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FX
私が安定して利益を上げられるようになった 

4つの鉄板パターン

100億円トレーダー



はじめに 

こんにちは、100億円トレーダーです。 

この度は、 

「私が安定して利益を上げれるようになった4つの鉄板エントリーパターンの解説マニュ
アル」 
を手にとっていただき、誠にありがとうございます。 

私のことを初めて知る方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介をします
ね。 

私は現在、FXトレードとインターネットビジネスの両方で稼いでおり、インターネット
ビジネスは2011年から、FXトレードは2016年8月から開始しました。 

インターネットビジネスは開始して10ケ月目で月収100万を達成し、その後、月収200～
300万程度の収益の自動化が完了したため、お金のために働く必要がなくなり、30代前半
でセミリタイア生活に突入しました。 

好きな時間に寝て、好きな時間に起き、好きな時に好きな場所で仕事をし、好きな時に国
内や海外に旅行をするといったかなり自由なライフスタイルを手に入れ、のんびりと暮ら
していました。 

が、 

世界中に複数の不動産を所有し自らの居住に使ったり投資に回したりしている資産数十億
の富豪の方との出会いがきっかけで、もっと上の経済的成功を目指そうと決意し、そうな
る為の手段としてFXトレーダーに転身しました。 

▶この世に構造的にトレード以上に稼げる職業は存在しない　 

インターネットビジネスはスタートしてから10ケ月目には月収100万に到達しましたの
で、 

「FXも毎日頑張れば半年～1年くらいでマスターできるやろ」 

と高を括っていましたが、蓋を開けてみたら最初の2年半の間全く勝つことができません
でした。 
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FXの情報商材を買い漁り、30万とか50万とかするFXの高額塾にも入り、とある敏腕ト
レーダーの100万円コンサルティングも受けましたが、全く勝てませんでした。 

本当に何をしてもダメでした。 

累計損失も「-1,000万」にまで膨れ上がり、精神的にどん底に追い込まれていきました。 

ですが、そんなどん底の状態時においても、 

「絶対に諦めない」 

という信念のもと、1日の全ての時間をFXの検証と勉強＆研究にあてて、徐々に自分のト
レードを確立していきました。 

その甲斐もあってFXを始めて2年半後に、初めて月トータルでプラスの成績を残すことが
できました。 

これ以上ないくらい精神的に追い込まれていましたが、このトータルプラスの成績が私に
希望を与えてくれました。 

まだまだ小さく弱々しかった希望ですが、それでも自分で掴み取った初めての希望です。 

絶対にこの希望を捨てるわけにはいきませんでした。 

そして、ここから私の逆転劇が始まりました。 

2年半もの間1日も休むことなくトレード技術を磨いてきたので、その成果が現れ、それ
以降は月間トータル収支でマイナスになることもなくなり、安定的に勝てるようになりま
した。 

毎月毎月資金を増やし続けることができるようになり、2年半もの間、死にもの狂いで
やってきたことがついに実を結び始めたのです。 

今後はこの安定性を継続しつつ、元金を増やし、増えた資金量に見合ったロットを張って
いくことで1トレードあたりの利益額を増やし、トレード収益のみで年収1億円を目指して
います。 

このレポートでは、そんな私が安定的に勝てるようになった4つの鉄板パターンの解説は
もちろんのこと、その鉄板パターンを使いこなせるようになるためにどういう風に相場を
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認識していけばいいのか？など私が紆余曲折しながら培ってきた情報の全てをあなたに
シェアしたいと思います。 

FX初心者の方や、知識や経験はそれなりにあるけどどうしても勝つことができないといっ
た方達の一助として、本マニュアルをお役立ていただければ幸いです。 

100億円トレーダー　 

 / 4 142



まず最初に私のトレード環境と注意事項 

①私はデイトレードをメインとしているトレーダーです。 

ポジションはその日のうちに決済してしまい翌日に持ち越すことはあまりありません。 

場合によっては、想定していた以上にレートがよく伸びて結果的にスイング気味になって
しまうことはありますが、基本スタンスはデイトレです。 

トレード足（執行足）は15分足で、日足・4時間足・1時間足を使い環境認識をしていま
す。 
（※　週足も1日1回は確認しています） 

詳しくはこちらの記事にも書いていますが、通常は4時間足と1時間足のチャートをパソ
コン画面に常時表示させており、上位足相場環境を把握することに努めています。 
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②監視通貨は7通貨で、 

・USD/JPY（ドル円） 
・EUR/USD（ユーロドル） 
・GBP/USD（ポンドドル） 
・GBP/JPY（ポンド円） 
・USD/CAD（ドルカナダ） 
・AUD/USD（豪ドルドル） 
・USD/CHF（ドルスイスフラン） 

です。 

③そして、このレポートでは、これから「大きな流れ」「中くらいの流れ」「小さな流れ」
という表現がよく出てきますが、その言葉の定義は 

●大きな流れ  ＝  日足＆4時間足 
●中くらいの流れ  ＝  4時間・1時間 
●小さな流れ  ＝  15分足・5分足 

のことを基本的に指しています。 

が、これも「その時の相場状況」や「見ている時間軸」によっていろいろ変わってくるの
で、ザックリとした定義だということを認識しておいてください。 

相場状況によっては、大きな流れが4時間で、小さな流れが1時間・15分という時もあり
ます。 

この定義はあくまでも私の場合なので人によって違ってくるものですが、このレポートで
は分かりやすく説明するためにこのようなザックリとした言葉の定義をしています。 

分からない所はどんどん質問してきてください 

また、このレポートではなるべく難しい言葉を使わずに相場の大事な知識を分かりやすく
説明することに重きを置いているので、細かい部分についてはあまり説明していません。 
（※またそういった細かい部分まで全部書くとなると、恐らく500Pくらいになると思います） 

ですから分からない所があればどんどん質問してくれて構いません。 

もしくは、このレポートを受け取った人にはエントリー添削がついていますので、その時
に聞いてくれても構いません。 
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とにかく分からない所を分からないままにしておくのではなく、必ず私に聞いて分からな
い所を1つずつ消していくようにしてください。 

そうすることでトレードのスキルはどんどん上達していくと思います。 

また、おそらく分かりにくい個所やこの説明を加えてほしいなどの要望がたくさん出てく
ると思うので、このレポートは今回作ってはい終わりではなく、皆さまからの質問を元に
どんどんブラッシュアップして改良していくつもりです。 

ですからそういう意味でもどんどん質問してきてください。 

質問はコチラからお願いします。 

そうすることでこのレポートは改良するごとに良いものになっていくと思っています。 

では、いよいよ次項から本題に入っていきたいのですが、4つの鉄板パターンの解説以前
に大前提として持っておいてもらわないといけない相場に対する考えが幾つかありますの
で、まずそちらから説明していきます。 

これらの前提を知らずに、4つの鉄板パターンの解説だけを読んでもおそらくチンプンカ
ンプンだと思いますので、まずは基礎である相場というものの大前提をしっかりと理解す
るようにしてください。 
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序章：何故、私がトレンドフォローという手法を取ってい
るのか？ 

私は「トレンドフォロー」という手法を取っています。 

トレンドフォローとは、相場の流れ（＝トレンド）に沿ったトレードをすることであり、
相場が上昇基調なら買い、下落基調なら売りを検討する戦略のことを言います。 

相場は「○だなぁ」と思う人が多ければ○の方向に動きますし、「×だなぁ」と思う人が
多ければ×の方に動きます。 

上昇しているならば「上に行く」と思っているトレーダーが多いということであり、下落
しているならば「下に行く」と思っているトレーダーが多いということです。 

これが、相場の流れ（＝トレンド）と呼ばれるものです。 

そして、 

「その流れ（＝トレンド）は基本的に継続していく」 

という特徴も相場は持っています。 
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何故なら、トレンドが出ているということは、チャートの奥にいる何十万人・何百万人と
いう多くのトレーダー達が既にそちら方向を向いているということであり、よっぽどの力
が働かないとその流れを変えることはできないからです。 

例えば、○方向にトレンドがある場合、「○だなぁ」と思うトレーダーが「×だなぁ」と
思うトレーダーより多いからこそ、○の方向にトレンドを既に作っているのです。 

ですから、○方向のトレンドを変えるためには、それ以上の数のトレーダーが「×だ
なぁ」と思わないと既に出来ている○方向のトレンドを変えることはできません。 

既に出ているトレンド（＝相場の流れ）を変えるためにはそれ相応のエネルギー（＝反対
勢力）が必要です。 

だったら、 

「既に出来ている大きな流れ（＝トレンド）に素直に乗っかってトレードしていこう！」 

という考えがトレンドフォローであり、相場の理にかなっているので勝つ確率が最も高い
と言えます。 

では、逆にトレンド（＝流れ）に逆らうトレードをするとどうなるのでしょうか？ 
（※トレンドに逆らったトレードは「逆張り」と言われており、日本人は逆張りが好きと言われていま
す。） 

例えば、数万人レベルを動員する有名歌手のライブが終わった後のファン達の行動を思い
浮かべてみてください。 

ライブが終わった後、大量のファン達（＝群衆）は皆一斉に最寄りの駅まで「同じ方向を
向いて」ぞろぞろと歩いていきますよね。 
（※　皆が一斉に”同じ方向を向いて歩く”という点がトレードでいうトレンドに状況が似ています） 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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この状況が言わばトレンドな訳ですが、駅に向かって一方方向に歩いている大量の群衆の
行列（＝流れ）に歯向かい、仮にあなただけ逆行してその大群に向かっていった場合、ス
ムーズに進むことができますか？って話です。 

全く前に進めないですよね。 

それどころか、群衆の圧力に負けて人の波に流され負けてしまうかもしれません。 

トレードも同じで多くの人の流れが既に出来ており（＝トレンド）、その流れはこの先も
ある程度継続していくのですから、それに逆行するよりも、その方向に乗っかっていく方
が勝てる確率は高いです。 

チャート画面だけを見ているとどうしても忘れがちですが、あなたが見ているチャートの
奥には何十万人・何百万人という数え切れないほど多くのトレーダー達が存在していま
す。 

何故上昇トレンドを築いてレートが上がっているのでしょうか？ 

チャートの奥にいる何十万人・何百万人というトレーダー達が皆一斉に買っているからで
す。（※　正確に言うと売っている人もいますが、売る人よりも買う人の方が圧倒的に多いから上昇してい
ます。） 
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先程のライブ帰りの駅までの行列の例で言うと、大量のトレーダー達が皆一斉に「上」に
向かって歩いているようなものです。 

この「上」に向かって歩いているというトレンド（＝流れ）に逆らって、あなただけ歯向
かって「下」に向かったとして、この群衆の流れを変えれると思いますか？ 

絶対に変えられませんよね。 

だとしたら、群衆が既に作っている流れ（＝トレンド）がこの先もある程度継続すると判
断し、この流れに乗っかって彼らと同じ方向に歩いていった方がどう考えても良いので
す。 

この事例から、流れに逆らわずにトレンドに乗ると勝てる可能性が高いと言うのがお分か
り頂けると思います。 

トレードで勝つために最も重要なことは、考えを相場に合わせることです。 

トレードは皆が向かう方向に便乗して乗っかっていくことこそが勝つ秘訣ですから、 
あなたが「下」だと思っていても、多くの人が「上」だと思っていたら「上」が正解なの
です。 

カメレオンのように、即座に相場の流れに合わせて自分の色（＝考え）を変えていくこ
と、この力こそがトレードで安定的に勝ち続けていくために必要なことです。 

ですから、自分の主観ではなく、今の相場の流れ（＝トレンド）がどちら方向を向いてい
るか？を客観的に見極める力さえ身に付ければ、あとはその流れに乗っかっていくだけで
すから、トレードは非常に簡単になります。 
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　　※　注意書き 

　　私には逆張り戦略などトレンドフォロー以外のトレード手法は分かりませんし、 
　　今後も知るつもりもありません。 

　　よって、これからこのレポートで話していくことは全てトレンドフォローの戦略に 
　　則った考えであり、私がエントリー添削できるのもトレンドフォローの考えに 
　　即したものだけです。 

　　エントリー添削自体は遠慮なくしてもらって結構ですが、トレンドフォロー以外の  
　　手法（例えば逆張りなど）によるエントリーについては、聞かれても私は答える 
　　ことはできませんので、そこはご了承ください。
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第1章：どうやってチャートからトレンドを見極めるのか？ 

前章でトレンドフォローが相場の理にかなっており、勝てる可能性が高いことを説明しま
した。 

が、ここで1つ疑問点があると思います。 

それは、 

「群衆が作ってくれた流れ（＝トレンド）に乗っかっていくのが期待値が高いというけれ 
　ど、じゃあどうやってそのトレンドをチャートから見極めればいいの？」 

ってことです。 

そうです、いくら群衆が作ってくれた流れ（＝トレンド）に乗っかっていくのが勝てる可
能性が高いと言われたところで、チャートから、 

『群衆が今どちらの方向を向いているのか（＝相場の流れはどの向きなのか）？』 

を見極めることができないと話になりません。 

トレンドフォローの手法で勝っていくためには、 

「群衆が今現在どちらの方向を向いているのか（＝相場の流れはどの向きなのか）？」 

をチャートから見つけていくことが全てとなり、テクニカル分析とはそれを見つけるため
にあるものです。 

では、 

「群衆が今現在どちらの方向を向いているのか？」 

を見つけるために何したら良いか。 

それは上位足相場環境の把握（＝長期と中期の方向の把握）です。 

「上位足相場環境の把握」を正確にすることこそがトレンドフォローで勝つための全てで 
あり、これさえ出来ればあなたは安定的に勝ち続けていくことができます。 
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相場には 

●大きな流れ（＝大きなトレンド、日足＆4時間足） 
●中くらいの流れ（＝中くらいのトレンド、4時間足＆1時間足） 
●小さな流れ（＝小さなトレンド、15分足＆5分足） 

というものが存在し、上位足相場環境の把握とは、簡単に言うと相場の 

「大きな流れ」 

がどっち方向を向いているか？を正確に認識していくことです。 
（※　大きな流れと中くらいの流れを見ることを私は「上位足相場環境の把握」としています＝群衆の流れ
の把握） 

では何故、より上位にある時間足の環境を見てその方向を把握しなければならないかとい
うと、相場は大きな流れ（=トレンド）には逆らうことができず、全てその大きな流れの
中で動いていくという習性があるからです。 

この大きな流れのことを相場用語で 

「プライマリー（＝主要な）トレンド」 
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と言い、トレンドが転換するまで「プライマリートレンド」の流れに沿った動きをするの
が相場の特徴です。 

ですから、上位足の相場環境を見て、大きな流れ・相場のデカい潮流を把握し、 

「群衆が今現在どちらの方向を向いているのか？」 

を見極め、その方向に合致したトレードをしていくようにすると、トレードの成績が安定
してくるようになります。 

相場では、とにかく大きな流れに逆らわないようにするのが安定的に勝ち続けるための秘
訣なのです。 

具体的には、デイトレードの場合、使っているトレード足は恐らく5分足か15分足（＝こ
れが小さな流れです）だと思うので、その場合、上位足とは、 

●日足 
●4時間足（＆1時間足） 

のことを指します。（※というか私はそうしています。） 

 / 16 142



たまに週足も見ますが、基本的には日足＆4時間足の大きな流れを立体的に見ていき、大
きな流れ（＝トレンド）を把握していくことを「上位足相場環境の把握」と言います。 

このように、本来はより上位にある足の大きな流れを把握して、それ沿ってトレードすべ
きなのですが、初心者は小さな流れだけしか見ていないことが多く大きな流れの方向に
沿っていないトレードをしているため、よく負けています。 

