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 Section－０：講座の前提と流れ                             

 

では、早速、本題に入っていきますね。 

 

これから私が確立しているトレードノウハウ、それに基づくトレードルールの講習を進め

ていくわけですが、単純にその「売り買いのルール」だけを端的にお話ししていくだけな

ら、おそらく講習そのものは１時間もかからないんじゃないかと思います。 

 

先ほどお渡しした資料の方も３０ページくらいのボリュームにはなっていますが、その最

後のページに「ルール」だけを端的な箇条書きにしてまとめているページがあり、実際の

「トレード」の際に用いていく売買のルールは、その１ページに納まっている２０くらい

の項目が全てなので、これを１つ１つ表面的に教えていくだけなら、まず、そこまでの時

間はかかりません。 

 

 

実際のトレード講習ではトレードルール、それに基づく売買の基準、その論理などが 

記載されている３０P ほどの講習資料をお渡ししていますが、こちらの書き起こし資 

料では、本文内の講義内容に応じて該当する資料、およびそれに準じた関連資料を掲 

載していく形を取らせて頂きます。 

 

 

ただ、私の講習では、そのルールや売買の基準の１つ１つにある「背景」というか、その

成り立ち、要するに『何故、そのようなルールや基準が成り立つのか』『何故、それが有効

なのか』『何故、そのルールや基準を守る必要があるのか』とった事も全てお伝えしていく

ようにしています。 

 

仮に『こういう条件が揃った時に買えば良い』『こうなったら売れば良い』といった「売買

の基準」や「ルール」だけを表面的に教えるような教え方をした場合、それを教わった側

は、当然、そのルールや基準だけを表面的に覚える事になりますから、これは言ってみれ

ば算数の「掛け算」において、いわゆる「九九」をただ丸暗記するような覚え方に等しい

ものだと思います。 

 

確かにトレードは、有効なルールや基準に沿ってそのまま売買ができれば稼げるものです

し、掛け算も「九九」をしっかりと暗記できていれば、実際の問題を解いていく事も、そ

れなりには出来てしまいます。 
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ですが、そもそも「掛け算」には、掛け算そのものの「理屈」がありますから、本来、そ

の「掛け算の理屈」をしっかりと理解できていれば、実際は「九九」を全く暗記していな

くても、掛け算の問題は全て解けるはずなんです。 

 

結局のところ、九九は「一桁の掛け算の答え」をただ羅列しただけのものであって、逆に

「掛け算の理屈」が全く分からない状況で、九九だけを丸暗記して掛け算のあらゆる問題

を解いていくというのは、非常に危険というか、そのような覚え方、解き方では、おそら

く「分数の掛け算」など、九九を暗記しただけでは解けないような問題が出題された時点

で、その問題を解く事はできなくなります。 

 

要するに、ただ「九九」を丸暗記するより、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い

う事です。 

 

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、ミスも少なくなるわけです。 

 

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ります。 

 

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

や基準が成り立つのか』『何故、それが有効なのか』『何故、そのルールや基準を守る必要

があるのか』といったルールや基準の「成り立ち」や「理論的な背景」などを１つ１つ、

しっかりとお伝えしていくようにしています。 
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その基準やルールをただ表面的に覚えてもらうのではなく、それが「有効な理由」と共に、

その「成り立ち」や「背景的な理論」を含めた形で１つ１つの基準やルールを本当の意味

で「理解」してもらいたいわけです。 

 

ですから、仮に受講者さんが『勝てる基準やルールさえ教えてくれれば、こっちはただ、

その通りにやるから、その成り立ちやら理屈なんてどうでもいいよ。』といった考えの場合、

私の講習の大半は、その「理屈」や「成り立ち」の話になるため、いわば「退屈な話」に

感じる部分が多い講習になってしまうかもしれません。 

 

ただ、その「理論」や「成り立ち」を全く理解しないまま、表面的に売買のルールや基準

だけを頭に入れて実際にトレードを行っていくのは「危険」であり、そのような理論や成

り立ちを理解してこそ「正しいトレードを正しい判断で正しく行える」というのが私の考

えです。 

 

それこそ、こういった「トレードノウハウ」を提唱している情報商材のマニュアルなどは、

まさに、その売買の「ルール」や「基準」だけを表面的に教えている内容のものがほとん

どですが、実情として、そういうものを手にしている大半の人は、やはりトレードで勝て

ていません。 

 

何より、そういった「情報商材」などで提唱されているトレードノウハウの実情を言えば、

そのルールや基準の「成り立ち」や「それが有効な理由」などを全くと言っていいレベル

で『理論的に説明する事ができない』のが実情だと思います。 

 

そしてこれは実際にトレードで「勝っている人」も含めての話になるのですが、トレーダ

ーが「自分が実行しているトレードルール」について、その有効性などを、しっかりと理

論的に説明できるという人も、実際のところ、ほぼ「いないに等しい」のが実情だと思い

ます。 

 

トレードで「勝てている人」も「負けている人」も、その大多数は、自らが基準にしてい

る売買のルールや基準に対して「そのルールや基準が有効だと思う理由」や「その理論的

な背景」などを全く説明できないような状況で、実際にトレードを行っているという事で

す。 

 

そして、そのような人達の大半は、やはり勝てていません。 
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例えば、そのようなトレードルール、トレーダーの大多数は、何らかのテクニカル指標を

使っている傾向にあるのですが、彼等は自分自身が実際に利用している指標も含めて、そ

の指標の「成り立ち」や「理論」を全く理解していない傾向にあります。 

 

