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Section01：理論と概略 ～ トレードノウハウの前提原則 ～ 

 

― 都内、某ホテル一室にて。講師２名（トレーダーＹ・橋本）・受講者様１名。 

 

Y：今回、橋本さんにも同席してもらっていますので、基本的には私がお話ししていく流れ

になりますが、その中、橋本さんは私のノウハウを教わった側の視点や、実際にノウハウ

を教わった上でのトレード体験などを踏まえた視点を前提に、付け加えておきたいところ

などがあれば、そういった話を経験者視点で補足するような話をしてもらえればと思いま

す。 

 

橋本：わかりました。Y さんの話を聞きながら、自分の経験則を照らし合わせて、受講者さ

んにとってしておいた方がいい話をピックアップして話をしていけばいいって事ですよね。

こういう時くらいしか頭を使う事が無いんで、とにかく思考フル回転で頑張ります。 

 

Y：それでは、よろしくお願いします。 

 

橋本：お願いします。 

 

Y：まず、私のトレード講習を受講される受講者さんには基本、必ず最初にお話ししている

事として、私のトレード講習の内容はルールが２～３割で、理論が７～８割くらいの割合

で、ほとんどが理論的な話になります。まあ、理論と言っても、基本的にはルールの背景

にある理論をお話ししていくものなので、基本的にはルールに関する話をしている事には

なるのですが、こういう条件が揃ったらエントリー、こうなったらクローズといった基準

を話すだけなら、それこそ、この講習はたぶん１時間もかからずに終わってしまうんじゃ

ないかと思います。実際、そういった売買に関する基準、ルールはそこまで多くありませ

んし、提供した資料を見てもわかる通り、ルールのみを箇条書きにすれば、せいぜい十数

項目くらいのルールがある程度なので、その各項目の判断基準だけを表面的に説明してい

くだけなら、そこまでの時間はかかりません。ただ、私の講習では『何故、そのようなル

ールや基準が有効なのか』といった背景にあたり、理論の方を重点的にお話ししていくよ

うにしているため、講習の大半は、そういったルールの背景や理論の話になります。 

 

Y：なので、今回、こうして橋本さんが同席しているのは、今後、橋本さんが講師をやって

いくにあたって、その理論的な説明を私がどのくらいのレベルでしているのかを実際の講

習で知っておきたいというところと、私としても、そこはしっかりと説明できるようにな

ってもらいたいので、今回のような体制にさせてもらった次第です。 
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橋本：実際、その資料にある１０個ちょっとのルールをそのまま説明していくだけなら、

僕もすぐにできますし、全然、楽な話なんですけど、その理論を人の説明するのは正直、

難しいというか Y さんのルールは１つ１つの理論がものすごく明確なので、説明する事は

全然できると思うんですが、それを理解してもらう事が前提なので、そこはやっぱり Y さ

んの講習を勉強させてもらって、その完コピを目指すのが手っ取り早いかなと思ってます。 

 

Y：実際にトレードをやっていく上では、その売買におけるルールをそのまま覚えて、その

ままそのルールに従っていけば、何の問題もなく稼げるのがトレードですし、私のトレー

ドルールは、ルールそのものの数も全く多くはないので、仮に一日１個のルールを覚えて

いくレベルの覚え方でも、１０日と数日くらいでルールそのものを完全に覚えて、その通

りに売買する事自体は、その時点ですぐにでもできるようになると思います。ですが、そ

のルールの背景にある理論が全く分かっていない状況でトレードをするのは、掛け算で言

うところの「九九」だけを丸暗記して、掛け算の理屈を何も分かっていないような状況で

計算をしていくようなもので、九九を暗記できていれば、大抵の掛け算は解けるとは思い

ますが、実際のところ、掛け算は３×３は３が３つあって、３＋３＋３で９になるという

掛け算の理屈が分かっていれば「３×３＝９」といった九九を全て丸暗記する必要はなく、

掛け算の理屈が分かっていれば、その理屈に沿って九九の問題は全て解く事ができます。 

 

Y：要するに「九九」をただ丸暗記するより、掛け算は、その理屈を理解する方が覚える事

も少なく済みますし、その方がより多くの問題を間違う事なく解けるようになると思いま

す。それこそ「掛け算の理屈」を全く理解せず、九九の丸暗記だけであらゆる数式を解い

ていこうとすると、仮に九九のどれか１つでも誤って暗記しているものがあれば、その誤

って覚えたものが含まれる数式が出てくる度に間違った答えを導き出してしまいます。こ

の「掛け算」と「九九」の話はあくまでも例えですが、トレードでは掛け算以上に複雑な

形で「あらゆる相場」が訪れる事になりますから、売買のルールや基準を表面的に覚えて

いるだけの状態ですと、掛け算の比ではないくらい「判断を誤る可能性」が出てきてしま

います。ただ、そこで「そのルールや基準の成り立ち」や「理屈」をしっかりと理解でき

ていれば、それらと照らし合わせる形で相場を判断できるようになるため、結果的にルー

ルや基準を表面的に「暗記」しているだけの状態より、ミスも少なくなります。 

 

Y：結果的に、その基準やルールを表面的に「暗記」するよりも、実際に「覚える事」が少

なくて済むようになり、何より、その方が「正しいトレード」を「正しい判断」で正しく

行っていく事ができるようになるというのは私の考えです。なので、私のトレード講習で

は、全てのルールや基準に対して『何故、そのようなルールになっているのか』『なぜ、そ

のルールが有効なのか』といったルールの「成り立ち」や「理論的な背景」などを１つ１

つ、しっかりとお話ししていくようにします。 
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橋本：実際、そういったルールの背景とか理論はどうでもいいという人がいますけど、こ

れってものすごく大事ですよね。確かに勝てる売買のルールや基準さえトレースできれば

トレードは勝てますけど、実際にトレードで勝てる有効なルールには絶対に勝てている理

由や根拠があるので、そこを「どうでもいい」と言ってしまう人って、猜疑心みたいなも

のがないのかなって思います。この講習に関しては、もう完全に Y さんを信用して、Y さ

んのルールの有効性を確信している人だけが受講されていると思うので、その前提であれ

ば、まだ理解はできるんですけど、無料で配布されているトレードのツールとか、数万円

くらいで売られている情報商材のノウハウとかって、まず、ルールが表面的に説明されて

いるだけで、その理屈とか、そのルールが有効な理由とかは説明されてないじゃないです

か。ツールとかだと、ルールさえ不透明というのがザラですよね。僕からすると、そんな

得体のしれないツールやノウハウをアテにして、よく投資なんてできるなって思います。 

 

Y：私も性格的にそれは無理ですね。そのツールを提供している人や、そのノウハウを提唱

している人の事をどんなに信用していたとしても、やっぱり、そのツールやルールの理論

的な背景はしっかりと自分で判断したいです。そこに納得できなければ、自分の資金をそ

こに投資しようとは絶対に思わないです。なので、私は自分の講習でも、そこをまず理解

してもらい、何より納得してもらうのが重要だと思っていますので、ルールをただ表面的

に説明するのではなく、その背景や理論も含めて講習を進めていくようにしています。 

 

橋本：でも、僕自身、これまで投資の情報商材を売っている人とか、実際にトレードで稼

いでいる人とかと話をしてますが、自分がやっているトレードルールの有効性を理論的に

説明できる人って、基本、いないというか僕が知っている限り、そこをここまで明確に説

明できている人って Y さんくらいです。実際、情報商材系の人は、過去の値動きに対して

「こういう基準の売買で勝てていた」というルールを後付けで作って売っているとか、そ

のトレーダー自身が、そういうやり方でルールを作ったとか、基本、そういう話しか聞か

ないですし、僕ももともと自分でトレードをやってましたが、自分がやっていたトレード

判断やルールの全てを理論的に説明できるかと言えば、全然、できないです。結局、そこ

には何だかんだで感覚的な部分も入っているので、全てを理詰めで説明する事はできない

んですよね。まあ、それで勝ててたのかという話になれば、負けてはいませんでしたけど、

大きく勝ててもいなかったので、トレードのために費やしていた時間とか労力の分を考え

れば、全然、マイナスだった感じですから、Y さんが本格的にトレードを初めて、Y さんの

ブログとか、メルマガとかを読んで、改めて、自分がこれまでやってきたトレードがいか

に適当で甘かったのかを痛感させられました。同時に「やっぱりこの人すげえ」と思いま

したね。 
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Y：まあ、ファンダメンタルを含めて判断している人なら、感覚的というか、裁量的な判断

になってしまう部分があるのは仕方がないと思います。実際、橋本さんはファンダメンタ

ルも含めてやっていたんでしょ？ 

 

橋本：そうですね。僕の場合は株とか為替の FXから初めていたので、ファンダメンタルも

意識してました。でも、テクニカルの部分でも、Y さんのブログにあったように、実際に自

分が使っている指標の理論を１００％理解して使っていたのかと言えば、全然でした。結

局、どっかのサイトや本に書いてある使い方をして、そこにあれこれと指標を付け加えて、

少し勝率が上がれば、よし！と思って、しばらくやってみるとやっぱりダメかも、という

のを繰り返していた感じです。 

 

Y：確かにテクニカル分析を行っているトレーダーは、ほぼ例外なく、何らかのテクニカル

指標を使っていますし、私のノウハウでもテクニカル指標は使います。ですが、大半の勝

てていないトレーダーの共通点として、橋本さんが言うように、自分自身が実際に利用し

ている指標の「成り立ち」や「理論」を１００％理解して使っている人はほとんどいませ

ん。そして、そういうトレーダーほど、あれこれとたくさん指標を組み合わせて使ってい

る傾向にあります。それこそ、理論的な背景がよくわからない指標同士を組み合わせて、

結果論、それが勝てるかどうかをやみくもに試し続けていくようなトレードをやっていま

す。 

 

橋本：まさに以前の僕ですね。 

 

Y：で、橋本さんも実際に良い結果を出せていなかったように、そういうやり方では、まず

有効なトレードルールを確立することはできません。仮にできるとしても、それは完全に

運の領域だと思います。本来は理論を辿る形で導き出せるはずのものを、理論を無視して

やみくもに答えを導こうとしているようなものですから、理論を無視した指標の組み合わ

せは、そもそも、運に身を任せて有効なルールを模索しているのと変わらないと思います。 

 

Y：ただ、そもそもの話として、テクニカル指標として今、世の中に出回っているものは、

その１つ１つにしっかりとした理論があり、実際にそれを１から作った人もいて、そして、

それが実際に有効だからこそ、長年、多くのトレーダーがそれを使っているわけですし、

世の中に知られるテクニカル指標として、残り続けているのだと思います。要するに、指

標１つ１つは、それ自体ですでに完成されているもので、その完成度をまだ向上できる余

地はあるのだと思いますが、それが簡単にできるなら、そもそも、それを作った人がやっ

ているはずです。 
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Y：逆にそれを作った人が最大限、その有効性を高められたものが、今、世の中に知れ渡っ

ているテクニカル指標なわけですから、それを第３者が、そうそう安易に精度を高める事

などできるはずがないと思います。まして、全く別の人が作った全く別の理論に基づく指

標をただ組み合わせて使うだけで、より有効なものになるという考え方は、少なくとも私

は微妙だと思いました。そこがそもそも微妙な状況で、類似したものを含めれば、ほぼ無

数にあると言ってもいいテクニカル指標を幾つか「組み合わせる」という時点で、どれと

どれ、どれとどれをどう組み合わせるかという選択肢は無限にあると言ってもいいくらい

ですから、そのあらゆる組み合わせで検証を重ねて有効な組み合わせを導き出すというや

り方は、言ってみれば、当たりが無いかもしれない宝くじを引き続けるようなものだと思

います。そもそもテクニカル指標を組み合わせる行為そのものが、本当に合理的なのかさ

え不透明なわけですから。 

 

Y：ですから、私はテクニカル分析を行っていく最初の段階で「テクニカル指標組み合わせ

る」という選択肢は外しました。そもそもテクニカル指標は１つ１つでも十分に有効なの

ですから、１つの指標に対象を絞り込んで、その指標が使える相場と使えない相場を絞り

込むような形で検証を重ねていけば、おのずと有効な分析基準に辿り着けると思いました。

少なくとも答えのようなものには近づいていけると思ったわけです。 

 

橋本：今となっては、本当にその通りだと思います。でも、そう思えるのは、やっぱりＹ

さんのノウハウで実際に勝てている現実があるからで、以前の僕も含めて、多くのトレー

ダーが複数のテクニカル指標を組み合わせて使うのは、むしろ１つの指標では勝てないと

思っているからで、実際、Ｙさんは１つの指標を駆使して勝てるノウハウを確立してます

けど、Ｙさんの指標の使い方は普通じゃないというか、全然、理には適っていますし、そ

れが有効だという事を分かった上であれば、もう、Ｙさんの指標の使い方こそが正しくて、

それ以外の使い方が本来の有効性を損なう使い方なんだと思うくらいですけど、実際、ほ

とんどのトレーダーはそこに辿り着けないので、別の指標を組み合わせて有効性を高めよ

うとしてしまうんだと思います。実際、テクニカル指標は組み合わせて使うのが当たり前

で、それが普通という事を書いているテクニカル分析関連の本やサイトがほとんどなので、

そういう情報源ばかりが普通にあるような状況なら、普通に誰でもそうしちゃうと思うん

ですよね。実際、僕もそうしていましたし、そういう状況で、実際、そこまで勝ててはい

なくても、テクニカル指標を組み合わせて使う事に疑問を抱く事は全くありませんでした。

それこそ、別の有効な組み合わせをひたすら模索していましたし、トレーダーはみんなそ

うなんじゃないかと思います。 
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Ｙ：私の場合、性格的な部分も含めて、それがどんな物事でも、それが正しいかどうか、