トレンドフォローとは、極論すれば、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

というだけですから、まず絶対にしなければならないのは相場の大きな流れを把握するた
めの「上位足相場環境の把握」以外にあり得ないのです。 

ここで1つ具体例を上げて見ていきます。 

下記のチャートをご覧ください。 

私が実際に縦の赤点線の所で買って負けた、ユーロドル4時間足チャートです。 

ここでいう上位足とは日足となります。 

チャートを見れば分かる通り、日足レベルでは完全に下降トレンド中であり、売りが優位
性を持っています。 
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つまり相場の大きな流れ（＝トレンド）は「下」であり、群衆は下に向かって歩いている
状態です。 

次に4時間足を見ていきます。 

4時間足だけで見ると、安値を切り上げ高値を更新しているため（青線）、既に上昇トレ
ンドに入っていることが分かると思います。 

つまり4時間足の流れ（＝トレンド）は「上」であり、私が買っていった縦の赤線のとこ
ろは既に上昇トレンドに入った後の押し目（＝安値切り上げポイント）となるため、この
足だけを見ると買いポイントです。 

1時間足チャートを見ても、 
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赤枠部分ではチャートがごちゃごちゃしていますが（何故チャートがごちゃごちゃしてい
るのか後で解説します）、エントリー直前は、安値を切り上げ高値を更新しようとしてい
る局面であり、この高値を抜けると1時間足でも上昇トレンドに突入し、4時間足のトレ
ンドと方向が合致するため買いポイントとなります。 

つまり、日足という「より大きな流れ（＝トレンド）」を無視して、4時間足・1時間足レ
ベルだけで見ると、その方向は「上」であり、かつ水平ラインにも支えられているため買
うための根拠は充分にあります。 

おそらくこういう局面で上位足の環境（＝売り優勢）を見ずにこの足だけを見て買うト
レーダーは多いでしょう。 

実際に私もピンクの矢印の所でロングエントリーしたのですが、こんな局面でトレードす
ると負ける確率が高くなります。 

では何故、こんな局面でトレードすると負ける可能性が高いのか？ 

それを今から説明していきます。 

まず、この局面はどんな局面なのかと言うと、 

・日足レベルのトレーダー達は「戻り売り」したい（＝大きな流れ） 

でも、 

・1時間足・4時間足レベルのトレーダー達は「押し目買い」したい（＝小さな流れ） 
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と時間軸の異なるトレーダー達でその双方の思惑が違う局面です。 

つまり「戻り売り勢力（＝上位足）」と「押し目買い（＝下位足）勢力」とがやりあって
いる局面であり、売りたいトレーダーと買いたいトレーダーとの思惑が交錯しているので
す。 

このように思惑が交差しているとき、相場は難しく荒れた動きとなり、下記チャートの赤
枠部分のようなごちゃごちゃした動きとなります。 

荒れていると当然タイミングが取りづらくなりますし、逆行する可能性も高まりますし、
何より利幅が穫れません。 
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何故、利幅が獲れないかというと、「押し目買い」勢力によって上昇したとしても、ちょっ
とでも上昇してきたら、「売ってやろう！」という戻り売り勢力が上に待ち構えており、
伸びないからです。 
（※　実際に赤枠部分ではレートが伸びず行ったり来たりしているのが分かると思います） 

従って、大きなトレンドを読めている優秀なトレーダーは、このような局面では売りもし
ませんし、買いもしません。 

こういう相場局面では手を出さないのが鉄則です。 

何故なら、何度も言うように「売りたい勢力」と「買いたい勢力」の力のバランスが拮抗
しており、どちらが勝つか全く分からない状態だからです。 

私はこのような相場局面を勝手に「戦争状態」と呼んでおり、このような状態の時は一切
トレードしないと決めています。 

このように、上位足相場環境を把握して各時間足の流れ（＝トレンド）を複合的に見て確
認していくのが「上位足相場環境の把握」となります。 
（※　マルチタイムフレーム分析とも言いますね） 

上位足相場環境を見ることによって、各時間足の流れ（＝トレンド）がどちら方向を向い
ているのか？を正確に認識することができれば、上位足トレーダーと下位足トレーダーの
思惑が分かるようになりますから、その思惑が一致している時にトレードしていけば、勝
率・リスクリワード比ともに向上していきます。 
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よって、 

「上位足相場環境の把握（＝マルチタイムフレーム分析）」 

をして大きな相場の流れを掴めていないと、トレードで安定的に勝ち続けることはできま
せんから、必ずマスターするようにしてください。 

具体的なトレンド判定の仕方 

では次にトレンドを判定するための具体的な方法を説明していきます。 

「各時間足の流れ（＝トレンド）がどちら方向を向いているのかを正確に認識することが
できれば」 

と言われても何をもってそのトレンドを判定していけばいいのか？ 

何をもって上昇トレンド・下降トレンドと認識するのか？ 

それが分からない事には 

「上位足の相場環境を見てそれぞれのトレンドを確認し、大きな流れに沿いつつも複合的
に考える」 
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という知識があったとしても、各時間足のトレンドを判定することが出来ないのですか
ら、実際の相場で戦うことはできません。 

ではどうすればトレンド（＝流れ）を正確に認識することができるのしょうか？ 

答えは「ダウ理論」です。 

ダウ理論とは、19世紀の終わりにチャールズ・ダウが提唱した相場理論で、トレンドを把
握するために最も大事な理論です。 

ダウ理論は「6つの基本法則」から成り立っていますが、その中でも特に重要な法則が、 

「明確な転換シグナルが出るまでトレンドは継続する」 

というものです。 

この法則をしっかりと理解すれば、トレンド（＝流れ）を正確に認識することができるよ
うになりますから、必ず完璧に理解するようにしてください。 

この「明確な転換シグナルが出るまでトレンドは継続する」という法則を表すと下記の図
になります。 

ダウ理論が定義する「明確なシグナル」というのは、いわゆる高安値の切り上げ・切り下
げを指します。 
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「”明確な転換シグナルが出るまで”トレンドは継続する」と言っていますから、上図のよ
うに、 

「安値を切り上げながら高値を更新」 

し続ける限りは上昇トレンド継続であり、 

「高値を切り下げながら安値を更新」 

し続ける限りは下降トレンド継続とみなします。 

安値を切り上げながら高値を更新していくということは、「売り勢力」よりも「買い勢
力」の方が強い（＝売りたいトレーダーよりも買いたいトレーダーの方が多い）というこ
とを示しています。 

何故なら、前回の安値まで下がらずに安値を切り上げてきたということは、 

「前回のポイントよりも高い位置でもいいから買いたい！」 

という人が大勢いる（＝それだけ人気がある）ということですし、前回の高値を更新する
ということはその買いの勢いはまだ衰えていないということになるからです。 
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反対に、高値を切り下げながら安値を更新していくということは、買い勢力よりも売り勢
力の方が強いということを示しています。 

何故なら、前回の高値まで上がらずに高値を切り下げてきたということは、 

「前回のポイントよりも低い位置でもいいからとにかく売りたい！」 

という人が大勢いる（＝人気がない）ということですし、前回の安値を更新するというこ
とはその売りの勢いはまだ衰えていないということになるからです。 

だから、安値を切り上げながら高値を更新し続ける限りは上昇トレンド継続、高値を切り
下げながら安値を更新し続ける限りは下降トレンド継続とみなすのです。 

上昇トレンドの場合、「安値を切り上げながら高値を更新」し続ける限り上昇トレンド継
続ですから、群衆が向かっている方向は 

「上」 
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であり、その流れに逆らわないようにトレードしていくのがトレンドフォローの手法で
す。 
（※　実際は先ほどもいったように、各時間軸のトレンドをすべて見た上で複合的に考え、より大きな流れ
に沿うようなトレードしていきます） 

これまでの説明で、何をもって上昇トレンド・下降トレンドと認識するかはこれで分かっ
たと思います。 

では、 

「継続しているそのトレンドが終了するとき」 

はいつでしょうか？ 

それは、上昇トレンドであれば「高値を切り下げた」とき、下降トレンドであれば「安値
を切り上げた」ときです。 
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高値を切り下げたということは、 

「高い価格でもいいから買いたい！」 

と思う人が少なくなってきた証拠であり、これまで続いてきた「買いの勢い」がかなり弱
まっていることを示しています。 

反対に、安値を切り上げたということは、 

「安い価格でもいいからとにかく売りたい」 

と思う人が少なくなってきた証拠であり、これまで続いてきた「売りの勢い」がかなり弱
まってきていることを示しています。 

この高値切り下げ・安値切り上げが、「”明確な転換シグナルが出るまで”トレンドは継続
する」というところの、「明確な転換シグナル」です。 

「明確な転換シグナルが出るまでそのトレンドは継続する」ということは言い換えれば、
「明確な転換シグナルが”出たら”そのトレンドは終了する」という意味です。 

ですから、 

「高値切り下げ」 
「安値切り上げ」 

をもってそのトレンドは終了し、相場は次の局面に移行していきます。 

が、ここで1つ注意点があります。 

「高値切り下げ」「安値切り上げ」はあくまでも上昇トレンド・下降トレンドが終了した、
というだけであってまだ上昇・下降トレンドへ転換した訳ではありません。 
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トレンド転換は、上昇から下降トレンドに転換する場合は、 

・高値を切り下げて安値を更新したとき 

下降トレンドから上昇トレンドに転換する場合は、 

・安値を切り上げて高値を更新したとき 
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に起こります。 

もしくは高値を切り下げなくてもWトップ形成から安値を更新したとき、安値を切り上げ
なくてもWボトム形成から高値を更新したときもトレンド転換したと言えます。 

「高値切り下げ（もしくはWトップ）　＋　安値更新」 
「安値切り上げ（もしくはWボトム）　＋　高値更新」 

をもってトレンド転換ですから、 

「高値を切り下げた”だけ”」 
「安値を切り上げた”だけ”」 

のトレンド終了とは明確に区別しなければなりません。 

トレンド終了とはその名の通り、一旦そのトレンドが終了しただけなので、今後どういう
動きをしてくるかはその時点では全く分かりません。 

安値を切り上げて高値を更新してくることで再度上昇トレンドをスタートさせてくるかも
しれないし、 

↓ 
↓ 
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トレンドレスのままレンジに突入してよく分からない相場局面をしばらく続けるかもしれ
ないし、 
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安値を更新して、下降トレンドへと転換してくくるかもしれません。 

とにかくそのトレンドがとりあえず終了した、ということだけが分かり、今後どうなるか
はこの時点でだまだ不明なのです。 

ですから、絶対にトレンド終了＝トレンド転換だと勘違いしてはいけません。 

トレンド終了とトレンド転換を間違えてしまうとトレンド（＝流れ）を正確に把握できな
くなります。 

このダウ理論のトレンド判定方法を使って各時間軸でのトレンドを見て
いく 

先ほどまでの説明で、ダウ理論を使ってトレンド（＝流れ）を正確に把握する方法が分か
りました。 

次にやるべきことは、それを各時間軸で見ていき、各時間軸のトレンドをそれぞれ把握し
ていくことです。 

各時間軸とは言っても私が実際に見ているのは、 

●日足 
●4時間足 
●1時間足 
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です。 

この3つの時間軸のトレンドを見ていき、相場の大きな流れ・中くらいの流れが、それぞ
れどの方向に流れているのかを確認していきます。 

これらを正確に把握することができればあとは簡単です。 

なぜなら、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

だけですから、あとはトレード足の方向が大きな流れの方向に合致したときにトレードす
ればいいだけだからです。 

それでは、実際のチャートを使って説明していきましょう。 

まずは日足チャートを見て日足のトレンドを把握していきます。 

赤の点線部分までは下降トレンドを築いていましたが、その後安値を切り上げ高値を更新
したことで（青線）、上昇トレンドへ転換してきました。 
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つまり日足のトレンド（＝流れ）は上だということになります。 

次に4時間足チャートを見て4時間足のトレンドを把握していきます。 

4時間足レベルでも赤の点線部分までは下降トレンドを築いていましたが（青線）、その
後安値を切り上げ高値を更新したことで（青線）、上昇トレンドへ転換してきました。 

ですから、4時間足のトレンド（＝流れ）も上になります。 

この時点で日足の方向も4時間足の方向も「上」ということで、足並みを揃えてきまし
た。 

次に1時間足チャートを見ていきます。 

↓ 
↓ 
↓ 
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1時間足では直近で見ると下降トレンドを築いていましたが（青線）、その後安値を切り
上げ高値を更新してきましたので（青線）、ピンクの矢印で上昇トレンドに転換してきま
した。 

つまり1時間足レベルでのトレンド（＝流れ）は上だということになり、ピンクの矢印以
降は、 

・日足も上 
・4時間足も上 
・1時間足も上 

と長期・中期のトレーダー達の思惑が一致することになりますから、上方向に伸びる優位
性が非常に高い局面であることが分かります。 

そして、これらを確認して初めてトレード足の15分足を見ていきます。 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

訳ですから、あとは15分足が「上」方向を向くところ＝上昇トレンドに転換してくるとこ
ろ（ピンクの矢印）でエントリーしていけばいいということになります。 
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このように、上位足（長期・中期）の流れを正確に把握できれば、そこから下位足（私の
場合は15分足）を見て、 

「その下位足の方向が上位足（長期・中期）の方向と合致する瞬間にエントリーしてけば
いいだけ」 

ですから、あなたがやるべきことはどこまでいっても 

・上位足相場環境の把握（＝長期と中期の流れ/方向の把握） 

だと言えます。 

ダウ理論によるトレンド判定方法を使って上位足（各時間軸）でのトレンドを把握し、そ
れらを複合的・立体的に考えていけば、 

●日足のトレーダーは売りたいのか買いたいのか 
●4時間足のトレーダーは売りたいのか買いたいのか 
●1時間足のトレーダーは売りたいのか買いたいのか 

というようなことが分かるようになります。 

これらが分かれば、あとは各時間足の流れ（＝トレンド）が一致する局面だけトレードす
ればいいだけですから、トレードは非常に簡単になっていきます。 
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第2章：ダウ理論とともに移動平均線も使って相場の方向性
を把握する 

移動平均線を見ればよりトレンド（＝方向）が分かりやすくなる 

ここまで、ダウ理論によるトレンドの判定方法を解説してきました。 

これだけでも充分にトレンドを認識することは可能ですが、更に分かりやすくトレンドを
認識するために、私は「移動平均線」も使っています。 

移動平均線を使えば、売り勢力と買い勢力のどちらが強いのか？が視覚的に読み取りやす
くなり、今相場が向かおうとしている方向を分かりやすく見せてくれます。 

下記のチャートを見てください 

ダウ理論によるトレンド判定（青線）だけでも上昇トレンドだということが分かります
が、移動平均線があればそれを見ずとも瞬時に相場の流れ・方向が 

「上に向かっている」 

ということが掴めると思います。 
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移動平均線とは、その設定した期間においての終値（売りたいトレーダーと買いたいト
レーダーの売買の合意価格）の平均値を結んで作成されたラインです。 