例えば資料にある「ボリンジャーバンド」という指標は、実際に多くのトレーダーがテク

ニカル分析の際に使っている傾向にある指標の１つですが、この指標は資料にあるような

「計算式」の上で成り立っているものの、この計算式の意味や理屈を理解した上で使って

いるようなトレーダーはほぼ皆無に近いのが実情だと思います。 

 

 

資料：ボリンジャーバンドとその計算式 

 

ボリンジャーバンド 

  

 

上部バンド：単純移動平均線+2 標準偏差(σ) 

単純移動平均線(MA)：過去 N日間の移動平均線(通常 20日間移動平均線) 

 下部バンド：単純移動平均線-2 標準偏差(σ) 

 

  

 

±1σ標準偏差内で動く確率：68.27％ 

±2σ標準偏差内で動く確率：95.45％ 

±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％ 
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要するに、この「ボリンジャーバンド」をトレードに用いているトレーダーのほとんどは、

この計算式の「結果」としてチャート上に表示されているものだけを見て、どこかのサイ

トや情報商材、書籍などに書かれていた「判断基準」を、ほぼそのまま真に受けて利用し

ているわけです。 

 

そんなレベルで、この「ボリンジャーバンド」を使っているようなトレーダーは、当然な

がら、この指標と「相場の値動き」にどのような関係性があるのか。その関係性には、ど

のような理論的な裏付けがあり、その関係性に基づく相場の動向判断がどういった理由で

正しいと言えるのか。このようなことは全く理解していないはずですし、理解しようとも

していません。 

 

ですが、先ほどの資料にもあったように、チャートに表示されるボリンジャーバンドのラ

インには、相応の「計算式」があり、この計算式にも当然、相応の「意味」があり、この

指標を実際に「作った人」は、相応の根拠や理論を前提に先ほどのような計算式を作り上

げているんです。 

 

その上で出来上がっている計算式が、先ほどのような「ルート」の中に「二乗」やら「分

数」やらを入れているものなのですが、少なくとも私には、そんな複雑な計算式が理論的

に『何をどういう理屈で算出できるものなのか』などは、全くわかりません。 

 

そして、これは、よほど数学的な知識を高いレベルで有しているような人でなければ、到

底、理解できないようなものだと思います。 

 

ただ、テクニカル分析に用いる「テクニカル指標」と呼ばれるものの多くは、大抵、この

「ボリンジャーバンド」のような複雑な計算式で成り立っているものであり、大多数のト

レーダーは、更にそのような「複雑な計算式の上で成り立っている指標」を２つ３つと組

み合わせて利用しています。 

 

１つの指標の計算式や、その理論さえ、ろくに理解できていない状況で、全く異なる計算

式から成り立つ別の指標を更に持ち出し、それらを「安易」に組み合わせて利用している

わけです。 

 

それらの異なる指標を組み合わせる事の有効性や、その理論的な裏付けなどは気にもせず、

そういったものを完全に「度外視」した状況のまま、言わば『どこかに書いてあった情報

の表面的な部分のみをアテにして自らの大切な資金をトレードにつぎ込んでいる』という

事です。 
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そして、そのような「安易なトレード」をやっているトレーダーは、当然ですが、勝てて

いません。 

 

ただ、そのようなトレーダーが大多数を占めているのが相場、トレードの世界の「現実」

なわけです。 

 

ただ「値動きの予測」を前提に、自らの大切な資金をそこに投じていくのであれば、少な

くとも私なら、その「予測」の上で「頼り」にするものや「指標」にするものが『何故、

それが「頼り」になり「指標」になるのかを知りたい』と思いますし、その有効性を裏付

ける「理論」などにしっかりと納得できなければ、まずそれを頼りに投資、トレードをし

ようとは到底、思えません。 

 

少なくとも、私はそういう考えが前提にありますので、私が確立しているトレードルール

における「売買の基準」などにおいては、その全てのルールや基準において『そのルール、

基準を確立している理由』や『根拠』を理論的にお話ししていく事ができます。 

 

そのような「理論的な説明が出来ないようなルール」や「基準」は１つとして存在しない

という事ですから、当然、先ほどの「ボリンジャーバンド」のような、私自身が、その指

標の有効性を理論的に説明できないような指標なども一切使っていません。 

 

あくまでも『何故、その基準やルールが有効なのか』を理論的に説明できる指標のみを用

いて、その指標の理論、有効性に沿った「基準」や「ルール」のみを確立しているという

事です。 

 

 

ここで言及している通り、私の実施しているトレード講習は、売買における「ルール」 

や「基準」のみを表面的に教えるのではなく、そのルールや基準が成り立っている理 

由、それが有効である根拠など、その「理論」を併せてお伝えしていく事に重きを置 

いています。 

 

私自身がそれらに納得できなければ、自らの資金をそのルールや基準に沿って運用し 

ていこうとは思えないからであり、何よりその「成り立ち」や「背景的な理論」を理 

解した上で、１つ１つのルールや売買の基準を把握してこそ、あらゆる相場において、 

その判断を誤る事なく適切なトレードを行えると考えているからです。 
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基礎講習 － basis － 

 

 Section－１：相場の前提知識～相場を動かしているものは何か～                             

 

これからお話ししていく「トレードルール」や、それに伴う「売買の基準」について、そ

の有効性などを「理論」で理解してもらうには、そもそもの「相場」というもの自体の成

り立ちや原則的な考え方などの前提知識を、少なくとも、必要最低限の範囲では押さえて

頂く必要があります。 

 

よって、まずは、その前提となる根本的な話として『相場が何故、動くのか』『相場を動か

しているものは何なのか』といったところから講義を進めていきたいと思います。 

 

まず「相場を動かしているものは何なのか」という点については、そもそも相場は株であ

れば株の売買、為替であれば通貨の売買などによって成り立っていますので、基本的には、

その対象となるものの「売り買いの強弱」によって動いています。 

 