真実かどうか、有効かどうか、といった事は、自分が理論的な部分でそこに１００％納得

できない限り、まず、それをそのまま真に受ける事や、そういったものに従う事はありま

せん。基本、どんな物事でも、本当に突出しているような人って少数派なので、それ以外

の多数派の常識や考え方は、結局のところ突出して物事を上手く進められない常識や考え

方だと思うんです。 

 

Ｙ：基本、私はそういう考え方なので、とくに投資の世界で言えば、あからさまに負けて

いる人が多数派で、勝っている人は少数派なんですから、それこそ多くの人が当たり前と

思っている事や普通だと思っている事の大半は、正しくない可能性があると思った方がい

い分野なのは確実で、そこでまず思った事の１つが、今、お話ししたテクニカル指標の在

るべき使い方の部分でした。 

 

橋本：指標を１つに絞り込む事もそうですけど、その指標の使い方自体が、その理論を突

き詰めた上での使い方をしているので、Ｙさんの凄いところは、多くのトレーダーがトレ

ードやテクニカル分析で、当たり前のようにやっているはずの指標を組み合わせて使う常

識を疑った上で、その指標の使い方の部分さえ、自分なりに理論を突き詰めて、より有効

な使い方に行き付いているところだと思うんです。実際にテクニカル分析をそれなりにや

っている人からすれば、Ｙさんが使っている指標だけでここまで相場を予測できて、ここ

まで勝てるノウハウを確立できるなんて、まず絶対に思わないと思うんですよね。 

 

Ｙ：指標の使い方に関しては、私からすると、その指標の理論を前提に考えれば、むしろ、

私のような使い方をするのが私からすると、普通なのですが、確かに橋本さんの言う通り、

私が使っている指標は、かなり王道系の指標で知名度も高いですが、その分だけ、否定派

も多く、一般的にはその指標だけでは勝てないと言われている指標の１つだと思います。

まあ「この指標だけで勝てる」と言われている指標なんて、そもそもありませんが、私が

使っている指標は王道で有名な指標の１つですが、補助的な指標に使っている人が多いの

が実情で、それだけでトレードをやっている人はもちろん、それをメインに使っていると

いう人も珍しい指標かもしれません。でも、それをメインに使っている人が少ないのも、

それだけでは勝てないという否定派が多いのも、その指標を使っている人がネットなどで

調べて出てくる範囲の表面的な使い方しかしていないからであって、その指標の理論を踏

まえて合理的な使い方を追及すれば話は全然変わってきます。私としては、その指標の理

論に沿った使い方をしているだけで、とくに独自の使い方を編み出したとは思ってません。

逆にそういった表面的な情報や使い方をしている側の人達の方が理に適っていない使い方

をしているだけ、というのが私の考えです。ただ、確かにテクニカル分析の経験や、その

指標を使った経験がある人ほど、私の指標の使い方を聞いて、驚く人は多いですね。 
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橋本：ですよね。僕も、最初はその指標だけで勝つなんて絶対無理でしょ、と思ったのが

正直なところです。でも、今となっては、Ｙさんの使い方こそが正しいと思いますし、そ

れ以外の使い方はもう考えられないと思うようになっているので、そういう部分でも、指

標の理論とか背景なんて、自分でやっていた頃はそこまで気にもしませんでしたが、むし

ろ、それこそが重要で、テクニカル指標は、そこを前提に使っていかなきゃ駄目なんだと

思い知らされましたね。 

 

Ｙ：要するにテクニカル分析は、本当に有効な指標なら、１つの指標を徹底的に追及すれ

ば、それで十分に勝てるにも拘わらず、多くのトレーダーは、その理論を無視した表面的

な使い方を前提に、また別の指標を表面的な範囲で組み合わせているので、私からすれば、

勝てないのは当たり前で、そのような行為は無駄にチャート分析そのものを複雑にしてい

るだけだと思います。 

 

橋本：確かに指標を組み合わせていくと、組み合わせた分だけ、確認しなければいけない

指標も増えてトレードそのものが複雑になっていきますよね。僕自身、指標を組み合わせ

てどんどん判断基準が複雑になっていくのを感じましたし、過去、情報商材で知ったノウ

ハウの中には、これ、絶対に無理でしょ、と思うほど、たくさんの指標を同時に確認して

複雑な判断をしなければならないものも実際にありましたから、指標をたくさん使ってい

くようになった結果、そこに苦労しているトレーダーも多いですよ、きっと。それで勝て

るなら、まあ、という話ですけど、それで勝つ事もできていないとか最悪ですよね。 

 

Ｙ：指標が１つでよければ、その指標だけを確認して、その指標だけで判断すればいいの

で、判断基準は確実にシンプルなものになります。もちろん、トレードで勝てなければ話

になりませんが、実際に勝てるなら、トレード判断の基準はシンプルで分かりやすいに越

した事はありません。その部分でも、私のノウハウの判断基準は確認する必要がある指標

が１つだけな分、間違いなく、かなりシンプルな部類に入ると思います。 

 

橋本：いや、僕がこれまで目にしてきたノウハウの中では、間違いなく、ダントツでシン

プルです。情報商材系のノウハウは、作った人が本当にこれでやれているのかと思うくら

い、あれこれ、色々な指標を見て、判断しなければならないものばかりだったので、そう

いうものと比較するなら、Ｙさんのノウハウは間違いなく、指標を見てのトレード判断が

明快だと思います。こんなシンプルなチャート分析でこんなに勝てるノウハウは無いと思

います。 
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Ｙ：私自身、最初は自分がトレードをやっていく前提でテクニカル分析を追及していまし

たが、途中からは、第３者に運用を任せる方向性を前提とし始めたので、トレード判断の

基準やルールは、やはり明快でシンプルなものでなければ、再現性そのものが左右されて

しまいますし、判断を誤る可能性も高くなってしまいます。指標を１つに絞った理由がそ

こにあるわけではありませんが、結果的に、トレード判断の基準はかなりシンプルで分か

りやすいものになり、こうして人に教えて、同じトレードを再現して稼いでもらう分には、

ベストなノウハウを確立できている事は間違いないと思います。 

 

橋本：Ｙさんは、基本スペックが高過ぎるので、Ｙさんには何なくできる事でも、それを

教わった方が同じようにできるどうかは別問題ですからね。それこそ、ネットビジネス関

連のスキルとか、コピーライティングのスキルとかは、やっぱりＹさんだからこその部分

が大きいスキルなので、僕がどう頑張っても、ネットビジネスでＹさんと同じくらい稼ぐ

事はできませんでした。でも、トレードのノウハウに関しては、実際、Ｙさんと同じトレ

ードを同じようにできているので、資金の金額さえ同じならＹさんと同じように稼げるス

キルを自分のものにできている事になりますから、これって本当に凄い事だなって思いま

す。 

 

Ｙ：そうですね。これまでネットビジネスやコピーのスキルを人に教えてきた経緯もあり

ますし、その一部を人に任せる形で展開している事業もありますが、結局、コピーを書く

仕事は自分でやっていたので、そこは、人に任せるより、自分でやる方がリターンを大き

くできる部分なのは間違いないです。現に今もそういう部分は、自分がやるようにしてい

ますが、トレードに関して言えば、有効なノウハウの追及や研究は今も自分でやっていま

すが、有効なものさえ確立してしまえば、それをそのまま第３者にやらせていく方向で同

じリターンを生み出せるので、そこはネットビジネスとは圧倒的に違う部分だと思います。 

 

橋本：僕としては、どんどん有効なルールを提供してもらえるので、今の体制はものすご

く有難いですけどね。 
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Section,1：理論と概略～トレードノウハウの前提原則～ まとめ 

 

 ・トレードノウハウ、トレードルールは、なぜ、そのルールが有効なのか、なぜ、そ 

のような基準で売買を判断するのか、などを、その背景にある「理論」を理解し、 

その「理」に沿った判断と共に実際のトレードを行えるようになる事が望ましい。 

 

→ ルールを表面的に理解するだけでは、その認識や解釈に相違があった場合など 

自分が理に適った売買を行えていない事に気付かず損失を出してしまうため、それ 

を避ける上でも、トレードルールは「理論的な裏付け」と共に理解する。 

 

→ トレードを行うためのルールや売買の基準には、全て、相応の理論的な裏付け 

があって然るべきであり、そのような裏付けが「無い」「不透明」という時点で、 

そのノウハウは理に沿って作られたものではなく、過去の値動きに対する後付けの 

結果論で作られたルール（過去の値動きにこじつただけのルール）である可能性が 

高い。 

 

 ・テクニカル指標は、その１つ１つに理論的な背景があり、その理論を突き詰めた使い 

  方をしてこそ有効となる。 

 

  → やみくもに別の指標を組み合わせる行為は、それぞれの指標単体の有効性にマ 

イナスな影響を与えてしまう恐れがあり、１つの指標の有効性を突き詰めるだけでも 

テクニカル分析やトレードの精度は十分に高められる。 

 

・テクニカル指標を１つに絞り込む事で多様化してしまう指標の有効な組み合わせを 

模索する必要がなくなり、トレードルールそのものをシンプルなものにできる。 

 

  → テクニカル指標の組み合わせは無数にあり、その中から有効な組み合わせを模 

  索し、検証を重ねていく行為は非効率であり、多大な時間を要してしまう上に、そ 

  の組み合わせ行為そのものに合理性が無い可能性も否定できない 

 

  → 複数のテクニカル指標を組み合わせて利用していくほど、売買の判断基準やト 

  レードルールが複雑化し、そのルールそのものが「ただのこじつけ」になってしま 

 う可能性がある。 
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Section02：共通原則と普遍性 ～有効なテクニカル分析の条件～ 

 

Y：テクニカル分析は相場の値動きを予測する方法論の１つですが、そもそもの相場の根本

を言うと、その時、その時点の相場のレートは、その時、その時点の売り手と買い手の合

意に基づく売買で決まっていきます。ですから、それが株であれ、為替であれ、ビットコ

インであれ、常にそこにはそれを売る人と買う人がいて、売り手側で競争が生じれば「自

分はもっと安く売ります」という人が増える事でレートは下がっていきますし、買い手側

で競争が生じれば「自分はもっと高く買います」という人が増える事でレートは上がって

いきます。つまり、相場はそこで売買を行っている人達の売り買いの強弱で変動していき

ます。 

 

Ｙ：ただ、相場の中で行われている売買と、世の中で普通に行われている、一般的な商品

の売買には大きな違いがあり、一般的な商品の売買には、そこに純粋な消費者需要があり、

その商品を純粋に「欲しい」という消費者が実際にそういった商品を買っていくわけです

が、相場の世界では、そのような純粋な消費者需要は無いに等しく、相場の世界で売買を

行っている人達は利益を追及するために売買を行っています。要するに安く買って高く売

る。ＦＸなどの証拠金取引なら、高く買って安く売る事でも稼げるので、そのような売買

で利益を得る事が全ての投資家、トレーダー達の共通する目的だという事です。 

 

Ｙ：そして、その目的が共通している以上、相場の世界で買う側に回る人は、その投資対

象のレートが今後、上がっていくと思っている人達で、売る側に回る人は、そのレートが

今後、下がっていくと思っている人達という事になります。ただ、投資家、トレーダーご

とに、その予想基準や判断基準が異なるため、結果的に相場内には常に売り手と買い手が

分かれる形になるわけですが、そこに何らかの要因で偏りが生まれると、その偏った方向

に相場が動いていく事になります。「レートがこれから下がる」という判断で売り手に回る

人が多くなれば、相場は下がりますし「これからレートが上がる」という判断で、買い手

に回る人が多くなれば相場は上がっていく事になります。よって、相場が動いていく直接

的な要因は、投資家、トレーダー達の売り買いの強弱という事になります。ただ、その売

り買いは、投資家、トレーダーごとの何らかの判断要因によって行われていますので、厳

密に言えば、その売り買いの判断要因となっているものこそが、相場を動かしていると言

ってもいいと思います。そして、その判断要因にあたるものがファンダメンタルと呼ばれ

るものとテクニカルと呼ばれるもので、投資家、トレーダー達の売り買いの判断要因を突

き詰めれば、その要因は確実にこのどちらかに分類される事になります。 
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Ｙ：その上で、ファンダメンタル分析は、その投資対象となるものの現在の価値や将来的

な価値を分析していく事で、その投資対象となるものの現在の価値や将来的な価値などを

左右する情報などは全般的にファンダメンタルに該当し、対するこのテクニカル分析は、

レートの推移を時系列にしたチャートなどで、昨日の安値はいくらだった、数時間前のレ

ートはいくらだったというレートの推移から先々の値動きを予測していく事を言いますが、

世の中の投資家、トレーダーと呼ばれている人達は、このどちらかか、両方を何らかの基

準で分析して売買を行っています。 

 

橋本：僕の場合、以前は両方を分析していましたが、ファンダメンタルは、かなり感覚的

な範囲で意識したりしなかったりという感じでしたから、今思うと、そういう曖昧な判断

基準を入れてしまうと、最終的には悪い方ばかりに考えて勝ちを逃したり、逆にそれを都

合の良い方に考えた時に限って負けを大きくしたりという気がします。 

 