例えば20期間の移動平均線というのは、過去20期間のローソク足の終値の平均値を結ん
で作成されています。 

移動平均線が上を向いて走っているということは、その期間内の終値の平均値がどんどん
上がっていっているということであり、売るトレーダーより買うトレーダーの方が多い状
況が続いているということです。 

ですからその流れに沿って「買いポジションを持つこと」に優位性があると言えます。 

逆に、移動平均線が下を向いて走っているということは、その期間内の終値の平均値がど
んどん下がっていっているということであり、買うトレーダーより売るトレーダーの方が
多い状況が続いているということです。 

ですからその流れに沿って「売りポジションを持つこと」に優位性があると言えます。 

分かりにくい方は、学校のクラスのテストの平均値で考えてみるといいかもしれません。 

テストの平均値が高いということはそれだけクラスの中に頭の良い人が多く高得点を出し
たからであり、多少頭の悪い人がいてもそんなに平均値は下がりません。 

つまり、こんな言葉はないですが、そのクラス内においては「頭良い人優勢」だというこ
とです。 

逆に、テストの平均値が低いということはクラスの中は頭の悪い人ばかりという事であ
り、多少頭の良い人が高得点を出したところで平均値は上がりません。 

そのクラス内において「頭悪い人優勢」だということです。 

これを移動平均線に当てはめて考えてみると、平均値である移動平均線がどんどん上向き
に流れているということは、買いたいトレーダーが多くレートがどんどん上昇しているか
らであり、多少売りたいトレーダーがいても、平均値は下がりません。 

だから移動平均線は上向きに流れ続けているです。 

つまり「買い優勢」の流れであり、先ほども言いましたがその流れに合わせて「買いポジ
ションを持つこと」に優位性があるということが分かります。 
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では次に下記のチャートをご覧ください。 

このチャートでは移動平均線は「下落」から「水平」になりつつありますが、水平になる
ということはその期間（本件の場合20期間）のレートの平均値の下落がなくなったこと
を示しています。 

つまり期間内のトレーダーの行動が 

・下の価格 

よりも 

・上の価格 

を求めることが多くなってきたと捉える事ができ、売り勢力優位だったのが、買い勢力の
力が強くなってきてそのバランスが拮抗し始めてきた、ということです。 

先ほどのテストの例でいうと、最初は頭の悪い人ばかりだったのでテストをする毎に平均
点が下がり続けていましたが、勉強する人が徐々に増えてきて高得点を出す人が増えてき
たので、平均点が上がってき、頭の悪い人と頭の良い人の力バランスが拮抗してきている
ようなイメージです。 

※　なおこれらのことはダウ理論でも言えます。 
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これまで下げトレンドを築いてきたレートが安値を更新しなくなり、むしろ安値を切り上げきてトレンド転
換しようかという局面は、期間内のトレーダーの行動が「下の価格」よりも「上の価格」を求めることが多
くなってきたということです。 

そしてその水平になった移動平均線をレートが上抜くということは、その瞬間の価格が平
均値を上回ってきたことを示し、売るトレーダーよりも買うトレーダーの人数の方が多く
なってきたということです。 

ですから、今後、買うトレーダーより売るトレーダーの方が多い状況が続いていけば、平
均値である移動平均線は上を向き始めていくことになります。 

実際に、上記チャートでは移動平均線は水平から上向きになりました。 

このようにダウ理論に加え移動平均線の傾きを見ることによって、今相場が向かおうとし
ている方向を簡単に掴めるようになります。 

移動平均線はトレーダーの「損益分岐点」でもある 

また移動平均線はその期間におけるトレーダーの「損益分岐点」という考え方もできま
す。 

例えば20期間の移動平均線の場合、20期間移動平均線の上にレートがある時、 

・過去20期間の間、買っているトレーダーは相対的に利益を上げていて 
・過去20期間の間、売っているトレーダーは相対的に負けている 
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ということが言えます。 

そのため、既に買いポジションを保有していて利益を上げているトレーダーは、特に決済
する(売り注文を入れる)必要もなく、また、 

「上昇しているから買おう」 

という素人のトレーダー達が参入しやすい(買い注文を入れやすい)こともあり、レートは
どんどん上昇していきます。 

これに加えて、売っているトレーダーは負けていて損が既に発生している訳ですから、そ
の損失を食い止めるために決済注文をしてきます。 

売りの決済注文は何でしょうか？ 

そうです、「買い注文」です。 

ですから、移動平均線の上にレートがあるとき、 

●既に買っていて利益が出ているトレーダーは特に決済する理由がないので売り注文を出
さない 
●上昇しているのを見て買ってくる素人のトレーダー達の買い注文が更に入る 
●既に売っていて負けているトレーダー達の決済の買い注文が入る 

という理由から、売り注文よりも買い注文の方が多くなるため（＝注文の集中）、レート
は上昇しやすいのです。 

このように損益分岐点という考えから移動平均線を見れば、そこからトレーダー達がどの
ような注文を出してくるのかが分かるようになります。 

移動平均線を多重表示して各時間足の相場の流れを読む（※これが一番
大事） 

これまでは、1つの時間軸の1つの移動平均線だけを見てきましたが、ここからは各時間
軸の方向を示した移動平均線を1つのチャートに重ねて表示させ、大きな流れや小さな流
れを掴み、どういう局面でレートが伸びやすいかを見ていきます。 
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上図はポンドドルの1時間足チャートで、チャート内には20期間の移動平均線(短期：青
線)と80期間の移動平均線(中期:赤線)を重ねて表示しています。 

1つの移動平均線表示だけでは捉えることのできなかった 

「より大きな相場の流れ」 

を、80期間の移動平均線(中期:赤線)を加えることで見えるようになったと思います。 

80期間の移動平均線(中期:赤線)は上方向に向かって伸び続けており、大きな相場の流れ
（＝トレンド）は「上」だということが分かります。 

これにプラスしてトレーダー達の「注文の集中」という観点から見てみても、大きな相場
の流れを現す80期間の移動平均線(中期:赤線)が上を向いており、かつその移動平均線の
上にレートがあるので、 

●既に買っていて利益が出ているトレーダーは特に売る理由がないので売り注文を出さな
い 
●上昇しているのを見て買ってくる素人のトレーダー達の買い注文が更に入る 
●既に売っていて負けているトレーダー達の決済の買い注文が入る 

という理由から、売り注文よりも買い注文の方が多くなり、レートが上昇しやすいため、
上方向へ伸びる可能性が高く、80期間の移動平均線の方向に買いポジションを持つこと
に優位性があるということが分かると思います。 

とにかく目線は「上」です。 
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トレンドフォローの基本原則は、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

でしたよね。 

であるならば、あとは小さな流れが大きな流れに合致してくる瞬間を待ってエントリーし
ていけばいいという事になります。 

ではそれはどこか？ 

下記のピンクの矢印の部分です。 

80期間の移動平均線(赤線)を見ることで大きな相場の流れは、 

「上」 

だということが分かっていますから、あとは小さな流れである20期間の移動平均線(青線)
が上を向いてくる瞬間を待ちます。 

図中のピンクの矢印の部分のところで20期間の移動平均線(青線)も上を向いてきたので、
小さな流れが大きな流れに合致することになり、 

・長期のトレーダーも上目線 
・短期のトレーダーも上目線 
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と両者のトレーダーの思惑が一致してきますので、ここで買いポジションを持てば利益を
上げられる可能性はかなり高くなります。 

相場は大きな流れ（=トレンド）には逆らうことは基本的にできませんから、その大きな
流れの方向に小さな流れが合致していくところが最も伸びやすい局面と言えるからです。 

では、もう1つだけ実チャートを見ていきましょう。 

上の図はドルカナダ1時間足チャートです。 

先ほどと同じように、20期間の移動平均線(青線)と80期間の移動平均線(赤線)を表示して
おります。 

まず一目見てスグに分かる通り、80期間の移動平均線(赤線)の方向が下向きに走り続けて
いますので、大きな流れ（＝トレンド）は「下」です。 

何度もいうように、トレンドフォローは 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 
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だけですから、あとは20期間の移動平均線(青線)の方向が80期間の移動平均線(赤線)の
方向に合致してくる瞬間を待てばいいだけです。 

そこが下記チャートのピンクの矢印の部分です。 

ピンクの矢印の部分くらいから、20期間の移動平均線(青線)も「下」を向き始めますから、
既に下を向いている80期間の移動平均線(赤線)の方向と合致してくることになり、 

・長期のトレーダーも下目線 
・短期のトレーダーも下目線 

と思惑が一致してきます。 

また「注文の集中」という観点から見ても、下向きの80期間の移動平均線（中期）の下
にレートがあることで、 

・既に売っていて利益が出ているトレーダーは特に買い戻す理由がないので買い注文を出
さない 
・下落しているのを見て売ってくる素人のトレーダー達の「新規売り注文」が更に入る 
・既に買っていて負けているトレーダー達の「決済の売り注文」が入る 
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という理由からそもそも下落する優位性が高いのに、これにプラスして更に下向きの20期
間の移動平均線（短期）の下にレートがいくことで、ダブルで 

・既に売っていて利益が出ているトレーダーは特に買い戻す理由がないので買い注文を出
さない 
・4時間足レベルの戻り目の中で1時間足レベルの下降トレンド転換をしてきたことによる
「新規売り注文」が入る 
・下落しているのを見て売ってくる素人のトレーダー達の「新規売り注文」が更に入る 
・既に買っていて負けているトレーダー達の「決済の売り注文」が入る 

という状況が起こり、伸びるべくして伸びた局面であることが分かります。 

このように、大きな流れと小さな流れの方向を示した移動平均線を1つのチャートに重ね
て表示させることで、長期トレーダーと短期トレーダーの思惑や注文の状況が分かるよう
になるため、1つのチャートに移動平均線を多重表示して各時間足の相場の流れを読むこ
とはダウ理論と合わせて大変重要となってきます。 
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移動平均線から「トレードがしやすい局面」と「トレードがしにくい局
面」を見極める 

移動平均線を使えば、トレードしやすい局面とトレードしにくい局面を瞬時に把握するこ
とができます。 

例えば下記チャートをご覧ください。 

移動平均線の方向が長期・中期・短期ともに下を向いており、非常に分かりやすい下降ト
レンドを形成している局面であることが、ひと目で分かると思います。 

長期・中期の大きな相場の流れ（＝トレンド）は圧倒的に「下」であり、何度も言うよう
に、トレンドフォローで勝つためには、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 
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というだけですから、あとは短期の流れが長期・中期の大きな相場の流れに合致してくる
タイミングでトレードしていけばいいだけです。 

相場の方向が分かりやすく出ているので、非常にトレードしやすく勝ちやすい相場と言え
ます。 

では次に下記チャートをご覧ください。 

先ほどのチャートと違って、3本の移動平均線の方向がバラバラで、レートにも方向感が
ないことがひと目で分かると思います。 

トレードするには非常に難易度が高い局面であると考えることができます。 

このような難しい局面では無理にトレードをせず、1枚目のチャートのように相場に方向
感が出て分かりやすい局面になるまで待つことがトレードで安定的に勝ち続けるためには
とても重要です。 
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※注意：移動平均線はあくまでも相場の方向を見るものであり、正確な
トレンドの把握はダウ理論によって行う 

最後に重要なことをお伝えします。 

移動平均線はあくまでも相場の方向を見るものであり、正確なトレンドの把握はダウ理論
によって行うということです。 

たまに移動平均線でトレンドを把握しようとしている人がいますが、移動平均線は相場の
方向を示しているだけに過ぎません。 

トレンドを判定するための全ての根底にあるものはダウ理論です。 

このことを決して忘れないようにしてください。 
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第3章
トレンドフォローにおける 
実際のエントリーポイント



第3章：トレンドフォローにおける実際のエントリーポイン
ト 

これまでの説明で、 

ということが、お分かり頂けたかと思います。 

以上を踏まえ、ここからは、実際にどのような形になればエントリーしていけるのか？そ
の具体的方法を解説していきたいと思います。 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 
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1：トレンドは基本的に継続していくものなので、既に出来ているトレンド（＝相場の大 
　　きな流れ）に素直に乗っかっていくのが期待値が高い 

2：その大きなトレンドをチャートから見極めるために必要なのは上位足相場環境の把握 
　　である 

3：上位足相場環境の把握によって大きなトレンドの把握及び各時間軸のトレーダーの思 
　　惑が分かるようになるので、上位足トレーダーと下位足トレーダーの思惑が合致する 
　　優位性の高い局面のみでトレードしていく 

4：ダウ理論によるトレンド把握に加えて移動平均線も使うことで相場の方向を見ていく



トレンドフォローのエントリーポイントは「押し目買い」＆「戻り売
り」しかない 

トレンドフォローの基本は、大きなトレンド方向に沿った押し目買い・戻り売りであり、
それだけと言っても過言ではありません。 
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大きなトレンド方向に沿った、という所が大事なポイントであり、これがこのレポートで
何度も言っている、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

ということです。 

これをダウ理論＆移動平均線＆ラインを使って見ていき、実際のエントリーポイントを
探っていきます。 

そもそも押し目＆戻り目はどのように形成されるか？ 

なぜ押し目と戻り目は形成されるのでしょうか？ 

下記のチャートを見てください。 

↓ 
↓ 
↓ 
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上昇トレンド継続中に、一旦の押し目を築いて再度上昇に転じている局面です。 

上図のAで高値をつけ、一旦下げに転じています。 

この下げは、 

・それまでの上昇で買いポジションを保有していたトレーダーの利益確定の売り注文 

や、 

・調整の戻りの下げを狙って売りを仕掛けてきたトレーダーの売り注文 

による下げです。 

Aで高値をつけた後、こうした売り注文を仕掛ける「売り勢力」が「買い勢力」を上回る
ことで、レートは一旦の下げを見せることになり、これが上昇トレンド中に押し目をつけ
てくる要因です。 
（※　トレンドが一直線に進まず、上げ下げを繰り返しながら進んでいくのは上記の要因があるからです） 
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これらの要因から一旦レートは下げてきますが、図中赤線の傾きや方向で分かるように、
大きな相場の流れは「上」です。 

相場は大きな流れ（=プライマリートレンド）には基本的に逆らうことができず、全てそ
の大きな流れの中で動いていくという習性があるため、いま下げている小さな流れもいず
れプライマリートレンドの方向に合致してきますから、レートが下げてこれば、 

「ここは絶好の買い場だ！」 

と思って買い注文を入れるトレーダーが多くなり、Bのポイントで下げ止まりを見せ始め
ます。 

と同時に、Aのポイントから下げを狙って売りを仕掛けていたトレーダーが利益確定の買
い注文を入れ始めるので、それも下げ止まる要因となります。 

また、既に買いポジションを持って利益が出ている長期トレーダー達が下げ止まったのを
見て追加の買い注文を入れてきたりします。 

その1：押し目待ちしていたトレーダーによる「新規」の買い注文 
その2：既に売っていたトレーダーによる「決済」の買い注文 
その3：既に買いポジションをもって利益が出ているトレーダーによる「追加」の買い注
文 

