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Section,1：理論と概略～トレードノウハウの前提原則～ おさらい 

 

 ・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～ 

 

― 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：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。 
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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。 



7 

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。 

 

－「理想トレード」講習・書き起こし＃No.0３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～ 

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～（当 PDF） 

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

