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●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

           ≪ドルインデックス≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン：０８年３月安値７０．７９を起点とした上昇波、大型推進波 

として 5 波構造を有し、息の長いトレンドを形成しくでしょう。１１年安値７ 

２．６９を起点とした上昇波、もっとも強い上昇子波として５波構造を有し、 

昨年５月安値７８．９０を起点とした急伸、同子波序列下における第 3 波動と 

して延長され、１００関門の打診をめざし、最大１０１．８２前後の上値余地 

を拓くでしょう。その後調整波を展開していく見通しだが、年初来安値を更新 

できない見通しで、調整余地が限定される公算。９２～９４といったサポート 

ゾーンを確認できれば、ブルトレンドの更なる延長に繋がる。(＠３/０９） 

 

◆ 中期スパン：昨年５月安値を起点とした上昇波は５波構造を有し、３月１３ 

日高値１００．３９を第３子波のトップと見做した場合、足許第４子波を展開し 

ている途中と見る。同子波の調整波構造に鑑み、９４関門絡みで一服してくる 

見通しで、その後最終子波の上昇に復帰しよう。９９．５０/８０のブレイクを 

もって１０１．８２の打診を目指す。同カウント、第３子波の再延長に基いて 

いるだけに、高値更新せず先に９３．２５割れが生じれば、早期トップアウト 

をもたらす。（＠０３/３０） 

 

 

◆ 短期スパン：１３日高値１００．３９を起点とした下落波をダブルジグザ 

グ変動と見做し、２６日安値９６．１７をもってファーストジグザグを完成 

したと数える。同安値から調整波動を展開してきたが、昨日の高値９８．６６ 

をもって完成された公算が大きく、本日９７．５０割れがあれば、頭打ちを確 

認、下落波の進行に繋がる。９７関門割れをもって一段と下落加速も。９８． 

６５/７５は引き続きメインレジスタンスと意識。 



       2015 年 4 月 02 日 

                                      

2 
 

 

トレンド：保ち合い（強含み）   モメンタム：中 

 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：      ９７．６０    ９６．９８    ９６．１５    

レジスタンス：    ９８．７７    ９９．４５   １００．０６ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

            ≪ドル／円≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン：１１年安値７５．５６を起点とした上昇波、大型推進波とし 

て５波構造を有し、昨年５月安値から最終子波を展開してきたと見る。推進波 

としての最終子波自体が追加緩和を受け延長され、昨年高値１２１．６９をも 

って同子波自体の第３波動を完成した公算。足許の焦点は同波自体の第４調整 

波、今年に入ってからではなく、昨年年末にてすでに完成されたかどうかにあ 

り、仮にそう数えた場合、同波自体の最終子波、昨年１２月１６日安値１１５ 

．５６から大型上昇ウェッジ型を形成してきたと見る。再度１２２関門の打診 

をもって１２４.１６（０７年高値）に迫るが、早期トップアウトの可能性も。 
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最終波動に数えるだけに、高値トライを果たした後、息の長い反落波を齎す。 

（＠０３/３０） 

 

◆ 中期スパン：最終子波の再点検で昨年１２月１６日安値１１５．５６から 

すでに上昇波を展開したと見る場合、同安値から最終子波の特徴を表すフォー 

メーション、即ち上昇ウェッジ型を形成してきた。故に、先週安値１１８．３ 

２から同上昇ウェッジの最終波動が始まり、目下上昇しやすい構造に。但し、 

同フォーメーションの制限を受け、１２２後半から１２３前半に頭が抑えられ 

る可能性も浮上、従来の見通しに比べ、上値ターゲットの下方修正に繋がる。 

（＠０３/３０） 

 

◆ 短期スパン：２６日大幅続落、１１８．３２の打診をもって１０日高値１ 

２２．０２を起点とした下落波のジグザグ構造を証左。先週末１００日線のサ 

ポートを再確認、調整波の一服を示し、一昨日の大幅上昇に繋がった。昨日小 

動き、足許の反落をもたらしているが、５０日線（≒１１９．３６）の役割を 

再確認できれば、上昇波の構造を維持、再度１２０．３０/３５のブレイクを 

目指す。その後の上値ターゲット、１２０．８０～１２１．２０/２５へシフト 

しよう。１１９円台前半におけるサポートゾーン、容易に割り込めないと見る 

が、上昇波自体がジグザグ変動に数え直し、やや複雑されていく見通し。 

 

