスクが⾼まっているものの、リスクの少ない銘柄のポテンシャルは保たれたままとなっていま
す。その⼀つが、電気⾃動⾞を製造するシャオペン、XPEV株です。中国市場の銘柄ではあるものの、TSLA
とも相関しており、上昇⽅向に加速する可能性があります。

電気⾃動⾞の時価総額は、ガソリン⾞の順次廃⽌に伴い今後5〜10年で数倍になる可能性があります。 アメ
リカ政府は、すでに2030年までの⼤規模な電気⾃動⾞への移⾏計画を発表しており、⽣産に携わる多くの企
業に優れた機会となることでしょう。

TSLAは2021年を通してパフォーマンスが良くありませんでした。$600〜750のレンジでの動きが基本とな
ってきました。 前回の急落の際、⽐較的安定を⾒せ、ポテンシャルは優れていることを⽰している可能性
があります。 株式市場には、利益のでている銘柄から価格が振るわない銘柄に投資家が資⾦を移す循環メ
カニズムがあり、TSLAがその資⾦の移し替え先となる可能性があります。そのため、TSLAが2021年4⽉の
⾼値に再びチャレンジする可能性があります。

TSLA

TSLA株出典：Exness.com

XPEV

TSLA stock. Source: Exness.com
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原油

最近のハリケーン、「アイダ」と第2〜3四半期全体でのアメリカの経済活動の活発化により、原油はとう
とう再び1バレル当たり$70以上に達しました。 サプライショックと需要の増加もあり、こうした要因が続
くようであれば価格はさらに値上がりすることに疑いの余地はありません。 多くの地域での経済再開に加
え、⼀般的にみた新型コロナウィルス感染者数の減少により、経済の拡⼤期が近づいているように⾒えま
す。 残念ながらもう⼀つの障害は、⼈々が就業復帰しようとせず、少なくとも以前の雇⽤先に戻るつもり
のある⼈が少なく、離職者率が⾼⽌まっています。 最も関⼼の⾼い疑問の1つは、現在再開の始まった経
済活動は持続可能であるかどうかということです。

1.需要と供給

2.テクニカル展望

テクニカルの観点から⾒ると、原油価格は$76の節⺫を超えられませんでした。 現在のチャートの形は$62
〜$73で⾏ったり来たりしており、$74〜$76の少し上辺りを破ればさらに上昇する可能性が残っていま
す。このエリアを突破できない場合は、価格は下がりやすくなるでしょう。
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ビットコイン

グローバル経済の様々な状況において、不確実性を増しました。アメリカのインフレへの不安の強まり、
連邦準備制度のテーパリング、直近の恒⼤集団問題などの懸念があります。

現在のアメリカのインフレ率は、予測よりはるかに⾼くなっています。現在のインフレ率は対前年⽐5%を
超えており、通常また予測値より200%〜300%⾼くなっています。これが、連邦準備制度による⾦融政策
の引き締めまたは極端な場合マネーサプライの引き上げの懸念を⽣んでいます。

世界の他の地域を⾒てみると、2兆元（中国のGDPのおよそ2%）の資産を持つ中国の不動産会社、恒⼤集
団が市場参加者の関⼼の的となりました。崩壊が起こると、中国の経済だけでなく、中国は多くの国から
の原料輸⼊国であるため世界経済が引きずられることになります。

経済回復が甚⼤に減退したり、恒⼤集団の負債問題の直接的·⾮直接的結果によりより深刻な危機が到来し
たりすると、⼈々が株式、投資信託、ETF、コモディティ、仮想通貨などの資産のポジションを流動化さ
せ始める可能性があります。

1.現状

2.需要と供給

この記事の執筆時点で、過去数週間で世界中の取引所から膨⼤な量のビットコインが引き出され、その額は
94,000 BTCを超えています。この数字は、ビットコインの⾧期保有者の数を⽰している可能性があります。
取引所からのビットコインの出⾦のトレンドは、かなり⾧期間続いています。 オンチェーンのデータによ
ると、過去3ヶ⽉での出⾦量は192,000 BTCにも上っています。
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これにより、取引所で保有されるビットコイン量が2020年3⽉の3,000,000 BTCの最⾼値から劇的に落ち込
みました。保有率はおよそ657,000 BTC、または22%落ち込み、ここ3年で最低⽔準となっています。

テクニカルの観点から⾒ると、シナリオは2つあり得ます。 チャートの解釈により、ポジティブなもの、
ネガティブなものとなります。

テクニカル展望
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まずはネガティブなシナリオからになりますが、価格が明確なヘッド·アンド·ショルダーを形成することで
す。 このシナリオでは、ヘッドの⾼さがおよそ$8,050であり、パターンに当てはめて⾒るならターゲット
は$35,000〜$37,000となります。

⼀⽅ポジティブなシナリオは、エリオット波動の終わりによる反発が起こり、前回の上昇トレンドが続い
ていくというものです。これに当てはまる場合、年末には史上最⾼値が更新される可能性があります。
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Forex
第3四半期の⾦融政策の焦点、そして特にアメリカの⾦融政策は、外国為替市場参加者に対しあまりはっき
りとしたシグナルとはなりませんでした。 連邦準備制度によるテーパリングに対する守備的な⽂⾔と、イ
ンフレに対する「⼤規模なさらなる進捗」との⽂⾔の繰り返しがドル⾼に貢献したものの、第3四半期では
かなり⼩さく、明確なトレンドを⽰す証拠はほとんどありません。

