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「スパンモデル」「スーパーボリンジャー」を駆使した 
実践リアルタイム・トレードコーチングセミナー  

By. マーフィー（柾木利彦） 
2016年7月27日（水） 

株式会社ＦＸプライムbyGMO 
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米大リーグ三冠王のミゲル・カブレラ選手の言葉 

活躍するには「精神力」が大事 
 

１）メンタル面で自分をコントロールする 
 
２）落ち着いて（試合を）見て、 
  悪い球に手を出さないよう我慢する 
 
  ⇒我慢をして自分の勝ちパターンを待つ 
 
３）打席に入る前にすべてを頭に入れておけば 
  あれこれ考える必要はなくなる 
 
  ⇒大局観を冷静に正しく把握し、売買判断をシンプルに行う 
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トレードで大切なこと 

■大局観の正しい把握（上位の時間軸） 

○トレンド相場かレンジ相場か。「相場の５つの局面」の分類等の把握。 

○大局観の把握には、スーパーボリンジャーを用いるのが便利。 

 

■ここぞというタイミングを待ってのエントリー（下位の時間軸） 

○自分の「勝ちパターン」の出現まで我慢して待つこと。 

○「点」ではなく「ゾーン」でエントリーする。分割エントリー 

 

■マーケットの変化に応じた、柔軟、機動的なポジション調整（エグジット） 

○相場の変化を観察しながら、予想せず、相場の流れに乗ること。 

○「点」ではなく「ゾーン」でエグジットする。分割エグジット 

○自分に適した時間軸のスパンモデルスペシャルによる売買判断 

Copyright© 2016 FPnet Co., Ltd. All rights reserved. 



4 

相場分析の目的 

「変化時間帯」を探ることが「相場分析」の目的 

「変化」には、大きく分けて、「転換」と「加速」の２種類ある。 

１）転換 ⇒ それまでの流れが終わり、向きを変えること 

○上昇（下降）トレンドが終了するケース（調整局面入り） 

○高値圏（安値圏）が出現するケース（レンジ相場） 

○押し目（戻り目）が出現するケース（波乗り）等々。 

 

２）加速 ⇒ 一方向への流れが鮮明化すること 

○レンジ相場からトレンド相場に変化するケース 

○「走る相場」「巡航速度の本格トレンド」等々。 
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改めて、トレードとは 

１）チャートを見ながら「変化時間帯」を探る 

 

２）「変化時間帯」（転換、加速）に合わせてエントリーやエグジットを行う 

 

３）相場の変化に合わせて、自分のポジションを変化（ポジション操作）させる 

 

◆主体は相場であり、自分は相場に従うのみ（主従関係） 

「こうなればこうする」、「ああなれば、ああする」 

「任運自在（運びに任せて、自由にある）」の境地 

 

◆「大局観（全体観」を常に把握しておき、優先方向を重視する 
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「変化時間帯」とは「エントリー」と「エグジット」のタイミング 

■エントリー 
１）スパンモデルシグナルの「逆行」と「順行」 
２）押し目買いや戻り売りのタイミング（遅行スパンのフル活用） 
３）スーパーボリンジャーの＋－1σ ライン、＋－2σ ライン（押しや戻り） 
４）相場の放れのタイミング（スーパーボリンジャーを活用）等々。 
 
■エグジット 
○利食い（ポジション調整）  
１）大局観の判断に用いるスーパーボリンジャーの各σ ラインやセンターライン 
２）売買の判断に用いるスーパーボリンジャーの＋－2σ ライン 
 
○損切り（手仕舞い、ポジション調整） 
１）「逆行」時の高値・安値のブレイク（終値ベース） 
２）遅行スパンの転換 
３）赤色スパンの向きの変化（過去52本の高値・安値更新） 
４）スーパーボリンジャーの各σ ラインをブレイク時（終値ベース） 
５）大局観の変化等々。 
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  「スパンモデル」を用いて、究極の売買判断を行おう！ 

■変化時間帯の把握、高値圏、安値圏の把握 

  「相場の変化」には転換と加速の２種類 

  スパンモデルシグナル点灯時、赤色スパンの向き変化時 

  「逆行」（転換）を利用した逆張り（一旦は、高値圏、安値圏と判断） 

  下手な値頃感を持たないよう、＋－2シグマラインを活用する 

  「順行」（加速）を利用した順張り（発生したトレンドに乗る） 

 

■押し目買い、戻り売りのチャンスを把握 

  遅行スパンとローソク足が接近、接触するタイミング 

 

■遅行スパンのフル活用（トレンド確認やリズム把握等）  

Copyright© 2016 FPnet Co., Ltd. All rights reserved. 