そして、実際にその「売り買い」を行っているのは、その相場を対象にお金を出し入れし

ている「投資家」「トレーダー」と呼ばれる人達であり、彼等の売買の強弱によって、実際

に相場は「動いている」わけです。 

 

よって、相場は『投資家、トレーダー達の売り買いの強弱によって動いている』という事

になるのですが、そもそも彼等は何のために、その「売り買い」をしているのかと言えば、

それは結局のところ「儲けるため」です。 

 

利益の追求を前提として、大多数の投資家、トレーダーは短期的にせよ、長期的にせよ、

その投資対象の価値、レートが上がると判断すれば「買う側」に回ります。 

 

逆に利益を追求する前提で買ったものの価値、レートが下がっていくと判断すれば、その

値下がりによる損失を避けるために「売る側」に回るわけです。 

 

要するに、そこには常に「損得勘定が働いている」という事であり『儲けたい』『損をした

くない』といった損得勘定を前提とする「心理」から、相場における売り買いが生じてい

るという事になります。 
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では、彼等は何を「アテ」にして、何を「拠り所」として、その損得勘定を前提とする「売

り買い」を判断しているのか。 

 

その「判断材料」になっているものこそが、言わば「相場を動かしている何か」にあたる

と言ってもいいわけですが、投資家、トレーダーと呼ばれる人達が、その判断材料にして

いるとされるものは大きく分けて２つあると言われています。 

 

１つが「ファンダメンタル」と呼ばれるもの、そして、もう１つが「テクニカル」と呼ば

れるものです。 

 

ファンダメンタルは、その投資対象の内情や、その価値に影響を与える外部的な要因など

が対象となるものであり、それに関連するあらゆる情報などから、相場の値動きを予測す

る行為が、いわゆる「ファンダメンタル分析」と呼ばれるものです。 

 

株などで言えば、その株を発行している企業の業種や、公表されている業績、また、その

事業に影響を与える法案や為替相場の動向など、こういったものが全般的に「ファンダメ

ンタル」に該当します。 

 

対して「テクニカル」は『過去から現在にかけての相場の値動きの推移』の事であり、そ

こから先々の値動きを予測する行為が、いわゆる「テクニカル分析」にあたるわけです。 

 

基本的に投資家、トレーダーと呼ばれる人達は、この「ファンダメンタル」か「テクニカ

ル」のどちらか、もしくは両方を判断材料にした上で、投資、トレードを実際に行ってい

ます。 

 

ただ、そもそもの「相場の本質」という点で言えば、そのレートが上がっていくものは『将

来的な価値が今現在よりも期待できるもの』であり、そのレートが下がっていくものは『将

来的な価値が今現在より期待できないもの』という事になります。 

 

これは「株」で考えるのが分かり易いと思いますが、結局のところ、相場が上昇していく

株は、その株を発行している企業の業績が実際に伸びている、または、今後、伸びていく

と期待されていると考えられます。 

 

企業にとっての「業績」は、イコール「利益」にあたるものですから、その企業の業績が

上がっている状況は、どんどん利益が上がっている状況であり、実際に利益が上がってい

った分だけ、会社にはどんどん「現金資産」が増えていきます。 
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もちろん、それを不動産などの別の資産に変えていくケースもありますが、どちらにして

も、儲けた分だけ、その会社には何らかの「資産」が残り、それら資産の総額が「１株あ

たりの価値」をそのまま左右していく事になるんです。 

 

単純な話、１００憶の保有資産がある会社の発行株数が１００株なら、その会社の１株に

は１憶の資産価値がある事になるからです。 

 

また、仮にその企業が毎年１０憶円の黒字収支を安定できるような経営基盤を築いていた

とすれば、その企業の資産価値は毎年１０憶円ずつ増えていく事になり、１０年でその企

業の資産価値は単純計算で２倍になります。 

 

実際に企業の「株価」は、このような、その企業の「将来性」や「将来的な価値」が織り

込まれる形で決まっていくわけです。 

 

そして、ここで挙げたような資産価値の推移や業績の推移、その安定性、将来性などは、

やはり「ファンダメンタル」に該当するものによって判断される傾向にあり『その判断に

基づく売買で相場が決まっていく』という視点で見れば「ファンダメンタルこそが相場の

値動きを左右している」と言っても過言ではありません。 

 

株で言えば、その会社の業績や新商品の動向、不正といった「内情」は、そのまま株価に

影響を与えますし、そこに関連する「外部的な情報」などによっても、やはり株価は大き

く左右されていきます。 

 

このような視点で見れば、先ほど挙げた「ファンダメンタル」および「ファンダメンタル

分析」は、実際に相場に大きな影響を与えていると言えますから、これによって「今後の

値動きを判断する」という行為にも『相応の合理性がある』と言えるわけです。 

 

ただ、これに対する「テクニカル」と呼ばれるものは、あくまでも、その投資対象の過去

から現在にかけての「値動きの推移」を分析するものでしかないため「将来性が高いもの

にお金が集まる」という相場の本質に対して、この「値動きの推移」にあたるものは、実

質的には何の関係性も無いものと言わざるを得ません。 

 

株で言うなら、その株の今後の「将来的価値」は『その株を発行している企業がいかに業

績を伸ばせるか』で決まっていくものであって、その「経営の良し悪し」や「企業努力の

成果」と、過去から現在にかけての「値動きの推移」には、実質的に『何の関係性も無い』

と思います。 
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要するに『１時間前の株価がいくらだった』『１日前の株価の安値、高値がいくらだった』

という話と、その企業が今後、どれだけ経営努力をして業績を伸ばせるかは、全くもって

無関係であり、そういった視点で見れば「テクニカル」と呼ばれる値動きの分析で、その

投資対象の将来的な価値を判断するという行為には『何の合理性も無い』という話になっ

てしまうわけです。 

 

