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「テクニカル分析、たった２つのパターンを探せ！」 
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トレードというゲームにおいて、「テクニカル分析」の知識は必須という訳ではありません。 

知らなくても売買はできます。 

でも、株価を操作できるほどの仕手筋や、高給のアナリストを多数抱えている機関投資家なんか

と一緒にしのぎを削って行こうというのですから、個人投資（投機）家なら 低限、身につけておか

ねばならない「武器」である事は間違いないと私は思っています。 

例えば私が推奨している「先物市場のテクニカル分析」という本は、５００ページ以上あります。テ

クニカル分析を知ろうという意気込みがあるのであれば、ぜひこれくらいの書籍は何度も通読して

頂きたいものです。そして、こういう書籍から得た知識を基に数々のチャートを毎日眺めていると、

今度は「テクニカル分析の勘どころ」といったものが見えてくるようになります。膨大なチャートの山

から、どんな「勘どころ」を見つけるかは、人それぞれだと思います。ぜひあなたも、あなただけの

「勘どころ」を見つけて下さい。 

このPDFでは、私の「勘どころ」をご紹介してみます。勿論、これが全てでもなければ、ベストでもな

いでしょう。ただ「とんでもない的外れ」というものではない事くらいの自信はあります。 

これから「テクニカル分析」の頂上を目指す登山家が、いきなり道を誤って崖から転落しないように、

あるいは、関係の無い迷い道に無駄に迷い込まないように、ある程度の方向性だけでも示す事が

できれば、この PDF の目的は達せられたものと思われます。 

ぜひ、 後までお付き合いください。 
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（重要）本レポートは、は著作権法で保護されている著作物です。本書の全文又は内容の一部を無断転載

することを禁じます。このことを逸脱されますと法律により罰せられますので、ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．テクニカル分析とは、いったい何を分析しているのか？ 

株価の推移をグラフにしたものがチャートですが、これから何を読取る事がトレードの武器になるのか？ 

この素朴な疑問に対する素朴な答えとしては、 

「まず○○○○を見つけ、そして次に△△△△の起こりそうなポイントを見つけて仕掛ける事。」 

という事になります。（私の場合はですが、、、） 

○○○○も△△△△にもカタカナ４文字が入るんですが、あなたには何が浮かびましたか？ 

正解は次のページ以降にあります。 

まだこの４文字の言葉が何か思い浮かんでいないなら、それぞれ何か一つ言葉を決めてから次のページに進ん

で下さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○○○○とは、「トレンド」です。 

「パニック」と答えた方は惜しかったですね。パニックは△△△△の方でした。確かにパニックを捉えるという事も大

事ですが、その為には、まずチャートがトレンドを示すものである必要があります。 

トレンドが見えるようなきれいなチャートだからこそ、テクニカル分析が可能なのであって、トレンドが見えないよう

な汚いチャートでは分析の手掛かりもなく、パニックを見つける事もできません。 

 

（図１） 

この日精線は「汚いチャート」のサンプルです。トレンドが「有る」と言えば確かに「無いこともない」ですけど、こんな

に値動きがバラバラだと、何が起こっても不思議じゃない感じで、テクニカル分析するには不向きだと思います。 

 

（図２）  これは、もっとひどい例です。説明不要ですよね？ 



 

（図３）これは、きれいなチャートのサンプルです。 

9 月には一時方向性を失ってトレンドが消滅しているものの、それなりにレンジを形成しているし、一旦トレンドが発

生すると、その方向に素直に動きやすい銘柄である事がわかります。まあ日本株の場合、あんまり贅沢を言ってる

とトレードする銘柄が無くなってしまいますが、こうした「株価の連続性」が感じられる銘柄でテクニカル分析の練習

を積む事が大切です。（磨くなら、光る石を磨く。瓦は、いくら磨いても光らない。） 

ここまでは全て日足チャートでした。もしあなたがデイトレーダーであるなら、更にあなたの主戦場である時間枠で

も、チャートがきれいである銘柄を選ぶ事をお勧めします。 

日足を紹介した日精線（5659）と DENA（2432）の 5 分足チャートを比較してみて下さい。日足が汚いチャートは、よ

り短い時間枠でも汚い傾向にあります。 

 

