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日計りの極意
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米ド の動向は大きなトレ ドで見てどちら向きか米ドルの動向は大きなトレンドで見てどちら向きか？

日計りに向く通貨ペアは何がよいか？日計りに向く通貨 アは何がよいか

取引時間帯は いつがよいか？

利食いと損切りを どのように考えればよいか？
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米ドルの動向は大きなトレンドで見てどちら向きか？米ドルの動向は大きなトレンドで見てどちら向きか？

くも 売 たり買 たり も 収益を得られる 少なやみくもに売ったり買ったりしても 収益を得られるチャンスは少ない。
トレンドがまずどちらに向いているのかを大まかに把握する必要がある。

まず ドルインデ クスを見て 米ドルが 他通貨 特に ロドルに対してまず ドルインデックスを見て 米ドルが 他通貨､特にユーロドルに対して
どのような動きとなっているか 確認する。

次にドル円の動きを日足で確認次にドル円の動きを日足で確認。
クロス円をやる場合にはもっとも大事なのが､ドル円の動向だから。
ドル円のチャートの形とクロス円のチャートの波形が似ていることが多い
ため ドル円の動向を無視して ポンド円 ユーロ円をやっても勝てないため、ドル円の動向を無視して ポンド円､ユーロ円をやっても勝てない。

次に他通貨ドルの動向。
対ユーロが見て 今度は対ポンドを見る。対ユ ロが見て、今度は対ポンドを見る。
もしユーロポンドの動きが出ていれば この時点で ポンド円とユーロ円が
パラレル（同時に同じ方向）に動くか または逆に動くかが予想できる。
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日計りに向く通貨ペアは何がよいか？日計りに向く通貨ペアは何がよいか？

流動性が高く、かつスプレッドは狭いほうがよい。

情報が入りやすいという点では ドル、ポンド、ユーロが適していると考える。

ある程度の動きがないと 日計りできないので､動きが大きいもの、ポンドやユーロの
うが ド 比べ やりやす がある 動きがあまり 鈍 と収益 がほうが ドル円に比べて やりやすい面がある。動きがあまりに鈍いと収益チャンスが

少ない。

取引時間帯は いつがよいか？

が ド が ご日計りを行う場合 市場が薄いシドニー時間や仲値発表で需給がぶれる午前10時ごろよ
りは 夕方４時ぐらいからNYの経済指標発表前（夏時間は午後9時15分ぐらいまで）が市

場流動性が高く また市場ポジションをある程度予想できるので 勝てるチャンスが多くく
る イベ トリ クを減らす意味 米経済指標前には 旦ポジシ を ク にる。イベントリスクを減らす意味で 米経済指標前には 一旦ポジションをスクエアに
（ノーポジション）にしておくことが望ましい。
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利食いと損切りを どのように考えればよいか？利食いと損切りを どのように考えればよいか？

日計り､スキャルピングを行う場合、一回のディールで致命傷となるような大きな日計り､スキャルピングを行う場合、 回のディ ルで致命傷となるような大きな
やられは絶対避けるべき。

自分は何勝何敗のディールが出来るのかを考える。もともと8勝2敗のディーラー
は存在しない 7勝３敗でも優秀なディ ラ 6勝4敗でも立派です 6勝4敗で収は存在しない。7勝３敗でも優秀なディーラー。6勝4敗でも立派です。6勝4敗で収
益を考えた場合、勝ちで35銭抜いたら 合計で2円10銭。4敗で2円10銭となるの
は52.5銭です。大まかに言えば、勝ちが35銭なら 負けは55銭で抑えないとトータ
ルで 利益は出ない勘定ルで 利益は出ない勘定。

経験と過去データから自分は何勝何敗のディールが出来るのかを冷静に見つめ
ディールの前から どこで参入し、どこで利食い､どこで損切りをするのかのイメー
ジを持 参 すべき なんとなく ポジシ をと もなかなか 勝 なジを持って 参入すべき。なんとなく､ポジションをとってもなかなか､勝てない。

益出しよりも、損切りをどこで行うかをしっかりと考えるべき。



ドルインデックス Weekly
ドルインデックス（FINEX) FINEX New York Board of Tradeの金融部門Financial Instrument 
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Exchange の略

ユーロ57.6％、円13.6％、ポンド11.9％、カナダドル9.1％、スウェーデンクローナ4.2％、
スイスフラン3.6％の構成比で加重平均したもの。

週足出見た場合のドルインデックスは明らかに揉み合い
から､まだリスクは下方向の方が大きいと読み取ることが
出来る 三角持合を下に放れ を切 てきたらかなり出来る。三角持合を下に放れ、7769を切ってきたらかなり
ドルの下落リスクが高くなると考えるべき。