こうした買い注文を仕掛ける「買い勢力」が「売り勢力」を上回ることで、Bのポイント
からレートはまた上昇し始め、Cのポイントで高値更新することにより、上昇トレンドは
継続されることになります。 

これが押し目が形成される理由です。 

つまり、この押し目のポイントで買うことは、大きな相場の流れに対して逆行してきてい
た小さな流れが、大きな流れの方に方向転換し始める最初のポイントでエントリーするこ
とができるため、投資の基本である、 

「安いときに買って、高いときに売る」 

ということができ、勝てる可能性が非常に高くなります。 
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価格が上昇してから買うのではもう遅い 

先ほど、 

「安いときに買って、高いときに売る」 

と言いましたが、この言葉の意味を本当の意味で理解している人はほとんどいないでしょ
う。 

この言葉が本当に意味することは、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいればレートは上昇する、そしてその 
　高くなったレートで売れば儲けることができる」 

という意味です。 

ここで大事なところは、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいる」 

というところです。 
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あなたが買った後に、買ってくれる人がいなければレートは上昇するはずがありません。 

トレードしているとき、何故あなたはそこで買ったのでしょうか？ 

それは自分が買った後にレートが上昇すると思ったからですよね。 

では何故レートは上昇するのでしょうか？ 

それは買うトレーダーが大勢いるからですよね。 

つまり、あなたがトレードで勝つためにやるべきことは、 

「自分が買った後に他の多くのトレーダー達が追随して買ってくるであろうポイント」 

を見つけ、彼らより一回り早く買いポジションを仕込むことができるようになることで
す。 

トレンドフォローで勝つためには、多くのトレーダーがまだ本格的に資金を投入してこな
いうちに仕込み、彼らが我も我もと追随してきたら、今度は彼らがいない方向にさっと逃
げるのが基本です。 

レートを上げるのは”あなた”ではなく、他のトレーダー達なのですから、彼らの行動に追
随するのではなく、利用するという姿勢が大切です。 

反対に、トレンドフォローにおいて最もしてはいけないことは、 

「価格が上昇したから買う・下落したから売る」 

という行動です。 

これは、大多数の勝てないトレーダーがしてしまう行動ですが、そうした大多数が属する
グループと同じ行動をしている限り勝つことはできません。 

その一歩前にポジションを仕込んで、大多数が参加・追随してくることでできあがったト
レンドを利益に変えるのがトレードです。 

レートが動いたからエントリー！と判断している時点で、それは大多数のグループに属し
ていることと同意であり、すでに相場に飲み込まれています。 

 / 57 142



まだ多くの資金が投入されてこないうちに仕込み、大多数が参加してきたら、自分はサッ
とそれとは反対方向へ逃げるのが勝つトレードなのです。 

それが 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいる」 

というポイントです。 

大多数の平均的なトレーダーは上昇したをの確認して買ってきますから、それと同じ行動
をしている限り安定して利益を積み上げていくのは難しいでしょう。 

押し目・戻り目の具体的エントリーポイント 

では、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいる」 
「あなたが売った後に、売ってくれる人がたくさんいる」 

というポイントはどこでしょうか？ 

これこそがトレンドフォローにおける実際のエントリーポイントであり、このポイントで
トレードできるかどうかが安定的に勝ち続けることができるかどうかの分かれ目になって
きます。 

先に簡単に答えを言っておくと、そのポイントとは、 

「上位足方向へ発生した押し目の中で下位足がトレンド転換してくる所」 

です。 

↓ 
↓ 
↓ 
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先ほどから何度も何度も言っている 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

の、 

「小さな流れ（＝トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

とは、下位足が大きな流れの方向にトレンド転換してきたところという意味なんです。 

上位足方向に向いた下位足のトレンド転換こそが、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいる」 
「あなたが売った後に、売ってくれる人がたくさんいる」 

というポイントなのです。 

では、実際のチャートでエントリーポイントを見ていきましょう。 
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ユーロドル1時間足チャートです。 

このチャートは下降トレンド中のレートが(あ)のポイントで一旦安値をつけた後に戻り目
を築き、(A)のポイントで反転・再度の下落に転じた局面です。 

80期間の中期の移動平均線が（赤線）しっかり下向きでかつ、ダウ理論によるトレンド
判定をしても、高値を切り下げ安値を更新していっている最中ですので、、強い下降トレ
ンドが継続しているのが分かります。 

つまり大きな相場の流れ（＝トレンド）は「下」です。 

そのため、(あ)で安値をつけて1時間足レベルで一旦上昇し始めたからといって買いを考
えるのではなく、この1時間足のトレンドが再度下降トレンドに転換して、大きな相場の
流れと方向が一致してくるまで待ちます。 

そんな中レートが(A)のポイントまで来ましたが、過去の強いラインに押さえられこれま
での上昇を止められました。 

明確なラインによってレートが押えられたことで、相場は一旦これ以上「上」の価格で取
引することを拒否したことと同意となり、その後の下落に対して非常に高い優位性をもつ
ことになります。 
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が、 

この時点ではまだ1時間足レベルで下降トレンドに転換してきていないため（＝ただ強い
ラインにレートが一旦止められただけ）、この後どういう動きをしてくるかを見ていきま
す。 

例えば、高値を切り下げ安値を更新して下降トレンドに突入してくれば、大きな相場の流
れと方向が一致することになるので、売りエントリーしていけますし、 

逆に、今押さえられているこのラインを越えて上昇トレンドを継続させてくるなら、大き
な相場の流れと方向が一致してきませんので、今回はパスするという判断をしていきま
す。 

このようなシナリオを描きながら、この後の値動きを見ていきましょう。 

実際の値動きは、(A)のポイントで強いラインに押さえられた後、1時間足レベルで高値
を切り下げ安値を更新し(い)、ピンクの矢印のところで下降トレンドに転換してきまし
た。 
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この(い)のポイントを抜けて下降トレンドに転換してくることで、大きな相場の流れと方
向が一致してきますから、この(い)のポイントで売りエントリーを仕掛けていくことがで
きます。 

・そもそもの大きな流れは「下」である 
・下降トレンドへ転換することによって小さな流れも「下」になった 

と両者の思惑が一致してくるため、 

・大きな流れを見ているトレーダーも売りたい 
・小さな流れを見ているトレーダーも売りたい 

となり、下げ方向の優位性がかなり高まります。 

この時点では、4時間足レベルのトレンド継続はまだ確定していませんが、そもそもの大
きな流れは「下」を向いており、その中で小さな流れも「下」を向き始めれば、相場参加
者の多くが「下」を向くのですから、4時間足レベルで一旦つけた安値を再度更新し、下
降トレンドは継続していくでしょうと考えて、エントリーしていくのが勝てるトレーダー
のポイントです。 
（※　トレンドは基本的に継続していくという前提です） 

この章の冒頭で、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人がたくさんいる」 
「あなたが売った後に、売ってくれる人がたくさんいる」 

ということを言いましたが、多くの勝てないトレーダー達は、 

・実際に下げてきたのを確認してから売ってくる 
・下記チャートの黒□部分抜け（＝4時間足レベルの下降トレンド継続ポイント）で売っ
てくる 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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のいずれかをやっており、それではハッキリ言ってエントリーが遅すぎます。 

つまり、この多くの勝てないトレーダー達こそが、 

「あなたが買った後に、買ってくれる人」 
「あなたが売った後に、売ってくれる人」 

であり、我々はこの人たちより先に仕込でおいて、下がったのを見て後から参加してくる
彼らの行動を利用して利益を上げていくのです。 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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これがトレンドフォローにおける押し目買い・戻り売りの具体的なエントリーポイントで
す。 

このように、押し目買い・戻り売りというのは、上位足の押し目・戻り目を「下位足での
トレンド転換」から仕掛けていくのが基本となります。 
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第4章
4つの鉄板エントリーパターン



第4章：4つの鉄板エントリーパターン解説 

では、トレンドフォローという手法で安定的に勝ち続けるための前提条件（基礎知識）が
分かったところで、いよいよ私が普段使っている 

「4つの鉄板エントリーパターン」 

を解説していきます。 

まず、4つの鉄板エントリーパターン以下です。 

 
この4つのパターンが、私が安定的に勝ち続け、毎月毎月資金を増やし続けてられている
エントリーパターンです。 

これから1つずつ説明しますが、 

①4時間足レベルの押し目・戻り目 
②1時間足レベルの押し目・戻り目 
③日足レベルの押し目・戻り目 

この3つに関しては時間軸が異なるだけで基本的な考えは全て同じですので、先に3つに共
通する基本の考え方について少し説明しておきます。 

それはどういうものかと言うと、既にこのレポートで何度も説明している 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

という考え方です。 

これを基本に、あとはどの波を取るか？ということだけですね。 

③の日足レベルの戻り目の例を使って実際のチャートで解説していきたいと思います。 
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①4時間足レベルの押し目・戻り目 
②1時間足レベルの押し目・戻り目 
③日足レベルの押し目・戻り目 
④4時間足レベルのトレンド転換



これは2019年5月後半のドル円4時間足チャートです。 

赤が日足の移動平均線、青が4時間足の移動平均線です。 

このチャートをご覧頂くと分かる通り、日足レベルでは既に下降トレンドを築いており
（赤線）、かつ日足の移動平均線も上からレートを抑えるような形で下向きにガンガン下
げていますので完全に売り優勢であり、日足レベルのトレーダーからしたら戻り売りを検
討していく局面です。 

つまり、 

「大きな流れは下（＝売り）」 

であり、相場は基本的に大きな流れには逆らえませんので、今後その方向に合致する瞬間
を下位足で見つけていくということになります。 

売り待ちという局面ですね。 

では次に、下位足である4時間足レベルのトレンドを見ていきましょう。 

まずは黒枠で囲った部分をご覧ください。 
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黒枠部分では、4時間足レベルで完全に上昇トレンドを築いており（青線）、かつ4時間
足の移動平均線も下からレートを受けてガンガンに上昇しているため、上位足の日足の流
れとは方向が一致していないことが分かると思います。 

つまり大きな流れ（＝この場合、日足）と、小さな流れ（＝この場合、4時間足）の方向
が別の方向を向いており、 

・日足トレーダーは売りたい（売り勢力） 
・4時間足トレーダーは買いたい（買い勢力） 

と、両者のトレーダーの思惑が違うため、期待値が高いとは言えません。 
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言ってみれば、渋谷のスクランブル交差点みたく、各々の行きたい方向がバラバラなため
相場が一方方向に行きにくい局面となります。 

ですから、この局面ではトレードせずに日足の流れと同じ流れになってくる瞬間まで待ち
ます。 

では、その瞬間はどこか？と言うとピンクの矢印の部分です。 

直近安値である(A)を更新することで 

「高値切り上げ・安値更新」 

が確定し、4時間足レベルで下降トレンドへの転換が確定します。 

このトレンド転換をもって、小さな流れも「下」を向くことになり、日足の大きな流れと
方向が一致してきました。 
（※　下降トレンドに転換したら売り注文は入りやすい、それが上位足の日足の方向に沿っているのですか
ら当然伸びやすくなります。） 

つまりこの(A)を抜けたことによって、 

・日足も売り優勢 
・4時間足以下も売り優勢 
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となったので上位足トレーダーと下位足トレーダーの思惑が一致し（＝両者ともに売りた
い）、下げ方向への優位性がかなり高くなったと言えます。 

だからここで売りエントリーができます。 

これが、何度もこのレポートで言っている 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

ということです。 

この考えはトレンドフォローの大原則で、これが分からないと勝つことはできないため何
度も何度も説明してきましたが、理解できてきましたでしょうか？ 
（※　今はまだよく分からなくても大丈夫です、ここはトレードで勝つ上で非常に大事な部分なのでエント
リー添削などで何度も説明していきます。） 

今回は、大きい流れと小さな流れが「合致する瞬間」を日足レベルの戻り目のケースで紹
介しましたが、他の2つ、 

①4時間足レベルの押し目・戻り目 
②1時間足レベルの押し目・戻り目 

も考え方は全く同じで、あとはどの時間軸でそれを見ていきどの波を取っていくか？とい
う違いだけです。 

日足レベルの押し目であれば、4時間足の一波を取っていくトレードですし、 
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（※DHは日足のことです） 

4時間足レベルの押し目であれば、1時間足の一波を取っていくトレードですし、 

1時間足レベルの押し目であれば、15分足の一波を取っていくトレード↓ 

になるだけの違いです。 
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「大きな流れを見極めて、その中で小さな流れが大きな流れに合致する瞬間を見つける」 

という考え自体は一切変わりませんので、トレンドフォローで安定的に勝ち続けるため
に、時間軸が変わってもこの考え方を絶対に忘れないようにしてください。 

では、ここから4つの鉄板パターンを1つずつ詳しく見ていきましょう。 

その1：4時間足レベルの押し目・戻り目 

これは私が最も得意とする鉄板のエントリーパターンです。 

分かりやすく言うと、4時間足移動平均線に対する押し目・戻り目です。 

簡単な概要図で書くとこんな感じです。 

【押し目（上昇）の場合】 
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【戻り目（下落）の場合】 

このパターンだけを丁寧に獲り切っていくだけでも充分に利益を出すことができます。 

実際にこのパターンだけを愚直にやり続けて15億まで資金を増やしたトレーダーも知って
います。 

それくらい優位性が高いパターンですので、まずはこの形だけでもマスターしてみてくだ
さい。 

結構出現頻度も高いのでエントリーチャンスは多いです。 

では「4時間足レベルの押し目・戻り目」について説明していきます。 

まずは下記のチャートをご覧ください。 

↓ 
↓ 
↓ 
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赤の80期間の移動平均線（4時間足の移動平均線に相当）がガンガンに下向きに走ってお
り、相場の大きな流れは「下」だということが分かります。 

またダウ理論で4時間足レベルのトレンドを把握しても、高値を切り下げながら安値を更
新してきているので（赤線）、下降トレンド継続中です。 

つまり完全に「下方向」に相場の圧力がかかっており、レポートの冒頭で説明したライブ
帰りの駅までの行列の例えで言うと、大量のトレーダー達が皆一斉に「下」に向かってぞ
ろぞろ歩いているようなものです。 

「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」ですから、まだ明確な転換シグナ
ルが出ておらず下降トレンドが続ている以上、あなたが狙うべき方向も「下」であり、完
全に売り待ちの局面となります。 

そんな中で、4時間足レベルの高値切り下げポイントを作ってこようかという局面がきま
した（図中の4時間足レベルの高値切り下げポイントと書いている所の赤線）。 

過去の節目のライン及びガンガンに下向きの80期間の移動平均線（赤線）にぶつかって
レートが抑えられてきています。 

・過去の節目ラインに抑えられてきた 
・下向きの移動平均線にも抑えられてきた 

 / 75 142



という理由から、ここで売りたくなる人もいるかと思いますが、よくチャートを見てくだ
さい。 

1時間足レベルではまだ上昇トレンドを築いており（青線）、4時間足レベルで築いてい
る下降トレンドと方向が一致していません。 

つまり、トレンドフォローの基本原則である、 

「大きな流れ（※今回の場合4時間足）を見極めて、その中で小さな流れ（※今回の場合 
　1時間足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