トレンド：ブル   モメンタム：強 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：     １１９．４０   １１８．８９   １１８．３２    

 

レジスタンス：   １１９．９０   １２０．４０   １２０．８５   

―――――――――――――――――――――――――――――― 

ストラテジー：ロングポジション保有＠１１８．５０～１１８．７０、2＠ 

１２０．１４新規ロング＠１１９．４０～１１９．６０（一部成立）、スト 

ップ＠１１８．７０、ターゲット＠１２０．８０～１２１．２０は不変。 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

            ≪ユーロ／米ドル≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン；０８年７月高値１．６０３８を起点とした下落波、大型推移 

波として息の長い下落トレンドを形成へ。０８年１０月安値を起点とした大型 

調整波、昨年５月高値１．３９９３をもって完成され、ベアトレンドへ復帰し 

てきた。推進波という構造のゆえ、５波構造を有し、ＥＣＢの量的緩和で更な 

る延長に繋がった。１．０５絡みの安値打診があっても、なお第１子波と数え 

る。第１子波自体の５波構造の完成やオーバーシュートの深刻さに鑑み、近々 

第 1 子波を完成し、第２子波の調整（リバウンド）を展開する見通しだが、下 

落モメンタムの強さに鑑み、推進子波の更なる延長を覚悟、１．０２/１．０ 

３台の下値ターゲットに直接打診のリスクも。その後調整波の展開が予想され 

るものの、弱いリバウンドに留まる見通しで、早晩１．０関門割れへ（＠３/ 

１２） 

 

◆ 中期スパン：ＦＯＭＣ後波乱、先々週１．０５関門割れを果たしたものの、 

先週一時１．１０関門を打診、昨年５月高値を起点とした下落波の一服を示唆。 

この場合、先々週安値１．０４６２を第１波動と見做し、同下落波に対する大 

型調整がすでに始動された公算。１．１０４０～１．１１１５はメイン抵抗ゾ 

ーンと示し、上放れがあれば最大１．１４５０～１．１５３０への打診も覚悟。 

反面、サプライズシナリオとしてギリシャ絡みの材料を警戒、上放れできない 

場合、下落波の延長を暗示、再度安値更新をもって１．０２/１．０３台のター 

ゲットに照準。１．０６関門以下の引け値があれば、最初のサインを灯す。 

（＠３/２３） 
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◆短期スパン：２日一時１８日（ＦＯＭＣ）高値１．１０４０を突破したもの 

の、続伸できずにして反転、１．０９以下の大引けをもって切り返しの一服か、 

スピードの再調整を示唆。２日高値１．１０５２を起点とした反落、ジグザグ 

型変動をもって調整波の構造を表し、昨日１．０７関門割れを回避したところ、 

早期完成された公算を示す。この場合、近々１．０９関門の回復をもって上昇 

波の展開を示し、再度１．１０５０の打診を目指す。昨日と同様、１．０７ 

関門絡みは目先のメインサポート。 

 

 

トレンド：保ち合い（強含み）、モメンタム：中 

 

―――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：    １．０７０５    １．０６５０    １．０４９８ 

 

レジスタンス：  １．０８００    １．０８６５    １．０９４６    

    

―――――――――――――――――――――――――――― 

ストラテジー：スタンバイ（ロング） 

 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 
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            ≪ユーロ／円≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン：１２年安値９４．１０を起点とした上昇波、5 波構造をもっ 

て昨年高値１４９．５５にて頭打ち、大型反落波を推進してきた。昨年１０月 

安値１３４．１３割れで同カウントが証左され、下落波の推進、大型ジグザグ 

変動と見做した場合、まず全上昇幅の３８．２％押し位置の１２８．４０前後 

の下値余地を拓き、昨日の安値更新によって達成された。既述のように、同タ 

ーゲットの達成をもってジグザグの最初子波の完成に繋がり、目先幾分オーバ 

ーする下値余地があるものの、近々底打ちのサインを灯すでしょう。下げ一服 

が確認してから反騰子波に入る見通し、この場合、再度１３７/１３８円台の回 

復を見込めるが、時間がかかる見通し。（＠０３/１２） 

 

