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コンテンツ

１ 勝つための唯一の方法
手法アイデアの根幹、トレンドフォロー

２ これからトレンドが発生するパターン
ダウ理論でトレンドを定義する

３ 予めトレンドが発生しそうな箇所を絞る
ラインを引きトレンド転換箇所を予測する

４ 大きなラインには勝てない
マルチタイムフレームで優位箇所で勝負する

５ ポジションを手放す基準
利確、損切のイグジット判断の考え方
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１ 勝つための唯一の方法
手法アイデアの根幹、トレンドフォロー
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勝つ方法、トレンドフォロー

FXで勝つには原則ひとつの方法しか存在しない

これをトレンドフォローと言う

これから上がるときに買う これから下がるときに売る

buy

sell
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相場の種類

上昇や下降がはっきりしている相場＝トレンド
値動きが大きいので取引チャンスとなる

トレンド

レンジ

動きが少なかったり一定値幅で動く相場＝レンジ
トレンド以外をレンジと考えて良い

相場にはトレンドとレンジの２種類がある
厳密には違うがトレンドとそれ以外と考えて良い

相場には２種類ある
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トレンド相場の特徴

buy

exit

利益 大

一度の取引で利益が大きく見込める

トレンド相場

波形が分かりやすくチャンスが明確

損切幅に比べて利確幅が大きい

トレンド相場はメリットが大きい
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レンジ相場の特徴

exit

小

一度の取引での利益が小さい

レンジ相場

波形が複雑で難易度が高い

不安定な動きで決済が難しい

レンジ相場はメリットが小さい

利益

buy
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トレンド相場で勝負すべき

トレンド相場はメリットが大きく、レンジ相場はメリットが小さい
FXで勝つための唯一の方法である

トレンドフォローはトレンド相場でこそ活きる

トレンド相場でのみ勝負する
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FX＝トレンドの初動を取る勝負

トレンド相場

いかにトレンドの初動を取れるか

FXで勝つにはトレンド相場に乗るしかない

FXは

という勝負
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トレンドの初動を見極める方法はないか？
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２ これからトレンドが発生するパターン
ダウ理論でトレンドを定義する
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上昇/下降トレンドの定義

値動きは上下にジグザグ動きながら進行する
高い部分を高値、低い部分を低値と言う

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

上昇トレンドは高値と低値を上抜けしながら進行する
下降トレンドは高値と低値を下抜けしながら進行する
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上昇トレンド転換

下降トレンド中に前回高値を上抜けたら上昇トレンド開始

下降トレンド

高値上抜け

上昇トレンド

これをダウ理論では上昇トレンド転換と言う
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下降トレンド転換

上昇トレンド中に前回低値を下抜けたら下降トレンド開始

上昇トレンド 下降トレンド

低値下抜け
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これをダウ理論では下降トレンド転換と言う



トレンド転換はトレンド初動

トレンド初動

トレンドの初動トレンド転換した直後
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上昇トレンド転換での注文

buy

上昇トレンド転換の買いポイント

上昇トレンド転換

上昇トレンド転換した後の押し目買い

上昇トレンドの初動を掴むことができる
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下降トレンド転換での注文

下降トレンド転換の売りポイント

下降トレンド転換した後の押し目売り

下降トレンドの初動を掴むことができる

下降トレンド転換

sell
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ダウ理論のみでトレンド転換を捉えられるのは、62％

トレンド転換での統計データ
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※Z1=zigzag（深さ25、偏差5）
※Z2=zigzag（深さ5、偏差4）
※順スイング=上昇トレンドでは
高値、下降トレンドでは低値

実戦で使えるようにするにはもっと確率を上げる必要がある

内容 詳細

条件
M15、Z1トレンド転換した後のZ2順スイングを

再度トレンド転換する前に超える

試行回数 100回

確率 62％



トレンド転換する箇所をより絞り込めないか？
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３ 予めトレンドが発生しそうな箇所を絞る
ラインを引きトレンド転換箇所を予測する
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ラインでトレンド転換が起こりそうな箇所を予測できる

ラインを使って絞り込む

trend
reversal
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目立つ高値/低値は意識している人が多く注文が溜まりやすい
水平線となり見つけやすく効きやすい

