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未来の値動きに備える
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プライスアクションでタイミングを計る
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全てを使い正しい利確と損切を習得する

６ 全てを身に着けるまで
理解から実践、リアルトレードへ

２ 環境認識できるようになる
MTF分析で俯瞰的視野を手に入れる



章のかかわり

３

ラインを引けるようになる

シナリオ構築できるようになる

有利位置を掴めるようになる

トレードできるようになる

環境認識できるようになる

トレード準備編 トレード実行編

トレード準備編で勝てるトレードの準備を行う
トレードの勝敗自体はここで決まっている

トレード実行編でより具体的に全体の流れを落とし込む
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１ ラインを引けるようになる
正しいラインのみを残し相場を分析する

よすが式ダウ手法実戦編 ４



ラインとは？

５

ラインとは注文が集まっている値のこと

sell×100

多くの人が意識しており再度ラインに近づいたとき注文が集まる

よすが式ダウ手法実戦編



ラインを引く目的

６

ラインを引くことで反発する値の候補を絞り込むことができる

どこで反発するか不明 反発する値が分かる
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ラインの種類

７

目立つ高値/低値、チャネルがラインとなる

目立つ高値/低値 チャネル
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ラインでの反応

８

ラインでの反応は3種類

ブレイクスルー ローリバ反発

反発、ブレイクスルー、ローリバ

これらの反応を観察し環境認識やトレードに活かしていく
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ライン引きの6ステップ

９

ラインの引き方のステップは６つある

６STEP
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ラインの引き方①

目立つ高値/低値

目立つ高値/低値、チャネル

高値/低値を結び逆側にも平行に引く
片側が揃わない場合、最も遠い点に引く
トレンドラインもチャネルに含む

目立つ高値/低値、チャネルに引く

折り返している先端、髭先に引く
値詰まりし何度も反発している値に引く

チャネル
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ラインの引き方②

ただし、ヘッド＆ショルダーズ
形成中の場合は残す

効いてないライン

効いてないライン
×

反応せず２回抜かれた場合は消す

ラインは効いてないので消す
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ラインの引き方③

今後使うことがないラインは消す

現在値に関係ないライン

関係ないライン

×

現在値に関係ないラインは消す

チャートを見やすくしていく
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ラインの引き方④

ラインは常に同じ価格できくわけではなく
周辺で反応する

値が近いライン

より直近のライン

×

値が近いラインは直近を優先

今度はその値がより意識されるラインとなる
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ラインの引き方⑤

太いラインとして扱うことができる

値が集まる部分

ラインが集まる部分は帯にする
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H4以上,H1,M15でそれぞれラインを引く

全てのラインを反映
H4

H1 M15

ラインの引き方⑥

MTF（マルチタイムフレーム）で引く
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目立つ高値/低値、チャネルに引く

ラインの引き方 まとめ

反応せず2回抜かれた場合は消す 現在値に関係ないラインは消す

値が近いラインは直近を優先する ラインが集まる部分は帯にする MTFで引く

× ×

×

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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引いたラインを元に
正しく相場の状態を認識できるようになろう

ラインが引ける 正しく相場の状態を
認識できる
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２ 環境認識できるようになる
MTF分析で俯瞰的視野を手に入れる
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環境認識とは
トレンド方向、トレンド強弱、転換ポイント

3つを正しく把握し現在のチャート状況を正しく認識すること

トレンド強弱 転換ポイント

環境認識とは？

トレンド方向
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環境認識をする目的

環境認識をすることで精度の高いシナリオ構築ができ
優位なトレードができる

環境認識

上昇トレンド

転換ポイント到達

トレンドの弱まり

下降トレンド転換
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環境認識をの３ポイント
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トレンド方向、トレンド強弱、転換ポイント
それぞれについて解説する

３POINT



ダウ理論でトレンド方向を認識

トレンド方向の判断

高値上抜け

低値上抜け

低値下抜け

高値下抜け

上昇トレンド 下降トレンド
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ダウ理論とラインでトレンド強弱を認識

トレンド強弱の判断

更新幅の減少未更新トレンド転換直後 強 弱 弱
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ラインで転換ポイントを認識
見ている時間足より下位足でのラインは無視する

