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「ウルトラチャート」、「新kabuカルテ」、「新kabuスコープ」が高い

連携性を実現することで、お客さまの銘柄選びを強力にサポート
いたします。
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はじめに

今回は、当社の強力な無料テクニカル分析ツール（新kabuスコープ、新kabuカルテ、

ウルトラチャート）の使いこなし術をご紹介いたします。
組み合わせて使うことによって、より効率的なテクニカル分析ができ、お客さまの銘柄
選びを強力にサポートいたします。

「ウルトラチャート」
合計40種のテクニカル指標を搭載した、
分析力・機動性・カスタマイズ性に富んだ
チャート。

新 kａｂｕスコープ、新 kabuカルテで検索し
た結果をウルトラチャートで連動して表示するこ
とが出来ます。売買シミュレーションのタイミング
や損益状態の推移が一目で分かります。

「新kabuスコープ」

「新kabuカルテ」

過去2年間の売買シミュレーションが可能

「新kabuスコープ」は、市場や売り/買いシグナル、順張
り/逆張り等、各種検索条件を指定し、注目度の高い13
種類のテクニカル指標を用い、22通りの条件設定で過
去2年間の売買シミュレーション結果を通算パフォーマ

ンスが良い銘柄順に抽出するツールです。

銘柄検索をするだけでシグナルの有無が分かる

「新kabuカルテ」は銘柄検索をすることで、当該銘

柄に相性のよいテクニカル指標を簡単に判別するこ
とができる診断ツールです。通算パフォーマンスの良
いテクニカル指標が抽出された場合は、該当行が
紫色や青色で着色されます。売り/買いシグナルが発

生している場合は、シグナルのステータスから「ウル
トラチャート」に連携することができ、「ウルトラチャー
ト」のシミュレータ機能やチャート機能で、より緻密な
分析を行うことができます。
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無料ツールを起動しよう

マイページへログイン後、「投資情報」→「情報ツール」 で、当社で提供している
無料／有料ツールが一覧できます。今回は「ウルトラチャート」、「新 kabuスコープ」

「新 kabuカルテ」を使用します。

マイページへログイン後、画面右側にある
「ピックアップサービス」→「投資分析ツール」
からも起動できます。

マイページへログイン後、画面右側にある
「ピックアップサービス」→「投資分析ツール」
からも起動できます。
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新kabuスコープを使ってみよう

【使用上のご注意】
新kabuスコープは、将来のパフォーマンスを決して保証するものではありません。将来のパフォーマンスに挑戦する
ツールとしてご活用ください。また、テクニカルパターンは検索日のみが抽出対象です。例えば、ゴールデンクロスを
形成した銘柄は、形成した当日のみ検索にヒットします。

新kabuスコープの機能説明や
画面の解説はこちら。

13種類のテクニカル指標、22通りの条件設定で過去2年間の売買シミュレーション
を実施し、全上場銘柄の中から、現在売買シグナルが発生している銘柄だけを抽出
します。通算パフォーマンスや勝率を表示することもできます。

日足版と5分足版があります。日足を使うのが
一般的ですが、より細かなシグナルを探る場合
は5分足版に切替えて使用します。

検索した結果、ヒットする銘柄数が多過ぎたり、
少なすぎたりした場合は、チェック項目を
変更/削除をし、条件を絞って再度検索します。

売買シグナル｣や｢市場｣等を選択し
ます。「貸借銘柄のみ」「プチ株対
象」の絞込みも可能。

「個別選択」にチェックを入れ「詳細条件をすべて表示する」をクリックすると
テクニカル指標の一覧が表示されます。

【実際のシミュレーション方法は次のページにて案内します。】

抽出したいテクニカル
パターン等にチェック！
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新kabuスコープを使ってみよう

■ オリジナルの条件を設定してみよう！

「指標」、「条件」にチェック
を入れ【検索】ボタンで該
当銘柄を抽出します。

下記抽出条件で検索した結果が一覧で表示されます。
システムインテグレータ (3826)は、 移動平均75日乖離率を使用して過去2
年間売買シグナル通りに売買を行った結果、通算パフォーマンスで約6.9倍の
収益率になったというシミュレーション表示です。

過去2年間で移動平均75日乖離率で
19回の売買で、シグナル通りに買い&売
りを行ったシミュレーションの収益率が
691％ （6.91倍）だったことを表していま
す。

下記URLにて、ペンタゴン・チャートの第一人者として知られる
川口一晃氏がテクニカル分析から「何がわかるのか」を中心に

チャートやテクニカル指標の見方を解説します。様々なテクニカル
分析方法の中から、自分にあった武器を見つけ出してください。

http://kabu.com/investment/technical/

銘柄コードをクリックすると、
新kabuカルテが起動します

新kabuカルテ
P7へ
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kabuカルテを使ってみよう

新kabuスコープで抽出された銘柄コードをクリックすると、新kabuカルテが表示されます。
新kabuカルテでは、抽出された銘柄とテクニカル分析の相性が良いか、他のテクニカル
分析との相性はどうか、を確認します。