（図４）こんな銘柄では、デイトレしない方が無難です。 



さて、トレンドが見つけやすい銘柄で、トレンドが見つかったら、そのトレンドの方向に仕掛ければトレンドフォロー

です。でも、それだけでよいのでしょうか？ 

まあ、それでも儲けられるのかも知れませんが、私には不満です。 

誰が見てもトレンドが発生しているところですから、その方向に仕掛ける事は誰でもできる訳です。誰でも出来る事

をやっても、儲からないのがマーケットの鉄則だと思っているからです。 

どんなトレンドにも終わりはあります。強い上昇トレンドが見てとれるなら、そこから更に上がる可能性もあると同時

に、そこが頂点で「高値つかみ」になる可能性も同じほどあり、トレンドフォローの優位性を活かす事は、なかなか

難しいのです。 

 

トレンドフォローそのものは、理にかなった方法だと思います。ただ、それを優位性あるトレードにする為には、もう

一段深く分析する必要があります。探すエントリーポイントのパターンには、たった２種類しかありません。 

「トレンドが継続する事を確認できた場合」 

と、 

「トレンドが反転し、新たなトレンドが開始された事を確認できた場合」 

の２つです。 

この２つのパターンには共通点があります。それが「パニック心理」又は「群集心理」です。その他大勢の予測がは

ずれて、みんなびっくりして、あわてて対処するような場面では、みんな同じような行動をとりがちなので、その後の

値動きもパターン化しやすいのです。そのパターンが発生するところにいち早く居合わせ、迷いなくエントリーでき

れば、勿論負ける事だってありますが、トータルでは勝てます。(￣ー￣)v 

これが、テクニカル分析の優位性です。 

2 種類のそれぞれについて、次ページから具体的に解説します。 

 

 

 

 

 

 

 



２．トレンドが継続する事を確認できた場合 

例えば上昇トレンドが見えている場合、今からのエントリーを検討しているなら、 

A） そのまま上昇を継続するだろう。 

B) そろそろ高値圏で反落するだろう。 

の２つに一つですね？ 

高値圏では誰もが、「え？まだ上がるのかな？でもこの辺で下がる方が自然じゃないの？」という「迷い」の状態に

あります。ファンダメンタル的な根拠をもって買い上がっている投資家などを別にすると、殆どの参加者は A)か B)

か迷っているのです。順張りが好きな人は A)を選びやすいし、逆張りが好きな人は B)を選びやすいです。でも、そ

んな投資家の嗜好とか値惚れとか、落ちてくるナイフを掴みたくなるような感情を主としたトレードに優位性はあり

ません。（でも、多くの人がこれを毎日やっています。） 

 

（図５） 

このチャートは、今年の日経平均です。7 月下旬までは上昇トレンド。そこから一転して下げトレンド。 

これは簡単に見えますよね？ 

このチャートは今年 8 月 14 日の日足で 後になっています。この時点では、参加者みんなが、「上がりそう」と「下

がりそう」の挟間で迷っています。こんな時に、欲望に任せてエントリーすれば、勝つこともある代わりに負ける事も

同じ程度にあり、まず優位性のあるトレードなんてできません。 

（補足）8 月 14 日の時点でそれまでを振り返ってみれば、8 月 9 日の同時線が悲しいですね？まあ、あそこで飛び

つく事には十分に根拠がありそうですが、「同時」で終わるようなら、ちょっと損が出ても脱出すべきですね。デイト

レならば、、、 



さて翌日の 8 月 15 日、こんなところ（赤い矢印）に寄り付きました。 

 

（図６） 

過去９営業日の 安値の位置です。あなたならどう考えますか？ 

「過去３回も戻っている安値圏だから、買い場だ」 

と考えるのも不自然ではありませんが、こういう位置での寄り付きは、それまでの下げトレンドが継続する可能性

の高い、強力な売りサインであると感じられないと、なかなか勝つ事はできません。ちょっぴりですが上ヒゲが見え

ますね？買い場だと思った人も確かにいた訳です。でも、、、、 

 