ニュージーランドドルなど、予想よりハト的な中央銀⾏が管理する⼀部の通貨は通常よりボラティリティ
が⾼かったものの、コモディティ通貨は⼀般的に夏の終りに向けて各種⼯業コモディティの値上がりに伴
いパフォーマンスが優れていました。 AUDとNZDは、8⽉の中旬に中程度の強さで⽶ドルに対し回復を⾒
せました。

もちろん、外国為替における⼀定したトレンドは通常、ほぼ皆無であることを覚えておくべきです。 ここ
までの概況で述べたとおり、債券の利回りが上昇し市場参加者が株式から資⾦を循環させる場合、そうし
た状況ではイギリス、程度は低くなると思われるもののヨーロッパ、そしてその他主要債券も利回りが上
がるため、⽶ドルが⾧期に渡り強くなり続けるとは限りません。

第4四半期も引き続き、⾦融政策、雇⽤統計、⼀般的相関関係に注⺫が必要です。 この章では、現在のセ
ンチメント、それぞれユーロ対ドル継続下落そして英ポンドの上昇が継続した場合に起こり得る、2つのシ
ナリオについて⾒ていきます。

主要国の経済は現状⾮常に好調だと⾔えないのは明⽩な中、直⾯している困難には程度の差があるのは明
⽩です。 EUとアメリカの⾦融政策の軌跡は特に異なります。多くの市場参加者が、連邦準備制度は来年に
⾦利を上げ始め、今四半期からテーパリングが始まると⾒ています。 欧州中央銀⾏は、調整策の重要性を
強調し続けています。

ユーロドルの底打ち⼀直線

第3四半期には$1.19前後への反発があったものの、テクニカル上ユーロドルは⾮常に弱く、$1.16付近ま
で、場合によっては$1.15付近にある程度の強さのものが有る以外、⺫⽴ったサポートが⾒られません。
これまでの9⽉の取引⾼は、この通貨ペアが第4四半期に強烈に落ち込むことの裏付けとなっていません
が、これは短期より⾧い⺫線で捉えている市場参加者がほとんどいないことに起因するだけのことかも知
れません。
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イギリスでの年間インフレ率は8⽉に3.2%となり、9年以上に渡る期間で最⼤となりコンセンサスを⼤幅に
超えました。 これは、イングランド銀⾏による引き締め政策実施の姿勢への突然の転換における状況から
来ています。

イングランド銀⾏の9⽉の会合は特に、政策⽴案者がインフレがこの冬に4%まで上昇し続けそうであるこ
とを強調し、メディアが「エネルギー危機」と呼ぶまでに⾄ったため、短期におけるポンドを⾮常に強め
るものとなりました。 しかし、現状上昇し続けるポンドについての問いは、経済成⾧を押さえつけるであ
ろうイギリスでの労働者と原材料の不⾜になります。

第3四半期は、他の主要通貨と⾜並みをそろえポンドはあまり活発ではありませんでしたが、年末を前に上
昇基調が始まることが考えられます。 市場は今でもイングランド銀⾏が新たに⾒せた（⽐較的）タカ派姿
勢を消化しているところですが、9⽉後半の3度⺫の149円のチャレンジは、⽐較的⼤きな取引⾼とともに
⾮常に強い上昇の反応となりました。

ポンドはドルとユーロに対しても上昇余地を残していますが、ドルに起こり得る今四半期の上昇および
EURGBPのチャートに⾒られるかなり強いテクニカルエリアの存在により、実際に買うのであればポンド
円がより良い候補となるでしょう。 イギリスの今後の諸外国との貿易関係の不確実さおよび特に公⾔され
ている労働者不⾜のため、今四半期のポンドの上昇には確かに疑問が残りますが、多くの市場参加者が急
加速するインフレ対策のためイングランド銀⾏が何らかの⾏動をする必要があると⾒ています。

ポンドではインフレへの関⼼が以前強いまま

ユーロドルの進⾏中の下落は、テクニカル分析およびファンダメンタルの両⽅からして確かなものに⾒え
ます。特にファンダメンタルでは、連邦準備制度がテーパリングの時間軸に関し何らかの確約またはヒン
トを提⽰すれば、⽶国債の利回りはEUよりはるかに早く上昇を始めることになります。 ただし、このシナ
リオは1⽇または2⽇以上ポジションを持ったままにしてはいけないとの格⾔に従うことへのチャレンジと
なるものとなり得ます。9⽉にはトレードを⼩さく⾏い、⽐較的早いうちにイグジットできるように準備を
整え、ストップを利益のでている価格帯に動かしていくことで展開していく状況を最⼤限活⽤できるよう
になるでしょう。
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次のリンクから、この概況報告へのご意⾒をお寄せください。
2分でご回答いただけます。

ご感想をお寄せください

本資料はマーケティング情報とみなすものであり、投資に関する助⾔や投資の推奨、または⾦融商品の取引のオファーまたは勧誘を意図しておら
ず、また意図したものであると解釈されるべきではありません。 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスの保証、予測とはなりません。
Exnessは個⼈的な投資⺫標や経済的状況を考慮しておらず、それに関していかなる代弁も⾏わず、また提供する情報の正確性、適時性、完全性に
ついて、またいかなる情報、予測、提供するその他のデータから⽣じた損失についても責任を負いません。 あらゆる⾒解は執筆者の個⼈的なもの
となり、Exnessの意⾒を反映するものではありません。 本情報は、Exnessの事前の許可なく複製したり、再配布することはできません。 必要な
場合は他の独⽴した情報源から情報を得てください。

取引はリスクを伴います。

フィードバックを送信する

https://exnesspremier.typeform.com/to/LWWkSHFQ