通算パフォーマンスが も良かった条件は「紫」で表示されます。

現在シグナルが出ているかどうかを表します。

「買いゾーン」「売りゾーン」「買い転換」「売り転換」の
場合は、クリックするとウルトラチャートにシミュレーショ
ン条件が表示された状態で起動します。 ウルトラチャート

P8へ

「シグナルチャート」では、株価の推移を緑のラインチャートで表し、
通算パフォーマンスは黄色のカギ足で表示します。期間中に発生
した主要シグナル（シミュレーションを行った結果の売買シグナル）
を●でプロット（買い転換・売り転換等の主要なシグナルは大きめ
にプロット）します。

「シグナルチャート」
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ウルトラチャートを使ってみよう

新kabuカルテ（P7）で抽出された｢現在のステータス｣をクリックすると、スーパーチャート
が表示されます。新kabuスコープ、新kabuカルテで抽出したテクニカル分析結果を
チャート表示します。

①. 75日移動平均乖離率を使用した売買シグナルによるシミュレーションのパ
フォーマンス推移を表示
②. 75日移動平均乖離率の推移を表示
③. 75日移動平均乖離率を使用した売買シグナルの発生条件を表示

ポイント

①

②

③
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ウルトラチャートを使ってみよう

「基本チャート」「オプションチャート」「サブチャート」から各指標を選択するとテクニカル分
析結果をチャート表示します。

■ チャート分析機能

・ 基本チャート

・ オプションチャート

・ サブチャート

基本チャートの種別を
設定します。

選択できるのは１種類
だけです。

基本チャートに重ねて
表示するチャートを選
択します。

一度に複数のチャート
を選択できます。

基本チャートとは別に表示する
チャートです。
個数を選択できるチャートは、
数を選択することで1から3まで
同時に表示することができます。
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「ウルトラチャート」の特徴

■ 大4枚までチャート表示が可能

「ウルトラチャ－ト」は 大で4枚まで起動することが可能です。レイアウトは
大3つまで作成し、保存することができます。

「ウルトラチャート」全体の機能を統括する「コ
ントロールパネル」の「新規チャートパネルを
開く」をクリックすると 大で4枚までチャート
が起動することができます。

10

Ｐ13にて案内しております。レイアウトの保
存・呼び出し機能を使うとさらに便利です。
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「ウルトラチャート」の特徴

■ 登録銘柄の追加と削除

「ウルトラチャ－ト」は「追加」ボタンがONの状態で銘柄登録をしますと銘柄リ
ストに追加登録されます。銘柄名を選択した状態で「削除」ボタンをクリックし
ますとリストから削除されます。

チャート画面左上のボックスに銘柄
コードまたは銘柄名を入力しチャートを
表示します。

11

■「追加」ボタンがONの状態

■「追加」ボタンがOFFの状態

「追加」ボタンがOFFの状態ですと
銘柄リストに追加登録されません。

追加登録！

■ 登録銘柄の削除

削除！

「追加」ボタンがONの状態でチャート画面左上の
ボックスに銘柄コードまたは銘柄名を入力しチャートを
表示しますと、自動的にリストに追加登録されます。

銘柄名を選択した状態で「削除」ボタンをクリック
しますとリストから削除されます。



Copyright© 2001-2013 kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

http://kabu.com

「ウルトラチャート」の特徴

■ 銘柄リスト登録が可能①

「ウルトラチャート」は銘柄リストを 大で5つまで作成することができます。
チャート画面にて登録リスト、銘柄名を選択するとチャートが切り替わります。

「ウルトラチャート」全体の機能を統括
する「コントロールパネル」の「銘柄リスト
作成画面を開く」をクリックすると検索
画面が表示されます。

銘柄コードまたは銘柄名を入力し「検
索」ボタンをクリックすると画面下に検
索結果が表示されます。登録したい銘
柄リストを選択後、チェックを入れ「追
加」ボタンをクリックします。

銘柄リストに登録！

チャート画面にて登録銘柄がプルダウン
形式で表示されます。銘柄名をクリック
するとチャートが切り替わります。

12
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「ウルトラチャート」の特徴

■ 銘柄リスト登録が可能②

銘柄リストは市場選択はもちろん、日経225構成銘柄を抽出したり、決算期で
絞り込んだりすることもできます。また、業種で絞り込むこともできます。また銘柄
リスト作成ウィンドウは、カブボードからのインポートにも対応しています。

銘柄検索ウインドウにて「詳細条件をす
べて表示する」をクリックしますと詳細条
件の設定画面が表示されます。

例えば・・・。

・日経225銘柄

・一般信用売建可能銘柄

・9月決算銘柄

・業種分類が「食料品」

検索された銘柄すべてに
チェックを入れて「銘柄リ
スト2」に登録しました。

■詳細条件設定

■ カブボードからのインポート

カブボードナンバーを選択し、「呼出し」
ボタンをクリックしますと登録銘柄が表
示されます。

13
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「ウルトラチャート」の特徴

■ レイアウトの保存・呼び出しが可能①

レイアウトは 大3つまで作成し、保存することができます。

保存したレイアウトを選択し、「呼出」ボ
タンをクリックすると表示されます。

・レイアウト1

・レイアウト2

「環境設定画面を開く」をクリックすると
各種設定をご自身でカスタマイズするこ
とができます。

14
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「ウルトラチャート」の特徴

■ レイアウトの保存・呼び出しが可能②

レイアウト保存をおこなうと設定したパラメータが保存されます。

レイアウトを選択し、「保存」をクリックしパラ
メータを保存します。

15

「パラメータ」をクリックすると表示してい
るテクニカル指標のパラメータが表示さ
れ、ご自身で各種設定ができます。

期間（1）を５→10へ
変更しました。

「呼出」をクリックすると保存したテクニカ
ル指標のパラメータで表示されます。
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「ウルトラチャート」の特徴