という条件をまだ満たしていません。 

この状況は、まだ、 

・4時間足トレーダーは売りたい 
・1時間足トレーダーは買いたい 

という方向感のない局面であり、 

・4時間足トレーダーは売りたい 
・1時間足トレーダーも売りたい 
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と、両者の思惑が一致する局面が来るまで待つ必要があります。 

では、それはどこでしょうか？ 

それは、1時間足レベルで高値を切り下げ安値を更新することで、下降トレンドに転換し
てくる□の部分（ピンクの矢印）です。 

この□部分抜けで初めて、4時間足トレーダーと1時間足トレーダーの向いている方向が同
じになりますから、 

「大きな流れ（※今回の場合4時間足）を見極めて、その中で小さな流れ（※今回の場合 
　1時間足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

という条件を満たすことができ、売りエントリーしていけるということになります。 

・大きな流れを見ている長期のトレーダー（※今回の場合、4時間足トレーダー） 

と 

・小さな流れを見ている短期のトレーダー（※今回の場合、1時間足トレーダー） 
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の総意が一致し、両者ともに同じ方向を見るようになったということですね。 

これにプラスして損切の売り注文も入っているのでレートは伸びやすい 

4時間足トレーダーと1時間足トレーダーの向いている方向が同じになるため、レートは一
方方向に伸びやすい、だから下げ方向の優位性が出てきて売りエントリーしていけるとい
うことでしたが、これはあくまでも新規の売り注文のみです。 

実際はこれにプラスして、既に買っていたトレーダー達の 

「損切の売り注文」 

が1時間足レベルの下降トレンド転換ポイントで入ってくるため売りが売りを呼び更に
レートは伸びやすくなります。 

その「損切の売り注文」は2つあります。 

まず最初の1つ目。 

それは、下記のチャートの青矢印の部分で買っていたトレーダー達の損切注文です。 
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1時間足レベルでは直近まで上昇トレンドを築いていたため買っているトレーダー達がお
り、それが下降トレンドに転換してくることで、買いポジションを持つ根拠がなくなりま
すから、図中の□部分抜けで損切の売り注文を入れてきます。 

そして2つ目は、下記チャートの青の矢印の部分で買っていたトレーダー達の損切注文で
す。 

直近の1時間足レベルの上昇トレンドを大きい波で捉えると、上記のような波になり青矢
印の部分の押し目は、まだ上昇トレンド中の押し目になりますから当然ここで買ってくる
トレーダーもいます。 
（※　しかも直近のネックラインにも支えられている） 

そして彼らも図中の小さい□部分抜け（ピンクの矢印）で損切の売り注文を入れていま
す。 

その後、時間を少しかけることで1時間足レベルで高値切り下げが見えてきて、かつ20期
間の移動平均線（青線）も上からレートを押さえつけている局面になってきましから、売
り勢力が買い勢力よりも多くなり、1時間足ベルで下降トレンドへ転換してきました。 

下降トレンドへ転換する小さい□抜け（ピンクの矢印）のポイントには、先ほど説明し
た、 
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●2つの損切の売り注文 
●新規の売り注文 

の予約が大量に入っていますから、□部分（ピンクの矢印）を抜けるとレートは一気に下
げていきます。 

このように、既に買っていたトレーダーの「損切の売り注文」が「新規の売り注文」にプ
ラスされますので、売り勢力が強くなりレートは大きな相場の方向（＝トレンド）に合わ
せて下げていくことになります。 

これが基本的な「4時間足レベルの押し目・戻り目」の解説ですが、これだけでは勝てま
せん。 

更に見るべき要素が２つあります。 

下記の２つの要素を含んで初めてエントリーの判断をします。 

1つずつ説明していきます。 

要素①：より上位足である日足の方向と合致していること 

これは先程から何度も言及しているように、いくら4時間足レベルだけで見ると戻り売り
できる局面だったとしても、より上位足である日足が「買い優勢」の局面であるならば
レートは伸びにくく、かつ荒れた値動きになりやすくなります。 
（※　但し、日足MAまでの距離があればOK） 

・日足トレーダーは買いたい（買い勢力） 
・4時間足トレーダーは売りたい（売り勢力） 

という両者のトレーダーの思惑が違う局面は避けるべきです。 

今、売ろうとしているその局面は上位足から見たら単なる押し目を形成するの為の調整の
下げなのではないか？ということを常に考え、必ず日足の方向に沿っているかどうかを確
認するようにしてください。 
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要素①　　：より上位足である日足の方向と合致していること 
要素②ー１：買いの場合、直上にレジスタンスライン等がなく反対勢力がいないこと 
　　　ー２：売りの場合、直下にサポートライン等がなく反対勢力がいないこと



ちなみに今回例に出したチャートは日足の方向にも合致しており下げ方向への優位性は高
かったと言えます。 

要素②：買いの場合、直上にレジスタンスライン等がなく反対勢力がいないこと 

これはレジスタンスラインに限らず、上位足のMAやトレンドライン・次の節目までの距
離など全て含まれます。 

要するに売り待ちの反対勢力が近くにいないか？ということを確認するということです。 

いくらラインや上向きの移動平均線に支えれて綺麗な形が出てきたとしても、このように
すぐ直上に反対勢力がいればレートが伸びることはありません。 

何故なら何度も言うように、 

●上がってきたら売ってやろうと思っているトレーダー 
●下がったら買いたいと思っているトレーダー 

という全く思惑の異なるトレーダーが近くに存在しているからです。 

ですからレジスタンスラインなどがあまりにも近すぎる場合は、一旦上昇したとしてもレ
ジスタンスライン付近からの売り勢力の売り圧力によってレートが戻される可能性が大い
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にありますので、エントリーを見送り、レジスタンスラインを抜けてから考える方が良い
でしょう。 

要素②－２：売りの場合、直下にサポートライン等がなく反対勢力がいないこと 

これは要素②と全く同じ考え方でレジスタンスがサポートに変わるだけですので説明は割
愛します。 

私は、この２つの要素がないことを必ず確認して初めて、エントリーします。 

実際に私が頭の中でどういったステップを踏んでエントリーしている
か？ 

前項までは4時間足レベルの押し目・戻り目で実際にどうなればエントリーできるか？を
説明しました。 

では次は私が実際に頭の中でどういった順序で（ステップを踏んで）エントリーしている
かを具体的に説明します。 

大まかな流れはだいたい下記のような感じとなります。 

↓ 
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では、実際のチャートを使って説明していきましょう。 

ステップ1：日足・4時間足のトレンドや方向をダウ理論＆移動平均線から把握する 
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ステップ1：日足・4時間足のトレンドや方向をダウ理論＆移動平均線から把握する 

ステップ2：上昇トレンドが出ている場合は目線を「上」にして押し目買いの準備、下降 
　　　　　　トレンドが出ている場合は目線を「下」にして戻り売りの準備して睨みを 
　　　　　　効かせておく 
　　　　　　 
　　　　　　トレンドレスやチャートがグチャグチャでよく分からない時は、チャートが 
　　　　　　整ってくるまで時間を要するのでしばらくチャートを見ない 

ステップ3：レジスタンスラインやサポートラインなどのラインの強度を把握 

ステップ4：4時間足を表示しつつ、1時間足や15分足も表示して反転ポイントになりそう 
　　　　　　なところでしばらくチャートを監視してトレンド転換してくるところに注文 
　　　　　　と損切ラインを入れておく



ポンドドル日足チャートです。 

図中の縦の赤線が4時間足レベルの戻り目となり、売りエントリーしたポイントです。 

日足は直前までは上昇トレンドを築いていましたが、直近安値を一気に割ってくること
で、「高値切り下げなき安値更新」をしてきた後、一度高値を作り（青線）、安値更新し
てきましたので、下降トレンドに突入しています。 

また日足の移動平均線の方向を見ても下向きにガンガンに走っているため、日足レベルの
大きな相場の流れは「下」であることが分かります。 

次に4時間足チャートを見ていきます。 

4時間足レベルで見ても、高値を切り下げ安値を更新している（青線）ので既に下降トレ
ンドに突入しており、また4時間足の移動平均線の方向も下向きに走っており、日足と同
じく相場の流れは完全に「下」であることが分かります。 

この時点で、日足と4時間足の方向は揃って「下」を向いていますので、下げ方向への優
位性がかなり高いと判断します。 
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ステップ2：上昇トレンドが出ている場合は目線を「上」にして押し目買いの準備、下降 
　　　　　　トレンドが出ている場合は目線を「下」にして戻り売りの準備して睨みを 
　　　　　　効かせておく 

ですから、ここは買いを検討する局面は一切なく、戻り売りを検討する局面です。 

要は「戻り売り待ち」ですね。 

そんな上位足の相場環境のなか、レートがAのポイントまで来ましたが、過去の強いライ
ンに押さえられこれまでの上昇を止められました。 

明確なラインによってレートが押えられたことで、相場は一旦これ以上「上」の価格で取
引することを拒否したことと同意となり、その後の下落に対して非常に高い優位性をもつ
ことになります。 

この後1時間足チャートを見て、1時間足がどういう動きをしてくるかを見ていきます。 

例えば、高値を切り下げ安値を更新して下降トレンドに突入してくれば、日足や4時間足
の流れと方向が一致することになるので、売りエントリーしていけますし、 
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逆に、今押さえられているこのラインを越えてくるなら、一旦パスしてそこからもう一度
どういう動きをしてくるのかを見ていきます。 

このようなシナリオを描きながら、この後の値動きを見つつ、直下に強いサポートライン
がないかを見ていきます。 

ステップ３：レジスタンスラインやサポートラインなどのラインの強度を把握 

今回は「売り」で仕掛けていきますから、直下に強いサポートラインがないか見ていきま
す。 

近くにサポートラインがあると、反対勢力（＝買いの勢力）による買い圧力がかかり、売
りと買いで戦いをすることになるのでレートが一方方向へ伸びにくく、かつ荒れやすい展
開になりますから今回はパスするという判断になってきます。 

強いラインかどうかは、 

・レジサポラインであるか？ 
・過去に何度もそこで止められているか？（＝サポートされているか・） 

などによって判断していきます。 

要するに、そのラインがこれまでに意識されているかどうかってことですね。 
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上記チャートのピンクの枠で囲ったサポートラインを過去に遡って確認すると、4時間足
レベルで認識できるレジサポラインであったため、割と強めのラインであることが分かり
ました。 

割と強めのラインだということが分かり、売りエントリーしていくかどうか悩みました
が、 

・かなり前のレジサポラインであること 
・日足レベルではこのラインがレジサポラインであることを認識できないこと 
・日足も4時間足も流れは下であり、今の相場の状態は売り優勢であること 
・このラインまで約35pipsほど離れており、距離があること 
・損切ラインまでは約17pipsほどであり、仮にこのラインで止められてもリスクリワー
ドがだいたい1：2あるので十分に狙っていけること 

などの理由から、売りエントリーを仕掛けていくことにしました。 

ステップ4：4時間足を表示しつつ、1時間足や15分足も表示して反転ポイントになりそ 
　　　　　　うなところでしばらくチャートを監視してトレンド転換してくるところに注 
　　　　　　文と損切ラインを入れておく 

最後に、1時間足や15分足を見て下降トレンドに転換してくるところに売り注文を入れて
いきます。 
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1時間足チャートです。 

1時間足レベルで下降トレンドに転換してくるポイントは□部分（ピンクの矢印）抜けで
すが、これだと遅いので、1時間足レベルの高値切り下げポイント（青線）の中で15分足
が下降トレンドに転換してくるかどうかを見ていきます。 

今回直下に割と強めのサポートラインもありますから、なるべく損切りまでの距離を短
く、サポートラインまでの距離を長くとりたいので、早めにエントリーしていきます。 

ということで15分足チャートを見ていきます。 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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15分足チャートを見てみると1時間足レベルの高値切り下げポイントの中で、15分足レベ
ルのWトップを形成後ネックライン（安値）を割ってきたので、ピンクの矢印のポイント
で下降トレンドに転換してきました。 

・日足の方向は下 
・4時間の方向も下 
・1時間の方向はまだ決まってないけどほぼ下 
・15分足も下 

となり、この15分足レベルの下降トレンド転換をもって全ての足がほぼほぼ「下方向を確
定」させてきますので、この15分足レベルの下降トレンド転換ポイントのライン直下に
売り注文を入れておきます。 

また1時間足の移動平均線に対してグランビルの法則がかかる局面でもあり、数々の根拠
から下げ方向への優位性がかなり高まっていると言えます。 

損切ラインは、15分足レベルのWトップ形成のラインの少し上ですね。 
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以上が、 

「私が実際に頭の中でどういった順序で（ステップを踏んで）エントリーしているか？」 

です。 

もちろんその時の相場の状況によって、細かいところは変わってきますが、大まかな流れ
としてはこのような感じになります。 

是非参考にしてみてください。 

では、鉄板エントリーパータンその2の説明に行きます。 
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その2：1時間足レベルの押し目・戻り目 

次に1時間足レベルの押し目・戻り目におけるエントリーポイントの説明をしていきま
す。 

分かりやすく言うと、1時間足移動平均線に対する押し目・戻り目です。 

簡単な概要図だとこのような感じです。 
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1時間足レベルの波の根っこから取るのが私の基本的なスタンス（＝要するに4時間足っ
レベルの押し目・戻り目のこと）ですので、途中から入る形になるこのパターンのエント
リーは私の場合はそんなに多くありません。 

基本的な考え方は、「4時間足レベルの押し目・戻り目」と同じですが、注意点としては、
1時間足レベルの押し目・戻り目は、4時間足チャートだと押し目・戻り目と認識されな
いので上位足トレーダーが入ってこずあまり伸びない可能性があるということです。 
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どうですか？ 

1時間足では押し目がちゃんと見えますが、4時間足では見えませんよね？ 

1時間足で押し目は見える、でも4時間足ではその押し目は見えない、ということは1時間
足以下のトレーダーしかその押し目では入ってこないため、大きな上昇に繋がりにくいで
す。 

ですからあまり伸びないと分かった上でエントリーしていくようにしましょう。 

このエントリーパターンも、時間軸が1時間足レベルになっただけで、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

という基本原則にのっとったパターンとなります。 

この場合の大きな流れは4時間足・1時間足、小さな流れは15分足となります。 
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このパターンは、4時間足の波の途中における1時間足レベルの押し目・戻り目を取りに
行くトレードです。 

よって、狙う波は15分足の一波です。 

エントリーポイントは、4時間足MAと1時間足MAが同方向を向いていて、1時間足MA
に対して15分足MAが収斂してくるポイントです。 

言葉で説明してもよく分からないと思いますので実際のチャートで説明していきます。 

上記チャートでは4時間足と1時間足が同じ方向に向かって下落していることが分かりま
す。 

そのような局面の中、1時間足レベルで既に下降トレンドに突入しており（青線）、その
戻り目（＝高値切り下げポイント）を築いてきました。 

また1時間足の移動平均線（青線）の方向もガンガンに下向きに走っており、相場の流れ
は、 
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「下」 