（図７） 



見事に 3 日連続で下げました。9 営業日間も「底値だ、底値じゃない」で迷っていたものが、トレンドの継続を確認し

たことでパニックが起こったのです。8 月 15 日の寄り付き近辺で売る事ができれば、トレンドの継続が確認できた

のですから、デイトレーダーでもホールドです。しかし、8 月 16 日や 17 日だと、すでに下げトレンドが起こってしまっ

ていますので、今さら売ると、常に反発をくらうリスクが高くなっています。 

常に、トレンドの始まりで勝負できる狼が、誰よりも腹一杯食べる事ができます。 

狼になりたければ、図６の寄り付きの位置で、果敢に、素早く決断する必要があります。ここで紹介しただけでは、

あなたの頭の中ではヒントになったくらいで、「その場、その瞬間」に出会わせても、有効な対処ができない可能性

があります。 

だから、いろいろなチャートを見て、同じようなポイントを見つけ、しっかりと納得して下さい。それが「テクニカル分

析を身につける」という事です。 

では、なぜ 8 月 15 日の寄り付きでパニックが起こり、下げトレンドが強力に復活したのでしょうか？ 

その理由は、あなたもぜひじっくり考えてみて下さい。 

例えばあなたが 8 月 9 日の同時線の日にポジションを作っていて、思惑がはずれながらも、なんとかその日まで持

ちこたえていたとしたら、何が心のよりどころになりますか？ 

 

（図８） 

稚拙な図ですみませんが、テーブルの上をピンポン玉が跳ねています。 



現実世界では、テーブルが見えるので、どこまでピンポン玉が弾んでいられるか、どこまで行ったら、テーブルから

落ちてしまうか、一目瞭然です。 

しかし、マーケット参加者にテーブルは見えません。株価の動きだけから、その価格を支えている何者かの存在を

推測するだけです。 

ところが、その価格を支えている何者かが突然無くなってしまったとしたら？ 

 

（図９） 

株価とピンポン玉の運動は、原理的には別物ですが、イメージでは共通する点が多くあります。 

ピンポン玉は、支えるテーブルが無くなれば、引力に従って、次の床等の再び支えてくれる何かに出会うまで、落

下するしかありません。 

株価も、それまで支えがあるように見えていたものが、今この瞬間に存在しない事を示す位置まで下がってしまっ

たのですから、「勢いは下向きで、支えが無い」＝「下落」というのが自然です。 

その事を少なからぬ人々が知っているので、パニックが発生し、株価はその方向に動きやすいのです。 

「どこで売ろう（買おう）かな～♪」なんてお気楽な心境と、上の例ですと、8 月 9 日にしこたま仕込んでいて、追証に

迫られているところに、ダメ押しされた人の心境との違いを想像してみて下さい。「売り（買い）たくないけど、売ら

（買わ）ざるをえない。」そういう、他の参加者が追い詰められるような場面でこそパニックが発生するのであり、そ

のパニックの発生の可能性を予見し、図６のように「まだ結果が出ていない」そういう場面で、優位性に向かって果

敢に動けるトレーダーが稼げるトレーダーです。（寄り付き直後の値動きを確認する事は、様子見になってしまって

はいけませんが、 終判断の根拠として使うなら有効です。これについては、後で説明します。） 



誰でも図６の時点で売りエントリーするのは怖いです。でも、その怖さを克服して利を得る為には、数多くのチャー

トを分析するなかから、テクニカル分析の力をつけておく必要があります。 

 

１００％なんて、どこにもありませんが、80％くらいの自信のあるポイントを見つけ、仕掛ける事は十分に可能です。 

そして、もし２０％の確率で逆に動いたら、確実に損切りする事です。 

（補足）この説明では、引力の働くピンポン玉を例にとりましたが、引力の無いマーケットでは、上下逆向きの事も

常に起こっています。日常生活では、引力が有るために「上」と「下」は「絶対」ですが、マーケットでは「上」と「下」

は対称です。まあ、空売りできない銘柄も多いので、完全に対称とは言えませんが、テクニカル的には対称である

事を理解し、売りでも買いでも、同じようにチャンスをものにできるようにトレーニングして下さい。 

（言うまでもなく日経平均そのものは、売買できません。チャートサンプルとして使ってみただけです。あなたの監視

銘柄での応用にお役立て下さい。） 

 

この方法は、トレンド継続のサインを見て、トレンド方向に仕掛けるのですから、元々トレンドフォローであり、安全

性の高い方法です。（ただ、本能には逆らってます。優位性あるテクニックで本能に易しい、そんなのありません。） 

日経平均の例で示したような、直近で３回も機能している硬い下値支持線（空売りの場合は、下値抵抗線ですが）

が割れれば、値幅も期待できるし、成功率も高いのですが、実はこういうのはもっと頻繁に発生している事がわか

ります。要するに、誰にも明確なトレンドが発生していて、「もう、限界かな～」と思わせておいて 

「やっぱり継続！＼(◎ｏ◎）／」というパターンは、みんなこれな訳です。 

いくつかサンプルチャートを紹介してみます。 

 