Ｙ：確かに相場内には、ファンダメンタル分析に基づく売買とテクニカル分析に基づく売

買の両方が常に介入していますが、ファンダメンタルに基づく売買は、基本的には、何ら

かの新しいファンダメンタルとなるような情報が出てこない限り、その時点に出揃ってい

る判断材料は変わらないものです。株であれば、業績の発表だったり、新商品の発表だっ

たり、その会社の社長が捕まったといった悪いニュースなども含めて、そういった、その

株を発行している会社の将来性を左右するような情報が世に出てきて、初めて、ファンダ

メンタル分析の波風がそこに起きる事になります。ですが、そういった情報は、１分単位、

１秒単位で次から次へと出てくるわけではありません。そういった新しい情報が何も出て

来ていない状況にあるなら、その時点で出回っている既存の情報のみが判断の基準になる

ので、それは言わばファンダメンタルの波風が何も立っていない無風の状態なので、当然、

そのような状況であれば、ファンダメンタル分析に基づく売買が、そこまで活発になる事

もありません。 

 

Ｙ：ですが、テクニカルに関して言えば、テクニカル分析の対象となるチャートは１分単

位、１秒単位で動き続けているので、実際にレートが動けば、それに伴ってチャートも更

新される形になり、それに伴う形で多くのトレーダーがアテにしているあらゆるテクニカ

ル指標も、そのレート変動と共に、１分単位、１秒単位で変動していく事になります。つ

まり、テクニカル分析の対象となるチャートにおいては、常に１分単位、１秒単位で情報

の更新があるため、これについては常に少なからず、そこに波風が立っている事になるた

め、ファンダメンタルのような無風の状態というのは、基本的に存在しません。 

 

 



13 

Ｙ：そして、テクニカル分析やテクニカル指標にはあらゆる分析方法や分析基準がありま

すから、レートの変動によって、何かしらの指標が動けば、トレーダー誰かしらの売買の

基準を満たす可能性が出てきます。そして、実際に売買が行われれば、それがまたレート

の変動を生む要因となるので、その連鎖反応で、どんどんレートが動き、また指標もどん

どん動いていく事になれば、その変動と共に、どんどん別のトレーダーの売買の基準も満

たしていく形となります。そういった連鎖反応の繰り返しによって、多くのトレーダーに

共通するようなテクニカル分析に基づく売買の基準を満たす形になれば、それによって、

大きな売買が行われるようになり、そこで大きな売買の偏りが生まれれば、その偏りが生

まれた方に大きく相場が動いていく事になります。実際、ファンダメンタル的な要因が何

も出て来ていないにも関わらず、相場が急に高騰したり、下落したりするような事はよく

ありますから、その要因はそういったテクニカルの連鎖で売り買いに大きな偏りが生じた

時で、そのような形でテクニカルの視点で売り買いに偏りが生じるポイントを予測できれ

ば、当然、その予測に沿った売買で稼ぐことも可能になります。ただ、このようなテクニ

カルの視点で生じる売り買いの偏りは、あくまでも短期的なものなので、テクニカル分析

で数年先、数十年先の相場を予測するというのは、基本的に不可能だと思います。逆にフ

ァンダメンタルは、株を発行している会社の今後の業績や、為替なら、その国の今後の経

済発展などの予測などから、数年先、数十年先を予測する事はできると思いますが、とく

に新しい要因が何も出て来ていない状況で、１秒先、１分先の値動きを予想する事はでき

ないと思います。 

 

Ｙ：つまり、テクニカル分析は１秒単位、１分単位の情報更新がある以上、その書き換え

られた情報をもとに、１秒先、１分先といった予想も可能なので、基本的には短期的な値

動きの予測が有利なもので、逆に年単位の長期的な値動きをテクニカルで予測するという

のはナンセンスだと思います。対してファンダメンタルは、例えばどこどこの会社の社長

が捕まるとか、いつ、どこの国でテロが起きるとか、そういった情報を事前に掴んでいる

とか、そういった情報を誰よりも早くキャッチして、それに基づく売買を事前に行えるレ

ベルなら、そのような要因によって生じるであろう値動きを事前に予測する事もできます

が、そのような特別な情報源を持っていない限りは、むしろ、そういった特別な情報源を

持っている人の後を追うような不利な売買をするしかないと思います。つまり、ファンダ

メンタル分析を短期間の相場の予測に有効活用できるのは、そういう特殊な情報源を持っ

ている一部の人だけで、そういった情報源を持っていない私のような普通のトレーダーは、

長期的な将来性などから、数年先、数十年先の予想は有効に行う事ができても、ファンダ

メンタル分析で短期的な値動きを予想するのは不可能に近いと思います。そういった点で

も、少なくともテクニカル分析の対象となるチャートの情報は、今はインターネットさえ

繋がっていれば、世界の誰が、いつ、どんなタイミングでチャートを見ても、そこで得ら

れる情報は同じなため、これについては完全に平等な立場で分析していく事ができます。 
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Ｙ：私としては、有利な人に比べて、不利な立場でしかアテにできないファンダメンタル

よりも、全てのトレーダーが平等な立場で分析できるテクニカルの方が、まだ勝ち目があ

ると思ったため、少なくとも短期的な値動きを予想して売買を行っていく上では、ファン

ダメンタルは基本、無視する方向で、テクニカル分析のみを追及していく方向で今に至っ

ています。結論として、私のトレードノウハウはファンダメンタルを一切考慮せず、テク

ニカル分析のみで相場を予測していく手法になっているという事です。 

 

橋本：長期的に見ればファンダメンタルは使えますが、数分とか、数時間とか、その範囲

の値動きにファンダメンタルはマジでいらないですよね。 

 

Ｙ：ただファンダメンタルを無視すると言っても、相場にファンダメンタルが介入してい

る事は事実なので、相場に明らかなファンダメンタル要因が介入してきた場合、相場はフ

ァンダメンタルに支配される可能性が高くなります。また、テクニカル分析そのものが、

そのファンダメンタルによる売買を折り込んだものになるので、少なくとも、テクニカル

分析のみで予測できる値動きとは異なる動きを見せる可能性が高くなるので、そのような

相場では、当然、テクニカル分析は不利になります。だからこそ、トレードでは予想と異

なる値動きに対する対策として、損切りなどのルールを定める必要があるわけですが、そ

の点については、これからお伝えするトレードノウハウは、先立つ資料でも言及してあっ

た通り、エントリー時点のレートを実質的にそのまま損切りのレートに定めるルールが前

提となっていますので、基本的に含み損を抱えながらポジションを保持し続けるという事

がないノウハウになっています。 

 

Ｙ：ですから、仮に相場に何らかの突発的なファンダメンタルが介入してきて、普通では

考えられないような値動きになったとしても、仮にその時点でポジションを持っている場

合は、まず間違いなく、ある程度の含み益が出ているような状況ですから、そのような突

発的なファンダメンタルで相場が思わぬ動きをした場合は、その含み益が爆発的に増える

事になるか、あるいは、その含み益が一気に無くなってしまうかのどちらかで、仮に含み

益が全て消えてしまっても、その含み益が消えるポイントがポジションを建てたエントリ

ーレートであり、また、損切りのレートでもありますから、そこまで相場が戻ってきてし

まった時点でそのまま損切りのルールが適応となって、ポジション解消となるだけです。

要するに、これからお伝えするトレードノウハウは、そういった突発的なファンダメンタ

ルで相場が急激に動くような場合でも、どう転んでもそこまで大幅な損失を生んでしまう

ような事はありえないトレードルールになっているという事です。 

 

橋本：実際、ドル円とかの為替トレードで、ポジションを持っている最中に、前にあった

テロとかが起きたりすると、レートが急激に動いて、手に負えなくなりますもんね。 
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橋本：そういう時って、世界中のトレーダーが焦って注文を出すので、海外の取引所でも

国内の取引所でも、注文そのものが通らない状況になって、気が付けば爆益か爆損とかロ

スカを食らっているような状況になるので、そんな事って、まずめったには無いですけど、

トレードって、そういうリスクも一応はあるわけじゃないですか。でも、このトレードル

ールなら、エントリー時点で損切りのレートがもう決まっているので、そこに指値を入れ

ておけば、それ以上、負けを食らう事もないので、そういう場合のリスクも最小限にでき

る上に、場合によっては、それで爆益が出る可能性だけは残せているので、そういう相場

はもうギャンブルになってしまうと考えても、ものすごく割りのいいギャンブルができる

ようになってますよね。 

 

Ｙ：まあ、テロで為替相場が急変動するとか、そこまでの極端な相場は、もう予想云々の

世界ではないので、そういう場合でも、リスクと損失は最小限にできて、リターンと利益

を大きく伸ばせる可能性はあるので、そういうケースが最高な状況を生む事はあっても、

最悪な状況を生む事は無い、というノウハウという事は間違いありません。 

 

橋本：僕はＹさんより、為替相場とか株の相場のトレード歴は長いので、実際、そういう

相場で結構やられた事もあるんです。でも、このノウハウでトレードをやっていれば、そ

ういう相場でやられた分はほぼ最小限の損失にできていて、逆に良い方向に転んだケース

では爆益になっていた事になるので、そう考えるとＹさんがもっと早くこのノウハウを確

立してくれていれば、とか思っちゃいますね。でも、僕みたいな目にあっているトレーダ

ーなんて、たくさんいると思いますから、そういうトレーダーから見ても、このノウハウ

は、本当に理想だと思います。 

 

＊＊＊ 

 

Ｙ：少なくとも、ファンダメンタル分析で「これ以上、レートは下がらない」「ここから相

場が上がりはじめる」といったレートやポイントを、ピンポイントで予測する事はまず不

可能ですが、テクニカル分析であれば、多くのトレーダー、または一定数のトレーダーが、

特定のレートを境界線として、そこを死守しようとする可能性が高いポイントを予測する

事ができます。このトレードノウハウは、まさにそういったポイントを予測し、そこをピ

ンポイントに狙ってポジションを建てていくノウハウになっています。 

 

Ｙ：ただ、そもそも、そのようなテクニカル分析は、レートの推移によって描かれるチャ

ートの形状として、多くのテクニカル分析派のトレーダーの売買が偏るポイントを予測し

ていく事で、値動きの予測を可能にしています。 
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Ｙ：つまり、テクニカル分析の根本は、レートの変動によって描かれるチャートの形状か

ら、売り買いの偏りが高い確率で生じるパターンや規則性などを追及していく事にあり、

更に突き詰めて言えば、そのチャートの形状から多くのトレーダーがどのような売買を行

っていく可能性が高いのか、その行動心理を分析していく事にあります。要するに、テク

ニカル分析は値動き、チャートを対象とした行動心理、統計心理を追及し、分析していく

ものという事です。 

 

Ｙ：実際、テクニカル分析を行う際は画面に表示させたチャートを見て行いますが、実質

的に分析していくのは、そのチャートを同じように見ている世界中の投資家達、トレーダ

ー達の心理であり、また、そういった人達が行っているテクニカル分析に伴う判断を分析

した上で、売り手に回る人と買い手に回る人のどちらが多いのかを予測していきます。い

ずれにしても、それが心理分析である以上、そのような心理傾向にあたるものは、心理学

の見地で言えば、ある程度の普遍性があるとされています。そもそも多くの人に共通する

心理や行動を研究していくのが心理学の一端でもありますので、そのような心理学の原則

を前提に考える場合、テクニカル分析に紐付けられるような相場の値動きは、どこの相場

を対象とする上でも、それが共通したものになっていなければ道理に合わないと思います。 

 

Ｙ：株をやっている人の心理傾向、為替のＦＸをやっている人の心理傾向、ビットコイン

を売買している人の心理傾向、これらは共通するはずであり、その心理傾向が共通してい

るという事は、いずれの相場においても、共通して見られる値動きの傾向があるはずです。

故に私がいざテクニカル分析を追及していく際に行った事は、株、為替、仮想通貨といっ

た異なる市場の値動きを対象に、それぞれに共通する値動きの傾向を導き出すという事で

した。それが言わばテクニカル分析で導き出すべき答えのようなものだと考えたからです。 

 

橋本：こうやって話を聞けば、説得力があり過ぎて、むしろそれが普通のようにも聞こえ

てきますけど、いざトレードをやろう、テクニカル分析をやろうと思って、そこから手を

付ける人はまずいないと思います。普通は株で稼ごうとか、ＦＸで稼ごうとか、そういう

ところからテクニカル分析に行き着くので、そこから、株なら株、為替なら為替のチャー

ト分析を頑張るのが普通だと思いますし、僕も散々、それをやってました。というか、相

場とか、テクニカル分析をそこまで俯瞰で捉えないと思うんですよね。 

 

Ｙ：テクニカル分析が統計心理に関係している以上、統計の母数は多いに越した事はなく、

また、本来は共通しないはずのものから共通点を探し出していく方が効率的だと思ったの

で、私としては当然のように、多くのトレーダーが参入している株の相場、為替の相場、

仮想通貨の相場といった異なる相場の値動きから、それらに共通する値動きを見つけ出し

ていく道筋を辿っていく事にしました。 
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Ｙ：ただ、橋本さんが言うように、世の中のほとんどのトレーダーは、勝っている人も負