であることが一目瞭然だと思います。 

では、次に、この□で囲った戻り目（＝高値切り下げポイント）を15分足チャートで拡
大して見ていきます。 

15分足レベルではわずかですが上昇トレンドを築いてきており、4時間足・1時間足の方
向と合致していないことが分かります。 

大きな相場の流れは圧倒的に 

「下」 

ですから、4時間足・1時間足の方向に15分足が合致してくる瞬間、つまり15分足レベル
で下降トレンドへ転換してくる局面を待ちます。 

そしてそのポイントが□部分抜け（ピンクの矢印）です。 

↓ 
↓ 
↓ 
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過去の安値のラインにレートがWトップで抑えられネックラインを割ってきたので15分
足レベルでも下降トレンドに突入、この□部分抜け（ピンクの矢印）をもって4時間足・1
時間足の方向に15分足が合致してきたことになり、 

・大きな流れを見ている長期のトレーダー（※今回の場合、１時間足と4時間足） 

と 

・小さな流れを見ている短期のトレーダー（※今回の場合、15分足） 

の総意が一致し下げ方向への優位性が高まり、売りエントリーしていけます。 

但し、その場合も先程説明した、 

この２要素が満たされている必要があるので、これらを確認してからエントリーするよう
にしてください。 

では次のパターンの説明に入ります。 
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要素①　　：より上位足である日足の方向と合致していること 
要素②ー１：買いの場合、直上にレジスタンスライン等がなく反対勢力がいないこと 
　　　ー２：売りの場合、直下にサポートライン等がなく反対勢力がいないこと



その3：日足レベルの押し目・戻り目 

これは非常に数は少ないですが、出現するとかなり伸びやすいパターンです。 

分かりやすく言うと、日足移動平均線に対する押し目・戻り目です。 

簡単な概要図は下記のような感じです。 

【押し目（上昇）の場合】 

【戻り目（下落）の場合】 
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何度も何度も言いますが、このエントリーパターンも、時間軸が日足になっただけで、 

「大きな流れ（＝長期＆中期の流れ/群衆の方向）を見極めて、その中で小さな流れ（＝ 
　トレード足）が大きな流れに合致する瞬間を見つければ良い」 

という基本原則は変わりません。 

この場合の大きな流れは日足、小さな流れは4時間足・1時間足となります。 

但し、この場合、4時間足レベルのトレンド転換でエントリーするのは遅すぎますので、
4時間足の中の1時間足もしくは15分足レベルのトレンド転換でエントリーしていきま
す。 

日足レベルの押し目・戻り目のパターンは最も伸びやすく、日足レベルの波の中に、 

①4時間足レベルの第1波 

と 

②4時間足レベルの第3波 

が出てきますので、その第1波と第3波の波を両方獲れ、かなり美味しい相場と言えます。 

それでは実際のチャートで見ていきましょう。 
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まず日足レベルで既に上昇トレンドを築いており（青線）、日足の方向を示す20期間の
移動平均線（青線）も下からレートを受けてきている状態です。 

移動平均線の傾きもガンガンに上方向を向いて走っており、相場の大きな流れ（＝トレン
ド）は完全に「上」となります。 

そんな中で、日足レベルの次の安値切り上げポイント（＝日足レベルの押し目）を作って
こようかという局面がきました（図中黒枠）。 

当然上昇トレンド中の押し目ですから、この後4時間足を見ていき、その時間足の方向が
日足の方向（＝つまり上）に転換してくれば、 

・日足レベルの大きな流れは上 
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・4時間1時間レベルの流れも上 

となり、 

・大きな流れを見ている長期のトレーダー（※今回の場合、日足） 

と 

・小さな流れを見ている短期のトレーダー（※今回の場合、１時間足と4時間足） 

の思惑が一致してきますのでエントリーチャンスが生まれます。 

では次に4時間足チャートを見ていきましょう。 

4時間足レベルでは特にトレンドは出ておらず、トレンドレスの状態です。 

ですが、日足というより大きな相場の流れは既に「上」方向を向いているのですから、目
線を上に持ってチャートを監視していきます。 

すると、過去の高値のラインに支えられ4時間足レベルでも認識できるWボトム（青線）
を形成してきて、足元が底堅くなってきていることが分かります（＝これ以上売りが出て
こないということ）。 

 / 100 142



このままチャートの□部分（ピンクの矢印）を越えてくると、Wボトム形成からのネック
ライン越えとなるので4時間足レベルで上昇トレンドに転換してき、日足のトレンドと完
全に合致することになります。 

ですから、本来は黒線抜け（ネックライン越え：ピンクの矢印）で買いエントリーをして
きたいのですが、これだとエントリーが遅すぎてもはやスイングトレーダーのエントリー
ポイントとなります。 

日足の方向は「上」、4時間足もWボトムを形成し足元を固めて「上」に行こうとしてい
るような局面ですから、更に1つ下の時間足である1時間足を見て、1時間足レベルの上昇
トレンド転換ポイントでエントリーしていきます。 

つまり、「日足の高値」も「4時間足の高値」も越えていくこと前提で、1時間足のトレン
ド転換ポイントからエントリーし損切幅を狭め、リスクリワードをよくしていきます。 

上手くいけば1時間足の損切幅で日足のリワードを取れるのですから、リスクリワード
1：5くらいのかなり効率の良いトレードをすることが出来ます。 

では、1時間足チャートを見ていきます。 
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日足レベルの安値切り上げポイント（オレンジ線）の中で、 

①：4時間足レベルのWボトム形成（赤線）、 
②：そのボトムの右側で1時間足レベルのトリプルボトム形成、 
③：そのトリプルボトムのネックラインを超える□部分抜け（ピンクの矢印）で1時間足
レベルの上昇トレンド転換 

このトレンド転換によって、日足の大きな相場の流れと方向が合致してくるためその後の
伸びが期待でき、4時間足レベルの高値・日足レベルの高値を超えてくる前提で図中ピン
クの矢印部分で買いエントリーをしていきます。 

その後、 

・4時間足レベルの高値も越えて4時間足で上昇トレンド転換、 
・日足レベルの高値も越えて日足レベルで上昇トレンド継続となり、 

すべての時間足で方向（＝トレンド）が 

「上向き」 

になりましたので、大きな値幅が期待できるポイントとなりました。 
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「日足レベルの押し目・戻り目」は4時間第1波＆4時間3波の両方を獲れる可能性がある
ので、かなりオススメ 

日足レベルの押し目・戻り目がオイシイのは、日足レベルの波の中に、4時間足レベルの
第1波と第3波が出てくるので、それなりの値幅を取ることができるからです。 

4時間足レベルの第3波とは、4時間足レベルの押し目・戻り目のことですね。 

日足レベルの押し目・戻り目のチャートを実際に何個か見ていきましょう 
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このように日足レベルの押し目・戻り目を根元から取ることができれば、 

・4時間足レベルの第1波 
・4時間足レベルの第3波 

を両方獲ることができるため、相当な値幅を一度に取ることができます。 
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4時間足レベルの第1波の取り方は、先ほど説明したとおりの考え方で獲っていけますし、
第3波は 

「4時間足レベルの押し目・戻り目」 

のことですので、そこで説明した考え方で獲っていくことができます。 

これが基本的な「日足レベルの押し目・戻り目」の解説です。 

日足レベルですので、そんなに出現することはありませんが、出てきたらかなり値幅を取
れる相場になる可能性がありますので是非しっかりと理解して自分のものとしてくださ
い。 
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その4：4時間足レベルのトレンド転換 

これもよく頻出する鉄板パターンであり、私が得意なパターンでもあります。 

概要図はこんな感じです。 

【上昇トレンドから下降トレンドに転換】 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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【下降トレンドから上昇トレンドに転換】 

これは、これまでの3つ 

①4時間足レベルの押し目・戻り目 
②1時間足レベルの押し目・戻り目 
③日足レベルの押し目・戻り目 

とは違うパターンです。 

これまでの3つのパターンは、既に出ているトレンドの押し目や戻り目を狙いに行くト
レードでしたが、今回のパターンは, 

「今まで続いてたトレンドが転換してくる局面をその根元から獲りに行く」 

というトレードです。 

トレンドの初動ですね。 

では具体的な解説に入っていきます。 
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次のチャートをご覧ください。 

ポンド円4時間足チャートです。 

4時間足レベルで上昇トレンドを築いていましたが、レジスタンスラインによって上値を
押さえられ、高値を切り下げてきましたので上昇トレンドは一旦終了し、この後下降トレ
ンドへの転換が見込まれます。 

20期間の移動平均線（青線）の向きを見ても、レートを上から押さえつけながらガンガン
に下向きに走っている状態です。 

移動平均線が下向きになるということは、その期間（今回の場合20期間）のレートの平
均値が下落しているということであり、それはすなわちトレーダー達が、 

・上の価格 
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よりも 

・下の価格 

を求めることが多くなってきたということです。 

売り勢力が強くなってきているということですね。 

この考えは移動平均線の方向・傾きだけでなく、高値切り下げにも言えることです。 

今までずっと高値を更新していたものが、高値を更新しなくなったということは、買い圧
力が弱くなってきていることを示しており、すなわちトレーダー達が 

・上の価格 

よりも 

・下の価格 

を求めることが多くなってきているということです。 

上の価格を求めるトレーダーの数が多ければ今回も高値を更新し上昇トレンドを継続させ
ているはずですから、明らかに 

「買い勢力」 

よりも 

「売り勢力」 

の方が強くなっていることが分かります。 

ですから次にやることは、この4時間足レベルの高値切り下げポイントの中の下位足の動
きを見て、どういう動きをしてくるかをチェックしていきます。 

ということで足を一つ落として、1時間足チャートを見ていきます。 
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4時間足レベルの高値切り下げポイントの中で1時間足がどのような動きをしてくるか監視
します。 

1時間足レベルでは下降トレンドを築いて（青線）下落してきましたが、直近ではWボト
ムをつけてネックラインを越えてきているので上昇トレンドに転換しています。 

が、 

上位足である4時間足は高値を切り下げてきており、80期間の移動平均線（赤線）も上か
らガンガンにレートを押さえつけている状況であり、1時間足と4時間足では方向が合致し
ません。 
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つまりこの局面は、これまで何度も説明している、 

・4時間足トレーダーは売りたい 
・1時間足トレーダーは買いたい 

と両者の思惑が一致していない局面ですから、両者の思惑が一致して同じ方向を向くまで
待ちます。 

ではそれはいつかと言うと、1時間足が下降トレンドに転換してくる□部分抜け（ピンク
の矢印）です。 
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この□部分抜け（ピンクの矢印）で1時間足レベルの下降トレンド転換が確定しますか
ら、 

・4時間足トレーダーは売りたい 
・1時間足トレーダーも売りたい 

と両社の思惑が一致してくるため下げ方向への優位性が高まり、この□部分抜け（ピンク
の矢印）で売りエントリーしていけます。 

4時間足レベルの下降トレンド転換ポイントは、下記チャートの赤枠部分抜けですからこ
こを抜けてくるまで、トレンド転換してくるかどうかは分かりませんが、転換してくるこ
とを見越して、下位足のトレンド転換からエントリーしていくのです。 

何故なら、4時間足レベルのトレンド転換ポイントには、 

●これまでの上昇で買っていたトレーダー達の利益確定の「売り注文」 
●直近の押し目で買ったトレーダー達の損切の「売り注文」 
●4時間足レベルの下降トレンド転換で売っていきたい新規の「売り注文」 

という3つの「売り注文」が集中して入っており、4時間足レベルのトレンド転換ポイント
のラインさえ抜けてくれれば一気に下がっていくことはある程度分かっているので、この
売り注文集中による下げを獲っていきたいからです。 
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仮にラインで支えられて反転・切り返して来たら薄利・薄損決済で逃げればいいだけです
し、思惑通り4時間足レベルでトレンド転換してきたら大きくレートが伸びていく可能性
が高くなるので、リスクリワードが非常に良いトレードをすることができます。 

以上が4つ目の鉄板エントリーパターンである「4時間足レベルのトレンド転換」の解説
です。 

簡単に言うと、4時間足レベルの高値切り上げ・安値切り下げポイントの中で1時間足・
15分足レベルで上昇or下降トレンド転換してくるポイントでエントリーしていけばいいと
いうことですね。 

なお、この「4時間足レベルのトレンド転換」も、 

要素②ー１：買いの場合、直上にレジスタンスライン等がなく反対勢力がいないこと 
　　　ー２：売りの場合、直下にサポートライン等がなく反対勢力がいないこと 

この要素が満たされている必要があるので、これらを確認してからエントリーするように
してください。 

4時間足レベルのトレンド転換は3パターンある 

この「4時間足レベルのトレンド転換」が出てくる局面は3つあり、その局面ごとに狙え
る値幅が変わってくるので最後にそちらを解説していきたいと思います。 

①日足のトレンドに合致した4時間足レベルのトレンド転換 
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このパターンは、要するに、 

「日足レベルの押し目・戻り目」 

のことです。 

日足の方向と同じ方向にトレンド転換してくる訳ですから、3パターンの中で最も値幅が
期待できます。 
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②日足のトレンドに逆行した4時間足レベルのトレンド転換 

【日足が上昇トレンド中の場合】 

【日足が下降トレンド中の場合】 
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このパターンは、 

●日足が下降トレンド中の場合、戻り目形成のための上昇の起点で出てきて、 
●上昇トレンドの場合、押し目形成のための下落の起点で出てきます。 

日足のトレンドに逆らったトレードをしていますから、上昇してくると日足レベルの戻り
売りが、下降してくると日足レベルの押し目買いが入ってきますので、1のパターンほど
の大きな値幅は期待できません。 
（※　それでも4時間足レベルのトレンド転換なのでそれなりの値幅はありますが。。） 
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③日足のトレンドに関係なく起こる4時間足レベルのトレンド転換（＝大きなレンジ相
場） 

これは日足のトレンドとかあまり関係なく起こるパターンです。 

日足のトレンドというよりは、強めのサポート＆レジスタンスラインで下値を支えられて
or上値を押さえられて、4時間足レベルで安値の切り上げ・高値の切り下げをしてくると
いった感じです。 

大きなレンジ相場と言い換えることもできますので、値幅はその時のレンジ幅によって変
わってきますので一概に狭い・広いというのは言えないのがこのパターンですね。 

まずは自分が得意なパターンを1個作ろう 

これまで「4つの鉄板エントリーパターン」を説明してきましたが、初心者の方はまずど
れか1つに絞って、そのパターンを極めるようにしてください。 

FXはロットを張ることができるので、1つのパターンを極めてそれだけを愚直に行うだけ
で圧倒的に稼げます。 

一般社会では色んな事ができる人が有能だという価値観ですが、FXにおいてはそうでは
ありませんので、まずはどれか1つを極めてそのパターンのスペシャリストになってくだ
さい。 
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私の場合、勝てなかった頃は、まだ大して相場環境分析もできないのにこれらのパターン
全てを獲ろうとしていて、無駄トレード＆無駄な損失を出しまくってしまいトレードが全
く安定しませんでした。 