 

（図１０） 

①は、前の 2 日が陰線と同時なのに、ギャップアップ。これが「やっぱり継続！」のサイン。 

前日に売ってた人が「ギョッ！」としてるところを買う。①が取れたら、②と③も適度なギャップアップなので、狙いに

行ける。 

③はさすがにリスクが高い（何故か考えて下さい。）が、逃げ足の速い事もデイトレーダーの芸の一つ。 

 

（図１１）  ①から③まで、いずれも前日までの数日の高値抵抗線を適度にギャップアップ。（①は、若干大きめで

すが、、、） 

特に②と③には短い下ヒゲがついており、恰好の獲物。①は、分足によっては入る隙がない場合もある。 

7 月に入ってからは一転して下落トレンド。その中で一本長い陰線が見えるが、これは美味しそう。 



 

（図１２） 

1 本引いた上値抵抗線を抜けたら、強気で間違いなし。 

で、直近にできた抵抗線をギャップアップでブレイクしたら、「やっぱり継続！」のサイン。 

「上ヒゲで、同値脱出」もあるけど、虎穴に入らずんば、、、、、マイルールこそ絶対。それがデイトレ。 

 

 

 

 

 



 

（図１３） 

長い下落トレンドが終了し、大きなギャップアップ（右から 3 本目）が陰線に終わるも、翌日は陽線（右から 2 本目）

で、上昇トレンドの高値を更新し「やっぱり継続！」の可能性がある事を主張している（＝だから翌朝に期待！）。 

で、その翌日は 2000 円の心理的抵抗線をクリアしてギャップアップ。そりゃ上がるわな。 

しかもこれは、50MA（緑の MA）のブレイクでもある。（そりゃ上がるわな）の二乗！ 

 

 

 

 



 

（図１４） 

これも、1 本引いた抵抗線をブレイクしたら、「ギャップアップすればエントリー」でも良いくらい。それはともかくとし

て①の「同時」に注目。トレンドの中で現れる「同時線」は、「迷い」であると同時に「エネルギー充填」の印でもある。

①の翌日ギャップアップしているので、「やっぱり継続！」と見てエントリー。同時線で腐っていては勝てない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ここまでは、日足を中心に書いてきましたが、デイトレでは分足も重要です。そして、そこにも日足と同じポイントが

あります。テクニカル分析で面白いのは、ある時間軸（例えば日足）で機能するテクニックは、週足でも5 分足でも、

どんな時間軸でも機能するという事です。ローソク足は、フラクタル構造なんですね？ 

 

（図１５） これ、今日（2007 年 10 月 19 日）14：30 現在のものですが、良い位置で始まってますね？いきなり買って

みたいほどです。でも厳密には 1149 円で始まっており、これは抵抗線の「チョイ前」なんです。ちょっと危険。 

 

 

 



 

（図１６） これは 5 分足です。案の定、寄り付き直後は下がってしまいました。マーケットにはギャップ・フェーダー

（＝ギャップを逆張りする人）もウヨウヨいますからね。 

でも「U」の字を書いて、始値を超えるところまできました。これこそがデイトレのゴールデンパターンです。 

日足でも、分足でも、 

 