◆ 中期スパン：１２８関門割れをもって従来のターゲットを達成、近々下げ 

一服してこよう。但し、ユーロ/ドルの下げ一服なしでは当面安値圏での推移に 

留まり、１３１/１３２円台の抵抗ゾーンに拒まれるなら、リバウンド自体スピ 

ード調整に繋がる。その上、下落波のオーバーで最大１２５円台の下値余地も 

覚悟。それにしても２月高値１３６．６９を起点とした下落、最終子波と数え 

るだけに、近々底打ちのサインを灯す公算。１３２円台の回復があれば、１３５ 

円台も視野に。（＠０３/１２） 

 

◆ 短期スパン：１８日１３０．６０のブレイクをもって１３１円台後半まで 

一時打診、リバウンドの拡大を示唆。但し、２４日１３１．５０をトライして 

から一転して反落、調整波先行の蓋然性を示し、１２９関門割れをもって一段 

と拡大する傾向を示す。但し、１２８円台前半までの押し余地があるものの、 

調整波としておのずと限界あり、２４日高値を起点とした反落波自体の構造も 

反落の最終段階を暗示、本日底打ちのサインが点灯できれば、上昇波へ復帰 

しよう。一方、終値をもって１３０関門の回復なしではなお安値圏での推移 

に留まる見通しで、シグナルの鮮明化を待ちたい。 
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トレンド：保ち合い（強含み）   モメンタム：弱 

――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：    １２８．３９    １２７．６５    １２７．１８ 

 

レジスタンス：  １３０．４０    １３１．４０    １３１．７０    

――――――――――――――――――――――――――――  

ストラテジー：スタンバイ（ロング） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

            ≪英ポンド／米ドル≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン：０７年高値２．１１６１を起点とした大型下落波、大型ジグ 

ザグ変動を示し、２０１４年７月高値１．７１９１から再度ベアトレンドに復 

帰した。同ジグザグ変動に鑑み、ポンドの下落余地は大きく、２０１３年安値 

１．４８３１割れがあってもなお途中で、２０１０年安値１．４２２６までの 

下落を覚悟。従って、１．４８３１割れまで反騰があってもスピード調整と見 

做し、ベアトレンドの修正には至らない。１．４８３１から１．４２２６まで 

大したサポートゾーンが存在せず、割り込んだ後の急落も覚悟。（＠０２/１ 
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３） 

 

◆ 中期スパン：昨年７月高値１．７１９１を起点とした下落波、５波構造を 

もって延長され、２月高値１．５５５２から最終子波の進行が確認された。同 

最終子波、先週１．４８３１割れを果たし、下値余地の拡大を示し、同じ序列 

における第 1 子波（昨年５月高値～９月安値）と同じ値幅なら、１．４４前半ま 

での下値余地を拓ける。但し、１．４９３１を一直線に割り込んでおり、オー 

バーシュートのサインも鮮明で、スピード調整を先行させる余地も。１．５～ 

１．５２はメイン抵抗ゾーン、上放れなしではベアトレンド継続へ。（＠３/１ 

１） 

 

◆ 短期スパン：ＦＯＭＣ後急騰、１．５１６５の打診をもって切り返しの余 

地を示唆。一方、２６日１．５関門に再度接近したものの、一転して大幅反落、 

切り返しの構造、より複雑化されたことを示唆。一昨日１．４７５０の打診は 

その一環と示し、更なる深押しも覚悟されたが、昨日の反騰をもって早期底打 

ちの可能性を示唆、本日早期１．４８８３/８５のブレイクを確認できれば、 

切返しへの復帰を暗示、１．４９９５/１．５０００のメイン抵抗ポイントを 

トライ。更なる上放れ、１．５１５０/６５の再打診に繋がる。１．４７５０絡 

みは引き続きメインサポートと見做す。 

 

 

トレンド：保ち合い（強含み） モメンタム：やや強い 
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―――――――――――――――――――――――――――――  

サポート：    １．４８１０    １．４７５０    １．４６９９    

 

レジスタンス：  １．４９２０    １．４９９５    １．５０９５ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

