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※本記事は重要度の高い記事です。わからないことがあれば、遠慮なくクリモネに直接質問して
ください。
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相場はサイクルの入れ子：時間枠が違っても同じトレード技
法が通用する

まず、「三種の神器」記事に書いた「相場はサイクルの入れ子」意識についてご理解ください。
一部、引用します。

クリモネは入れ子の意識で相場に接しています。いちばん外枠には数年から数十年に及ぶ
相場観があり、大局の上か下か、ヨコヨコかをイメージします。ここは絶対間違えてはな
らない部分です。建物の基礎に相当しますから。

相場観の捉える大局の内部には「ブル相場」とか「ベア相場」とか呼ばれる年単位のトレ
ンドが含まれています。ブル相場やベア相場の中には上昇局面、調整局面、移行局面（レ
ンジ相場）が含まれます。各局面の中には日足単位、分足単位のトレンドが含まれていま
す。こうしてマクロからミクロに落とし込んでいくと、現在位置が確かめやすくなりま
す。

トレードとは、この入れ子状態に絡み合った状況の、特定の瞬間を切り取って利益に結び
つける行為です。

この「特定の瞬間を切り取って利益に結びつける行為」の意識は先物トレードで成功する上で最
も肝心な意識と言えます。相場観はマクロの次元からミクロの次元へ落とし込まれ、その逆に利
益はミクロの次元からマクロの次元へ積み上がっていくからです。スキャルピングをけっして疎
かに考えないでください。精度（勝率）の高いスキャルピングのエントリこそ、すべての収益の
出発点であり、成功への礎となります（スイングポジはホールドに成功したスキャポジ）。

保護中: [FANS限定記事] トレード三種の神器：相場観
・価格・時間
トレードの成否を分けるのはエントリの精度です。高精度のエントリ
は勝率増・収益増に直結します。高精 ...

 https://investing.tokoshie-jp.com/2021/04/24/be-awake-of-time-as-well-...



ミクロサイクルの監視

では、「特定の瞬間を切り取って利益に結びつける行為」を具体的に行う際、クリモネは何をし
ているのか？「動物勘」を働かせるわけですが、それはどこから来るのか。「ここぞという場面
でのミクロサイクルの監視」から来るのです。

クリモネは常時15分足で（最近では常時監視できないFANSメンバーの利便性を増すと考えて、
30分足でも）サイクルを追跡しています。しかしホットスポットを見極める場面では、たいがい
相場は大きく上か下に動いているので、15分足（30分足）では目が粗くて、よく実状（ミクロの
状況）がつかめません。そこで活用するのが、サイクル完結時もしくはサイクルピーク完成時の1

分足サイクルです。15分サイクルや日足サイクルで通用する理屈や技術はすべて1分足でも通用し
ます。底値や天井値をピンポイントで嗅ぎ当てる「動物勘」には、このミクロ次元の分析がぜっ
たいに必要だと言えます。

ミクロチャート（1分足サイクル）の効用

ミクロチャートの効用はいくつかあります。

すでに言ったように、底値や天井値をピンポイントで特定しやすくなります。
トレード機会を増やせます。下落途次や中間の上昇途次でもサヤ取りができます。
節目での攻防をはっきり意識することでスイングポジションを築きやすくなります。スイン
グポジションを築けば、利益を飛躍的に伸ばせます。

理屈より実例をお目にかけましょう。以下のチャートは、2021/5/19、重要な底をつけた場面の1

分足チャートです。一般的な意味ではサイクル完結時の調整場面に過ぎませんが、これは単なる
サイクル終結を超えた重要度をもつ終結です（いわゆる中期的な節目となりうる場面）。



※チャートクリックで別ウィンドウに拡大表示。

それだけに、トレードする上で重要な情報がちりばめられています。大事な場面での、買いと売
りの攻防の軌跡だからです。もし、ここで言っていることを十全に咀嚼し実地に応用できれば、
トレード成績は見違えるようによくなるはずです。また自信をもってエントリできるのでトレー
ド機会も増え、スキャルピングの醍醐味を味わえるようになります。さらに相場を見る目、節目
の意識、エントリに対する認識などが深化します。

相場のリズムは12345（67はオーバーシュートがほとんど）

下落時も上昇時も同じですが、相場は原則的に12345の下落（上昇）波動で底（天井）をつけま
す。売り（買い）の勢いが強い場合、この例のように1234567になることも珍しくありません。
67の有無は勢い（真剣度）の違いです。あるいは、67を「失敗した二番底確認」と見なすとわか
りやすいかもしれません。

※逆に123で終わったら、そこはサイクル終点（サイクルピーク）などの大きな節目ではないと考
えてください。

節目の意識



では、この場面、売り方は何を真剣に攻め、買い方は何を真剣に守ろうとしていたのか？これを
意識できるかどうかがトレーダーとしての分かれ目です。

ここで争っていたのは2つのSQです。21年1月SQ（27775）と5月SQ（27750）をサポートにす
るか、レジスタンスにするかの戦いです。別の言い方をすれば、パープル神殿の基礎を壊して上
への胎動を否定するか肯定するかのせめぎあいです。

急落が5で終わらず67まで行ったのはなぜか？この27750-775の水準が、売り方がどうしても崩
したかった水準だったからです。結果はどうなったでしょう？

売り方が負け、買い方が勝ちました。この後、67を「オーバーシュート」とする否定の動きが出
て、以降長く上昇トレンドが続いて現在の28300円台に至ります。

以上は結果論に見えますが、十分予測可能だった攻防戦です。年初のSQと年央のSQが重なるポ
イントですから、重要でないはずがありません。27750はそれだけ大事な節目なのです。