（図１７）  

のパターン、これがパニック発生ポイントになっています。 



日足で根拠のあるパターン上で、更に分足でも根拠のあるタイミングでエントリーできれば、安全性は格段に高ま

ります。 

この東プレの場合、昨日の時点で今日の寄り付きを予測する事はできません。やればマグレ当たりする事もある

でしょうが、９９％時間の無駄です。デイトレードの技能は「予測」ではありません。 

デイトレの技能は、①こういう銘柄をタイミングに遅れる事なく見つけ出し、②瞬時に「買い」か「売り」かの状況判

断を下し、③迷いなくエントリーできる事です。 

①は、予習復習の努力や、マイツールの作成や、寄り付き前の高速銘柄探しなど、地味な作業があってこそ実現

できるものです。「値上がり率ランキング」みたいに安直に得られる情報は、それなりの価値しかありません。 

（補足）例えば、殆どの銘柄は 9 時ちょうどに値段がついて売買が開始されますが、いくつかは５分とか１０分とか３

０分とか、なかなか値がつかない銘柄も毎日ありますよね。そういうのは、売り方、買い方双方の思惑がぶつかっ

ている訳で、その結果チャート的に妙味のあるパターンになる事が少なくありません。ギャップが大きくなりすぎた

りして、チャンスにつながらない場合も当然ありますが、まあ、ランキングとにらめっこしてるよりは、収穫があると

思いますよ。9 時を過ぎても値が決まらない銘柄を見つけたら、 

１）どのあたりに値がつきそうか？ 

２）その結果チャート的に美味しそうか？ 

３）「U 字」サインは出るか？ 

などという事をしっかり見ながら、「ここぞ！」というポイントに指値注文を準備しておき、狙うポイントに価格が来た

ら、「無心で注文ボタンを押す」。 

こういう一連の動作の各部分を磨き上げていく事で、マーケットからお金を受け取るスキルが身についていきま

す。 

②は経験がものをいいます。ギャップの幅とか、前日のローソク足の長さや、ローソクのフォーメーションや、MA と

の位置関係など様々な事柄から瞬間的に「考える前に答えが出ている」みたいなのが理想です。こう書くと難しそ

うに感じられるかもしれませんが、それは単に練習不足というものです。毎日やっていれば、「買い」か「売り」か

「見送り」かの 3 者択一なんですから、決して難しいものではありません。 

③が、簡単そうで、実は一番難しいかもしれません。まず「勝てるエントリー」は、日常の消費者生活で養われた本

能には逆らった行為です。頭がデイトレ用に切り替わってる必要があります。その為には、その行為が儲けに繋が

っている事をしっかりと「知っている」必要があります。ペーパーをお勧めするのは、この「知っている」状態を早く獲

得するためです。 

（※）予測は必要無いと書きましたが、図１７のブレイクアウトのタイミングを逃さない為には、事前に注文ボタンを

押すだけの状態でスタンバイしておく必要はあります。こんなの予測でも何でもないですけどね。 

 



３．トレンドが反転し、新たなトレンドが開始された事を確認できた場合 

どんなトレンドも、いつかは反転します。 

「反転しそう」とか、「既に反転したのか？」とか、トレンドの終点近辺では、トレンドが転換したのか、そのまま継続

するのか、わかりにくいものです。 

「２．トレンドが継続する事を確認できた場合」では、「継続サイン」のサンプルについて書きました。 

なので、ここでは「反転サイン」のチャンスを捉える方法について書いてみます。 

トレンドの反転を捉える方法は、逆張り（反トレンドフォロー）とも言えるのであり、トレンドの継続を捉える方法より、

一段チェックを厳しくしなければいけません。 

なんて、「難しいんじゃないか？」なんて心配はいりません。トレンドの継続を捉える方法に MA を1 本追加するだけ

です。 

基本としての「トレンドの継続」を捉えられるなら、「トレンドの反転」を捉える事も難しくはないのです。 

いくつかのサンプルを紹介しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（図１８） 

東プレさんの再登場です。明らかな下げトレンドで、赤い矢印の位置に寄り付きました。 

ここで、買うのは逆張りなんでしょうか？1050 円の抵抗線の下だし、前日のヒゲの中だし、ちょっとここで買うには

抵抗があるかも知れませんね。でも、、、、、、、 

 

 

 

 

 



 

（図１９） 

これだとどうでしょうか？線が一本増えました。２０MA（20 日移動平均線）です。 

過去 2 か月以上にわたって、数回２０MA の上に顔をだした事はありましたが、ずっと２０MA に上値を抑えつけられ

てきました。前日も久々の長い陽線となったものの、２０MA に凹まされた格好になっています。 

でも、この寄り付きでは毅然とギャップアップして２０MA をブレイクしているのです。しかも下ヒゲのオマケも付いて

ます。で、その後を見てみると、、、、、 

 

 

 

 



 

