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<1> 
225Brainは、日経平均及び日経平均先物のバイアス/システム/トレンド等を金融市場すべての情報を基に分析し、短期から中

期の価格バイアス検証と売買テクニックを解説しています。当レポートは、情報提供を目的としてのみ作成したものであり、

有価証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。当レポートは、当社が信頼できると判断した資料およびデータ等に

基づき作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環

境を保証するものではありません。投資決定にあたっては、投資家ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 

本誌記事の無断転載・複写を禁じます。  お問い合わせは、マックスバリュー 047-300-5561 まで  

◇ コメント 

＜基本戦略＞  

前営業日の基本戦略では、 

「6/17 の直近安値 9,318.62 円から 6/24 時点では 4％の上昇に達し、サイクルボトムの反転基準であ

る 3％以上かつ 3 日以上の価格水準維持をクリアした。また、長期のマーケットストラクチャートレ

ンドリバーサルをもブレイクしているため、上昇トレンドを形成しやすい環境にある。あらゆるテ

クニカル指標が好転し、適正値乖離は大幅割安からの修正局面に入っているため、NY株の下落・円

高などの外部要因に対しては価格抵抗力がある。特に今週初めはNYダウの下落リスクが高まってい

るが、急落局面は逆張りでポートフォリオ買いを構築する。」とした。 

 

 週初のNYダウ下落リスクが回避されたため、安値でのポートフォリオ買いは難しくなってきた。

中長期バイアスが買いとなっているため、トレンドフォロー買いも併用して構築する。指標となる

7-25MAは昨日 6/27 の引け 9590 円でゴールデンクロスし、更に本日はOPENから買いバイアスがか

かるため、分散したトレンドフォロー買いを追加する。 
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＜テクニカルシステム戦略＞ 
前営業日のテクニカルシステム戦略では、 
「大引け基準 9510 円以上であればポートフォリオ買いの指標 7-25MAがゴールデンクロスする。レ

ンジ内OPENで 9590 円TD TRAP売り、9580 円でザラバのワイルダー売りとなるが、見送りもしくは

20-30 円幅のスキャルプトレードに限定すること。大引けで 9600 円を割り込んだ場合は、ワイル

ダー売り転換となるが、翌日のOPEN買いバイアスを狙う。」とした。 
 
 昨日は、9590 円でTD TRAP売り、9580 円でザラバのワイルダー売りとなった。中長期バイアスが

買いとなっているため、見送りもしくは 20-30 円幅のスキャルプトレードに限定としたが、有効な戦

略となった。 
 
 
テクニカルポイント 

① テクニカルシステム戦略では「OOPS売り」・「ワイルダーOPEN売り」・「ギャップアップ

OPEN売り」などの逆張り売りシステムには追随しない。 
 

② 中期バイアスでは、6/22 に 16MAをゴールデンクロス。 

 
③ 長期バイアスでは、6/22 にマーケットストラクチャートレンドリバーサルがブレイクし、6/27 に

は 7-25MAがゴールデンクロスした。 
 

④ 6/24 時点で 9600 円前後の価格水準が 3 日間維持されたことで 6/17 のサイクルボトムが確定し、

現在は新サイクルの初期段階に入っている。 

 
⑤ 採用している中長期の指標バイアスがすべて買いとなったが、短期バイアスは 6/27 にワイル

ダー売り転換している。本日か明日には再度買い転換すれば、強力である。 

 
⑥ 時間チャネルにおける上昇アングルでは 7/1 まで買いバイアスが生じるが、この時間帯に価格

ターゲット 9800-9900 円に達していれば、短期的には利食い売りとなる。 
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◇ ドル建て日経平均 適正値マトリックス 
2010/4/26NYダウ高値 11,308.95 ドル、2010/4/16 ドル建て日経平均高値 122 ドルからの下落率を基準に算出 

 

（東京市場ではGLOBEXにおけるNY株式を基準に調整） 反転ゾーンは－1000 円乖離で設定 

ドル円 1 円の変動で日経 225 は 130 円変動、NYダウ 100 ドルの変動で日経 225 は 90 円変動 
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◇ ギャンサイクルとマーケットストラクチャー 

 

 

