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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。 

 

－「理想トレード」講習・書き起こし＃No.0２に続く。 
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講習書き起こし#01：理論と概略～トレードノウハウの前提原則～（当 PDF） 

http://market-researcher.info/hxy01.pdf 

講習書き起こし#02：共通原則と普遍性～有効なテクニカル分析の条件～ 

http://market-researcher.info/hxy02.pdf 

講習書き起こし#03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ 

http://market-researcher.info/hxy03.pdf 

講習書き起こし#04：極致点テクニカル～理想トレードの現実的戦略～ 

http://market-researcher.info/hxy04.pdf 

 

 

理想トレード講習・書き起こし＃全編 PDF 

http://market-researcher.info/hxy.pdf 

 

 

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。 

 

 

http://market-researcher.info/hxy01.pdf
http://market-researcher.info/hxy02.pdf
http://market-researcher.info/hxy03.pdf
http://market-researcher.info/hxy04.pdf
http://market-researcher.info/hxy.pdf
http://ebook-japan.com/secret/hasimoto2.pdf
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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/
mailto:hasimoto@webconsulting-ojima.net