（図２０） 

明確なトレンドが見えていて、それの「転換点でないか？」というチャートに出会ったら、その位置が２０MA の上か

下かチェックして下さい。（別にチェックするまでもなく、２０MA を常に表示させておけば良いだけですが、、。） 

この場合、1050 円あたりに上値抵抗線がある事は明白なので、それを超えたあたりでエントリーするのもアリです。

エントリーが間に合えばですけどね。どんなパターンでも、モタモタ結果を確認しているようでは稼げません。 

常に冷静に、自分のテクニカル分析能力を信じて、スピーディーな判断や行動ができる必要があります。 

トレンドが見えているチャートなら、そこまでが上げトレンドなら株価は２０MA の上側、下げトレンドなら株価は２０

MA の下側にずっと位置してきているはずです。 

そのトレンドライン（直線）を引いて、「これはトレンドブレイクではないか？」というのがあったら、それが正しいかど

うかは２０MA で判定できます。（テクニカル的に正しいかどうかだけで、勝ちが保障される訳ではありません。） 

それまでずっと下げトレンドであっても、株価が２０MA の上にくれば、もうそれは２０日間の平均価格という意味で

は、既に上げトレンドに転換しているのです。 

「MA の上で買い、下で売れ」という事をご存じかもしれませんが、コレがソレです。 

これは、かの有名な「ゴールデンクロス」です。 

「そんなの俺も知ってるけど、そんな素人っぽい方法じゃ勝てないよ。」なんて斜に構えていても一文の得もありま

せん。本質的な事は、常に基本の中に隠されているのです。今私が解説しているのは、「トレンドの転換点を捕る

方法」ですが、実際には２０MA の上で買っているのですから、立派なトレンドフォローです。 

基本にも忠実な方法なのです。 

 



「都合の良いチャートを選んでるだけじゃないのか？」 

なんて、眉に唾つけてるような方は、このままこの PDF を閉じて、ごみ箱に捨てて下さい。 

そういう方は、私のブログも、見るだけ時間の無駄ですよ。 

 

 

 

 

 

（図２１） 

さて、同じ東プレのその後ですが、今度の赤い矢印の位置はどうでしょうか？ 

トレンドラインブレイクしているようにも見えますが、ちょっと微妙ですね？ 

 

 

 

 

 

 

 



 

（図２２） 

結果は下ヒゲの同時となりました。 

２０MA の上ですから、ここで売ったら「逆張り」です。デイトレならこれでも取れるかもしれませんが、もっと良い銘

柄を探す方が得策です。トレーダーは、お金と同時に時間を投資している事を忘れてはいけません。 

その 2 日後、今度は明確に２０MA を割り込んでギャップダウンしています。 

ここが上昇トレンドから下降トレンドへの転換点と見ます。下ヒゲにはなったものの、一旦は大きく下げています。

みんな良く知ってるんです。知らないのは、あなただけかもしれません。でも、もう大丈夫ですね？ 

実際、その後は２０MA に頭を押さえられている事がよくわかります。 

 

 

 



 

（図２３） これも良いですね。前日の陽線が長すぎるのが少し心配ですが、950 円の心理的抵抗線をあっさりギャ

ップでブレイクし、2 か月を超える下落トレンドラインの上に乗っかっていて、そして肝心の２０MA もギャップアップで

クリアしています。 

どんなエントリーチャンスであっても、パーフェクトなんて事は稀です。拮抗する要素があるのが普通であり、それら

を総合して利益に繋がる判断を下せるように訓練する必要があります。ちなみに、これの１分足を見てみると、 

 

（図２４）  9 時 8 分に寄り付き、更に 2 分間の猶予が与えられています。 

 



 

（図２５） 

図２４は、「U 字」パターンを見やすくする為に 1 分足でしたが、実際にはこの 5 分足でも、十分です。 

と言うか、日足のパターンを根拠とするデイトレに１分足はちょっと短すぎると思います。 自分のトレードが、どの

時間枠を根拠にしているかで、分足も 適なものを選ぶ必要があります。私は５分足が好きですが、これは人それ

ぞれで構いません。日足の根拠が薄くて、超短期勝負と考えている場合等は、随時 適なチャートを選んで下さい。

ただ、慣れないうちからコロコロ変えていても、何が良いかわからなくなるので、そういう方はまず５分で勉強してみ

て下さい。 

後場でも「U字」パターンが見えています。前場で利確していたなら、もう1 回入りなおす事も可です。ただ、ここから

だと、あまり粘る事ができません。チャートで結果だけ見ると簡単そうですが、実際には 1000 円の壁が鉄壁に見え

ると思います。1000 円の直前で利確したとしても無理はありません。デイトレでは、いかにトレンドの初期段階を捉

えるかが勝負です。結果を見ながらエントリーのポイントを探っていると、どんどん細かなトレードになっていかざる

をえません。それにしても、「U 字」パターンはマーケットからのプレゼントですね。 

（このチャートは、私は気がつきませんでしたけど、、、、（（（ T_T）） 

 

