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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～ おさらい 

 

 ・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）によって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。 

 

 ・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。 
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→ 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のみ両方を避けられる） 

 

 

Section03：常勝の論理～相場の動向と指標の関係～ 

 

― 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：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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

 

 

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、 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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、 
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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。 

 

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

と思います。 

 

－「理想トレード」講習・書き起こし＃No.0４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～ 

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～（当 PDF） 

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