7 



        遅行スパンを征する者は相場を征す 

■「陽転」「陰転」によるトレンド転換の把握、トレンド方向の確認  

  「陽転」 ⇒ 遅行スパンがローソク足を上方にブレイク、及び、継続 

          買い優勢 買い目線でポジション造成 

  「陰転」 ⇒ 遅行スパンがローソク足を下方にブレイク、及び、継続 

          売り優勢 売り目線でポジション造成 

■遅行スパンの同期性 ⇒ 遅行スパンの上げ下げとローソク足の上げ下げ 

  のリズムが相関性を持って推移すること（正相関、逆相関） 

  特に、レンジ相場、往来相場にて頻発しやすい 

■遅行スパンを用いた時間リズムの把握 ⇒ 変化時間帯を察知する 

  相場は、概ね、「21」と「26」の時間リズムの影響を受けて推移している 

★遅行スパンを活用することで相場展開のシナリオを立てることが出来る 

  「相場材料」に翻弄されず、「相場力学」の把握でシナリオを立てる 
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     「大局観の把握」と「売買判断」 

■上位の時間軸チャートで大局観の把握を行う 

  主に、「スーパーボリンジャー」を用いて相場を「５つの局面」に分類する。 

  ①上昇トレンド局面、②下降トレンド局面、③調整の戻り上昇局面、 

  ④調整の反落下降局面、⑤レンジ局面、に分類する。 

  ポジション造成（エントリー）の「優先方向」を把握する。 

  ポジション調整（エグジット）際の参考価格水準を把握する。 

 

■下位の時間軸チャートで売買判断を行う 

  「相場の変化時間帯」を「スーパーボリンジャー」「スパンモデル」で把握 

  特に、遅行スパン、スパンモデルシグナル、赤色スパンの逆行パターン 

  と順行パターンを徹底活用する。    
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 「売買判断」のチェックポイント項目別の要点 

■スーパーボリンジャー 
１）遅行スパン ⇒ 基調トレンド方向、押しや戻りの目処、時間リズム 
 
２）＋２・－２σ ライン ⇒ 上値目途、下値目途、値頃感防止ライン 
 
３）＋１・－１σ ライン ⇒ 本格トレンドか調整入りかの分岐点 
 
４）各σ ラインとセンターライン ⇒ 目先の上値目途、下値目途 
 
■スパンモデル 
１）遅行スパン ⇒ 基調トレンド方向、押しや戻りの目処、時間リズム 
 
２）スパンモデルシグナル ⇒ 相場の変化時間帯、逆行と順行 
 
３）赤色スパン ⇒ 長期トレンド方向、逆行と順行 
 
４）青色スパン ⇒ 短期トレンド方向、押しや戻りの目処  
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トレードスタイル別の時間軸の組み合わせ（基本形） 

■デイトレード（１日の中で完結） 

 大局観 ⇒ 日足、１時間足 

 売買ポイント ⇒ １時間足、５分足、１分足 

              

■スイングトレード（宵越しでポジションキープ） 

 大局観 ⇒ 週足、日足 

 売買ポイント ⇒ ４時間足、１時間足 

 

■ポジショントレード（中長期の流れに乗る、時間のない人向き） 

 大局観 ⇒ 月足、週足 

 売買ポイント ⇒ 日足 
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  「スパンモデルシグナル」の見方・活用法（まとめ） 

■スパンモデルシグナル点灯時は「変化時間帯」を示す 
 
■相場の変化には、「転換」（逆行）と「加速」（順行）がある 
 転換 ＝ 逆行  ⇒  方向が逆転する 
 加速 ＝ 順行  ⇒  同一のトレンド方向に動きが加速 
 
■スパンモデルシグナル点灯時は、全て、一旦は「転換」と見なす 
 売買の際、＋・－２σ ラインを使い、値頃感からの売買を防ぐ 
 
■シグナル点灯後の動きを見て、「逆行」から「順行」への判断を下す 
（原則として、５本程度の推移をチェック リスク許容度が必要 
 ５分足や１分足については、８本程度を許容範囲としたい） 
  
■トレード戦略 
○「逆行」を利用した「頭と尻尾（天底）を取りにいくトレード」 
  特に、レンジ、揉み合い相場で有効 
○「順行」を利用した「胴体（トレンド）を取りにいくトレード」 
  特に、本格トレンド相場で有効 
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 「スパンモデルシグナル」の判断方法（要点、急所） 

■買いシグナル点灯時 

１）ローソク足終値がゾーンの上に位置していれば売り（逆行） 

２）ローソク足終値がゾーンの下に位置していれば買い（順行） 

■売りシグナル点灯時 

３）ローソク足終値がゾーンの下に位置していれば買い（逆行） 

４）ローソク足終値がゾーンの上に位置していれば売り（順行） 

 