けている人も、自分が決めた相場のみを対象にテクニカル分析を追及しているので、私の

ような、あらゆる相場に共通した値動きを探すというやり方でテクニカル分析を追及して

いるという人は、少なくとも私が知っている限りでも、自分以外に目にした事も耳にした

事もありません。ですから、テクニカル分析における、先立つ根本的な出発点そのものの

が、私のノウハウは、多くのトレーダーとは異なるという事です。 

 

橋本：それこそ、Ｙさんのテクニカル分析は指標を１つしか使わないじゃないですか。で

も、それって、あらゆる相場に共通する動きを絞り込もうと思ったら、必然的に指標をた

くさん使う必要がないですよね。指標を１つに絞り込んでいるところって、実際、ここに

も繋がってますよね。 

 

Ｙ：橋本さんの言う通り、複数の相場に共通する値動きを絞り込む上では、複数の指標を

使って複雑な事をするよりも、シンプルなフィルターを１つかけて、そのフィルターに対

して共通する結果を絞り込んでいけば、それで十分という事になります。要するに特定の

指標に対して、この指標がこういう状況の時、どの相場でも同じような値動きになる、と

いうものを見つけ出せば、それが答えになるわけですから、私がいざテクニカル分析でや

りたい事をやっていく上でも、テクニカル指標は１つの指標を使うだけで十分だったんで

す。 

 

Ｙ：私のトレードノウハウは、そのような経緯で確立していますので、テクニカル分析の

ノウハウそのものは株の相場でも、為替の相場でも、仮想通貨の相場でも、ある程度の有

効性は伴うようになっています。ですが、私自身が現状、実際にトレードの対象にしてい

るのは、ほぼビットコインの相場で、この講習を受講いただいた受講者さんにも、基本的

にはビットコインの相場を対象にトレードを行っていく事をお勧めしています。その理由

は、率直にビットコインの相場が一番稼げるからなんですが、ビットコインの相場が圧倒

的に稼げる理由は主に２つあります。 

 

Ｙ：まず１つは、ビットコインの相場が最もテクニカル分析が有効に作用しやすいからで、

株や為替の相場に比べて、ビットコインの相場は、テクニカルに沿った値動きとなる確率

が非常に高く、逆にテクニカルに沿わない値動きがほぼ無いに等しいのが実情で、ほぼ大

半の値動きの動向が、何かしらのテクニカルの指標や基準などで説明付ける事ができます。

テクニカルの視点で説明がつかないような値動きがほぼ無いに等しいという事です。逆に、

株や為替の相場は、時にテクニカルに沿わない動きをしますし、テクニカルではどう転ん

でも説明のしようがない値動きというのが頻繁にあります。 
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Ｙ：なぜ、ビットコインの相場がそこまでテクニカル寄りで、株や為替がそうではない時

があるのかと言うと、これはファンダメンタルの影響力によるもので、ファンダメンタル

の影響が強い相場ほど、テクニカルは不利になりますし、ファンダメンタルの影響が弱い

相場ほど、テクニカルは有利になります。そのような視点で見た場合、株や為替の相場に

比べて、ビットコインの相場はファンダメンタルの影響がほぼ無いに等しいのが実情です。 

 

Ｙ：逆にファンダメンタルの影響が一番強いのは株の相場で、例えば株のレート、株価の

場合、株価が１０００円だった場合は、必ず、その会社の株価が１０００円である事に理

由があります。その会社がどれくらいの資産を持っているとか、どれくらいの負債がある

とか、どれくらいの業績を何年間維持しているとか、そのような、まさにファンダメンタ

ル分析の対象となるような要因で、その会社の適正と言える株価は、ある程度、計算する

事ができます。現時点の株価には、それ相応の計算根拠があり、その根拠に対して、著し

く乖離したような金額にはまずなりません。つまり、その時点の株価には、ある程度の範

囲でファンダメンタルの裏付けがあるという事です。 

 

Ｙ：これが為替レートになると、話は少し複雑になるのですが、為替レートは、２カ国間

の法定通貨のレート差なので、基本的には、経済発展していく国の通貨の価値は強くなり、

そうではない国の通貨の価値は弱くなっていきます。そういった考え方で、各国の経済指

標などを分析していけば、日本円に対して米ドルの価値はいくらで、どうなれば、そのレ

ートが上がる、下がるという考え方は、株ほど簡単ではないにしても、そのような経済な

視点で、それなりのレートを計算できる余地はあるはずです。要するに、その国ごとの経

済状況などが、そのままファンダメンタルとして為替レートの影響を与えています。 

 

Ｙ：これに対して、ビットコインは、株価のように、現時点のレートを裏付ける計算根拠

のようなものは何もありません。例えば２０２０年の値動きの範囲でも、３月頃には一時

４０万円近く落ち込んだレートが、１１月には２００万円を超えて、約５倍になっていま

す。ですが、３月時点、１１月時点で、ビットコインの何が変わったのかと言えば、実際

のところ、何も変わってません。ビットコインはただデジタル通貨として、存在していた

だけで、それ自体の価値を左右するようなものが何もない状況で、その価値が５倍近く変

わっています。それこそ株価や為替レートが５倍も変動するような時は、必ず、それだけ

の変動を説明付けられるファンダメンタル部分の要因が確実に存在します。そういった変

動要因が無い状況で価値が５分に１になったり、５倍になったりするような事はまず無い

という事です。 
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Ｙ：対してビットコインは、そもそも、それ自体の価値があってないようなもので、その

価値の裏付けが何もないものに対して価値が付いているのが実情なので、これは結局のと

ころ、最終的な売り手と買い手の合意の結果が現時点のレートであり、そういった売り手

と買い手の合意が２０２０年で言えば３月頃は４０万円ほどになり、１１月には２００万

円になっていたという結果論でしかありません。つまり、これはほぼテクニカルだけでレ

ートが推移しているに等しく、そこにファンダメンタル的な裏付けが無い以上、ビットコ

インのレートは、売り手と買い手のバランスの変化だけで動き続けてしまう事になります。 

 

Ｙ：もちろん、ビットコインや仮想通貨全般にとって、良いニュース、悪いニュースとい

ったものもありますが、仮にそういったものが出てきたとしても、それによってビットコ

インの価値がどれくらい下がる、上がるという事はやはり、誰にも分りません。そうなる

と、そのようなニュースが引き金となった相場が動き始めたとしても、どこまで上がって

いくか、どこで上げ止まるか、といった範囲は、結局、その判断の拠り所がテクニカルの

視点でしか判断のしようがないため、最終的には何らかのテクニカルに沿った値動きにな

っていきます。 

 

Ｙ：もちろん、テクニカル分析で常に１００％、その値動きを予測できるという事ではあ

りませんが、テクニカルの視点で見る節目となるようなレートがあった場合、そのレート

を死守できるか、抜けてしまうかで、その後の動向をかなり高い確率で予測できます。そ

のレートを死守できるか抜けてしまうかは、結局のところ、その時点で売り買いしている

人達がどちらに偏るか、あるいは、そのような場面で大きなお金を動かしているような人

や、大量のビットコインを保有している人が、どっちに動くかで変わってきますので、そ

こを完全に予測する事はできないわけですが、逆に、その節目節目のポイントでどっちに

転んだかを見極めていけば、大筋の値動きは、その節目を踏まえた流れで十分に予測でき

る事になります。 

 

橋本：これは僕も実際にビットコインの相場でＦＸを初めて本当に驚きました。Ｙさんの

確立しているテクニカル分析の精度もそうですが、これまで、僕が自分なりにやってきた

テクニカルにあてはめても、やっぱりビットコインの相場は明らかにテクニカルを意識し

ていて、ここまで見事にハマるかというくらい、あからさまにテクニカル通りの動きをす

る事が本当に多いんです。これは株や為替で長年トレードをやってきた僕のような人間か

らすると、本当にありえないくらいビットコインの相場はテクニカルが強いんですよね。

でも、Ｙさんの話が、まさにその答えで、株で言う業績の発表や、為替で言う経済指標の

発表のようなものもビットコインは何もないですから、ファンダメンタルが無ければ、当

然、相場はテクニカルで動いていきますよね。これは実際、株や為替のＦＸをやっている

トレーダーも、気付いていないところだと思います。 
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Ｙ：実際、橋本さんもそうだったのですが、ビットコインの相場は、株や為替に比べると、

動きそのものが激しいので、株は銘柄にもよるかもしれませんが、為替相場の１日０．５

円とか、１円くらいの値動きに慣れているような人からすると、１日に５万円も１０万円

も動くようなビットコインの相場は怖いと思ってしまうんだと思います。 

 

橋本：ですね。為替の場合、１万通貨、日本円で１００万円分のトレードで０．５円動い

て５０００円、１円動いて１万円という世界ですから、それを考えると、ビットコインっ

て、１００万円くらいの時に、１日に数万円動くのがザラで１０万円近く動く日もありま

すから、単純に考えてドル円とかの５倍、１０倍は動いている事になるので、為替のＦＸ

の感覚でビットコインの相場を見てしまうと、即、ロスカットされるんじゃないかと思っ

ってしまって、僕はそれで手を出していなかったんですよね。 

 

Ｙ：これは橋本さんにも実際に話した事ですが、そもそも為替相場でＦＸをやっているよ

うなトレーダーは、平気で１００倍くらいのレバレッジを使っているような人もいて、普

段の値動きが、それこそ０．何円という世界なので、それくらいのレバレッジを使っても、

大丈夫な相場が大半で、逆に、それくらいのレバレッジを使わないと大きくは稼げない相

場でもあります。だからこそ、為替のＦＸトレーダーは、わりと高めのレバレッジでトレ

ードをしているわけですが、確かに為替相場は、ドル円などであれば、普段は大きく動い

ても１円くらいで、それ以下の値動きしかないような日がザラです。ですが、動くときは

一気に動く傾向にもあるので、それこそ、そういう時はファンダメンタルが絡んでいる場

合がほとんどで、そういった何らかのファンダメンタル要因で一気に動く時は、ここぞと

ばかりに２円とか３円とか、これまでの値動きの何倍も動きます。そういう時に高いレバ

レッジでポジションを建てているトレーダーは、そもそも、そのような大きな値動きを想

定していないので、そういった稀にある大きな値動きで一気に大きな損失を出したり、資

金をショートさせてしまっているんです。 

 

橋本：はい。僕も経験あります。２０１９年の年始のクロス円相場とか、完全にそれでや

られました。あの時、僕がポジションを持っていたのはドル円でしたが、確か５～６円は

動いてたと思います。 

 

Ｙ：為替相場でそこまでの急激な動きがある時は、何らかのファンダメンタルが引き金に

なっている可能性が高いので、そのような値動きは、まずテクニカルでは予測できません。

ポジションの方向によっては、それが大きなリターンに繋がる事もあるかもしれませんが、

長くやっていれば、確実にそういう相場が悪い方向に転ぶ事も出てきます。ただ、そうい

う相場が年に１回あるかないか、というレベルだと、やっぱり大抵のトレーダーは、その

ような値動きを度外視して、普段の弱い値動きをベースにトレードをしてしまいます。 
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Ｙ：要するに、ドル円あたりの為替相場だと、動いても１日１円程度という想定でトレー

ドをする事になるため、そういうトレーダーは必然的に、そのような小さな値動きで大き

く稼ごうとするので、レバレッジ倍率を高めて数十倍、数百倍といったレバレッジ倍率で

トレードをやってしまうんです。ですが、そんなレバレッジ倍率でトレードをやってしま

っていると、いざ２円、３円と一気に動くような相場に遭遇した時に、大きな損失を出し

てしまったり、最悪、資金をショートさせてしまいます。結局、トレードは、でかい損失

や一度の資金ショートでそれまでの利益や苦労が全て吹き飛んでしまうので、仮に年に一

度、あるかないかの大きな値動きでも、一度、それにやられてしまったら、その時点で終

了という事になります。そう考えると、仮に年に一度、あるかないかでも、それくらいの

値動きがある可能性は常に織り込んでトレードをしなければなりません。要するに、普段

の値動きがそこまで大きくないからと言って、普段の緩い値動きを前提に何十倍、何百倍

というレバレッジを使っていくようなトレードは、いざ大きな値動きがあった場合の高い

リスクを背負ってトレードをやっているのと変わりません。 

 

Ｙ：対して、ビットコインの相場は確かに値動きの変動が激しい相場ですが、ビットコイ

ンは基本、常に変動が激しいので、言い方を変えれば、為替相場では年に１回、あるかな

いか、という値動きが、毎月、毎週、相場によっては毎日でもあるような相場です。です

から、そもそも普段から、そういう値動きが当たり前の前提でトレードを行っていく事に

なります。それくらいの大きな変動が常であり、また、いつ生じてもおかしくないような

相場なので、必然的に、為替のＦＸで多くのトレーダーが使っているような何十倍、何百

倍というレバレッジは、到底、使えませんし、逆にそこまでのレバレッジを使わなくても、

値動きそのものが大きいので、低いレバレッジ倍率でも、何なら、レバレッジ利用無しの

現物ポジションでも十分に稼ぐ事ができます。 

 