ストラテジー：ロングポジション保有＠１．４８３０、ストップ＠１．４７５０ 

、ターゲット＠１．５１５０～１．５２００は不変。 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

            ≪英ポンド／円≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

◆ 長期スパン：１１年安値１１６．７６を起点とした上昇波、５波構造をも 

って昨年１２月高値１８９．７１でのトップアウトを証左し、これから１６８ 

関門割れをもって更なる確信を得られよう。反落波の進行、１６２～１６３． 

８７といった下値ターゲットに照準、大型ジグザグ変動に繋がる。２月安値１ 

７５．５０の打診をもって同ジグザグ変動における最初子波を完成、足許まで 

の強い反騰、調整子波と見做す。従って、調整子波自体、強くても１８６/１ 

８７円台に留まる見通しで、昨年年末高値１８７．８０を超えない限り再度頭 

打ちを果たし、ベアトレンドへ復帰しよう。１８１．６５割れをもって反転の 

サインを強化し、まず１７７円台の再打診を射程圏に収める。（＠２/２６） 

 

◆ 中期スパン：昨年高値１８９．７１から大型下落波を展開、１７０/１７ 

１円台の下値ターゲットを目指す。同下落波の内部構造、従来の５波から３波 

（ジグザグ）変動に修正され、１８４．９５打診をもって強化された。一方、 

１８５関門絡みの抵抗も確認され、２月安値１７５．５０を起点とした切り返 

し、前記大型下落波における調整子波として早期終了の可能性も。同見方、１ 

８２．６０割れをもって証左される見通し、その後１７７円台前半の下落余地 

を拓くでしょう。また、１８２．６０割れなしで再度高値トライの場合、１８ 

６/１８７円台のトライを覚悟するが、１８７．８０の回復なしでは調整波と 

いった位置付けは不変、早晩ベアトレンドへ復帰する公算。（＠３/０４） 

 

◆ 短期スパン：１８日安値１７７．１５を割り込み、１７６．４７の打診は 

先週の想定範囲、２月高値１８５．０２を起点とした下落波の継続を示唆。度 
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々指摘してきたように、１月、２月と同様、１７６円台のサポートゾーンを早 

期割り込めなければ、下落波の一服に繋がりやすく、先週の安値打診自体、目 

標達成感があり、当面安値圏での保ち合いを有力視。一昨日に続き、昨日の値 

動きは切返しの一環と見做し、本日２００日線（≒１７８．２８）を突破でき 

れば、切返しの本格化に繋がるでしょう。この場合、１８０大台の再打診へ 

道を拓く。 

 

 

トレンド：保ち合い（強含み）    モメンタム:中 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：     １７７．１２    １７６．４５   １７６．０５   

 

レジスタンス    １７９．２８    １８０．０８   １８１．０５ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

ストラテジー：ロングポジション保有＠１７７．８８、ストップ＠１７６．９５ 

、ターゲット＠１７９．８５～１８０．７５は不変。 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

          ≪豪ドル／米ドル≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 
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◆ 長期スパン：01 年安値 0.4814 を起点とした上昇波、大型ダブルジグザグ変 

動をもって１１年７月高値 1.1080 にてトップアウトし、同高値から息の長い反 

落波を推進してきた。同高値からの下落波動を見直しているところ、１３年４ 

月高値１．０５８１を起点とした下落波、１１年７月高値を起点とした大型下 

落波の第 3 子波として延長され、０．７２６５、更に０．７０００大台の打診 

に繋がる公算。更なるレンドの継続、０８年安値０．６００７の再打診も視野 

に入る。（＠０２/１３） 

 

◆ 中期スパン：昨年７月高値から形成された大型下落波動、更なる延長を示 

し、０．７６００関門絡みの安値打診があっても第３子波の完成に過ぎず、切 

り返しを経てから再度安値トライに繋がる。この場合、調整子波の限界、強く 

ても０．８～０．８３台に留まり、再度頭打ちを果たしてからベアトレンドへ 

復帰しよう。０．７６００以下の引け値があれば、０．７４３５の打診を射程 

圏に収める。（＠０２/１３） 

 