■ おすすめチャート分析機能

「おすすめチャート」では、各銘柄の も通算パフォーマンスの良かったテクニカル
パターンを自動選択し表示します。

チャートを表示し、チャート左の「☆」ボタ
ン「おすすめチャート」をクリックしますと
各銘柄の も通算パフォーマンスの良
かったテクニカルパターンを自動選択し
表示します。

三菱ＵＦＪ【8306】では、サイコロジカル
ラインでの通算パフォーマンスが も
良であったと表示されました。

①.サイコロジカルラインを使用した売買シグナルによるシミュレーションのパフォ
ーマンス推移を表示
②.サイコロジカルラインの推移を表示
③.サイコロジカルラインを使用した売買シグナルの発生条件を表示

ポイント

①. 

②

③

16

※ チャート左の「☆」ボタンをクリッ
クすると、テクニカル指標11種と分
析パターン24通りの売買シミュレー
ションにより、過去2年間で も通
算パフォーマンスの良かったテクニ
カル指標を自動選択して表示しま
す。
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「ウルトラチャート」の特徴

■ トレンド線機能

「トレンド線」では、チャート上で、トレンド線やペンタゴンチャートを描画すること
ができます。

「トレンド線」をクリックしますと、表示するト
レンド線の色を選択するウィンドウが表示さ
れます。また「ペンタゴンチャート」も選択で
きます。

表示したい箇所へマウスを動かすと自動的に
トレンド線が表示されます。右クリックをします
とトレンド線が削除されます。

②

③

17

■ トレンド線を表示する。

■ ペンタゴンを表示する。

「ペンタゴン」をクリックしますと、「ペンタゴ
ンチャート」を表示することができます。
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「ウルトラチャート」の特徴

■ 時系列スクロールバー

「ウルトラチャート」では、時系列スクロールバーにて期間を選択してチャート表示を
することができます。短期分析、中長期的な分析の両方に活用できます。

18

現在のチャートの表示エリア（緑色部分）の左端をドラッグしながら左右へ動かすことに
よってチャートの表示範囲を拡大、縮小することができます。

ポイント

左へドラッグ

表示範囲が拡大されました。

時系列スクロールバーで期間を選択します
とが自動的に左上の期間表示が切り替わ
ります。

時系列スクロールバー
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「ウルトラチャート」の特徴

■ 環境設定画面

「ウルトラチャート」では、環境設定画面にてチャートの背景色を切り替えたり
各機能の設定をすることができます。

19

「ウルトラチャート」全体の機能を統括する「コン
トロールパネル」の「環境設定画面を開く」をク
リックすると環境設定の詳細画面が表示され
ます。

環境設定画面の「チャート背景色」を「白」
に切り替えます。

「チャート背景色」を「白」に切り替わりました。
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ご注意・ご案内

以下はご投資に関わる重要事項です。ご確認下さい。

●当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご
紹介/勧誘を目的として います。お取引の際は、約款・規定集
（http://kabu.com/service/clauses.asp）、契約締結前交付、 書面、お取
扱商品の重要事項の約款
（http://kabu.com/company/policy/inducement.asp）等を 良くお読みい
ただき、商品特性やリスク及びお取引ルール
（http://kabu.com/service/rule.asp）等を良くご理解の上、銘柄選択、 投
資時期、投資スタイル等、投資の 終決定はご自身のご判断とご責任で
行ってください。

●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を
割り込む恐れがあります。 自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定する
ものではありません。各商品等へのご投資に、は、各商品毎に所定の手数料
等が必要です。

詳しくは当社の手数料ご案内ページ（http://kabu.com/cost）等をご参照く
ださい。
●信用取引は、保証金以上のお取引が可能であるため、保証金を超える大
きな損失を被ること があります。また、取引期限があり取引期限を越えての
お取引はできません。お取引の際はリスクに 関する説明等をご覧いただき、
商品特性やお取引ルール等をよくご理解の上、 ご自身のご判断で無理のな
い資産運用を行ってください。
●掲載情報は2013年7月12日現在のものです。
詳細および 新情報は当社ホームページ（http://kabu.com）にてご確認く
ださい。

●ご意見・苦情について当社以外の窓口（特定非営利活動法人）
→ 証券・金融商品あっせん相談センター 電話：0120－64－5005
◆ ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら
→ http://kabu.com/info/escapeclause.asp

カブドットコム証券株式会社
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号
加入協会：日本証券業協会、金融先物取引業協会
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