7769



ドルインデックス Daily
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現状の日足は揉みあいながらもダウントレンドチャネルの中で下現状の日足は揉みあいながらもダウントレンドチャネルの中で下
値模索状態といえる。7900を割り込むと下値リスクをインターバン
クが意識し始めると考える。

Mar4
8962     

Apr20 考え方としてはドルが重たい もっともApr20
8687     

考え方としてはドルが重たい､もっとも
比重が高いユーロが買われやすいと考
えるべきで ドル円が常に売られるとは
限らない。

Mar19

Jun15
8137     

7769
7833

Mar19
8263     

Jun02
7833     



ドル円 日足 8

大きな流れがどちらの方向に向いているか必ずチェック

95 3595.35



ドル円 日足 チャート 9

95 3595.35

この場合、三角フラッグの中で揉み合いですが、日足の一目均衡表の雲
が上値にあり98円にかけての抵抗は強いと考えます。日脚のサポートラ
イン95.35近辺が下に抜けるとダウンサイドリスクが強まると考えます。



ポンドドル 日足 チャート 10

1 6180

もみ合いが続くか､1.6180が切れ
て下落するか 1.6180



ポンド円 日足 チャート 11

日足でヘッドアンドショルダーを作り落ちかけたが、6
月23日の安値154.07で切り返して反転。それでも160
円が重たく リスクとしては155円割れが怖い円が重たく、リスクとしては155円割れが怖い。



ドル円5分足 7月3日 12

NYは独立記念日の振替休日で市場休場であり
非常に閑散な相場。日計りは困難だが・・・



ポンドドル5分足 7月3日

単純移動平均線を使ってみる。72本（6時間）108本（9時間）144本（12時間）で設定。
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単純移動平均線を使ってみる。72本（6時間）108本（9時間）144本（12時間）で設定。

抵抗線に当たって跳ね返され
るか､上に抜けるかは誰にも判

抵抗線を上に抜け
てから買いでつい

て行く。

らない。逆張りするなら しっか
りとストップを置く。持っている
ポジションを利食いするのは正
解解。

売るなら下に抜けてから売る！

前日NY
クローズ

売るなら下に抜けてから売る！



ポンド円5分足 7月3日

単純移動平均線を使ってみる。72本（6時間）108本（9時間）144本（12時間）で設定。
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単純移動平均線を使ってみる。72本（6時間）108本（9時間）144本（12時間）で設定。

通貨ペアを変えれば､ポンド円は約1
円40銭のレンジがあり タイミングが円40銭のレンジがあり タイミングが
合えば 充分日計りできる。

抵抗線を抜けた水準から
逆指値､または成り行きで
で買ってみる。

単純移動平均が抵抗帯と単純移動平均が抵抗帯と
なったり支持帯となったり
することがよくある。

前日NY
クローズ



＜リスク開示＞
このセミナーは、情報提供を目的としており、FX取引の勧誘を目的としたものではありません。また、実際の
市場動向とは異なる可能性があり 断定的判断を提供するものでもありません 当該セミナ の内容を予告市場動向とは異なる可能性があり、断定的判断を提供するものでもありません。当該セミナーの内容を予告
なく変更する場合もあります。

当該セミナーの内容および資料のご利用によりお客様に損失が生じた場合であっても、当社および当該セミ
ナーの講師（所属会社を含む。）は一切の責任を負いません。お取引につきましては、お客様ご自身の判断と
責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

なお、セミナーに関する著作権は、当社および作成者に属します。お客様の私的使用目的以外での使用、他
人への譲渡や販売または再配信等を行うことはできません。

＜注意喚起＞
店頭外国為替証拠金取引は、レバレッジ効果（想定元本と比較して少額の資金で大きな取引ができる仕組み）
により、大きな利益を得る場合もありますが、元本（預託金）を上回る損失発生の可能性があり、元本や利益を
保証するものではございません保証するものではございません。
特に、マイナー通貨（流動性の低い通貨）の取引をされる場合、元本以上の損失発生の可能性が高くなります。
また、スワップポイント（通貨間の金利差調整額）についても通貨ペアやポジションの状態（売りまたは買い）
によっては、プラスの場合もあれば、マイナスの場合もあります。
当社では イ タ ネ トを通じて店頭外国為替証拠金取引サ ビ をご提供しておりますので お客様のパ当社では、インターネットを通じて店頭外国為替証拠金取引サービスをご提供しておりますので、お客様のパ
ソコン・インターネット環境や当社のシステムに不具合が生じた場合等、取引ができなくなる可能性があります。
また、お客様の取引の相手方は当社（相対取引）となっており、取引所取引とは異なりますので、契約締結前
交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。

商号 ：JFX株式会社
業務内容：第一種金融商品取引業
登録番号：関東財務局長（金商）第238号
加入協会：金融先物取引業協会会員番号1503 
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