これまで、マーケットストラクチャートレンドリバーサルが抵抗ラインとなってきたが、6/22 に

9600 円台突入でブレイクした。このラインは非常に重要な長期トレンドの転換ラインであり、サイ

クルボトムと合致しているために強力な長期買いバイアスとなる。 

サイクルボトムからの反転確認は、直近安値から 3％程度上昇し、更にその価格水準を 2-3 日維持

することが条件。6/22 高値基準での上昇率は 3.6％でクリアしており、2-3 日維持できればサイクル

ボトム形成からの反転局面（初期上昇波動入り）と判断する。この条件をクリアできなければ再度

安値を更新するリスクは残るが、既にサイクル日数が長期に及んでいること、マーケットストラク

チャートレンドリバーサルをブレイクしているため、これまでのような「だましの局面」となる可

能性は低い。 

6/17 の直近安値 9,318.62 円から 6/24 時点では 4％の上昇に達し、サイクルボトムの反転基準であ

る 3％以上かつ 3 日以上の価格水準維持をクリアした。長期のマーケットストラクチャートレンドリ

バーサルをもブレイクしているため、上昇トレンドを形成しやすい環境にある。 
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◇ 移動平均バイアス（現物基準） 

 

本日の 16MA～20MAクロスラインは、9490-9520 円デッドクロス 

・6/22 にゴールデンクロスし、トレンドフォロー方式のポートフォリオ買いがスタートした。 

・他の買いバイアスを伴っているため、デッドクロスラインは押しのサポートラインとなる。 

 

短期バイアスとしての現物OPENと 8MAのクロスラインは、9507.48 円デッドクロス 

⇒現物OPENが 8MAとクロスした場合、デイトレードに限りバイアスが生じている。 

（前日との位置関係がOPEN時点で逆転した場合にポジションをとる） 

（ボックス相場ではOPEN時点でのクロスに限定したトレードにおいてパフォーマンスは安定する） 

 
 
 



日経 225 トレードテクニック   (サイクル＆システムバイアス) 

225Brain Daily             2011/06/28 
MAX VALUE   http://www.max-value.co.jp 

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

<6> 
225Brainは、日経平均及び日経平均先物のバイアス/システム/トレンド等を金融市場すべての情報を基に分析し、短期から中

期の価格バイアス検証と売買テクニックを解説しています。当レポートは、情報提供を目的としてのみ作成したものであり、

有価証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。当レポートは、当社が信頼できると判断した資料およびデータ等に

基づき作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環

境を保証するものではありません。投資決定にあたっては、投資家ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 

本誌記事の無断転載・複写を禁じます。  お問い合わせは、マックスバリュー 047-300-5561 まで  

◇ 時間チャネル  

 

6/17 を起点に 4-5 日間上昇し、値幅も約 400 円に達していることから、第 5 上昇アングルとカウン

トした。6/24 に 9650 円高値を突破したことで、上昇アングル終了後の調整局面を終了し、4/26 のよ

うに連続上昇アングルを形成するシナリオを準備する。 

 

本日 9700 円ラインを突破すると、第 5 上昇アングルとして 7/1 9850-9900 円がターゲットとなる。 

ただし、「売りの時間帯」である。 

ターゲットゾーンに達しない場合は、連続アングルとは判断できないためランダムな動きとなる。 

 

第一ギャンMCにおけるアングル 
＜第 1 上昇アングル＞高値形成時間帯：5-7 日     上昇値幅：1700 円   調整値幅：200 円  

＜第 2 上昇アングル＞高値形成時間帯： 5 日     上昇値幅： 500 円    調整値幅：200 円  

＜第 3 上昇アングル＞高値形成時間帯： 5 日     上昇値幅： 400 円    調整値幅：200 円  

＜第 4 上昇アングル＞高値形成時間帯： 4 日     上昇値幅： 500 円         

＜第 5 上昇アングル＞高値形成時間帯： 5 日     上昇値幅： 350 円         調整値幅：150 円  
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◇ 出来高ポイント   
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◇ 前営業日の戦略 （OPEN後） 