では、相場は投資家、トレーダー達のファンダメンタル分析に基づく売り買いによって動

いているのか。そして、テクニカル分析はそもそも無意味なのか。という話になってしま

うのですが、現実は決してそうではありません。 

 

確かに相場を「長期的な視点」で見るなら、やはり、その動向は、その投資対象の将来的

な価値、その将来性の分析に基づく形で定まっていく傾向にあるため『その長期的な値動

きの推移はファンダメンタルに基づく売買によって決まっていく』と言える部分が大きい

と思います。 

 

ですが、世の中の全ての投資家、トレーダーが、ここで言うような「ファンダメンタル分

析」に基づく売買を行っているわけではなく、現実として、世の中には、そういった「フ

ァンダメンタル」にあたるものを全く視野に入れる事なく売買を行っている人達も存在し

ます。 

 

そして、そのような人達の多くが、その売買の判断材料にしているものが「テクニカル」

と呼ばれる「過去から現在にかけての値動きの推移」であり、相場の値動きを作り出す「売

買」の中には、確実にそのような「テクニカル分析に基づく判断の上で行われている売買」

が介入しているわけです。 

 

そこに「テクニカル分析に基づく売買」が実際に介入している以上、相場は必ずしもファ

ンダメンタル分析を判断材料とする売買のみで動くわけではなく、そこには「テクニカル

に基づく売買によって生じていく値動き」にあたるものが現実として、存在する事になり

ます。 

 

また、ここで言う「ファンダメンタル」に該当するような判断材料は、１分１秒単位で次

から次へと、それに関連する新しい情報が世の中に出てくるわけではないものの、相場は

１分、１秒単位でも、そこに生じている売買によって常に動き続けています。 
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もちろん、そういった「ファンダメンタル」に該当するような判断材料となる情報が、世

の中の全て投資家、トレーダー達に同時に伝達されるわけではなく、そのような情報が世

の中の投資家、トレーダー達に「慢性的に広がっていく余地」があるとは言え、ファンダ

メンタル分析の対象となるような情報は、世の中に新たな情報が出回らない限り、その時

点の「既存の情報」のみがその判断材料となり、これは分単位、秒単位で刻一刻と変化し

ていくようなものではありません。 

 

ですが「テクニカル分析」の対象となる値動きの推移は、突き詰めれば１分単位、１秒単

位で刻一刻と新たな情報が追加されていく形となるため、これらに基づく売買を行ってい

る投資家やトレーダーは、それぞれの「売買の基準」は異なるものの、刻一刻と動き続け

ていく相場の値動きに対して、それぞれがそれぞれの何らかの基準やルールで売買を行っ

ています。 

 

その上で、相場は「売り買いの強い方」に動いていくわけですから、多くのトレーダーの

ルールや基準がどちらかに偏るポイント、その確率が高いポイントを押さえて「売りの強

い方」または「買いの強い方」に立ち回っていく事ができれば、結果として相場の流れに

乗って利益を上げていく事が可能になります。 

 

そして、そのような「売買の偏り」を、過去から現在にかけての値動きから分析していく

事こそが、他でもない「テクニカル分析」であり、これは一見、値動きそのものを分析し、

その規則性などを模索していくもののように見えますが、その本質は「値動きの推移から

生じる、その他大勢のトレーダー達の動向」を分析し、その上で、その後の値動きを予測

していくものに他ならないわけです。 

 

ただ、先ほども言及した通り「在るべき価値・将来的な価値が高いものにお金が集まる」

というのが相場の本質であり、その「現在の価値」「将来的な価値」の判断は、原則として

は『ファンダメンタル分析による判断によって下されていくもの』である以上、その投資

対象の長期的な相場の動向は、やはり、その投資対象そのものの内情や、そこに関連する

情報などによって左右され、定まっていきます。 

 

そういった相場の値動きを「川の流れ」と捉えるなら「大きな川の流れ」はファンダメン

タルによって作り出される中『その大きな川の流れの中の「部分的な動向」はテクニカル

に作り出される余地がある』という考え方が「相場全体の流れ・動向」と「ファンダメン

タル」および「テクニカル」の関係性に近いものではないかと思います。 
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ただ、ここで言う「ファンダメンタル」が長期的な値動きのみに影響を及ぼし、対する「テ

クニカル」が短期的な値動きにのみ、影響を及ぼしているのかと言えば、これは決してそ

うではありません。 

 

実情として『テクニカルが長期的な値動きに影響を及ぼし続ける事は無いに等しい』と言

っていいと思いますが、ファンダメンタルに関しては、その要因によっては「短期的な値

動き」を突発的に引き起こす事もありえます。 

 

例えば「株」の場合、その対象となる企業、経営者などの不祥事、為替で言えば要人の発

言やテロ、天災などの「突発的なニュース」が世界中を駆け巡ると共に、相場は一瞬で大

きく動く事になります。 

 

これはまさに「ファンダメンタルが短期的に相場を大きく動かすケース」であり、ファン

ダメンタルは必ずしも長期的な値動きにのみ影響を及ぼしているわけではないという事で

す。 

 

そして、そのような「ファンダメンタルの影響下で動く相場」をテクニカル分析で予測し

ていく事は難しいため、ここで言う「テクニカル分析」が有効となるのは、あくまでも「フ

ァンダメンタルの影響がそこまで強くない相場に限られる」という事になります。 

 