転換ポイントの判断

転換ポイント
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W、D、H4、H1、M15でそれぞれ環境認識をする

MTFで環境認識する

M15 下降トレンド転換H1 上昇トレンド

現在足とひとつ上の上位足の環境認識は特に重要
大きな波がどういう状態かを把握することでトレード判断が大きく変わる
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環境認識を元に
未来を予測できるようになろう

精度の高い予測が
できるようになる

正しく相場の状態を
認識できる
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３ シナリオ構築できるようになる
未来の値動きに備える
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シナリオ構築とは？

環境認識を元に値動きの予測をし
どこでエントリーしどこでイグジットするか予め決めておくこと

トレードの勝敗はエントリーする前に決まっている

シナリオ構築

exit

sell

exit
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29よすが式ダウ手法理論編

シナリオ構築の目的

シナリオ構築をすることで未来の値動きをある程度絞り込むことができ

未来を絞り込める未来が全く分からない

明確なエントリーとイグジットの基準ができる

sell

exit

exit

buy



シナリオ構築のパターン

環境認識を元にシナリオ構築をする

順行型 逆行型 合致型

ほぼ全てのパターンを解説する
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シナリオ構築の３パターン

シナリオ構築の順行型、逆行型、合致型
それぞれについて解説する

３PATTERN
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上位足 上昇（下降）トレンドでラインまで遠い
現在足 下降（上昇）トレンドでライン際

上ライン遠方+現ライン際逆トレンド

現在足 下降トレンド

上位足 上昇トレンド

exit

現在足で押し目でエントリー

現在足がライン反発しトレンド転換するのを待つ

上位足の前回高値（低値）などでイグジット

１

２

３

buy

buy

上位足方向に従うのでリスクが小さい
チャンスが多く、値幅は小さい

＝順行型
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上位足 上昇（下降）トレンドでラインまで遠い
現在足 上昇（下降）トレンドでライン際

上ライン遠方+現ライン際同トレンド

現在足 上昇トレンド

上位足 上昇トレンド

sell

exit

sell

現在足で押し目でエントリー

現在足がライン反発しトレンド転換するのを待つ

上位足のトレンドラインなどでイグジット

１

２

３

上位足方向に逆らうのでリスクが大きい
チャンスが多く、値幅は小さい

＝逆行型
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上ライン際+現同トレンド

現在足 上昇トレンド

上位足 上昇トレンド

sell

sell

上位足 上昇（下降）トレンドでライン際
現在足 上昇（下降）トレンドでライン際

現在足でトレンド転換後の押し目でエントリー

上位足がライン反発するのを待つ

上位足の前回高値（低値）などでイグジット

１

２

３

上位足方向に従うのでリスクが小さい
チャンスが少なく、値幅は大きい

＝合致型
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予測を元に
有利なタイミングを掴めるようになろう

有利なタイミングを
掴めるようになる

精度の高い予測が
できるようになる
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４ 有利位置を掴めるようになる
プライスアクションでタイミングを計る
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エントリー位置の決定

シナリオ構築に従い有利なタイミングでエントリーする
同じロジックでもエントリーする位置により結果は大きく変わる

タイミング

sell

シナリオ構築
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有利なタイミングとは？

有利な位置とは
勝率が高い、損切位置が近い、利確位置まで幅がある

有利なタイミング

exit

sell

exit

プライスアクション（値動き）で見極めることができる
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プライスアクションのパターン

ジグザグ ダブルトップ ヘッド＆ショルダーズ

環境認識を元に値動きの予測をし
どこでエントリーしどこでイグジットするか予め決めておくこと

トレードの勝敗はエントリーする前に決まっている
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プライスアクションの３パターン