本日 6/27 は、大引け基準 9510 円以上であればポートフォリオ買いの指標 7-25MAがゴールデ

ンクロスする。レンジ内OPENで 9590 円TD TRAP売り、9580 円でザラバのワイルダー売りとな

るが、見送りもしくは 20-30 円幅のスキャルプトレードに限定すること。  
 
一方、9580 円以下でOPENした場合、9600 円でOOPS買いとなる。買いバイアスには積極的に

追随し、大引けで含み益があればポートフォリオ買いに振り替える戦略である。GLOBEXでNYダ

ウが下落する場合は、9440 円の出来高ポイントまでを想定した逆張り分散買い（ポートフォリオ）

とする。  
 

9620 円のレンジ内OPEN。9590 円TD TRAP売り、9580 円でザラバのワイルダー売りとなるが、

見送りもしくは 20-30 円幅のスキャルプトレードに限定する。大引けで 9600 円を割り込んだ場合

は、ワイルダー売り転換となるが、翌日のOPEN買いバイアスを狙う。  
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◇ 本日の売買ポイント ＜トレーディングシート＞  

◆ワイルダー転換点 
他の短期バイアスと同じ方向性、同じタイミングで出ると有効性が大幅にアップする。 

ワイルダーブレイクシステムはボックスでも機能し、特にスウィングトレードには有効である。 

＜下落局面から買い転換する定義＞      

前日高値と前々日終値にダブルブレイクポイントを設定し、どちらも上回った場合に買い転換。 

＜上昇局面から売り転換する定義＞ 
前日安値と前々日終値にダブルブレイクポイントを設定し、どちらも下回った場合に売り転換。 

＜作動レンジは、直近 3 日間の変動から当日の作動条件を決定する値幅＞ 

 
⇒6/13 売り転換 ⇒6/14 買い転換 ⇒6/16 売り転換 ⇒6/21 買い転換 ⇒6/27 売り転換 

 
・上昇トレンド形成の場合、転換点がザラバのサポートラインとなる。6/27 は下ひげをつけたが、

大引けでは 9600 円のサポートラインを割り込んで売り転換した。上昇エネルギーが強ければ、本日

のOPEN買いバイアスが機能し、即座に（本日か明日）買い転換する。 
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◆OPENバイアス 
ワイルダー転換点を引け基準でブレイクした場合、翌日に反転するバイアスを利用する方法。  

・本日はOPEN買いバイアス 

◆MA OPEN（現物 8MAクロスバイアス） 
OPEN確認は 9：04 前後となるが、クロス確認後に先物OPEN価格で指値するか、誤差があまりなけ

れば成行注文で対応する。ザラバでは 20-30 円幅のスキャルプトレードでも利用できる。 
 

◆最適移動平均クロスバイアス（ポジション保有方式） 
現物基準 7 日-25 日の組み合わせは、移動平均特有のだましが少なくトレンド転換の指標となる。 

4/25 9680 円売り⇒ 4/27  9710 円買い⇒ 5/19 9630 円売り⇒ 6/27  9590 円買いポジション 

・高値圏でなく、トレンドブレイク後の最初の押しでゴールデンクロスした。 

・逆算すると、急落しない限りは当面はデッドクロスしない。 

 

◆前日レンジ内でOPENした場合は、TD TRAP方式（前日レンジは 9：00-15：15 基準） 
前日高値抜けで買い、安値抜けで売り 

◆前日レンジ外でOPENした場合は、OOPS方式（前日レンジは 9：00-15：15 基準） 
前日高値戻りで売り、安値戻りで買い 
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<11> 
225Brainは、日経平均及び日経平均先物のバイアス/システム/トレンド等を金融市場すべての情報を基に分析し、短期から中

期の価格バイアス検証と売買テクニックを解説しています。当レポートは、情報提供を目的としてのみ作成したものであり、

有価証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。当レポートは、当社が信頼できると判断した資料およびデータ等に

基づき作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環

境を保証するものではありません。投資決定にあたっては、投資家ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 

本誌記事の無断転載・複写を禁じます。  お問い合わせは、マックスバリュー 047-300-5561 まで  

（OPEN前段階） 

指標となる 7-25MAは昨日 6/27 の引け 9590 円でゴールデンクロスした。大引けで 9670 円を突破

すれば、ワイルダー買い転換し、長期出来高ポイントも抜ける。前日基準のレンジでは 9780 円まで

上昇余力があり、OPEN買いからポジションを保有する戦略が有効であろう。 
 
（OPEN後追加コメント） 

9670 円でOPEN買いバイアス。9690 円でザラバのワイルダー買い作動。 
デイトレードターゲットは 9780 円。中期は 7/1 9800-9900 円。 
 

 