◆ 短期スパン：０．７６８０割れをもって下落波の進行を示唆、０．７６関 

門割れをもって、推進波の特徴を表し、２４日高値０．７９３７をもって調整 

波がすでに終焉したと見る。この場合、新たな下落波、推移波として５波構造 

を有し、２４日高値から数えれば、目下すでに第３子波に位置する可能性が大 

きい。一方、０．７６関門割れをもって目先の目標達成感を強め、調整波（反 

騰）を先行させる見通し、最大０．７７後半までの切り返しを覚悟。戻り売り 

のスタンスに転換するが。戻りの限界を確認してからストラテジーを再考。 
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トレンド：ベア   モメンタム：中 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：   ０．７５９０   ０．７５５０   ０．７４３５ 

  

レジスタンス： ０．７９６５   ０．７７２３   ０．７７７２ 

―――――――――――――――――――――――――――――  

ストラテジー：見送り 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●  

            ≪豪ドル／円≫ 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

◆ 長期スパン：０７年７月高値１０９．９０を起点とした下落波、大型ジグ 

ザグ変動をもって進行、１３年高値１０５．４３をもって調整波（切り返し） 

を完成させ、同高値からベアトレンドへの復帰に繋がった。これから８６．４ 

０割れをもって同見方を証左し、８０関門への下値打診が続く。同反落波の進 

行、８９関門割れをもって加速され、その後のスピード調整があっても９４/ 

９５円台に制限される場合、ベアトレドの継続を有力視。（＠０２/１３） 

 

◆ 中期スパン：９１．７５割れをもって２月安値８９．３６を起点とした 
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切返しの早期終焉を示唆。この場合、豪ドル/ドルと同様、２４日高値からす 

でに下落推進波に復帰した公算が大きく、９０．７０～９１．２０といった 

メインサポートゾーンの割り込みをもって２月安値の再更新に繋がる。サポー 

トゾーンを下回る前幾分スピード調整の余地があっても、９３関門以下に留ま 

れば、ベアトレンドを一段証左、ショートスタンスへの転換に繋がる。 

（＠０３/３１） 

 

◆ 短期スパン：３月１１日安値９１．７９の割り込みをもって２４日高値９ 

４．６７の頭打ちを示唆、２月安値を起点とした切り返しの早期終焉を示し、 

２４日高値からすでに下落推進波を展開してきたことを暗示。９１関門を割 

り込む前に、幾分スピード調整の余地があるが、９３関門以上の回復なしでは 

ベア構造を修正できない公算。ショートスタンスに転換するが、戻りの限界 

を確認してからストラテジーを再考。 

 

 

トレンド：ベア   モメンタム：中 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

サポート：      ９１．００   ９０．７０    ９０．０７ 

    

レジスタンス：    ９１．７５   ９２．３８    ９２．８０    
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――――――――――――――――――――――――――――― 

ストラテジー：見送り 

 

 

━━━━━━━━◆◆   注意事項     ◆◆━━━━━━━━━━━ 

長期スパンは３ヶ月程度、中期スパンは１週間～１ヶ月程度、短期スパンは配 

信してから１２～３６時間程度の期間を想定しております。但し、相場の変動 

率によってかなり差が生じますので、あくまで目安としてご参考ください。 

 

ストラテジーはスイングトレードを想定し、必ずしもデイトレードに適用する 

とは限らない上、執筆時点の見解、ファンダメンタルズ上の材料などによって 

市況が変動し、大きく外れることもあります。あくまで参考程度に留まり、最 

新市況と自己資金の状況に鑑み、厳格なリスクコントロール（枚数を問わず、 

一回の取引で被る損失を元本の２％～５％以内に抑えること）を常に行うよう 

お勧めします。 

 

ストラテジーのレート、すべてＮＥＴＤＡＮＩＡのビット値を基準とします、 

実際ご参照の場合、スプレットに合わせ、修正する必要がありますので、十分 

ご注意ください。また、提示されたターゲットに合わせた利益確定、必ずしも 

重要ではないが、ストップロスを厳守するようおすすめします。その上、トレ 

イリングストップの設定によって潜在的な損失幅を縮小、利益を伸ばしていく 

ことをお勧めします。 

 

 

配信内容についてのご質問、ご指摘はｉｎｆｏ＠ｃｈｉｎｍａｓａｔｏ．ｃｏ 

ｍへご送信ください。サービス内容や配信トラブルなどのご質問はグローバル 

リンクアドバイザーズ株式会社へお問い合わせいただけるようお願い申し上げ 

ます。http://www.gladv.co.jp/reference/index.html 


