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ドルインデックスドルインデックスドルインデックスドルインデックス    

 

※※※※    2014 年５月安値を起点とした

上昇波、96 関門のブレイクをも

って延長され、内部構造の再点

検に繋がった。100 大台乗せは

大きなポイント。 

 

※※※※    推進波として 5 波構造を有し、

もっとも数えやすいのが第 3 子

波（緑）の延長である。この場

合、１月高値 95.48 を同子波の

トップとして見做す。 

 

※※※※    従って、２月 26 日安値 94.05

から最終子波と数え、100 関門

のブレイクをもって当面延長され

やすい。今週ＦＯＭＣ次第波乱

も警戒されるが、ブル基調継続

へ。102 関門手前までトライも。 

 

※※※※    もっとも、延長されても 100 関門

の打診をもって最終子波自体の

第 3 子波を完成した可能性があ

り、この場合、やや深い調整を

経 て 上 昇 波 に 復 帰 す る が 、

96/97 以下の押しを回避できる

見通し。 

 

 

 

ドルインデックスドルインデックスドルインデックスドルインデックス    日足日足日足日足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：    100.40100.40100.40100.40                101010101.001.001.001.00            101.80101.80101.80101.80    

支持：支持：支持：支持：        99998.8.8.8.65656565                99997.357.357.357.35                    99995.455.455.455.45    

    

米ドル米ドル米ドル米ドル////円円円円    

    

※※※※    昨年７月安値を起点とした上昇

波、昨年日銀追加緩和もあり、

推進波として延長され、先週

122 関門のブレイクをもってブル

トレンドの継続を示唆。 

 

※※※※    この場合、昨年高値 121.69 を

もって第 3 子波を完成、先週の

高値更新をもって第 5 子波に

入ったと見る。124/125 円とい

ったメインターゲットをトライへ。    

    

※※※※    同シナリオ、調整波 4 の早期終

焉に基づき、再度 122 関門の

ブレイクをもって強化されよう。

ＦＯＭＣ次第波乱も想定される

が、早期 124 大台の打診を覚

悟。 

    

※※※※    もっとも、調整波 4 自体の内部

構造、なお不明瞭なところがあ

り、これからの値動きによって証

明されるが、１１９円台前半以下

の深押しなしでは最終推移波の

途中といった判断は不変。 

 

 

 

    

ドルドルドルドル////円円円円    日日日日足足足足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：            121212122.022.022.022.02            122.122.122.122.63636363                124.16124.16124.16124.16    

支持：支持：支持：支持：            111120.4520.4520.4520.45            119.87119.87119.87119.87                118.75118.75118.75118.75        
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ユーロユーロユーロユーロ////米ドル米ドル米ドル米ドル    

    

※※※※    昨年５月高値 1.3993 から大型

下落波を展開、推進波として 5

波構造を有し、1.1 割れをもって

下落波の延長をもたらし、1.0 関

門に迫る勢い。 

 

※※※※    推進波としての延長、第 3 子波

の延長が一般的で、１月安値

1.1114 を同子波のボトムと数え

直し、２月高値 1.1533 から第 5

子波に入ったと見る。 

 

※※※※    目先下落モメンタムがなお強

く、今週でも下値余地一段と拓く

が、1.05 関門割れをもって目先

オーバーショートの度合いを深

め、一旦スピード調整へ。 

 

※※※※    ＦＯＭＣ次第、リバウンドの拡大

も想定されるが、1.10 関門を上

回れなければ、戻り限定の公

算。ベアトレンドの進行が速い場

合、1.0208 の打診も覚悟。但

し、忽ち 1.0 関門割れを回避で

きれば、より大きな反騰へ。 

 

    

    

ユーロユーロユーロユーロ////ドルドルドルドル    日日日日足足足足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：    1.07601.07601.07601.0760            1.05001.05001.05001.0500            1.02431.02431.02431.0243    

支持：支持：支持：支持：    1.1.1.1.0000460460460460            1.1.1.1.0303030305050505            1.1.1.1.0202020208080808    

    

ユーロユーロユーロユーロ////円円円円    

    

※※※※    12 年安値を起点とした上昇

波、昨年年末高値 149.55 をもも

ってトップアウト、大型反落を展

開してきた。息の長い修正波と

想定。 

 

※※※※    まずジグザグ変動と見做し、そ

の最初子波（Ａ）、先週の安値

をもって完成されたか、近々完

成されよう。127 関門以下で

は、目安として最大 125 円台も    

    

※※※※    但し、Ａ波自体の５波構造に鑑

み、先週一旦 127 関門割れ自

体オーバーシュートの疑い、今

週安値更新なしではリバウンド

を展開しよう。129 関門の回復

をもって 130 大台の回復も。 

 

※※※※    ＦＯＭＣ次第波乱の恐れ、但

し、総じて安値圏での保ち合い

を維持でき、より大きなリバウン

ドの土台を構築しよう。但し、ユ

ーロ /ドル底割れの有無とリン

ク、油断できない情勢。 

 

 

    

ユーロユーロユーロユーロ////円円円円    日日日日足足足足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：            129.129.129.129.05050505            111130.7530.7530.7530.75            111131.8031.8031.8031.80    

支持：支持：支持：支持：            111127.0027.0027.0027.00            111124.9524.9524.9524.95            111123.2723.2723.2723.27    
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英ポンド英ポンド英ポンド英ポンド////米ドル米ドル米ドル米ドル    

    