Ｙ：要するに、為替相場は普段の値動きがそこまで大きくないからこそ、高いレバレッジ

を使ったトレードが当たり前になっていますが、実は、そのようなトレードの方が高いリ

スクが伴っていて、ビットコインは、普段の値動きそのものが大きいので、普段から、そ

のような大きな値動きを想定したトレードが基本になるので、必然的に、レバレッジ倍率

も押さえたトレードになりますから、大きな損失を生んでしまう可能性や、資金をショー

トさせてしまう可能性という話をするなら、実際のところ、為替相場を対象に高いレバレ

ッジを使ってトレードをしていく方が、遥かにそのリスクが高く、そっちの方がよっぽど

ハイリスクという事になります。ですが、為替の場合、普段の値動きがそこまで大きくな

いというのが現実でもありますから、そのような相場で、普段からある程度の利益を狙お

うと思うと、高いレバレッジを使っていくしかありません。そういう意味では、稀にある

大きな値動きに対するリスクを背負わない事には、普段から大きなリターンを狙う事もで

きないという事です。 
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Ｙ：そう考えると、普段から値動きが激しい相場で、そこまでのレバレッジを使わずに、

平常運転で常に大きなリターンを狙える相場で稼いでいく方が、遥かにローリスクという

話になります。 

 

橋本：要は相場の緩急ですよね。為替相場は普段の値動きがそこまで大きくない中で、動

く時は大きく動くので、緩急があって、その緩急がレバレッジを使っている場合は大きな

リスクになるものの、普段の相場で稼ぐには、それなりの倍率でレバレッジを使うしかな

くて、いざ高いレバレッジでトレードをやっていると、稀にある大きな緩急にやられてし

まうので、そういうリスクがある分、実際は為替のＦＸの方がハイリスクなんだという事

に、かなり後々になってＹさんにこういう話をされて気付かされました。実際、為替のＦ

Ｘでは、Ｙさんの話の通りの流れで大きな損失を出して、それまでの利益を吹き飛ばして

いた経緯もあったので。 

 

Ｙ：橋本さんが好きなサーフィンで言えば、普段から波が激しい海でサーフィンをするな

ら、そういう波が荒れた海だという事を前提で波に乗ると思いますが、普段は穏やかな波

しか来ない海で、そういう波しか来ない前提でサーフィンをやっていて、そこに急に激し

い波が襲ってきたなら、高い確率で溺れてしまうと思います。そこにレバレッジの概念を

入れるなら、波の乗り方で点数とかがあるとして、激しい波を乗りこなせば高い点が入り、

弱い波を乗りこなすだけでは低い点数しか入らず、そこでリスキーな乗り方で点を上げら

れるような競技があった場合、弱い波ばかりの海では、どんどんリスキーな乗り方をしな

ければ点を稼げないかわりに、そこで激しい波が来てしまうと最悪の場合、命を落として

しまうリスクもあると考えれば、普通に考えて、激しい波を普通に乗りこなせるようにな

る方が得策だと考えるはずです。為替相場のＦＸとビットコインのＦＸのリスクは、これ

と同じような考え方ができるという事です。 

 

橋本：それ、ものすごく分かりやすいです。結局、乗りこなすのが難しく、命の危険があ

るのは、激しい時とそうではない時の差が極端に激しい海なので、そう考えると、以前の

僕のように、多くのトレーダーがリスクが高いと思い込んでいるビットコインの相場より

も、激しい時とそうではない時の緩急の差が激しいＦＸの相場でレバレッジをガンガン使

ってトレードをやっている方が、よっぽどリスクが高いって事ですよね。 

 

Ｙ：為替の相場が大きく動くような時は、ファンダメンタルが絡んでいるので、それをテ

クニカルで予測する事がほぼ不可能な以上、そんな相庭がいつ来るか分からない状況で、

普段の小さい値動きを基準に下手にハイレバレッジなトレードをやっていくより、常に変

動が激しい相場でレバレッジを押さえてトレードしていく方が、遥かに大きな損をするリ

スクは低いんです。 
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Ｙ：ただ、負けているトレーダーほど、いま話したような相場の緩急やレバレッジを踏ま

えたリスクをあまり分かっていないので、表面的な視点で値動きの変動が激しいビットコ

インの相場をハイリスクだと思い込んでしまっているのだと思います。実際、そういうト

レーダーが為替のＦＸでやっているトレードの方が、遥かにハイリスクなんですけどね。 

 

橋本：それこそ、さっきＹさんが言ったように、ビットコインの相場は株とか、為替のよ

うな相場にあからさまに影響を与えるようなファンダメンタル材料が無いに等しいので、

過去の大きい値動きも、ほぼ全て、何かしらのテクニカルで説明できますもんね。という

か、普段から株とか為替の相場がファンダメンタルで大きく動く時くらいの動きが当たり

前の相場なので、そこも含めて、全ての値動きがテクニカルの範疇で収まる傾向という点

でも、テクニカルを徹底してトレードをするなら、圧倒的にビットコインの相場がローリ

スクで有利という事ですよね。 

 

Ｙ：そういう事です。 

 

Ｙ：それと、ビットコインの相場が圧倒的に稼ぎやすいもう１つの理由は、手数料やスプ

レッドなどの取引コストの面で、ビットコインが唯一、それらをほぼゼロにできる取引所

があるので、単純に手数料などの部分で、ビットコインの相場が一番、有利な取引ができ

るようになっています。 

 

Ｙ：例えば、株の取引は、株の売買を行える証券会社の方で、必ず手数料が設定されてい

るので、株の売買では、まず取引手数料を避けるという事はできません。為替だと、取引

手数料は無料という取引所が多いのですが、為替の場合は取引会社の方が常に売値と買値

に一定の差額を付けている状況で取引をしなければならないので、その差額がいわゆるス

プレッドと呼ばれるものなのですが、為替のＦＸでは、まずスプレッドを避ける事ができ

ないようになっています。その点で、株の売買は板と呼ばれるところに利用者同士の注文

がそのまま反映される形で、売り注文のレートと買い注文のレートが寄り合っていく事に

なるため、為替相場のような売値と買値に一定のスプレッドが常に付いて回るような事は

ありません。要するに利用者同士の注文がそのまま反映される板で取引ができる株の売買

ではスプレッドは基本的に、最小限に金額差になっていきます。その代わり、株の売買で

は手数料がかかります。 

 

Ｙ：対して、ビットコインの相場は株のような板による取引ができる取引所があるため、

そういう取引所を使えば、基本的にスプレッドは最小限にできます。とくにビットコイン

の場合は最小の変動単位が１円なので、注文が寄り合っていれば、１円前後のスプレッド

で取引ができます。 
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Ｙ：その上で、ビットコインのＦＸでは、手数料も実質的に無料にできるような取引所が

あるので、板による取引ができて、手数料も無料にできる取引所を利用すれば、スプレッ

ドも手数料も実質的に避けられる事になるため、ほぼ取引コストがかからない有利な取引

ができるという事です。 

 

橋本：僕は株をやっていた事も為替でＦＸをやっていた事もあるので、株をやっている時

は、これで手数料が無ければな、と思ってましたし、為替のＦＸでは、スプレッドが邪魔

だなと思ってました。ただ、ビットコインの手数料とかスプレッドなどはあまり調べた事

がなかったので、その条件を聞いて、マジかと思いましたね。これも絶対、ほとんどのト

レーダーが気付いていない盲点じゃないかと思います。これが知れ渡るだけでも、今、株

とか為替のＦＸをやっているトレーダーがビットコインを始める可能性は全然あると思い

ます。まあ、先ほど言った値動きのリスクを勘違いしているトレーダーも多いので、結局、

そこで二の足を踏むトレーダーも多そうですけど。 

 

Ｙ：確かに、ここまでトレードにおける好条件が揃っている事は、実際、それを認識して

いないトレーダーが多いのが実情だと思います。ただ、ビットコインの売買は世界各国の

あらゆる取引所で行われているので、市場そのものの十分な規模になっていますから、ト

レーダーが投機、トレードの対象にしていくには十分な市場です。もちろん、今後、現状

の取引条件が全く変わらないという保証はありませんが、少なくとも、現時点で、最も有

利に取引ができる市場という事は間違いありません。なので、私自身が利益を追及する目

的で資金を投じてトレードをするなら、ビットコイン以外の相場に資金を投げるメリット

が何もないため、トレードの基本はビットコインにしていますし、講習の受講者さんにも、

同様にビットコインのＦＸを推奨しているという事です。 

 

 

Section02：共通原則と普遍性 ～有効なテクニカル分析の条件～ まとめ 

 

 ・１分１秒単位で動き続ける相場において、その１分単位、１秒単位で情報が更新さ 

れるテクニカル分析であれば短期間の値動きの予測も可能。ただし予測不能なファ 

ンダメンタル要因（テロ、戦争、不祥事など）で急激に相場が動く場合もある。 

 

→ エントリー時点のレートを損切りレートと定めるノウハウであれば、原則、含 

み損を抱えた状態でポジションを保つ事はなく、また、エントリー時点のレートを 

割り込んだ時点で損切りとなるため、予測できない突発的な値動な値動きで大きく 

利益を生み出せる事はあっても、大きな損失を伴う事は無い。 
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 ・テクニカル分析はレートの変動によって描かれるチャートの形状から、投資家達の 

行動心理、統計心理の観点から売り買いの偏りが高い確率で生じるパターンや規則 

性を分析するものであり、そのような心理傾向には普遍性が伴う。 

 

  → 故に本当に有効なテクニカル分析に沿った値動きの傾向は、ありとあらゆる全 

ての相場に共通するはずであり、そのような値動きこそがテクニカル分析で導き出 

すべき「答え」に他ならない。 

 

・その「価値」を裏付ける要因が何もないに等しい仮想通貨、ビットコインの相場は 

ファンダメンタルの影響を受けにくく、テクニカルに伴う売買こそがレートの変動 

を大きく左右するため、必然的にテクニカル分析の有効性が高くなる。 

 

  → 株、為替の相場はファンダメンタルの影響を避けられないため、テクニカル分 

  析では説明がつかない値動きの頻度も高くなる傾向に対して、ビットコインの相場 

  は、ほぼ全ての値動きをテクニカルの視点で捉える事ができる。 

 

・レバレッジを用いたＦＸの対象となる「為替相場」と「ビットコインの相場」では 

ビットコインの値動きの変動が大きく、為替相場は値動きの変動が小さい傾向にあ 

るものの、為替相場にはテクニカルでは予測できない突発的なファンダメンタル要 

因に伴うに大きな値動きが生じる場合がある。 

 

→ 小さい値動きから大きなリターンを得るには高いレバレッジを用いる必要があ 

り、その状況下で大きな値動きが生じた際に高いリスクと損失が伴う事になるため、 

レバレッジを用いる前提のトレードでは、常に大きく変動するビットコインよりも 

値動きそのものに急激な緩急が生じる為替相場にこそ高いリスクが伴う。 

 

・ビットコインの相場を対象とするＦＸは、唯一、取引手数料、スプレッドなどの取 

引コストを実質ゼロにする事ができる。 

 

→ 株の売買では取引手数料を避ける事ができず、為替相場を対象とするＦＸでは 

スプレッドを避ける事ができない。（ビットコインのＦＸのみ、その両方を避けられ 

る） 
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Section03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ 

 

Ｙ：相場は原則、売り手と買い手の強弱で動きます。要するに相場でお金を出し入れして

いる投資家、トレーダーと呼ばれる人達が、買い手側に回るのか、売り手側に回るのか。

それによって、買いの注文と売りの注文がぶつかり合い、注文量の多い方に相場が動いて

いく形になります。ただ、トレードを行う上で重要な視点となるのは、その集計時間、集

計期間の概念で、今から５分後に相場が上がっているか、下がっているかは、その時点か

らの５分の間に、買いの注文、売りの注文のどちらの注文が多く入るかで、５分後に相場

が上がっているか、下がっているかが決まります。その５分間の集計で買い注文の方が多

く入れば、５分後には相場が上がっている事になりますが、そこから１分後の６分間の集

計で、最後の１分に大量の売り注文が入る形になり、６分間の集計では売り注文の方が多

くなるという場合、相場は下がる事になります。つまり、５分間のトレードなら「買い」

からのトレードで勝てる事になりますが、６分間のトレードでは「買い」からのトレード

では負けてしまい「売り」からのトレードであれば勝てる事になります。 

 

Ｙ：つまり、短期的なトレード、ＦＸなどで重要になる視点は、この「時間」の概念で、

実質的に、トレードの勝ち負けは、一定の集計期間を対象に、その期間内に、売りの注文

が多く入るか、買いの注文が多く入るかを予測し、それを的中させる事ができれば、それ

で勝つ事ができます。その集計期間以降の相場や売買の流れがどうであろうと、自分が予

測できる範囲の集計期間のみ、どちらの注文が多く入るかを的確に予測できれば、それで

勝ち続けられるという事です。 

 

橋本：これ、当たり前の事のようで、ものすごく大事なポイントですよね。 

 

Ｙ：テクニカル分析をやっているトレーダーは、かなり漠然と相場が上がるか、下がるか、

極端に言えば、どこまで上がり続けるか、下がり続けるか、という考え方をしている傾向

にありますが、短期的なトレードにおけるテクニカル分析の視点では、いま言ったような、

一定期間の売り買いの偏りを分析する視点が不可欠で、どこまで上がる、どこまで下がる

という予想を第一に考えるのではではなく、一定範囲の時間内にどちら側の注文が多くな

るのかを予測するべきで、少なくとも、私はそういう視点でテクニカル分析を追及してい

ます。よって、私が確立しているテクニカル分析では「時間」の概念が、かなり重要なポ

イントになっています。要するに、どの地点から、どの地点までという考え方を「レート」

よりも「時間」に重きを置いて判断していく形になっています。 
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Ｙ：その上で、テクニカル分析では、多くのテクニカル指標と呼ばれる指標が存在してい