したがって節目の重要度で言うと、最安値となった27595（オーバーシュート部分）より、SQの
27750-775の方がはるかに重要です。中長期の相場形勢に影響する節目だからです。

エントリポイント

この場面でロングエントリを試すべき場所は原則的には5からの反発初期です。その後に5が崩れ
れば、7からの反発、あるいはその後の二番底からの反発が買い場となります。節目の重要性から
ここは勝負場面。スイングポジにできる可能性が高いのですから、通常の2倍のロットくらいを奮
発しないといけません（メリハリをつけるとはそういう意味です）。

事実、この27600-700あたりで構築したロングエントリは長く効力を維持し、スイングポジ化し
ていきました。単に安く買えたからではないことは上記の説明でご理解いただけたものと思いま
す。

相場では、このような「怖い場面」こそ勇気を奮って大きく買うべきです（ミクロサイクルを追
っていれば、恐怖は相当程度抑えられているはず）。何度でも繰り返しますが、大事な節目を買
うことはスイング化の可能性が高いポジを買うことを意味しているのです。あとで大きなご褒美
がもらえる、ということです。



以上の説明から、クリモネがつねづね「節目の意識が重要」と言っている真意が具体的にわかっ
ていただけたのではないかと思います。

このミクロサクルを併用したトレード技法はロングにもショートにも利用できます。また急落・
急騰時以外でも利用可能です。

まずは、ここぞという場面では1分足チャートを監視し、ざっとでも構わないのでいまが何波動目
かを確認してみてください。状況を知れば待ち構えることができます。焦って（慌てて）打診エ
ントリする恐怖やムダが傾けます。

そして、自信をもって5や7からの反発（反発）を買って（売って）ください。あるいは二番底
（二番天井）からの反発（反落）を買って（売って）ください。あとはストップで厳密にポジを
管理しましょう。

両建て戦法

悪い両建て

両建ては積極的に活用すべきトレード技法です。ですが、損切りしたくないがゆえのナンピン的
発想から行う両建てはオススメできません。

※ナンピン的発想とは、オリジナルポジションが含み損になっていて、いま以上損失を拡大した
くないから反対ポジションを作り、オリジナルポジションの方向へ戻ってきて、あわよくば利益
にして離脱したい意図を指します。

なぜオススメできないかといえば、含み損を持ち続けること自体に問題があるためです。両建て
以前にすべきは、含み損を出してしまう原因、たとえば、エントリが安易、エントリした根拠が
希薄、エントリタイミングが悪いなどの課題をなくすよう努力すべきです。

両建てをお祈りトレードに使えば、たとえ何度か助かったとしても「悪習」自体は克服できてお
らず、効率の悪いトレードが習い性になってしまいます。



まずオリジナルポジションをさっさと損切りしましょう。含み損を引きずらないためにはストッ
プを必ずかけます。オリジナルの注文と同時か、約定直後にストップを入れてしまうのです。

活用したい両建て

活用すべき両建ての発想は違います。まず狙いが明確にあります。狙いを「安全確実に」遂行す
るための手立てとして「狙っている方向と反対方向のポジから入る」のです。具体例を示しまし
ょう。

上記のミクロサイクルで紹介したのと同じ場面です。薄紫のコメントが両建て戦法の具体的な説
明です。ここでの狙いは明白だと思います。シチュエーションを思い出してください。サイクル
完結時の下落局面です。つまり、底値近くでロングエントリし、利益を出したいのです。そのた
めに反対のショートから入るわけです。

※チャートクリックで別ウィンドウに拡大表示。

もし、ショートが含み益になって下落の底でもホールドできていれば、ホットスポット（5付近や
7付近、あるいは二番底からの反転）でロングエントリした時点で負けはなくなります。事実上の
利確だからです。



トレード例

たとえば、2付近の27840円で10枚ショートエントリし、途中、5の手前SQゾーンの27780円で
半分利確したとします。これで5×60円x100=3万円の利益が出ます。5付近の27670円でショー
トと同数の5枚ロングエントリすれば、この時点で5×110円x100=5.5万円の含み益を「保全」
し、事実上利確したことになります。この後、買い値の下30円にストップを出していた場合、1.5

万円の損が出ますが、下落途中で3万円利確しているのでまだ1.5万円浮いています。

あきらめず、より精度（確度）の高い7付近で再度5枚、できれば確度が上がっているので7枚か
10枚ロングエントリします。その場合もストップを30円下に置きますが、うまく27610円くらい
でロングできればストップには引っかかりません。この時点でショートの含み益は230円に増え
ており、先ほどのロスカットはすでに十分補填されています。

ロング側に50円程度の含み益が出たら、念のため買値か買値の少し上にストップをかけてしまえ
ば、もう負けはなく万全です。

その後はいろいろな振る舞いが可能となります。ショートをいつ手仕舞いするか。ロングをどこ
で部分利確するか、あるいは全部ホールドするか。各自の狙いに応じて工夫すればいいのです。
両建て戦法は、トレンドに乗ったエントリの利益を伸ばし（この例の場合は底値圏で仕込んだロ
ング）、スイングポジ化するために非常に便利かつメンタルにやさしいトレード手法です。ぜ
ひ、実地で試し、含み益の拡大に活用してみてください。
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