★★シグナル点灯時 

ローソク足終値がゾーンの上に位置していれば売り（１と４） 

ローソク足終値がゾーンの下に位置していれば買い（２と３） 
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※本セミナー及び資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて
作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありせん
。また、情報の内容について予告なく変更する可能性があります。本セ
ミナーおよび資料は、情報提供のみを目的としたものであり、お客様の
投資に関する断定的判断の提供や、売買の勧誘を目的としたものでは
ありません。お客様の資産運用および取引についての最終的判断は、
お客様ご自身の判断と責任に委ねられています。当社、ならびに情報
提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませ
んので予めご了承ください。 
なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁
じます。 
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■＜期間限定＞お得な当社お客様限定特典① 
 

当社お客様限定特典 
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■ ＜期間限定＞お得な当社お客様限定特典② 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
＜対象のお客様＞ 
・2016年8月31日（水）時点で当社取引口座をお持ちの＜＜お客様全員＞＞ 
 
＜特別特典内容＞ 
・【柾木氏の1ヵ月無料「マーフィーの実践トレードコーチング」トリプルパック受講】 
（柾木氏の有料掲示板へのアクセス+有料メルマガに、DVDと解説PDFがセットになった
パックです） 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 
■柾木氏の1ヵ月無料「マーフィーの実践トレードコーチング」用口座開設フォーム※ 
http://www.fxprime.co.jp/set_cookie.php/?aid=SEM0010002 

 
当社取引口座をお持ちのお客様のみの特別特典ですので、当社口座をお持ちでない 
お客様はこの機会に口座開設をご検討ください。 
 
お申込みのお客様は上記ＵＲＬをクリックください！（クリックしてもページが展開しない場
合は、上記ＵＲＬをコピーし、ご利用のブラウザに貼り付けてページを展開ください） 
 

http://www.fxprime.co.jp/set_cookie.php/?aid=SEM0010002
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■ ＜期間限定＞お得な当社お客様限定特典③ 
 
※ご注意 
・「柾木氏の1ヵ月無料【マーフィーの実践トレードコーチング】進呈」の対象者は、
株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯの取引口座をお持ちのお客様です。当社お客様とな
るためには、必ず上記URLより口座開設のお申込みを行っていただく必要があり
ます。 
・口座開設には審査があり、ご希望に添えないことがございます。 
・本特典は柾木氏にご提供いただいたお試し特典ですので、過去すでに柾木氏の
他キャンペーンでお試し特典を受領されたお客様はご利用いただけません。 
・「マーフィーの実践トレードコーチング」は当社が提供するサービスではございま
せん。従って同サービスで提供されている情報その他について当社は一切その責
任を負うものではありません。また、同サービスで提供される情報その他の内容に
関する問い合わせにもお答えできません。直接「エフピーネット株式会社 事務局」
までお問い合わせください。 
・受講は無料ですがお申込みにはクレジットカードのご登録が必要となります。 
・DVD梱包・配送料及び掲示板アクセス設定費用1,500円が発生します。 
・無料期間終了後は有料となりますのでご注意ください。 
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■＜3大無料特典＞お得な当社お客様限定特典④ 
 
1＜柾木氏無料レポート＞ 
・毎週月曜日、当社ＦＸプライムｂｙＧＭＯのマーケット情報内に、【マーフィーのＦＸコーチン
グレポート】を掲載。当社お客様はいつでも無料でお読みいただけます。 
2＜柾木氏無料オンラインセミナー＞ 
・マーケット情報内では、柾木氏の過去のオンラインセミナーを無料で繰り返しご覧いただ
けます。 
視聴方法はこちら 
https://fxprime.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/802 
3＜柾木氏考案無料テクニカル分析ツール＞ 
・当社2つのチャートに【スーパーボリンジャー】と【スパンモデル】を搭載。 
●リッチクライアント版取引ツール「PrimeNavigator」 
●マイページ内の「プライムチャート」 
いつでも無料でご利用いただけます。 
PrimeNavigatorについて 
https://www.fxprime.com/service/exchange/tool/prime_navigator/ 
プライムチャートについて 
https://www.fxprime.com/market/list/p_chart/ 
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スパンモデル® ・スーパーボリンジャー®の 
より深い理解のために 

スパンモデル® と スーパーボリンジャー® 

のノウハウを書籍化した、FXトレードの指南書。 

 

『勝率８割の超プロが教えるスパンモデル
投資法』 

柾木利彦 著 ／ 徳間書店 刊 

 

http://www.span-model.com/sr/ 
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本日は当セミナーにご参加いただき、 

ありがとうございました。 

 

無料メルマガ「マーフィーの最強ＦＸ投資法を伝授」に登録すると、 

最強のＦＸ投資法である スパンモデル® と スーパーボリンジャー® 

について解説したレポートを無料でダウンロードすることができます。 

 

 無料メルマガ「マーフィーの最強ＦＸ投資法を伝授」 

http://www.span-model.com/mailmaga.html 

スパンモデル®とスーパーボリンジャー®はエフピーネット社の登録商標です。 
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