て、大抵のトレーダーは、そういった何らかの指標を使ってテクニカル分析を行っていま

す。そして、テクニカル指標の多くは、先ほどお話しした、その時点や、その時点以降の

売り買いの偏りを判断するための指針を指数化、指標化しているものなんです。 

 

Ｙ：実際、私もテクニカル分析を行っていく上では、テクニカル指標を使っていく方向性

を辿っていく事にしたわけですが、私がテクニカル分析においてやりたかった事は、先ほ

どもお伝えした通り、あらゆる相場に共通する値動きを見つけ出す事でしたから、特定の

指標に対するあらゆる相場に共通した値動きの共通傾向を見つけ出そうと考えました。少

なくとも、多くのトレーダーが行っているような、特定の相場のみを対象に複数の指標を

組み合わせて勝てる組み合わせを見つけ出すようなやり方ではなく、あくまでも指標を１

つに絞り込んで、その指標に対する共通した値動きを絞り込んでいくやり方でテクニカル

分析を追及してきました。 

 

Ｙ：ただ、そのような指標分析をするにしても、何の指標を使うのか、という段階があっ

たわけですが、ここで私が指標を選ぶ基準としたのは、できる限り普遍性、絶対性が高い

指標を選ぶようにしたところです。そして、その普遍性、絶対性というのは、できるだけ

多くのトレーダーが指針にしている事と、同じ指標を使っているトレーダーができるだけ

同じ指標を同じように見ているというところで、少なくとも、その条件をクリアできてい

るような指標でなければ、普遍性が伴わないため、テクニカル分析の有効性も弱くなると

思いました。 

 

Ｙ：逆に普遍性、絶対性が弱い指標で分かりやすいのが、多くのトレーダーが使っている

移動平均線ではないかと思います。 

 

橋本：僕も普通に使ってました。移動平均線。 

 

Ｙ：移動平均線は使っているトレーダーが多いという条件がクリアできていますが、同じ

移動平均線を使っているトレーダーでも、その設定値はバラバラで、移動平均線は平均値

の対象となるローソク足の本数を設定して、その設定値に沿った平均線がチャート上に表

示される形になっているのですが、その移動平均の設定では、２５本の移動平均線がいい

という人もいれば、７５本がいい、１２０本がいいと、実際のチャートに表示させている

移動平均線は、トレーダーによって別モノになっていて、一般的な使い方は、移動平均線

の向きや角度、レートとの乖離などを見るのですが、それが結局のところ、どのような設

定値の移動平均線を表示しているかで、全く違う判断になってしまうんです。 
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橋本：確かに僕も移動平均線は実際に使っていたんですけど、自分なりに使っていく中で、

設定値をずらしていったような感じなので、それこそ、最初は、どういう設定が有効なの

かも調べれば調べるほど、色々な情報が出てくるので、とりあえず、多くの人が設定して

いるっぽい、７５とか１２０とかを表示させるところから、徐々に自分なりの微調整をし

ていく感じでした。ただ、そもそも移動平均線だけでテクニカル分析をする前提ではなか

ったので、何かと組み合わせる前提で移動平均線を使っていたんですけど、僕がそうだっ

たように、結局、それぞれのトレーダーごとに平均線の設定は違ってくるので、移動平均

線を使っているトレーダーは多いとは思いますが、いざ見ている指標や判断は全然、別モ

ノになっていると思います。 

 

Ｙ：今、橋本さんは移動平均線の設定値の話をしましたが、チャートを見る時間足が違っ

ても、移動平均線の角度、形状は全く変わってくるので、同じ２５本の移動平均線でも、

１分足と５分足、１時間足などでは全く違う形状の移動平均線が表示される事になります。

要するに移動平均線は、確認している時間足によっても、平均線の設定によっても、全然

違う指標がそこに表示される事になるため、トレーダーごとの普遍性や絶対性はほぼ無い

に等しいという事になります。 

 

橋本：僕もそれは理屈で分かっていたので、だからこそ、移動平均線だけでトレードをす

るという事はそもそも考えず、別の指標ありきで平均線を使うという事をやってました。

結局、指標を組み合わせているトレーダーは、それをしないと勝てないと思っているのが

普通ですし、テクニカル指標はそもそも、今、Ｙさんが言った移動平均線の例のように、

トレーダーごとに形状が違うものを見ていて、そうであるからこそ、色々な指標を組み合

わせなければ使えないものだと思っているのが普通なんじゃないかと思います。以前の僕

も実際にそうでしたから。 

 

Ｙ：確かに移動平均線のような、時間足や設定値次第で指標が根本的に別モノになってし

まうような指標だと、何かしらの指標と組み合わせて利用しない事には有効なテクニカル

分析はできないのかもしれません。そして、これは移動平均線から派生しているようなボ

リンジャーバンドなどの指標においても、全般的に同じことが言えると思います。なので、

私は移動平均線のようなトレーダーによって、明らかに別モノの指標になってしまうもの

ではなく、同じ指標を見ているトレーダーが共通して同じ指標を目にしてテクニカル分析

を行える普遍性のある指標を選び、そのような絶対的な指標のみによる分析基準を追及し

ていく方向でテクニカル分析を突き詰めてきました。要するにテクニカル指標には、明ら

かにトレーダーごとに異なる指標になってしまうような、組み合わせて利用する事が大前

提のような指標もあれば、同じ指標を使っている全てのトレーダーが時間足などを問わず、

ほぼ同じ指標を判断基準にしていくような絶対性の高い指標もあるという事です。 
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橋本：実際、Ｙさんが使っている指標は、時間足を問わず、全てのトレーダーがほぼ同じ

指標を目にしている前提でチャート分析ができますし、使っている人もかなり多い王道指

標の１つなので、条件的にはベストな指標ですよね。ただ、それでも組み合わせ前提で使

っているトレーダーが多いので、大抵のトレーダーは断片的な使い方しかできていないじ

ゃないですか。僕も実際に使ってましたけど、それこそ移動平均線とかと組み合わせて使

ってましたし、Ｙさんのような使い方は全くしていなかったので、完全に指標のポテンシ

ャルを引き出せていなかったんじゃないかと思います。ただ、今となっては、これ以上の

指標は無いんじゃないかと普通に思うので、まさに「灯台もと暗し」ですよね。このノウ

ハウを聞いて、そう思うトレーダーはたくさんいるんじゃないかと思います。 

 

Ｙ：基本、スキャルピングトレードをやっているようなトレーダーは、１分足とか、５分

足といった短時間足で、短時間足に沿った指標を見ますし、数時間サイクルでデイトレを

やっているようなトレーダーは、１時間足とかの時間足を見て、数日サイクルでスイング

トレードをやっているようなトレーダーは日足などの長時間足に沿った指標を見ています。

ただ、そういった全てのテクニカル目線のトレーダーが同じポイントを同じような目線で

捉えるタイミングがあれば、そこで完全に状況が一致する指標を用いる事で短期トレーダ

ー、長期トレーダー、双方の動向を把握できるわけですから、そういうところを狙って、

そこに便乗していけば、どう転んでも勝率は高くなります。要するに私のテクニカル分析

では、そういった長期サイクル、短期サイクル、どちらのトレーダーの目線も併せて捉え

る事ができる普遍性の高い指標を使って、双方の視点が一致するポイント、タイミングを

狙っていくという事です。 

 

橋本：それができる指標って、実際、限られますよね。 

 

Ｙ：そうですね。おそらく、私がやりたいテクニカル分析をできる指標の中で言えば、間

違いなく、利用者が最も多い指標なのは間違いありません。ただ、今回の講習でお伝えさ

せていただくノウハウは、エントリーレートを損切りレートに定めるというルールを前提

としているノウハウなので、これは実質的に「ここで相場が止まって反転する」というと

ころをピンポイントで狙っていくようなテクニカル分析が前提となっています。なので、

短期的な視点でチャートを捉えて、このノウハウに沿ったエントリーポイントを見ていく

と、下がっている相場が反転して上がるところや、上がっている相場が反転して下がると

ころを狙う、いわゆる「逆張り」のノウハウのように見えるのですが、これは受講前に読

んでもらっている案内資料にも記載していた通り、短期的な視点で逆張りのポイントにな

るような相場でも、長期的な視点では、むしろ相場の流れに沿った「順張り」となるケー

スもありえます。 
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Ｙ：こちらは事前にお読みいただいた資料にも掲載していたチャート画像ですが、この中

の７月１６日付の『反転ポイント』は、それまでの下降トレンドが反転して上昇トレンド

に切り替わっているポイントに見えますし、このチャートを見て７月１６日の反転ポイン

トを狙うようなトレードは、まさに「逆張り」のトレードにあたると思いますが、このチ

ャート画像の７月１４日から７月２１日までの１週間のチャートは、長期的なチャートの

視点で見ると、 

 

 

 

Ｙ：このように、明らかな上昇トレンドの中のいわゆる「押し目」にあたります。 
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Ｙ：これはビットコインの２０２０年のチャートですが、長期的、全体的な視点で値動き

を見るなら、３月に最安値を付けて以降、常に上昇トレンドとなっている中で、先ほどの

７月１４日から７月２１日までの１週間は、むしろ値動きが小さくなった一時的なレンジ

相場でしかなく、長期的な上昇トレンドの視点で言えば、再び相場が大きく上がり始める

前の絶好の順張りポイントだった事になります。このような７月１６日付のチャート上の

『反転ポイント』にあたるような相場は、短期的な視点でチャートを見ていれば、それこ

そ、短期的な視点で売買をしているトレーダーが「逆張り」を仕掛けそうなポイントとし

て、そこをテクニカル分析で狙っていく事は難しくありませんし、そういったトレードを

前提とするようなテクニカル指標もたくさんあります。ただ、短期的な視点でそういった

ポイントをひたすら狙っていっても、先ほどのチャート画像の７月１６日のように、そこ

で上手く相場が反転するとは限りません。それこそ相場はダマしが多いと言われている通

り、テクニカル分析のセオリーに沿って「相場が反転しそうなポイント」をひたすら狙っ

ていっても、その通りに動くとは限りません。 

 

橋本：それこそ、さっきＹさんが例を挙げた移動平均線なんかは、グランヒルの法則とか、

パーフェクトオーダーとか、移動平均線がこうなると相場はこう動くみたいな法則がいろ

いろありますけど、そういう法則に乗っかるだけでは、まず勝てませんもんね。ただ、そ

れが全く有効じゃないならアテにする事もないんですけど、その通りになる事も全くない

わけではないので、そこが逆にトレーダーを惑わしている気がします。僕も実際、そうだ

ったので。 

 

Ｙ：まあ、そういった相場の法則も、ある程度、有効なものでなければ、長く語り継がれ

るような事もないので、そういった移動平均線の法則なども、それなりの有効性があるか

らこそ、未だに多くのサイトや本などで紹介されているのだと思います。ただ、現実とし

て、そういうものをアテにするだけでは勝てない事は多くのトレーダーが実証しているよ

うなものですし、そういうもので勝てるなら、世の中の大半のトレーダーが負けているよ

うな状況にはなっていません。そして、そういった法則や傾向は、私が利用している指標

でもあったわけですが、私はそういったものをそのままアテにするのではなく、それこそ

短期的な視点、長期的な視点で、同じようにその法則や傾向が一致するポイントを絞り込

むような使い方を徹底して追及してきました。 

 

Ｙ：要するに短期的な視点ではわりと頻繁にある、その指標の法則や傾向に沿った、相場

が反転しやすいポイントや逆張りのポイントになるようなところをひたすら狙うのではな

く、そこに長期的な視点で同じ指標を同じように使っているトレーダーの多くが、長期的

な視点の中でも売り合いの目線、方向を一致させるであろうポイントを絞り込み、その両

方の視点と方向が同じになるところを狙っていくという事です。 
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Ｙ：ですから、先ほどのチャート画像にある７月１６日付の『反転ポイント』のように、

短期的な視点では逆張りの対象となるようなポイントと、長期的な視点では順張りの対象

となるようなポイントを狙っていくケースもあれば、過去のビットコインの相場で言うと、 

 

 

 

Ｙ：この２０２０年３月に４０万円台を付けている最安値のあたりでも、このノウハウの

エントリー条件が満たせていた経緯があるので、このような短期的に見ても、長期的に見

ても、完全な「逆張り」のポイントになるような相場を狙う事もあります。要するに、私

のトレードノウハウは、一概に逆張り、順張りと言えるものではなく、あくまでも短期的

な視点、長期的な視点の両方でテクニカルに基づく売買の動向が一致するポイントを狙っ

ていく手法なので、短期的な視点で見れば逆張りに見えるケースが大半のノウハウですが、

長期的な視点では、順張りになるようなポイントを狙う場合もあれば、逆張りになるよう

なポイントを狙う事もあります。ただ、強いて短期売買に徹しているノウハウというわけ

ではなく、利益を伸ばせる時はポジションを保持してどんどんリターンを伸ばしますから、

強いて手法を分類するなら、長期的な視点の中で、短期的な視点も交えてここぞという相

場をピンポイントで狙うノウハウで、エントリー後は、ルール上、相場がエントリーレー

トを相場が割り込んだ時点で損切りしますので、手を引く時はかなりの短期トレードにな

るケースが多いですが、そうではない時は長時間、含み益を伸ばすトレードになる場合も

あるという感じです。 
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橋本：利益を伸ばせそうもない時はスキャルピングレベルの短期売買で手を引いて、利益