プライスアクションのジグザグ、ダブルトップ、ヘッド＆ショルダーズ
それぞれについて解説する

３PATTERN
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ジグザグ

トレンド転換をして大きな値幅で動く

逃したとしても次の押し目がすぐ来る
前回高値を損切位置にすることができ
比較的安全な立ち回りができる

ジグザグ

ライン付近で高値下抜け、低値下抜けを
続け大きな値幅でジグザグと動く
レンジが斜めになったような動き

チャンスが多く狙いやすい

sell
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ダブルトップ

高値で２度反発する

ダブルトップと思ったらそのまま上抜け
というパターンもある
しかしそうだとしても損切位置は十分に
近く狙える値幅は大きいので狙うべき

ダブルトップ

ラインで反発し
高値をもう一度つけるような動き

決めつけになりややリスクはある

sell
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ヘッド＆ショルダーズ

３回高値挑戦し真ん中がライン付近にある

損切位置は頭の高値となるのでやや遠い
左肩低値が右肩低値を下抜けるとダウ的
下降トレンド転換となり勝率が高まる

ヘッド&ショルダーズ

左肩と右肩の高値&低値は大体同じ値
右肩が左肩より高くなっていると不成立
となる可能性が上がる

損切幅はやや広くなる

sell
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もっと細かいプライスアクション

上向きの長いヒゲや包み足（陰線になり前回陽線の実体低値を下抜ける）
は、ロウソク足レベルでの下降トレンド転換の印となる

sell

sell

上向きの長いヒゲ 包み足

プライスアクションを見て
それ以下のロウソク足でさらにこのようなタイミングのはかり方がある
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有利なタイミングエントリーを元に
実際にトレードできるようになろう

実際にトレードする
有利なタイミングを
掴めるようになる
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５ トレードできるようになる
全てを使い正しい利確と損切を習得する
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トレード全体の流れ
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解説が必要なフェーズ

テクニカルなフェーズの追加解説
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時間足ペアを探す

時間足ペア＝上位足と現在足のペアのこと

D,H4 H4,H1 H1,M15 M15,M5

より上位足から順番に時間足ペアを探す

上位足判断の方が優先され強く働くから
上位足エントリーの方が大きな値幅を狙えるから

より上位足ペアの方がチャンスは少ないので
多くはM15,M5ペアになる
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シナリオ構築の流れ

時間足ペアの下位足側（現在足）で予測線を引きポイントを決めておく
あくまで直近でエントリーできる部分でのシナリオ構築

シナリオはほぼ毎回複数準備しておく

現在足でシナリオ構築
シナリオ通りになった

シナリオ通りにならなかった

プライスアクションを待ち
エントリ

再度シナリオ構築

現在足で予測線を引く
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エントリーでの建値

リスクを最低限カットするために行う

エントリーしてある程度順行したら建値を設置する

エントリー 順行したら建値を設置
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損切の仕方

上位足の方向や超えたラインの重要さなどにより損切シナリオは変わる
が、判断は難しいので最初は左図のようなシンプルな損切位置で問題ない

上位足の方向によって損切シナリオを変える

上位足上昇トレンド 上位足下降トレンド
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実際にエントリーできるところから
熟練度を高めより精度を高くしよう

熟練度を高める実際にトレードする
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６ 全てを身に着けるまで
理解から実践、リアルトレードへ
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全てを身に着けるまで

効率的な練習の仕方やリアルトレードまでの流れ

MASTER
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ライン引き、シナリオ構築を身に着ける

実践編の内容を元にライン、予測線を引いてみる
（予測線はメイン、サブと2本以上引くのが良い）
最初は正しいかどうかにこだわらなくても良い

ラインを引く

結果を見る

反省する

時間経過しライン、予測線に効果があったのかチャートで確認する
or
よすがが出している分析図と大体一致しているか確認する

合っていなかったラインは実践編の内容を見返したりし修正
これを繰り返し精度の高いライン、予測線を引けるようになる

予測線を引く
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効率を高め、成長速度をUPさせる

「Forex Tester 5」や「FX検証」などがおすすめ

過去相場検証ツール

過去相場検証ツールでは実際の過去相場を動かして様々な検証が可能

ライン引き、シナリオ構築、エントリー、イグジット
実際に効率良く行え、何年もかかる経験を数日で得られる
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デモトレードで本番を見据える

デモトレード

証券会社でデモ口座を開設し、デモトレードを行う

ある程度システム等に慣れたら早めにリアルトレードへ進む
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リアルトレードで勝つ

15pips/日で月利約30%となり、10万円が1年で350万円となる
そこからは毎月100万円以上の利益が出せる

リアルトレード

最初は最低lotで取引を行う
月200~400pipsほど取れるペースになったらlotを上げる

100万円:1lotの比率がおすすめ
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実践編まとめ
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