言い方を変えれば、相場に大きな影響を与えるファンダメンタル要因が多くの投資家、ト

レーダー達のもとに伝達されていくような状況でさえなければ、その間の「短期的な相場」

は、テクニカルに基づく売買によって動いていく可能性が高く、そのような相場の予測に

おいては「テクニカル分析」が十分にその有効性を発揮できるわけです。 

 

ただ、先ほど挙げたような「突発的な何か」によって生じるようなファンダメンタル要因

は、いつそのような何かの事件や出来事が生じるかは全く分かりませんし、そのようなも

のを予想する事はほぼ不可能だと思います。 

 

突き詰めて言えば、そういった「突発的な何か」が世の中で生じる可能性は「常にある」

わけです。 

 

ですが、そういったものが起きる「可能性」「確率」という話をするなら、例えば今から１

分以内に特定の企業の株価を暴落させるような不祥事などがニュースとして流れる可能性

や、９．１１のような大規模なテロがどこかの国で起こる「可能性」は極めて「低い」と

思います。 
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もちろん、そのような「何か」が起こる可能性は常にゼロではありませんが、実際にこの

１分間でトレードをする場合、そのような出来事が「この１分間で起こる」という前提で

トレードをするのと「この１分間で、まずそのような出来事は起こらない」という前提で

トレードをするのとでは、当然の「確率」として「その１分間ではそこまでの出来事は起

こらない」という前提でトレードをした方が勝率は高くなるはずです。 

 

ですが、そのトレード時間の１分間を「５分」「１０分」更には「１時間」「１０時間」「１

日」・・・と伸ばしていった場合はどうでしょうか。 

 

当然、その「何か」が起こる可能性は、その時間、期間を長くすればするほど、高くなる

と思います。 

 

つまり、そのような「突発的な何かに起因するファンダメンタル要因」にあたるものは、

ここで言う「テクニカル分析に基づく値動きの予測」を大きく覆してしまうものになるた

め、それを「リスク」とする場合、その「リスク」は、トレード時間を伸ばせば伸ばすほ

ど、高いものになっていくという事です。 

 

その上での１つの「結論」として、まず私のトレードノウハウでは「ファンダメンタル」

は一切、考慮しないため、いわゆる「ファンダメンタル分析」にあたるものは一切行いま

せん。 

 

ファンダメンタルは完全に「無視する」という事です。 

 

よって、値動きの予測は、あくまでも「テクニカル分析のみによって行う手法」となって

いるため、ここでお伝えしたように、相場がファンダメンタルの影響下によって動いてい

る時は、私のテクニカル分析を主体とするトレードノウハウでは「勝てなくなる可能性」

が高くなってしまいます。 

 

故に私のトレードノウハウでは、その売買時間を「極端に短いもの」にしているため、相

場の値動きにファンダメンタルの影響がほぼ生じていないうちに勝負をつけていきます。 

 

その時点の相場の動向を見た上で「テクニカルに基づく値動きの傾向が強い時」のみを狙

い、そのような値動きの範囲の中で短期的に利益を上げていく事で、徹底してファンダメ

ンタルの影響や、その影響が強い相場を避けていくわけです。 
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よって、その売買時間は、ほぼ「数秒」から「数分」といった、かなり短い範囲のものに

なる場合がほとんどであり、いわゆる「ファンダメンタル」を完全に無視し、度外視する

からこそ、その売買時間を極端に短くする事で「突発的な何かが生じる可能性」も含めて、

ファンダメンタルの影響が強い相場に巻き込まれる可能性、そのような「リスク」を徹底

して排除しているという事です。 

 

 

ここで言及した内容については、私が運営しているブログの方でも詳しく言及してい 

るものがありますので、より深い視点、具体的な視点で「相場が動く要因」や「ファ 

ンダメンタルとテクニカル」について考察されたい場合は、以下を併せて参照してく 

ださい。 

 

相場の力学～相場は何故、動くのか～ 

http://market-researcher.info/?p=886 

 

テクニカル分析とファンダメンタル分析 

http://market-researcher.info/?p=1834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-researcher.info/?p=886
http://market-researcher.info/?p=1834
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 Section－２：ファンダメンタルの不合理性～テクニカル分析に重きを置く理由～                             

 

私がファンダメンタル分析を完全に無視している事、その上でテクニカル分析のみを選ん

でいる事には幾つかの理由があります。 

 

ファンダメンタル分析とテクニカル分析のどちらが有効かという話は、その視点や捉え方

次第ですし、これに確固たる「答え」にあたるものは無いように思いますが、少なくとも

「ファンダメンタル」にあたるものは、結局のところ、その要因となる「情報」がベース

であり、そういった「情報」がベースである以上、その伝達速度にはトレーダー間におい

ても、確実に「差」があるのが実情です。 

 

それこそ特別な情報網のようなものを持っている人なら、特定の相場に大きな影響を与え

るような「情報」をいち早く知る事ができると思いますが、そういった特別な情報網をと

くに持っていない人は、少なくとも、そういった特別な情報網を持っている人よりは「不

利な立場」でしか情報を受け取れません。 

 

少なくとも、大多数の投資家、トレーダーは「テレビ」や「インターネット」を介したニ

ュースなどで、そのような情報を得ているはずであり、それは私も例外ではなく、当の私

も、そういった「情報」をいち早く手にできるような特別な情報網など持っていません。 

 

ただ、そういったテレビやネットを介して発信される情報においては「それを発信する側

の人達が存在する」という前提があり、この時点で「情報を発信される側」にあたる私達

と「情報を発信する側の人達」および「そこに特別な情報網を持っている人達」とでは、

情報伝達の速度に大きな「格差」が生じているわけです。 

 

当然、そのような情報は、いち早くそれを知る事が出来るに越した事はありませんので、

この時点で「ファンダメンタル」にあたる情報の多くは「その情報を有利に活かせる人」

と「そのような人達に対して不利な状況でしか活かせない人」に分かれてしまっている事

になります。 

 