 

 

 

 

 



４．まとめ 

いかがだったでしょうか？ 

あまりにも基本的すぎて、期待はずれだったでしょうか？ 

だとしたら、誠に申し訳ありません。 

ただ、少し言い訳させて頂くと、私はここで書いた事を、かなり早い時期には知っていました。でも、そこから 1 年も

勝てませんでした。テクニックの前にある重要な事を理解できていなかったからです。 

しかし、ブログに書いてるような心理面での気付きを得てからは、この PDF で紹介したテクニックが宝物である事

がわかってきました。 

 

（図２５） 点線部分は、ギャップなどで存在しない場合もあります。 

この２つの上下対称のパターンが、私の頭から離れる事はありません。一見まるで異なった手法と感じられるもの

でも、私は常にこの２つのパターンの利用を考えてみます。日足でも週足でも分足でも、常にこのパターンを探して

しまいます。ラリー・ウィリアムズの「ウップス」を３つのタイプに分類したのも、このパターンの重要性を理解してい

たからです。エントリーのタイミングだけでなく、損切りや利確の判断を行う際にも、このパターンを下敷きにして考

えます。 

あなたかが既にトータルプラスを実現できているなら、この PDF が期待外れだったとしても、私には「ごめんなさい」

しかありません。 

しかし、あなたがまだトータルプラスを実現できていないのなら、まずこのテクニックを知っておくべきだと思うし、も

し既に知っているのにプラスになっていないなら、心理面のチェックをした上で、もう一度このテクニックについても

っともっと深く研究される事をお勧めします。 
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支持線、抵抗線、トレンドライン、ギャップ、移動平均線、、、、 

信頼に足る友人は多いですが、それらを束ねて、より一段と優位性を高めてくれるのが「U 字」パターンです。 

日足のブレイクアウトが完璧で、分足が下ヒゲなしでそのまま上げ始めれば、飛び乗る事だってありますが、そう

いうのは「U 字」で取れるようになってからで十分です。それほど、「U 字」は頻繁に出現しています。 

デイトレは、9 時から始まると思ってたら大間違いです。 

稼げるエントリーの大半は、値がついた直後に集中しています。だから、値がつくまでにどれだけ頭と目と手が仕

事をしたかによって、収穫に大きな差が出て当然です。値がついてから時間が経過するほど、どんどん難しくなっ

ていきます。後場寄り付きもまた、チャンスの宝庫ではありますが、前場寄りに比べると２０％程度の価値しかあり

ません。 

一つトレードが終わったら、あちこち探してエントリー。それが終わったらまた、あちこち探してエントリー。 

もしあなたがこういうスタイルだとしたら、それで本当に良いのか疑問に思ってみて下さい。 

値段がつく前に、「今日の私は上（下）がりまっせ～」と教えてくれている銘柄が毎日ある事に気付いて下さい。そう

いう銘柄の殆どは、寄り付いて１５分以内には「U 字」パターンを形成したり、しなかったりするものの、 適なエント

リーチャンスは終わってしまっている事が多いのです。 ザラバの間中、銘柄を探しまわり、トレードを繰り返し、く

たくたになるのもデイトレなら、9 時前から集中して 1 時間程度で終了するのもデイトレです。人間の集中力の継続

時間を考えると、どれだけ 9 時前後の短時間に集中力を発揮できるかが勝負のように思うのですが、いかがでしょ

うか？ 

後に格言を一つ。 

「負け」を当然の事として受け入れる事ができた時、初めて「勝ち」も当然の事となる。 

頑張ってくださいね。 
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この PDF が、初歩的すぎるのか、そうでないのか？ 

あなたの参考になるのか、ならないのか？ 

どういう点が参考になり、どういう点がもの足りなく感じられたのか？ 

私的には頑張って作成しているのですが、上記のような事については、さっぱりわかりません。 

なのでぜひ、ブログへのコメントやメールで感想を教えて下さい。それらが、また私が次の PDF や記事を作成する

時のアイディアとエネルギーに繋がるのです。ぜひ、よろしくお願いします。 