そんな状況がずっと続いたので、思い切って、 

「4時間足レベルの押し目・戻り目だけをマスターしよう！それで利益が出るようになっ 
　たら別のパターンにいこう！」 

と決めました。 

それ以降、他のパターンのことは全て無視して「4時間足レベルの押し目・戻り目」をマ
スターすることに一定期間全力を尽くし、その間はそのパターンばかり研究＆勉強＆過去
検証しました。 

リアルタイムでチャートを見ている時もこのパターンが出るかどうかだけを監視し、この
パターンが出現した時のみエントリーすることにしたのです。 

すると、今までは何をやっても月トータルでプラスにいかなかったのに、「4時間足レベ
ルの押し目・戻り目」だけにフォーカスし始めた数か月後に月トータルプラスの成績を出
すことができました。 

なぜ、「4時間足レベルの押し目・戻り目」だけにフォーカスしてから数か月後に、トー
タルプラスの成績を残せたかというと答えは明確で、 

「無駄なトレードによる無駄な損失」 

がなくなったからです。 

実は、初めてトータルプラスの成績を残せた月も、勝ちトレードによる利益の金額自体は
これまでとそんなに変わりはありませんでした。 

ですが、「4時間足レベルの押し目・戻り目」だけにフォーカスしたことで、無駄なト
レードによる無駄な損失がほとんどなくなり、マイナス額がこれまでとは比べものになら
ないほど少なく、それがトータルプラスへと繋がりました。 

勝ちトレードによる利益が月に100万あっても、負けトレードのマイナスが月－110万で
あれば、トータルの損益は「－10万」です。 

 / 118 142



ですが、勝ちトレードによる利益が月に30万しかなくても、負けトレードのマイナスが
月－5万しかなければ、トータルの損益は「＋25万」です。 

トレードはトータルで利益を出すものであり、たとえ勝ちトレードの利益が少なくても負
けトレードのマイナスがそれより少なければトータルではプラスになります。 

利益は小さくてもこのトータルプラスの経験は、 

「己の自信」 

になり、それを継続していけばいずれ資金量は増えていくのですから、それに比例して
ロットを増やすことができ、将来的には大きな金額を稼げるようになっていきます。 

「4時間足レベルの押し目・戻り目」だけを愚直にやって15億まで資産を増やしたトレー
ダーの話をしましたが、おそらく彼はこのような感じで15億まで増やしていったんじゃな
いかと思います。 

負けトレードの数を減らして無駄な損失をなくしトータルプラスの成績を残せるようにな
るために、まずは1つのパターンのみに絞ってそのパターンのスペシャリストになる。 

そして次のパターンを習得してく、という感じで自分のスキルをあげていってください。 

「まずは生き残れ、儲けるのはそれからだ」 

ヘッジファンドの帝王と言われているジョージソロスの言葉です。 
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第5章：最後に 

得た知識を実践で使えるようにする為に反復練習することが上達の近道 

ここまで、このレポートを読んでいただき、本当にありがとうございます。 

今回の 

「私が安定して利益を上げれるようになった4つの鉄板エントリーパターンの解説マニュ
アル」 

の内容はいかがでしたでしょうか？ 

文章だけではお伝えできる内容に限界があるのですが、大まかな内容はご理解いただけた
かな、と思います。  

とは言え、FXの世界は厳しい世界です。 

レポートを書いておいて自分で言うのもなんですが、このレポートを読んだだけで勝てる
ようになるかというと、100％無理です。 

なぜかというと、FXトレーダーというのは【技術職】だから。 

技術というのは、知った・理解したからといって「出来る」ものではないからです。 

確かに、まずは勉強し必要な知識をインプットしていくことが何よりも重要ですので、こ
のレポートを何度も読み、考えながらチャートを見て頂くことは絶対にしてもらわなけれ
ばなりません。 

このレポート以外にも私のブログ・Twitter、そしてFXについて情報を発信してくれてい
る私以外のトレーダーの人達のサイトや書籍などを見て勉強するのもいいですね。 

私もこれまでに古今東西いろんなトレーダーからお金をかけて学び、膨大な知識を入れて
きました。 

勉強をせず知識がないままでは、相場を前にしてもそれを判断できる材料が自分の脳内に
無いということなので、正しい意思決定をすることができず、当然のことながら勝つこと
はできません。 
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だからまずは勉強して、必要な情報であればお金を払ってでも手に入れ知識を得て、相場
に関して正しく判断できる人間になることです。 

が、 

それ”だけ”で勝てるほど甘くないのがFXの世界です。 

上述したように、FXトレーダーは【技術職】ですので、他の様々な職人の世界などと同
じで、得た知識を実戦で使える技術にまで昇華させていくことが必要です。 

では、どうしたら技術が身に付くかというと、 

【技術を身に付ける為の方程式】 
勉強 ＋ 反復練習 ＝ 技術 

これが技術を身に付ける為の方程式です。 

つまり、得た知識を実践で使えるレベルになるまで昇華させていくためには『反復練習』
が必要不可欠だということです。 

これはFXに限らず、全ての技術職の分野で共通している考え方なので、技術を持っている
人は皆必ず反復練習をしてスキルを磨いています。 

ギターが上手い人はハウツー本を読みまくった人ではなく、上手くなるまで練習を積んで
きた人です。 

将棋が強い人はハウツー本を読みまくった人ではなく、強くなるまで練習を積んできた人
です。 

ゴルフが上手い人はハウツー本を読みまくった人ではなく、上手くなるまで練習を積んで
きた人です。 

FXも全く同じで、FXで稼げる人はハウツー本（教材など）を読みまくった人ではなく、
勝てるまで練習を積み重ねてきた人です。 

例えば、今回の4つの鉄板エントリーパターンを勉強して理解したつもりになっていて
も、いざ先の見えないリアルチャートから今回の4つのパターンに当てはまる局面を見抜
けるかというと、おそらく見抜けないでしょう。 
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また、仮に見抜けたとしても、その局面でエントリーから利確or損切までを上手くできる
かというと、きっと出来ません。 

（できていたら、稼げてます。笑） 

つまり、いくら勉強して分かった気になっていても、 

・その局面を先の見えないチャートから見抜けない 
・見抜けたとしても上手く売買することができない 

という壁が立ちはだかるのが技術というものの特徴です。 

ですので、この2つを克服する為に、 

「エントリーパターンが当てはまる局面を見抜く練習（＝環境認識能力を磨く練習」 

と 

「そのパターンが来た時に上手くトレードするための練習（＝売買練習）」 

を、先の見えないチャートを使って反復して行い、実戦でも勝てる確かな技術を身に付け
ていく必要があります。 

Twitterやブログ上にいる勝ち組トレーダー達の教材やnoteを買って勉強している人は多
いですが、それだけは勝てません。 

また、このマニュアルを読み込んでも残念ながら勝てません。 

知識を得ただけに過ぎないからです。 

何度も言うように、FXトレーダーは【技術職】なので、技術を身に付けるには1ミリの例
外もなく、 

「知識＋反復練習＝技術」 

という工程をすっ飛ばせないのですよ。 

...ということで、皆さんはこのマニュアルを読むだけで終わりにせず、ここに書いてある
ことを実際の相場で使えるようにするための反復練習を必ず行いましょう。 
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私も練習をひたすら繰り返してきたからこそ今の技術を習得することができましたし、そ
の技術によって安定的に稼げるようになりました。 

なお、「練習する重要性」についてはブログ記事にてより詳しく解説していますので、該
当記事を貼っておきます。 

参考にしていただければと思います。 

↓↓↓ 

■【断言します】FXで勝つには勉強よりも”あること”を徹底的に行う方が重要です 

■FXのトレードスキルを最短・最速で上達させる5つの方法【やったもん勝ち】 

■検証ソフトはFXの上達のために必要なのか？【結論：必要です】 

■リアルトレードでも勝てる正しい検証方法3つを徹底解説【間違った検証をしても意味
がない】 
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めには、反復練習をするしか方法はない。 

https://multimillionaire-trade.com/13764/
https://multimillionaire-trade.com/9591/
https://multimillionaire-trade.com/14158/
https://multimillionaire-trade.com/13920/
https://multimillionaire-trade.com/13920/
https://multimillionaire-trade.com/13920/


追伸：勝っているトレーダーから直接アドバイスをもらうと更に早く上
達することができる 

相場は生き物であり、二度と同じチャートになりません。 

刻一刻と変わっていくその時その時の相場の状態を、学んできた知識を総動員して判断
し、 

・買うのか？ 
・売るのか？ 
・待つのか？ 

の意思決定を行う必要があります。 

この時に正しい意思決定を行えるようになるために、練習をして技術を身に付けていく必
要がありますが、その過程であなたを混乱させてくる「ある現象」がFXには起こりま
す。 

それは、正しい意思決定をしても、負けることがあるということ(=現象)です。 

正しく相場の状態を把握して、その状態ではこうする方が良いと正しい判断をし、それに
基づいて正しいトレードをしたとしても、結果が損失に終わることが頻繁に起こります。 

FXの世界は、正しいことをしていても前回は○だったのに今回は×にされるというよう
な理不尽な扱いを受けるのです。 

これを、 

「結果の不確実性」 

と言い、この現象が多くのトレーダーを苦しめ、FXを難しいものにしています。 

正しいことをしていてもある時は勝ち、ある時は負けるというようなことが起こるためト
レーダーは「何が正しいのか」が分からなくなり、混乱してしまい、決まった行動を続け
られなくなってしまうのです。 

つまり、負けトレードに終わったとき、その負けが、 

・正しい意思決定をして正しいトレードを行ったが、相場に絶対はないので 
　結果的に負けたのか？ 
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・誤った意思決定をして間違ったトレードを行ったので、負けたのか？ 

ということを判断していかないといけません。 

この判断ができないと、正しいトレードを行ったのに負けてしまった場合、何が正解かが
判断できないため自分の意思決定に自信が持てなくなり、どんどん自分のトレードが崩れ
ていきます。 

事実、私自身もこの「結果の不確実性」にずっと悩まされてきました。 

今の負けトレードは、正しいトレードをしたけど、たまたま確率的に負けただけなのか？ 
（※　この場合正しく相場を見れているので、そのトレードを続けていけばいい） 

それとも、相場環境の把握ができず間違ったトレードを行ったので負けるべくして負けた
のか？ 
（※　この場合間違ったことをしているので勉強しなければならない） 

これが分からなかったため、トレードがブレブレになり、 

●入るべき局面が来たけど、自分の意思決定に自信が持てず「今回も負けたら嫌だな」と
ビビッて入れなかったり（こういう時に限って自分の思っていた方向に伸びていく） 
●逆に、後からみたら何でこんな所でトレードしてるの？というような所で入ったり 

というような今思えば滅茶苦茶なことをずーーーーーーっとしていました。 

先ほど、 

＞「何が正しいのか」が分からなくなり、混乱してしまい、決まった行動を続けられなく
＞なってしまうのです。 

と言いましたが、まさにこの状態が長く続いたのです。 

私は何とか自力でこれらを判断できるようになりましたが、そうは言っても勝てるように
なるまでに2年半かかっています。 

当時もし誰かに私のエントリーを添削してもらえる機会があり、 

「このトレードは正しいトレードです。相場に100％はないので今回はたまたま負けただ 
　けですね。今後もこのようなトレードを続けていってください」 

 / 126 142



「このトレードはこうこうこういう理由で間違いです。またこの観点が抜けています。 
　しっかりと今回の負けトレードを分析して次回から同じ間違いはしないようにしてくだ 
　さい」 

というようなアドバイスをエントリー毎に貰えていたら、 

「何が正しいのか」 

が分かるようになるため、自分の意思決定に自信が持て、ここまで苦しむ必要なくもっと
早く上達していたと思います。 
（※　誤ったトレードで負けた場合は、その敗因を分析し次回に活かせばいいだけですしね） 

トレード初心者の頃や、知識は増えたが全然勝てない頃、エントリー添削してくれる人が
いればいいなぁとずっと思っていました。 

そして、過去の私のように自分のエントリーが合っているか合っていないか、合っていな
ければどう合っていないかを知りたいということで悩み、なかなか改善点を見出すことが
できなかった私のような人達が恐らくたくさんいると思います。 

なので今回、私が「個別エントリー添削サービス（オンラインコンサル）」をやります。 

私が初心者の頃、誰かに一番やって欲しかったサービスだから、私がその誰かになって今
勉強している方々の役に立ちたいと思い決めました。 

私が、あなたのトレードを見て、そのトレードが 

 
をアドバイスしていきたいと思います。 
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●正しいトレードをしたけれど、たまたま確率的に負けたのか？ 
（→　この場合、何も修正せずにそのままのトレードを続ける） 

●間違ったトレードを行い、必然的に負けたのか？ 
（→　この場合、修正が必要） 

●間違ったトレードを行ったけど、たまたま勝ってしまったのか？ 
（→　この場合も、修正が必要） 



ですから、本気で稼ぎたいなら、練習と併せてこの「個別エントリー添削サービス」を使
い倒してください。 

「何が正解か」が分かり自分の意思決定に自信が持てるようになれば、自信をもってト
レードに挑むことができるようになりますから、確実に成長が早くなります。 

成功するまで徹底サポートしますので、是非エントリー添削をご活用ください。 

個別エントリー添削サービスの詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

それでは、あなたからのエントリー添削をお待ちしております。 

【個別エントリー添削サービス（オンラインコンサルティング）】 

↓↓↓ 
今すぐ個別エントリー添削サービスを受ける！ 
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このレポートはこれで終わりません 

いかがでしたでしょうか？ 

このレポートはここで終わりとさせていただきます。 

が、 

私が独断で書いたので、分かりづらい箇所もあると思います。 

そういう場合は遠慮無くどんどん質問してきてください。 

今後、このレポートを読んでくれた皆さんからの質問を順次レポートに追加していく予定
ですので、今回のレポートがver.1だとしたら、ver.2、ver.3というようにどんどんブラッ
シュアップさせていくつもりです。 

ですから、このレポートを読んで分からないことや聞いたみたいことがあれば何でも質問
してきてください。 

質問はコチラのお問い合わせフォームよりご連絡ください。 
（※　題名にエントリーマニュアルについてと書いてご質問ください） 

直接私がその質問にお答えすると同時に、質問が多いトピックに関しては随時このレポー
トに追記していきます。 

そうすることで、このレポートのver.が進むごとにどんどん良いものへと進化し、多くの
悩めるトレーダー達に役に立てるようなレポートに仕上がっていくと思っています。 

ですので、あなたからの質問やエントリー添削、感想をお待ちしております。 

それでは最後までお読みいただき誠にありがとうございました。 

共にFXで稼ぎまくって誰にも依存しない自由な人生を掴み取っていきましょう！ 

100億円トレーダー 
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※補足1　移動平均線の設定値について 

最後に移動平均線の設定値についてよく質問されますので、それについてお伝えしておき
ます。 

移動平均線ですが、各時間軸の20MAを各時間軸のチャートに載せています。 

1時間足で説明すると 

・1時間足MA＝20期間 
・4時間足MA＝80期間 （4時間足の20MAに相当） 
・日足MA＝480期間 （日足の20MAに相当） 

となります。 

具体的な設定は下記です。 

■1分足　 
青線=20SMA 
赤線=100SMA(20×5=100,5分足での20SMA相当) 
黄線=300SMA(20x5x3=300,15分足での20SMA相当) 