よって、私を含めた「特別な情報網を持っていない側のトレーダー」は、いざ何らかの「フ

ァンダメンタル」に該当するような情報を知るに至った際、常にそれが「どれくらい相場

に織り込まれているか」を判断しなければなりません。 

 

 



18 

自分がその情報を「知った時点」で、すでに先立ってその情報を手にした人達が、その情

報を判断材料とした売買をどれくらいの範囲で終えているのか。そして、今後、その情報

を知る人達が、どれくらい、その情報をもとにした売買を行っていく余地、その可能性が

あるのか。ファンダメンタル分析は、このような「すでにその情報をもとにした売買が相

場内に織り込まれている度合い」を、しっかりと判断できなければならないわけです。 

 

ただ、そのような「度合い」を的確に判断する事は決して容易ではありません。 

 

結局のところ、そのような「ファンダメンタル」に該当する情報で、確実に「有利な売買」

を行えるのは、そのような情報をいち早く手にできるような、特別な情報網を持っている

人達に限られるという事であり、逆にそのような立場にない人達は、その「有利な人達」

に対して『完全に不利な立場でファンダメンタル要因の判断や、それに基づく売買を行っ

ていくしかない』という事です。 

 

よって、そういった「特別な情報網」を持っていない、私を含めた多くの投資家、トレー

ダーにとっての「ファンダメンタルに該当するあらゆる情報」は、その多くが「不利な判

断材料」にしかならない可能性が高いため、私としては、あえてそのような「不利なもの」

を頼りにするメリットは無いと思いました。 

 

そんな「ファンダメンタル」に対して、私が重きを置く「テクニカル」は、どこの誰が、

いつ、どのようなタイミングでその「値動きに関する情報」を目にするとしても、それは

「全く同じ情報」を目にしていく事になります。 

 

これに関しては、全ての投資家、トレーダーが完全に「平等な立場」で、その情報を分析

し、それに基づく売買の判断を下していく事ができるわけです。 

 

そういった点で、私は『どうせなら、誰もが平等な立場で分析できるものだけを頼りにす

る方が、まだ勝ち目がある』と考えたため、あえて「不利な判断材料」にしかならないフ

ァンダメンタルは完全に度外視した上で「テクニカル分析のみで相場の値動きを捉えてい

く事」を徹底して追求していく事にしました。 

 

とは言え、相場に対しては常に「ファンダメンタルの影響」や「それに基づく売買」が生

じている事実に変わりはありません。 

 

故に、私は「出来るだけ有利な形」でテクニカル分析に基づく売買で利益を上げていくた

め、その売買時間を極端に短くする売買手法を確立しているわけです。 
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＊＊＊ 

 

加えて「ファンダメンタル」に該当するような情報は、相場への影響が明らかなものもあ

れば、その影響の判断が非常に難しいものもあるため『その判断基準を完全に規則化、法

則化する事が困難』という点も、私がファンダメンタルを避けた理由の１つでした。 

 

私が主に「運用」の対象としている「仮想通貨」の市場を例に挙げると、以前に「コイン

チェック」という国内でも大手に入る仮想通貨の取引所が「ネム」という仮想通貨を数百

憶円相当、ハッキングによって盗まれてしまうという事件があり、そのニュースがインタ

ーネット、テレビを介して一斉に流れた事がありました。 

 

このような事件こそが、まさに「突発的なファンダメンタル要因」にあたるわけですが、

この時に私が主に扱っていた仮想通貨は「ビットコイン」のみで、この事件によって、実

際にビットコインの相場はどうなったのかと言うと、結果のみを言うなら、この事件が報

道された後、ビットコインの相場は急激に上昇していく結果になったんです。 

 

仮想通貨で最も有名で時価総額も大きい「ビットコイン」に対して、コインチェックで盗

まれた「ネム」という仮想通貨は、言わばビットコインほどはメジャーではない仮想通貨

だったため、このようなビットコイン以外のマイナーな仮想通貨に投資をしていたような

人達が『ビットコイン以外の仮想通貨はやはり危険なのではないか』『仮想通貨は、やはり

ビットコインが安心なのではいないか』という考えに至った可能性が高く、こぞってビッ

トコイン以外の仮想通貨に充てていた資金をビットコインに充て始めた事で、ビットコイ

ンの相場は急上昇していったわけです。 

 

ただ、このような「結果」だけを聞けば、これは「なるほど」という感じかもしれません

が、考えようによっては「仮想通貨そのものが危険という風潮が広まるのではないか」「そ

のような風潮から、仮想通貨で最もメジャーなビットコインの相場も大きく下がるのでは

ないか」という考え方も十分にできたと思いますし、そう判断した上で、コインチェック

の事件を知って、ビットコインを急いで売却した人も相当数いたはずです。 

 

それこそ当の私も個人的には「仮想通貨全体が危険視される」という見方をしました。 

 

ですが、結果としては『ビットコインではない仮想通貨は危険で、ビットコインなら安心』

という風潮から、ビットコインの相場は高騰する結果となっていますので、このような事

件で、どのような風潮が強まり、それがどう相場に影響を及ぼすかは、人によって、その

判断が大きく分かれるケースもあるという事です。 
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相場の世界では、こうした「判断が難しいファンダメンタル要因」が次から次と出てきま

すので、その全てに対して的確な判断を下していくのは容易ではなく、私としては、その

ような判断基準を完全に規則化、法則化していくのは「難しい」という判断に至りました。 

 

対して「テクニカル分析」は、過去から現在までの値動きの推移の中から『値動きそのも

のに対しての規則性』などを見つけ出していく事を前提としていますので、これに関して

は、その「規則性に基づく売買の法則化」はファンダメンタル分析の規則化、法則化より、

遥かに現実的だと思ったわけです。 

 