を伸ばせる時は長期というほどではないですけど、数時間のデイトレか、場合によっては

日をまたいで、スイングくらいトレードをしていく感じですよね。要するにポジションを

保持する時はリターンをどんどん伸ばせる時だけなので、Ｙさんの言う「理想のトレード

ルール」と言うのは、本当にその通りだと思います。エントリー時点のレートを損切りレ

ートに定めて勝てるなら、あらゆる面で、これ以上のトレードのノウハウって無いですよ

ね。 

 

Ｙ：私と橋本さんの間では、このノウハウのテクニカル分析を「極致点テクニカル」と呼

んでいるのですが、ここから具体的に、その極致点テクニカルの法則、傾向、そして、そ

れに紐付ける形で、それらに伴うエントリールールなどを、順を追って説明していきたい 

 

 

 

Section03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ まとめ 

 

 ・トレードにおいて一定の集計期間（集計時間）を対象に、その期間内に、売りの注 

文が多く入るか、買いの注文が多く入るかを予測し、それを的中させ続ける事がで 

きれば、実質的に勝ち続ける事ができる。 

 

→ 故に、短期的なトレードにおけるテクニカル分析の視点では、一定期間の売り 

買いの偏りを分析する視点が必要不可欠であり、一定範囲の時間内に売り注文と買 

い注文のどちら側の注文が多くなるのかを予測する上で「時間」の概念が極めて重 

要な要因となる。 

 

 ・多くのテクニカル指標は、その時点、または、その時点以降の売り買いの偏りを判 

断するための指針を指数化、指標化しているものであり、それぞれの指標には、そ 

れぞれの指標ごとに「時間」の概念が織り込まれている。 

 

→ 故に、指標によっては短期的な売買、長期的な売買、どちらに視点を置くかで、 

同じ指標であっても、そこに用いる「時間足」の違いで全く異なる指標となるもの 

があり、逆に、どの時間足を前提とする場合でも、同じ指標を用いる全てのトレー 

ダーがほぼ同じ指標を目にする形となる「普遍性の高い指標」も存在する。 
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 ・短期的な視点で売買を行うトレーダー、中期的、長期的な視点で売買を行うトレー 

ダー、ほぼ全てテクニカル目線のトレーダーが同じポイントを同じような目線で捉 

えるタイミングがあれば、そこで完全に状況が一致する指標を用いる事で、短期ト 

レーダー、長期トレーダー、両方の動向を把握する事が可能になる。 

 

→ 長期サイクル、短期サイクル、どちらのトレーダーの目線も併せて捉える事が 

できる普遍性の高い指標を用いる事で、そのような相場を狙い、その方向に沿った 

ポジションを建てていけば高い勝率とリターンを実現していく事が可能となる。 

 

・リターン（利益）を伸ばしていく視点においては長期目線。リスク（損失）を押さ 

える視点においては短期目線で相場を捉え、それらの視点に準じたトレードを行っ 

ていく事で、損小利大なトレードを実現していく事が可能になる。 

 

  → そんな「理想的なトレード」を実現するのが「エントリーレートを損切りレー 

トに定めるトレードルール」および「極致点テクニカル」に他ならない。 
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Section04：極致点テクニカル～理想トレードの現実的戦略～ 

 

Ｙ：まず、今回、継承させていただくトレードルールの概略として、このトレードノウハ

ウでは、相場の極致点を狙っていきます。相場の極致点というのは、相場を弓矢で例えて

考えると分かりやすいのですが、弓の糸が目いっぱい張るところで矢を離せば、矢は遠く

に飛びますが、もし、そこで糸が切れてしまうと、矢は飛ばずにその場で地面に落ちてし

まうと思います。要するに、弓矢の糸が切れるか切れないか、そのギリギリのところが、

最も相場が遠くに飛ぶ可能性があるポイントであり、また、それ以上、矢を引くと、矢が

飛ばなくなる状況が確定するギリギリの境界線という事になります。結論から言って、相

場の中で、弓矢の糸が最も強く張る境界線となるようなポイントが的確に分かるようにな

れば、トレードで勝つ事、負けを最小限に留めていく事は容易になります。要するに、そ

の境界線となるような、相場の極致点を予測できるテクニカルの基準を確立できれば、そ

れがある意味、トレードのゴールになると言ってもいいと思います。 

 

Ｙ：ここで言うような相場の極致点を判断できるメリットは、そこから実際に相場が大き

く進んでいく事になった場合のリターンを大きくできる事もあるのですが、それ以上の利

点は、そこが相場の瀬戸際でもあるため、そこで弓矢の糸が切れるような状況になるなら、

迷う事なくポジションを解消できるところにあります。糸が切れた時点で、矢はもう飛び

ませんし、そこで矢から手を離せば地に落ちるだけです。それがハッキリしているなら、

糸が切れた瞬間にポジションを解消するのは当然で、その状況で、それ以上の期待も可能

性も抱く必要はなくなります。そこから大きなリターンを見込める事も確かに重要ですが、

それよりも大きい相場の極致点を判断できるメリットは、そこを割り込んだ際に迷う余地

なく、そこで損切りを行える事にあります。 

 

橋本：これはなかなか思うように勝てていなかったトレーダー経験から言っても、本当に

重要なところだと思います。 

 

Ｙ：実際、トレードをやっている最中の損切りは、自分なりのルールや自分なりの判断で、

いつでも行えるわけですが、トレードをやればやるほど、最終的なトレードの成果は「損

切りをどうやってきたか」で決まってきます。実際、どんなトレーダーでも少しは勝てた

経験もあるはずで、それでも負けている金額の方が多いというトレーダーは、結局のとこ

ろ、損切りを上手くできずに勝っている金額以上の損失を負けているトレードで出してし

まっているんです。 
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Ｙ：ただ、仮に小さい含み損でどんどん損切りをすれば、小さいマイナスがどんどん増え

ていく事になりますし、かと言って、小さい含み損で損切りをせずに大きい含み損を抱え

ていくようにすると、一度の大負けで大きいマイナスが出る事になります。となると、損

切りになってしまうようなトレードは、その頻度も金額も少なくできるに越した事はあり

ません。 

 

Ｙ：ですが、多くのトレーダーが辿る経緯として、損切りの頻度を少なくしようとする場

合、まず大多数のトレーダーは含み損を抱えて、相場が戻る事を期待する範囲を広げてし

まう傾向にあります。そうする事で実際に相場が戻る事もあるため、結果的に損切りの頻

度は少なくできるのですが、その分だけ、いざ負けてしまう時の金額は大きくなり、最悪

の場合、その範囲を広げ過ぎて、一度の負けで取り返しのつかないマイナスを出してしま

うよう事にもなりかねません。 

 

橋本：僕、完全にそれをやってました。で、コツコツ勝ってきた利益を一気に飛ばして、

これじゃダメだと思うんですけど、それでも、ある程度の含み損は耐えて戻りを待つ前提

でトレードをしてましたから、そこも含めて、損切りの基準とか、ルールの徹底が甘かっ

たのが、以前の僕が勝てなかった原因だなって思います。 

 

Ｙ：かと言って、損切りの金額を徹底して小さくしようとすると、少しの含み損で損切り

をしなければならなくなるので、どうしても損切りとなるトレードの頻度は多くなってし

まいます。それでも、損切りとなってしまうトレードの頻度と金額を最小限に押さえるに

は、できるだけ、損切りとなる金額を小さくできるように、含み損を抱える範囲を狭くし

て、その上で、負けトレードとなる頻度を低くできるようにテクニカル分析を追及して、

相場が思った方向に動いていく確率を高めて、トレードの勝率を高めていくしかありませ

ん。 

 

Ｙ：このような視点で、ここで言う「損切りの基準」を徹底して突き詰めた場合、損切り

となった場合の金額を最も小さくできるのは、エントリー時点のレートを割り込んだ時点

で、すぐに損切りをして、含み損そのものを抱えないようにする事で、あとは、そのよう

な条件でいかに勝つか、勝てるテクニカルを確立するか、という事になります。 

 

Ｙ：要するに、相場がこれ以上は進行しない。ここで相場が反転する。というポイントを

ピンポイントで判断できるようなテクニカルを確立する事で、損切りとなってしまうトレ

ードの頻度と金額を最小限に押さえながら、勝てるトレードでは大きなリターンを実現し

ていく事ができるようになります。 
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Ｙ：まさに相場の極致点を高い精度で見極められるテクニカル分析こそが、リスクと損失

を最小限にできる、最善の損切りルールを実現できる理想のテクニカルであり、トレード

においては、とにかく負けない事、損をしない事が何よりも重要ですから、リスクと損失

を最小限にできる、最善の損切りルールの実現は、ある意味、最善なトレードルールの実

現でもあります。その上で、今回のトレードノウハウは、まさに、そんな最善の損切りル

ールに限りなく近い、エントリー条件を満たした時点のレートを損切りレートに定めるル

ールで、５割以上の勝率を実現しています。 

 

橋本：実際、このトレード条件なら、勝率が１割とか２割でも、全然、収支はプラスにな

っていくので、十分じゃないですか。でも、この条件で５割以上の勝率は本当に凄いです

よね。もちろん、勝率は月によって前後しますし、今後も前後するかもしれませんが、こ

こまでリスクリワードのリスクを最低ラインにできていれば、勝率がどんなに偏ったとし

ても、一度の勝ちトレードで数回分の負けトレードの損失は余裕でカバーできますから、

トレードのノウハウとして、これ以上のものは無いんじゃないかと思います。 

 

Ｙ：実際のトレードで多くのトレーダーが、何だかんだで含み損を抱えながらポジション

を保持して、最終的に大きな損失を生んでしまっている傾向にあるのは、相場が戻る期待

や可能性をそこに抱いているからで、そもそも、そんな期待や可能性がゼロだと断定でき

ていれば、そうなった時点で普通にポジションは解消すると思います。要するに、そのよ

うな形で負けているトレーダーは、ここでダメなら無理という相場の瀬戸際、私達の言う

相場の極致点が見えていません。そこが見えていないので、買いポジションを建てる時も、

売りポジションを建てる時も、まだ相場が下がり続ける可能性や上がり続ける可能性もあ

るという前提でポジションを建てますし、その前提でポジションを建てているので、実際

に相場がポジションと逆方向に進んで含み損が出始めても、そのままポジションを保持し

てしまいます。そのようなポジションが最終的に大きな損切り、大きな損失に結び付いて

しまっているんです。 

 

橋本：以前の僕に言われているようで耳が痛いです。ただ、確かに損切りをしないのは、

まだ相場がポジション方向に戻る可能性があると思っているからで、それこそ、エントリ

ーをする時点か、エントリーをした後に、この指標がこうなったら損切りしようとか、こ

のレートを割ってしまったら損切りしようという感じで、逆に、その指標がそうならない

限りは戻る可能性があるとか、そのレートを割らない限りはまだ戻る可能性があると思っ

ているので、そこまでは損切りしないんですよね。で、いざ、その状況になった時には、

結構な損失が出てしまっていて、もっと早く損切りをしておけばよかったとか、もっと早

く損切りをして、そこでポジションを建て直せばよかったとか思ってしまうパターンを僕

自身、何度も繰り返してました。 
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Ｙ：実際、以前の橋本さんのようなトレーダーは世の中にごまんといて、もっと最悪なの

は、いざ「こうなったら損切りしよう」と思っていた状況になった時点で、また別の「や

っぱりこうなったらにしよう」を次々と持ち出してしまい、そのままどんどん含み損を膨

らませて、最後にはロスカットという末路を辿っているようなトレーダーもたくさんいる

と思います。そういうトレーダーも含めて、その決定的な敗因は、損切りの基準が曖昧だ

ったり、下手に相場が戻る希望や可能性を信じて、それまでポジションを保持してしまう

事にあります。そして、その下手な希望や可能性が、結果的に含み損や最終的な損失を大

きくしてしまう原因になってしまうんです。 

 

橋本：そうなんですよね。それこそ、相場が戻る希望や可能性もなくなり、そこにあるの

が絶望だけという状況なら、その時点で迷う事なく損切りしますもんね。 

 

Ｙ：そうです。さっさと下手な希望や期待を捨ててしまっていれば、それ以上、損失を大

きくせずに済んだわけですし、下手に希望や期待を抱いてしまう事が結果的に負けた時の

損失を大きくしてしまうんです。トレードにおいて言えば、根拠のない希望や期待は、利

益を伸ばす方向にそれを向ける分には問題ありませんが、損失が膨らんでいく方向や、そ

れが戻る方向に抱くのは、ただ損失を大きくするだけのマイナス要因にしかならないとい

う事です。 

 

Ｙ：ですから、トレードの開始ポイント、いざエントリーするポイントを、その絶望と隣

り合わせのポイントに絞り込めば、そこを割り込んだ時点で、即、希望のない絶望ゾーン

に入るので、それ以上、無駄にポジションを保持して含み損を大きくする事もなくなりま

す。まさに相場の瀬戸際、テクニカルの極致点、弓矢で言う、糸が目いっぱい張る形とな

って、これ以上、矢を引くと確実に糸が切れるというようなポイントを狙ってポジション

を建てていくようにすれば、そこを割り込んだ時点で、即、迷う事なくポジションを解消

する形で損切りができる事になります。ですから、相場が上がるとすればここ。相場が下

がるとすればここ。そこを割り込んだら、もう上がらない、もう下がらない。そのような

判断を下せるポイントを狙ってトレードを行っていくようにすれば、おのずと損失やリス

クを最小限にできるトレードを行えるため、あとは、そのようなトレード条件でいかに「勝

つか」を追及していけば良いという事になります。その点で、私達のノウハウは現状のビ

ットコインの相場を対象とするのであれば、実際に５割以上の勝率を実現できていますか

ら、その有効性はルールの上でも、実績の部分でも、まず間違いないものだと思ってくだ

さい。 
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橋本：資金の一部をポジションにして後々、ポジションを増やすとか、ナンピンをしてポ