■5分足 
青線=20SMA 
赤線=60SMA(20×3=60,15分足での20SMA相当) 
黄線=240SMA(20x3x4=240,1時間足での20SMA相当) 

■15分足 
青線=20SMA 
赤線=80SMA(20×4=80,1時間足での20SMA相当) 
黄線=320SMA(20x4x4=320,4時間足での20SMA相当) 

■1時間足 
青線=20SMA 
赤線=80SMA(20×4=80,4時間足での20SMA相当) 
黄線=480SMA(20x4x6=480,日足での20SMA相当) 

■4時間足 
青線=20SMA 
赤線=120SMA(20×6=120,日足での20SMA相当) 
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黄線=600SMA(20x6x5=600,週足での20SMA相当) 

■日足 
青線=20SMA 
赤線=100SMA(20×5=100,週足での20SMA相当) 
黄線=400SMA(20x5x4=400,月足での20SMA相当) 

■週足 
青線=20SMA 
赤線=80SMA(20×4=80,月足での20SMA相当) 

以上となります。 

※補足2　私が使用しているFX業者について 

「100億円さんはどこのFX業者を使っているんですか？」 

と聞かれることが多いので、私が使用しているFX業者についてお伝えします。 

私が使用しているFX業者は、 

XM 

という海外のFX業者です。 
（※海外FX最大手の会社なのでご存知の方も多いと思います） 

国内は使わないのか？という質問も同時に頂くのですが、結論から言うと、 

国内FX業者を使う予定はありません。 

（※今から説明しますが、国内FX業者は怖い＆酷いとすら思っています） 

理由は、下記の4つです。 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
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1.ゼロカットシステムがないので借金を背負わされる可能性がある 

2.DD方式でトレーダーと業者が利益相反関係になっているので約定拒否やストップ狩り
など何をされるか分からない 

3.入金ボーナスなどのボーナスが一切ない 

4.税金も年間820万以上稼げないなら海外FX業者の方が安い 

1つずつ簡単に紹介しますね。 

============ 
1．借金リスクあり 
============ 

国内FX業者と海外FX業者の最大で最重要な違いはゼロカットシステムの有無です。 

既に海外では当たり前になっているゼロカットシステムが国内FX業者には実装されてい
ないので、相場の急変で強制ロスカットの決済が間に合わず入金額以上のマイナスが発生
した場合、トレーダーはその損失分を追加で払わなければなりません。 

いわゆる追証と呼ばれるやつですね。 

ゼロカットシステムを導入していない国内業者を使うということは、入金額を超える損失
(≒借金)を背負うリスクを常に抱えているということです。 

「自分が入金した金額以上の損失を追うことは絶対にない」 

という大前提のもとFXをしているので、入金額を超える損失(≒借金)を背負うことは私
にはできません。 

多くのトレーダーは、 

「国内FX業者にも強制ロスカット制度があるので、何かあっても安心」 

と安易に考えているようですが、実際には取引規約にも書かれている通り、入金額(=証拠
金)を上回る損失が生じた場合の追証を国内FX業者から求められるケースが頻繁に起こっ
ています。 
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以下、国内FX業者各社の取引規約ですが、全てにおいて、 

「証拠金以上の損失を被る可能性がある」 

と書かれています。 

---------------------------- 

ロスカット時、強制決済時に元本を超える損失が発生する場合がございます 

引用：GMOクリック証券 

---------------------------- 

経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。
また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります 

引用：SBI FXトレード 

---------------------------- 

ロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等によ
り、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます 

引用：みんなのFX 

---------------------------- 

国内FX業者を使う方はこのリスクを承知しておくべきですが、実際のところ使っている方
はどう認識しているのか気になるところです。 

入金額以上の損失が発生した時、追証が10万ほどであれば自分の貯金からすぐに払うこと
ができるかもしれませんが、もし400万円だとしたらどうでしょう。 

それ以上だったら？ 

事実、2015年におきたスイスフランの大暴落時に国内FX業者を使っていた人が強制ロス
カットが間に合わずに、本来のロスカットレートよりも大幅に下のレートで決済され 

「－300万」 
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の追証(≒借金)を背負ってしまった事例がありますし、私は怖くてとてもじゃないけど国
内FX業者は使えません。 

なお、この借金リスクについては、 

■FXで借金したくなければ国内FX業者を使わない方がいい理由 

■なぜFXで借金を追ってしまうのか？その2つの原因を徹底解説 

■XMのゼロカットについて徹底解説！本当にゼロカットされるのか？ 

にて詳しく解説していますので、是非読んでみてください。 

あなたの大切な資金を守るための知識なので、トレード技術と同等に大事なものだと思い
ます。 

-------------------- 
※余談 

このゼロカット方式は、欧州圏では2018年8月からのESMA規制により各FX業者への実
装が義務付けられており、顧客保護に努めることが必須要件となっております。 

対して日本では相変わらず顧客保護の観点が一切なく、自分達の決済システムに原因があ
るにも関わらず顧客に追証を請求してきます。 

この違いを考えると、借金を負いたくない方は国内FX業者を使うよりも海外FX業者でト
レードした方が安全だと言えます。 
-------------------- 

次です。 

================================= 
2.トレーダーと業者が利益相反関係になっている 
================================= 

国内FX業者はDD方式という取引システム（＝顧客の注文を処理する仕組み）を採用して
いるので、国内FX業者とトレーダーとの関係性は、 
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「トレーダーが儲けると業者は損失を出し、トレーダーが損失を出すとは業者は利益とな
る」 

という【利益相反関係】になっているのはご存知ですか。 

利益相反関係というのは平たく言えば、 

・FX業者はトレーダーに儲かって欲しくない 
・FX業者はトレーダーに損して欲しい 

と思っているということです。 

まさかと思ったかもしれませんが、これが国内FX業者の現実です。 

国内FX業者が、 

「前年比で営業利益が2倍になりました！」 

と言っているのは、 

「今年はトレーダーを去年の2倍負けさしました！」 

と言っているのとイコールだということです。 

そんなFX業者を使いたいと思いますか？ 

私は絶対に使いません。 

なお、この辺詳しくは、 

■国内FX業者は”呑み行為”という利益相反行為をしているので要注意【私は絶対に使わな
い】 

にて解説していますので、是非ご覧下さい。 

国内FX業者がいかに皆さんのお金を騙し取ろうとしているかが理解できると思います。 

では、次です。 

↓ 
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============================= 
3.入金ボーナスなどのボーナスが一切ない 
============================= 

国内FX業者は入金ボーナスなどのボーナスが一切ありません。 

これもかなりのデメリットです。 

対して、海外FX業者は様々なボーナスを提供してくれます。 

その中でも一番のオススメは入金100％ボーナスというもので、これは入金額と同等額の
クレジットを付与してくれるもので、例えば5万円入金したら、それと同等の金額つまり5
万円のクレジットボーナスが貰えますので、実際のトレードに使える証拠金は10万円に
なるということです。 

5万円の証拠金と10万円の証拠金とでは、できることにかなり違いが生まれますので、お
金がない人にとっては海外FX業者のこういったボーナスはかなりのメリットになります
ね。 

私も昔お金がなかった頃は、この入金ボーナスによって証拠金が増えるので本当に有難
かったです。 

▶ちなみにXMのボーナスはコチラで確認できます。 

... 

では、次です。 

========================================= 
4.税金も年間820万以上稼げないなら海外FX業者の方が安い 
========================================= 

国内FX業者を使う人の主張として、 

「海外FXは税金が高く、国内FXは税金が安い」 

というのがよく言われますが、税率が安くなるのは、 

「年間820万以上稼げる人のみ」 
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です。 

（※もちろん兼業か・専業かとか、家族がいるか独身かなどによって控除額が変わるので
820万円確定とは言えませんが、だいたい780万～850万くらいの間となります） 

理由は、海外FXで得た利益は「雑所得」になるので、通常の給与所得と同じように、 

「基礎控除や配偶者控除・扶養控除・社会保険料や生命保険料の控除など」 

を年間のトレード利益から差し引き、その差し引いた額に累進課税の税率が適用されるか
らです。 

（※ですので、実際に支払う税額は意外と少ないです） 

対して、国内FXで得た利益は申告分離課税が適用されますから、とにかく利益実額に対
して控除を差し引かれることなく、否応なく20％の税率が適用されます。 

このブレークイーブンポイントが、年間820万円くらいだという訳です。 

--------------------------------------------------------------------------- 

【海外FXで年間820万のトレード利益を上げた場合の税額】 

■課税所得： 
820万ー48万(基礎控除)ー80万(社会保険料控除)＝692万 

■支払い税額： 
692万×30%ー42万7,500円＝164万8,000円 

--------------------------------------------------------------------------- 

【国内FXで年間820万のトレード利益を上げた場合の税額】 

820万×20%＝164万円 

--------------------------------------------------------------------------- 

このように、稼げば稼ぐほど税率が高くなる累進課税の税率が海外FXのトレード利益に
適用されたとしても、様々な控除を年間のトレード利益から差し引くことができるので、
年間820万円までだと国内FXの方が税金が高くなります。 
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よって、年間820万稼げないトレーダーは税率が安いという国内FX業者の恩恵を受けるこ
とはできませんので、820万円を稼げていない人にとっては、顧客と利益相反関係にあっ
たり借金リスクを背負ったりする国内FX業者を選ぶメリットは、ハッキリ言ってありませ
ん。 

年間数千万、数億稼ぐ人にとっては国内FXを使うメリットがあるでしょう。 

国内FXだとどれだけ稼いでも一律20％の税金しか掛かりませんから。 

ですが、もしまだ年間820万未満の稼ぎであれば、何度も言います。 

・国内FXの方が税金も高いし、 
・借金リスクも背負わされるし、 
・トレーダーと利益相反関係にあるので約定拒否やストップ狩りなど何をされるか分から
ないし、 

と、メリットが一つも見当たりません。 

-------------------- 
※余談 

年間820万以上を稼げるトレーダーは稀だと思うので、特に経歴の浅いうちは税金面から
見ても国内FXを使う理由は特にありません。 

あと、 

「スプレッドが狭いから国内FX業者を使っている」 

という人をかなり見かけますが、トレード技術がない人がスプレッドの安さ・狭さを気に
しても何の意味もないです苦笑 

下手な人は、スプレッドが狭かろうが広かろうが負けます。 

この辺は勘違いせずに冷静に自分の実力を見つめましょう。 

もう一度言います、多くの人が負けるのはスプレッドが広いからではなく、技術がない
（下手糞）からです。 
-------------------- 
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私は現在、年間820万円以上稼げるトレーダーになっていますので、税金面からすると海
外FX業者を使う理由はないですが、 

・今年中にタイorドバイに移住する 
・借金リスクは絶対に追いたくない 

との理由から、ずっと海外FX業者のXMを使っています。 

▶XMの公式HPはこちら 

XMなら、タイorドバイに移住してもそのまま使えますし、ゼロカットシステムを搭載し
ているので借金リスクを背負うことは100％ありませんから。。 

... 

ということで、以上、私が国内FX業者を使わない4つの理由を解説しました。 

もう一度まとめると、 

-------------------------------------- 

1.ゼロカットシステムがないので借金を背負わされる可能性がある 

2.DD方式でトレーダーと業者が利益相反関係になっているので約定拒否やストップ狩り
など何をされるか分からない 

3.入金ボーナスなどのボーナスが一切ない 

4.税金も年間820万以上稼げないなら海外FX業者の方が安い 

-------------------------------------- 

です。 

結論、 

「年間820万稼いでもいない人が国内FX業者を使う意味は何もない」 
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ってのがやっぱり答えだと思います。 

もしあるとしたら、 

「知名度があるから」 
「国内という安心感があるから」 

という、理由の無いなんとなくのイメージで自分の感情を納得させているのかもしれませ
んね。 

安心感があっても安心じゃ無いわけなので、全くもって非合理的ですが・・・ 

が、私からしたら、 

・借金リスクを背負わされる 
・税金も高い 
・DD方式採用なので約定拒否やストップ狩りを行ってくる 
・入金ボーナスなどのボーナスが何もない 

など、国内FXを使う理由が何ひとつありません。 

特に、 

「借金を背負わされる」 

のは本当にリスクであり、なぜこんなにも多くの人が国内FX業者を使っているのか正直
理解不能です。 

------------------------------------------------------ 
※補足 

お年寄りが〇〇証券、〇〇銀行の人に投資信託の話を持ちかけられ、 

「テレビCMもやってるあの有名な〇〇銀行の人なら、優秀なはずね～」 

とクソみたいな金融商品を売りつけられるのはあるあるですが、まさにそんな感じですか
ね？知っている人からしたら危険なことも「大企業」や「国産」と言うタイトルに流され
ているんだろうなと、色々モヤります。 
------------------------------------------------------ 
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======================================================== 
最後に：「国内FX＝安全、海外FX＝怪しい」という思考停止の思い込みを辞めよう 
======================================================== 

多くのトレーダーは、 

「国内FX＝安心・安全、海外FX＝怪しい・怖い」 

という謎の思い込みによって、実情を知ろうとしないままに国内FX業者を選びます。 

国内FX業者は、安心感を持たすためにあえて女性の芸能人使ってバンバンCM打って知名
度を上げることを頑張ってらっしゃるので、それに感化され国内業者を選んでしまうのも
分からなくはないです。 

が、本メールやリンク先の記事内容を参考にして、 

「本当に、国内FXは安心・安全で海外FXは怪しい・怖いのか？」 

ということをぜひ一度、自分の頭で考えて判断してみてください。 

私は、 

・トレーダーと利益相反関係にあるので、自分達が儲けるために不正操作を行ってくる可
能性がある 
・ゼロカットシステムを採用していないので借金リスクがある 
・税金も年間820万未満なら国内FXの方が高い 
・入金ボーナスなどのボーナスがない 

などという理由から、どう考えても国内FX業者を使おうとは思えません。 

また、国内FX業者が行っている 

・不正操作の可能性 

や 

・借金リスク 

を排除するために、業界を知っているトレーダーほど海外FX業者に乗り換えている現状が
ありますよ。 
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もしこのレポートを読んで、 

「国内FX業者使うの嫌だな。ちょっと海外FX業者も視野に入れて検討してみよう」 

と少しでも思った人は、 

■FXの海外口座と国内口座はどっちが良いの？重要な5つの違いを解説 

という記事をご覧頂ければと思います。 

国内FX業者と海外FX業者のどっちを使うのかは最終的にはあなたの判断ですが、 

「国内FX＝安心・安全、海外FX＝怪しい・怖い」 

という思考停止の思い込みを改めるキッカケになればと思います。 
自分の頭で考え、自分で国内FX業者と海外FX業者のどちらを使うのかを決定しましょ
う。 

私が使っていてお勧めするのは海外FX最大手のXMです。 

▶XMの公式HPはこちら 

なお、XMについて興味がある方は、こちらのページでXMに関する全てのことについて
詳しく纏めていますので、是非ご覧下さい。 
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https://multimillionaire-trade.com/5214/
https://clicks.affstrack.com/c?c=568283&l=ja&p=0
https://multimillionaire-trade.com/startguide/