＊＊＊ 

 

そして「私がテクニカル分析に重きを置いた一番の要因」と言える部分として、ここで言

う「ファンダメンタル分析」は、株の相場、為替の相場、仮想通貨の相場などなど『その

相場ごとに全く異なるファンダメンタル要因』が存在し、そこにはほぼ何の共通性も無い

のが実情だと思います。 

 

要するに株の相場、値動きを捉えるファンダメンタル分析を十分に行えるようになったか

らと言って、為替の相場のファンダメンタル分析を同様に行えるかと言えば、これは完全

に別モノであり、こうした「ファンダメンタル分析」は、あくまでも『それぞれの相場ご

とに、その相場特有のファンダメンタル分析が必要になる』という事です。 

 

そして、その相場特有の「ファンダメンタル」にあたるものは、時代の移り変わりと共に、

その相場に強い影響を与える要因も移り変わっていく可能性が高く、その時代背景に見合

ったあらゆるファンダメンタル要因を常に、そして、的確に「洞察」できなければ、ファ

ンダメンタル分析で「勝ち続ける」のは難しいのが実情です。 

 

対して「テクニカル分析」は、あくまでも「値動きの分析」であり、また「その値動きを

捉える投資家心理の分析」にあたるため、これは特定の相場のみに限定されるものでも、

時代背景によって移り変わるものでもありません。 

 

故に「本当に有効なテクニカル分析に基づく売買の基準」にあたるものは、対象となる相

場が「株」の相場であろうと「為替」の相場であろうと、また「仮想通貨」の相場であろ

うと、同じように「共通した有効性」を発揮できるはずであり、むしろ『あらゆる相場の

値動きにおいても有効でなければならないもの』だと思います。 
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そして、そのような「値動きそのものを捉える投資家心理」にあたるものは、結局のとこ

ろ統計心理や集団心理といった、いわゆる「人間心理」の範疇に入るものであり、そのよ

うな「人間心理」にあたるものは、基本的には「変わらないもの」「不変的なもの」と言わ

れています。 

 

そのような視点から、私としては、相場によって、また、あらゆる背景的要因によっても、

その分析対象そのものが移り変わってしまう「ファンダメンタル分析」を突き詰めるより

も、決して移り変わる事のない相場の値動きそのものを捉える人間心理の傾向を分析して

いく「テクニカル分析」を追求していく事に高いアドバンテージと合理性を感じたわけで

す。 

 

どうせ有効なトレードノウハウを追求するのなら、ありとあらゆる相場に対して、長期的

に有効性を継続できものを追求する方が合理的ではないか。 

 

このような考えから、時間の経過と共に有効性が薄れてしまうようなノウハウの確立に時

間を費やすのではなく「一生涯、使い倒せるノウハウの確立を目指した」という事です。 

 

ただ、実際に「トレーダー」を目指し、相場に対して有効なトレードノウハウを模索して

いく際、大抵の人は「株で稼ぎたい」「FX、為替で稼ぎたい」といったように、特定の相場

を対象に有効なトレードノウハウを模索していくのが一般的で、私のように「あらゆる相

場に対して有効なノウハウを確立しよう」という人はあまりいません。 

 

故に、実際に成功している投資家やトレーダーも、大抵の人は「株で稼いでます」「FX で

稼いでます」というように、特定の相場のみを対象とする形で成果を上げている傾向にあ

り、当然、そのような投資家、トレーダーが提唱するノウハウは、その相場においてのみ、

有効なノウハウである場合がほとんどです。 

 

要するに、私が追求しているような「あらゆる相場に対して有効なトレードノウハウ」に

あたるものを提唱している投資家、トレーダーは、ほぼ「皆無」であり、これはインター

ネット上によくある「情報商材」などを見ても全く同じ状況だと思います。 

 

実質的に、その全てが「どこか特定の相場のみを対象にノウハウ」になっているという事

です。 
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ですが、そのような「特定の相場のみを対象としたトレードノウハウ」にあたるものは『ど

こか特定の相場においてのみ有効』という時点で、ここで言及したような『あらゆる相場

において共通するはずの人間心理の傾向』といった「テクニカル分析の本質」には沿って

いない事になります。 

 

株の相場を対象にしている人、為替の相場を対象にしている人、仮想通貨の相場を対象に

している人、こうした人達の「心理」には、やはり同じような「共通性」があるはずであ

り、特定の相場を対象にしている人達だけが、特別な心理傾向を有するという事はまず考

えられません。 

 

故に「特定の相場においてのみ有効なテクニカル分析に基づくトレードノウハウ」にあた

るものは、表面的にはテクニカル分析による有効性を発揮しているものの「特定の相場で

なければ有効ではない」という時点で、そのようなノウハウは、その相場特有の「何か」

に依存している可能性が高いため「その相場特有の何かを織り込んだ上で有効なもの」と

考えられます。 

 

そして、そのような「その相場特有の何か」にあたるものは、それこそ、先ほども言及し

た「ファンダメンタル」にあたるものであり、これについては、それぞれの相場ごとに異

なる要因が作用しているため「その相場特有のファンダメンタルを織り込んだ上で有効な

テクニカル分析」にあたるものであれば、その相場ごとに確立できる余地、可能性があり

ます。 

 

ですが、そのような「ファンダメンタル」にあたるものは、時と場合によって、そして、

時代の流れによっても移り変わっていくものでもあるため、そのような「ファンダメンタ

ルに依存したテクニカル分析」にあたるものは、その土台となっている「ファンダメンタ

ル要因」の移り変わりと共に『その有効性を失ってしまう可能性が高い』と言わざるを得

ません。 

 