ジションを増やしていくとか、そういうトレードをやっている人はポジションを建てる時

点で、相場がポジションとは逆方向に動く事を前提に最初のポジションを建てているので、

もちろん、戦略の１つとしてはアリですし、そこからの損切りのルールなどが明確なら問

題ありませんが、逆に、そういう人が一気にポジションを建てられないのは、ここが「相

場の瀬戸際になる」というポイントが分からないからなので、それが５割を超える確率で

分かるというだけでも、トレードのやり方は全然変わってきますからね。 

 

Ｙ：まさに橋本さんの言う通りで、トレードにおいて、いざポジションを建てる際に、資

金分のポジションを建てずに余力を残すのは、新規でポジションを建てた後、相場がポジ

ションと逆方向に動いた場合に、より安いレートで買いポジションを追加で建てる事や、

より高いレートで売りポジションを追加で建てていくようなナンピンポジションの追加を

視野に入れているからであって、それこそ、弓矢の糸が目いっぱい張る形となるギリギリ

の境界線が分かっていれば、資金に余力を残す必要はなくなります。要するに、アクセル

を全力で踏み込むべきポイントが明確なので、そこで余力を残す必要がなくなるんです。 

 

Ｙ：そして、これはレバレッジを使う場合も同じ事が言える部分で、むしろレバレッジの

利用はリスクの部分にも関わってくるため、それこそ、相場がポジションと逆方向に動い

ていく場合に、ポジションをそのまま保持する前提の範囲が広ければ広いほど、レバレッ

ジを使って建てたポジションに伴うリスクや損失も大きくなります。実際のところ、レバ

レッジのリスクは倍率の高さよりも、そのレバレッジ倍率で建てたポジションでどれくら

いの含み損を抱え続けるのかの距離感に左右されるという事です。 

 

橋本：極端に言えば、どんなに高いレバレッジ倍率でポジションを建てようと、そのよう

なポジションを建てた状況で相場がポジションと逆方向に動かなければ損失は生じません

し、相場がポジションと逆方向に動き始めた時点で即座にポジションを解消するルールを

前提としていれば、実際に生じる損失もそこまでの金額にはなりませんもんね。 

 

Ｙ：要するにレバレッジは、その倍率と、ポジションを建てた後のマイナス方向への変動

を保持する範囲で、そのリスクや損失の大きさが左右されるものなので、それこそ、今回

のノウハウのようにエントリー時点のレートをそのまま損切りレートに定める前提のルー

ルであれば、レバレッジの倍率をどんなに高めても、そのルールを守っていけば、そこま

でのリスクも損失も生じません。ですが、相場がポジション方向に動いていく場合のリタ

ーンはレバレッジの倍率分だけ５倍にも１０倍にもできますから、レバレッジのリスクは

最小限に押さえた上で、そのリターンのみを大きくできる事になります。 
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橋本：エントリー時点のレートをそのまま損切りレートに定めるルールなら、高い倍率の

レバレッジを使った場合でも、レバレッジを使わなかった場合でも、リスクは大きく変わ

らずに、そのリターンだけが大きく変わるって事ですよね。 

 

Ｙ：そういう事になります。大抵のトレーダーは、そのアクセスの踏みどころが分からな

いので、資金に余力を残したり、レバレッジを少しずつ使ってポジションを追加していく

ような事をするわけですが、相場の瀬戸際となるような極致点が分かれば、そこを割り込

んだ時点で損切りをする前提でポジションを建てるのですから、資金的な余力を残す意味

も必要もないため、レバレッジを使った分の余力資金も含めて、そこでアクセスを全開で

踏み込んで、使えるだけの余力資金は全てポジションに変えてしまえば良いという事にな

ります。 

 

橋本：要するに、レバレッジの利用分も含めて、全開でポジションを建てられるような、

相場の極致点を狙っていくという事ですよね。 

 

Ｙ：そういう事です。そういうポイントは、そこから少しでも相場が進んだ時点で損切り

をするしかないポイントなので、相場を１００％予想できるテクニカルか、トレードの必

勝法でも見つけられない限り、必ず、どこかで損切りはしなければなりません。ですが、

相場を１００％予想するというのは、まず不可能ですから、トレードに必勝はありえませ

ん。ですから、トレードは必ず損切りになってしまう事も想定して、その前提でポジショ

ンを建てる必要があります。となると、いざ損切りを行う場合のポイントと、最初にポジ

ションを建てるポイントは近いに越した事はなく、そこの距離感が短いほど、トレードの

リスクや損失は少なくなります。ですから、そのようなポイントを狙っていけば、その分

だけ思い切ったポジションで思い切ったトレードができるようになるという事です。 

 

橋本：損切りになってしまうケースや負けトレードはどう転んでも避けられませんもんね。 

それが避けられないものなら、そのリスクや損失を最小限にできるポイントだけを狙えば、

実質的にリスクも損失も最小限のトレードを行えるという事ですし、そうする事で、いざ

勝てた場合のリターンも最大化できるという事ですよね。 

 

Ｙ：必ずどこかに損切りをするべきポイントの線引きをしなければならないのであれば、

最もリスクと損失の範囲を小さくできて、最もリターンの範囲を大きくできるのは、損切

りを実行しなければならないラインのギリギリの瀬戸際、その極致点という事になります。

今回のトレードノウハウは、そういう相場の極致点を分析するテクニカルが前提になって

いるという事です。 
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Ｙ：ですから、そういった極致点のみを狙ってポジションを建てていけば、相場がポジシ

ョンを建てた時点のレートを割り込んだ時点で損切りとなるため、トレード中に含み損を

抱え続けるような状況は無くなります。ポジションを保持できているという状況は、含み

益が出ている状況のみが基本になるという事です。それだけでも、トレードを実際にやっ

ていく場合のストレスとか、不安がほぼ無くなるのも大きなメリットだと思います。 

 

橋本：それ、すごく分かります。僕自身、かなりの含み損を抱えた事もあるので、そうい

う時って、本当に生きている心地がしないです。すでに含み損を抱えてしまっているので、

そこから更に含み損が膨らむ可能性もあって、でも、その時点でポジションを解消してし

まうと、含み損を確定してしまうので、そこから相場が戻った時に悔しい思いをしたくな

いという心理が働いてポジションを解消する事もできず、不安とストレスがやばい状態に

なるので、今となっては、あれが一番、嫌だったかもしれません。 

 

Ｙ：とくに橋本さんの場合、以前は為替のＦＸをやっていたので、そういう状況でポジシ

ョンを保つ時間も長いですし、そのまま土日とか入ってしまうと、為替は土日の売買がで

きないので、その状況で土日を過ごす事になり、もし、その土日の間にトランプ大統領と

かが何かを発言したり、何かをやらかすと、週明けには一気に相場が荒れて取り返しがつ

かない損失が出る可能性もあります。ただ、土日を問わず、そういうファンダメンタル要

因が急に出て来て相場を一気に動かすケースは常にありえますから、含み損を抱えてポジ

ションを保ち続けるというのは、それだけでもリスクなんです。 

 

橋本：はい。本当にそう思います。 

 

Ｙ：ただ、そういうリスクが分かっていても、含み損を抱えてポジションを保っているよ

うなトレーダーはたくさんいますし、そういう前例のルールでトレードをしているトレー

ダーが大半です。ですが、そういうトレーダーは、まさにそういう不安や恐怖と戦いなが

らトレードを行っています。それがある意味、トレードで稼いでいく上で一番、疲れる事

かもしれないんです。 

 

橋本：もともと肉体的な疲れが出るものじゃないので、そういう精神的な疲れが全てです

からね。 

 

Ｙ：もちろん、そういった不安や恐怖に打ち勝っていく前提、精神的な疲れを克服してい

く前提のルールで勝てているなら問題ありませんが、そのような不安やストレスを抱えず

に勝てるなら、それに越した事はありません。その点でも、今回のノウハウはそういった

不安や恐怖も回避できるので、ストレスフリーなトレードで稼いでいく事ができます。 
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橋本：相場の極致点を狙っていけば、含み損を抱え続けるような状況には、まずならない

ですからね。 

 

Ｙ：理論的な部分やルール的な優位性なども色々と言及していますが、結局のところ、私

としては、そのメリットが一番大きいんじゃないかと思っています。むしろ、私としては、

そういう不安やストレスの回避を第一に考えて、今回のノウハウを確立していったところ

もあるくらいです。 

 

Ｙ：ですが、エントリーレートを損切りレートに定めるトレードノウハウと聞いて、その

有効性やメリットを率直に理解できる人って、橋本さんのように、それなりのトレード経

験があって、相場やトレードの現実や苦労やリスク、あとは実際にトレードをやっていく

場合のストレスなどを分かっている人に限られるので、このトレードルールは、私も本当

に理想だと思いますが、この理想の部分を押し出す形では、まずトレードで一回りの経験

を積んだ人くらいしか、ダイレクトにその良さやメリットが伝わらないのが実情だと思い

ます。 

 

橋本：確かに投資やトレードをやった事が無い人など、あまりピンと来ないですよね。で

も、エントリーレートを損切りレートに定めるノウハウで勝てるという事の凄さやメリッ

トが分からないという時点で、そもそも、その人は相場やトレードの現実を分かっていな

いという事だと思います。その状態だと、本当に有効なノウハウとそうではないノウハウ

も見分けが付かないと思いますし、実際にやってみて、損をするまで、根本的にダメなノ

ウハウさえ見分けられないんじゃないかと思います。 

 

Ｙ：厳しい言い方をすれば、確かにその通りだと思います。そもそも投資系の情報商材の

セールスレターとかは、かなり矛盾やおかしいところだらけのものが多いので、そういう

ものでも、かなりの数が売れている事を考えると、実際に投資系の情報商材にお金を出し

ている人達は、それこそ、あまり相場の事やトレードの事をわかっていない人達が大半な

のかもしれません。 

 

橋本：いや、絶対そうですよ。以前の僕もそのレベルだったので、人の事は言えませんけ

ど、投資系の情報商材はどう考えても理屈的におかしい事を言っているものが多いですし、

Ｙさんに勉強させてもらうようになってから、過去に買った情報商材のマニュアルなどを

読み返しても、情報商材の中身まで、理論的におかしい事だらけのものがほとんどだった

ので、以前の僕がそうだったように、こういう商材を買っている人達は、そこにそもそも

気付けないレベルの人達なんだと思います。 

 



43 

＊＊＊ 

 

Ｙ：では、ここからいよいよ、相場の極致点を判断するためのテクニカル分析や、具体的

なトレードルールの解説に入っていきますが、まずは、私が相場の研究、テクニカルの研

究をしてきた中で導き出している、いくつかの相場の法則、傾向についてお話ししていき

ます。そして、その法則や傾向を踏まえて、それらに沿ったエントリールール、トレード

ルール等が確立されていますので、そこを追って解説していくという流れになります。で

すから、まずは、トレードルールの背景にある理論として、相場にはテクニカルの視点に

おいて、このような法則、傾向があるというところから説明していきますね。 

 

－「理想トレード」講習・相場の法則と傾向・トレードルール解説に続く 

 

 

本テキストについて「理想トレード・講習書き起こし」について 

 

 本テキストは「テクニカル分析と統計心理学、管理人Ｙさん」と私（橋本）が実施し 

ております、以下の『トレード講習』の内容を書き起こしたテキスト文書です。 

 

テクニカルトレーダーＹと橋本によるトレード講習 

http://ebook-japan.com/secret/hasimoto2.pdf 

 

現在は、私、橋本が講師を務めておりますが、こちらのオファーを公開した時点では 

Ｙさんが講師を務めていた経緯があり、その間は、私、橋本も講師として同じ講習を 

行えるように「講師の見習い」として講習に同席させて頂く形を取っておりました。 

 

この書き起こしは、その間の、私が見習いとして同席し、Ｙさんが講師を行っていた 

際のトレード講習の内容を書き起こしたものの一部となっていますので、現在、当ト 

レート講習を受講いただく場合は、私、橋本が講師を務めさせて頂きます。 

 

よって、私、橋本が講師を務めるマンツーマン形式の通信形式、または対面形式によ 

る講習のご受講を希望される場合は、上記の案内資料を今一度、ご確認の上で、お申 

し込みをご検討いただければ幸いです。 
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尚、講習のご受講におきましては、お電話、またはスカイプによる私との事前通話も 

可能となっていますので、お申し込み前の通話申請につきましては、以下のフォーム 

より、必要事項（ご連絡先、希望日時など）をご申請頂ければと思います。 

 

事前通話のご申請はこちらから：http://ebook-japan.com/secret/form4/ 

 

 あなたと実際の講習でお話しきる事を楽しみにしています。 

  

橋本 E-mail：hasimoto@webconsulting-ojima.net 

 

 

http://ebook-japan.com/secret/form4/
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