ラインの種類

突き詰めればラインは2種類のみ
これさえきちんと引けていれば十分実戦で使える

目立つ高値/低値

チャネル

高値同士や低値同士を結んだライン
斜線となり水平線よりは効き目が弱い
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ラインの使い方

ライン付近まで値動きし、そこでトレンド転換したら注文を入れる

目立つ高値/低値 チャネル

sell

sell
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目立つ高値/低値

トレンド転換した後の押し目で注文
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目立つ高値/低値+トレンド転換

目立つ高値/低値ライン付近まで値動き

sell
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チャネル

トレンド転換した後の押し目で注文
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目立つ高値/低値+トレンド転換

チャネルライン付近まで値動き

sell
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ライン+トレンド転換での統計
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内容 詳細

条件
M15、ライン付近でZ1トレンド転換した後のZ2順スイングを

再度トレンド転換する前に超える

試行回数 100回

確率 71％

※Z1=zigzag（深さ25、偏差5）
※Z2=zigzag（深さ5、偏差4）
※順スイング=上昇トレンドでは
高値、下降トレンドでは低値

ダウ理論のみでトレンド転換を捉えられた場合と比べ
9％の勝率上昇

実戦で使えるが安定させるためにもう少し勝率を求める
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もっとトレンド転換を捉える精度を高めることはできないだろうか？
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４ 大きなラインには勝てない
マルチタイムフレームで優位箇所で勝負する



チャートを見ただけではどの時間足か区別がつかない
これをフラクタル構造と言い、どの時間足でも同じ規則で動いている

どの時間足のチャートか区別はつかない

しかし、上位足と下位足には大きな違いがある

UP UP+UP
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上位足ラインの方が強い

下位足ライン ＜ 上位足ライン

下位足上位足

buy

上位足ライン

下位足ライン

上位足ラインが近いときは工夫した立ち回りが必要となる

×

上位足ラインより下位足ラインを優先すると負ける
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上位足ラインに近づいてきたら注意

buy

×上位足ライン付近でしてはいけないこと

上位足ラインに触れず
付近まで来てトレンド転換するパターンもある

上位足ライン付近で順方向に注文しない

これらのパターンを除くことで
より精度を高めることができる

このように別の時間軸との関係を考える分析を
MTF（マルチタイムフレーム）分析と言う
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MTF分析+ライン+トレンド転換での統計
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※Z1=zigzag（深さ25、偏差5）
※Z2=zigzag（深さ5、偏差4）
※順スイング=上昇トレンドでは
高値、下降トレンドでは低値

ライン+ダウ理論でトレンド転換を捉えられた場合と比べ
5％の勝率上昇

十分安定して実戦で使えるレベルとなった

内容 詳細

条件
M15、ライン付近でZ1トレンド転換した後のZ2順スイングを

再度トレンド転換する前に超える
（上位足ライン付近での順方向注文は除く）

試行回数 100回

確率 76％



上位足ライン付近で大きな流れに逆らっていない

注文位置のまとめ
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sell

注文位置
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ライン付近

トレンド転換（上昇トレンド中に前回低値下抜け）後の押し目
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どこで決済すればいいのだろうか？
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５ ポジションを手放す基準
利確、損切のイグジット判断の考え方



適切な決済は注文と同じくらい重要

決済が下手だと注文を活かせない
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損切後にすぐ戻す利確を逃して戻す

buy
buy

exit

利が乗っても戻されたら意味がない
損切した途端に戻されたら損切貧乏になる

× ×
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ラインは目立つ高値/低値、チャネル

利確の基準
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利確の位置

sell

exit

利確は次のライン付近

注文を入れた根拠とした時間足以上でのライン

途中でトレンド転換した場合も決済
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損切の基準
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損切の位置

sell

exit
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根拠としたラインを抜けたらでも良い

損切はトレンド転換

ライン近くで入ることで損切を小さくできる



利確：次のライン、トレンド転換

決済位置のまとめ
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sell

exit

exit
決済位置

39

損切：トレンド転換



理論編まとめ
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sell

注文位置

sell

exit

exit
決済位置

注文：（上位足ライン付近で逆らっていない範囲で）ライン付近でのトレンド転換
決済：次のライン or トレンド転換
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