※※※※    昨年 7 月高値 1.7191 から大型

推進波（下落波）を展開、13 年

安値 1.4813 割れをもって延長

され、息の長い下落相場を継

続しよう。 

 

※※※※    一方、最終波動自体なお完成

されず、５波構造で測る場合、２

月高値 1.5552 までのリバウン

ド、調整子波4のトップと位置付

け、先週の安値更新は同カウン

トを証左。 

 

※※※※    従って、２月高値から第 5 子波

を展開し、同子波の延長で最

大 2010 年安値の 1.4226 に照

準しよう。FOMC 次第波乱も想

定されるものの、総じてベアトレ

ンドを維持しよう。 

 

※※※※    もっとも、先週一直線に 1.4831

を割り込み、目先オーバーシュ

ートの度合いが深刻、幾分反騰

の余地を拓く。反面、1.49～1.5

はメイン抵抗ゾーン、上放れな

しでは戻り限定で、安値の再更

新をもって下落加速へ。 

 

 

    

英ポンド英ポンド英ポンド英ポンド////米ドル米ドル米ドル米ドル    日日日日足足足足        

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：        1.1.1.1.4900490049004900            1111.5.5.5.5025025025025                1.51.51.51.5333336363636    

支持支持支持支持：：：：        1.1.1.1.4600460046004600            1.41.41.41.4475475475475                1.42261.42261.42261.4226    

英ポンド英ポンド英ポンド英ポンド////円円円円    

    

※※※※    11 年安値を起点とした上昇波、

昨年１２月高値 189.71 をもって

完成され、同高値から大型調整

波を展開してきた。息の長い反

落波として想定。 

 

※※※※    まずジグザグ変動に見做した場

合、２月安値 175.50 をもって最

初子波（Ａ）を完成、同安値から

の切り返しを調整波Ｂと見做す。 

 

※※※※    従って、先週に続き、目先調整

波Ｂの途中におり、同調整波の

拡大を覚悟。今週早期 175.50

割れなしでは同見方を維持、保

ち合いの継続を覚悟。トライア

ングル型変動が有力視される。 

 

※※※※    調整波であるだけに、おのずと

上値限定、185 関門のブレイク

なしでは再度頭打ちを果たし、

ベアトレンドへ復帰しよう。ポン

ド/ドル次第、調整波の早期完

成も覚悟するが、ドル/円の上放

れがあれば、更なる延長へ。 

 

 

英ポンド英ポンド英ポンド英ポンド////円円円円    日日日日足足足足 

                        抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：        111181.7081.7081.7081.70            185.185.185.185.02020202            181818187.857.857.857.85    

支持：支持：支持：支持：        111177.6577.6577.6577.65            171717175.505.505.505.50            171717173.603.603.603.60    
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豪ドル豪ドル豪ドル豪ドル////米ドル米ドル米ドル米ドル    

 

※※※※    昨年７月高値 0.9504 から大型

下落推進波を展開、同波自体

の子波構造に鑑み、第３子波の

延長がもっとも有力視され、また

ウェーブカウントの再考に繋がっ

た。 

 

※※※※    即ち、２月安値 0.7626 を第 3

子波のボトムと見做し、２月高値

0.7912 を同第 4 子波のトップと

数えるのがもっとも合理的で、足

許下落の最終子波に位置。 

 

※※※※    先週一旦安値更新、同カウント

の蓋然性を証左した上、ベアト

レンドの進行が段と明白、再度

安値更新があれば、次 0.7436

や.7265 といった下値トライへ。 

 

※※※※    0.77 前半から同半ばに抵抗ゾ

ーンが集中、早期ブレイクなし

ではベアトレンドを継続しよう。

ＦＯＭＣ次第波乱含みだが、総

じてベアトレンドを継続へ。豪州

中銀の声明も注意事項、豪ドル

安にバイアスかかる見通し。 

 

 

 

豪ドル豪ドル豪ドル豪ドル////ドルドルドルドル    日日日日足足足足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：        0.70.70.70.7740740740740            0.0.0.0.7860786078607860                0.0.0.0.7979797915151515    

支持支持支持支持：：：：        0.70.70.70.7565565565565            0.74350.74350.74350.7435                0.72650.72650.72650.7265 

豪ドル豪ドル豪ドル豪ドル////円円円円    

    

※※※※    2013 年 8 月安値 86.40 を起点

とした切り返し、調整波として昨

年高値 102.84 にて頭打ち、反

落波に復帰してきた。大型ジグ

ザグ型と想定。 

 

※※※※    ２月安値 89.37、200 週線と合

致、ジグザグ変動における最終

子波Ａを完成、そこから調整波

を展開してきた。同カウントで

は、近々安値更新が避けられる

見通し。 

 

※※※※    同見方、ドル/円のブルシナリオ

と整合的で、調整波の延長を示

唆。先週 91.79 からのリバウンド

は同カウントを証左し、今週もま

ずリバウンドの余地を拓くか。 

 

※※※※    但し、豪ドル/ドルのベアトレンド

に鑑み、リバウドがあっても限定

的で、強くても 94/95 円台に限

定されるなら、再度安値トライへ

転換しよう。91.70 割れをもって

89 円台のサポートを再確認へ 

 

    

豪ドル豪ドル豪ドル豪ドル////円円円円        日足日足日足日足 

抵抗：抵抗：抵抗：抵抗：        94.94.94.94.10101010            95.9095.9095.9095.90                98.3098.3098.3098.30    

支持：支持：支持：支持：        91.91.91.91.70707070            90.9090.9090.9090.90                89.3589.3589.3589.35 

 