だからこそ「可能な限り半永久的に有効性を保てるノウハウ」を確立したかった私は、相

場の世界への「アプローチ」の段階から『全ての相場に共通して有効なテクニカル分析』

を徹底的に追求してきたわけです。 

 

そして、そのような「全ての相場に共通するテクニカル基準」や「それに基づく値動き」

にあたるものは、そのようなものを追求すればするほど、それは「数分単位」「数秒単位」

の極めて短い時間軸を前提とするものに絞り込まれていきました。 
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相場には常に「テクニカル分析に基づく売買を行っている人」と「ファンダメンタルに基

づく売買を行っている人」が混在しているため、その比率や割合は常に変動しているもの

の、全ての相場に共通しているような『テクニカル基準の売買による値動き』にあたるも

のは、おのずと、その基準による売買が活発に行われる状況、タイミングに絞り込まれる

事になります。 

 

もちろん、テクニカル分析に基づく売買の基準は人それぞれであり、また、それはファン

ダメンタルに関しても同じ事が言えますが、テクニカルならテクニカルの、ファンダメン

タルならファンダメンタルの、それらの「売買の基準」には、少なからず「一定の共通性」

も見られるため『多くの人に共通するテクニカル基準を満たす相場』では、必然的に、そ

のような「テクニカル基準による売買の比重」が高くなります。 

 

同様に、多くの人が共通した判断を下すようなファンダメンタル要因となる情報がニュー

スなどで報じられれば、それに準じた「ファンダメンタルに基づく売買の比重」が高くな

るわけですが、いずれにしても、相場の世界では常に「テクニカル基準を前提とする売買」

と「ファンダメンタル基準を前提とする売買」が混在しているため、それがいずれかに偏

るような状況、タイミングは、必然的に、ごく短時間の「一時的なもの」になるわけです。 

 

その上で「それぞれの相場特有の値動きを作る要因」にあたるものは、やはり「その相場

特有のファンダメンタル」であり、それが常に相場の値動きに影響を与え続けている中で

「どこの相場においても共通する値動き」にあたるものは必然的に、そのようなファンダ

メンタルの慢性的な影響が薄くなる短時間の「一時的な範囲」に絞り込まれる事になりま

す。 

 

言い方を変えれば「ファンダメンタルの影響」がさほど及ばない範囲の「短時間の値動き」

に関して言えば、どこの相場においても共通した『テクニカル比重の高い値動き』を一定

の基準の上で捉えるべくして捉えられる余地が十分にあるため、私のトレードノウハウは、

まさにそのような短期的な値動きのみを狙って利益を上げていく事を前提としています。 

 

つまり、そのような『テクニカル分析の本質に基づく値動き』のみを狙っていく手法であ

るからこそ、私のトレードノウハウは数分、数秒といった極めて短時間の値動きを捉えて

利益を上げていく事に特化したものになっているわけです。 
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ここで言及した通り、テクニカル分析の本質は「値動きの動向を捉える投資家心理の 

傾向、偏りなどから、その後の値動きの動向を予測していく事」にあり、この本質に 

沿った有効な基準は「あらゆる相場において共通した有効性が伴うもの」だと思いま 

す。 

 

その上で、実際に私のトレードノウハウは、そのような考えを前提とした上で「あら 

ゆる相場において共通した有効性が伴う基準」を有しているため、その有効性は今後 

も薄れる事は無いと考えられます。 

 

もちろん、先の事、将来の事は誰にも分かりませんが、私のトレードノウハウが今後 

においても有効と言える「理由」は、まさにここで言及した『テクニカル分析の本質 

に基づく有効なルールを確立している』という点であり、言わば『人間心理の根本が 

変化を伴わない限り、私のトレードノウハウの有効性が薄れる事もない』ということ 

です。 

 

また、ここで言及している「テクニカル分析の本質」にあたるものや「その本質に基 

づくトレードルールの条件」などについても、私の運営するブログでより深い考察を 

行っているものがありますので、こちらも併せて参考にして頂ければと思います。 

 

テクニカル分析の本質について 

http://market-researcher.info/?p=449 

 

テクニカル分析の本質に基づく「本当に有効なトレードルール」の条件 

http://market-researcher.info/?p=936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-researcher.info/?p=449
http://market-researcher.info/?p=936
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 Section－３：テクニカル分析の優位性～その有効性を左右する要因～                                                    

 

よって、私が確立している「テクニカル分析の基準」は、株式相場、為替相場、として、

仮想通貨の相場、全ての相場において有効性を発揮できるものになっています。 

 

もちろん、テクニカル分析そのものの有効性が伴うレベルの「集団心理」が、そこに作用

している事が大前提となりますので、私自身、研究段階で主な対象としていたのは株式相

場では日経平均。為替相場ではドル円、ユーロドルなどの世界的に取引量が多い通貨ペア

の相場で、仮想通貨ではビットコインの相場などでした。 

 

その上で、それら全ての相場において「共通した値動きの傾向」を絞り込んでいく形で「有

効なテクニカル分析」を追求していった上で、今現在のトレードノウハウを確立している

わけです。 

 

ただ、私自身がトレードを行う際、主に対象としているのはビットコインの相場であり、

今回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と

するトレード」を推奨しています。 

 

先立つ「研究段階」では、株の相場や為替相場なども対象にしていましたが、実際に資金

を「運用」する前提では、ほぼビットコインの相場のみを対象にトレードを行っていると

いう事です。 

 

単純な話、お金を増やす事を目的としてトレードを行っていく上では、ビットコインの相

場が最も「有利」だからであり、そこには２つの「有利なポイント」を挙げる事ができま

す。 

 

１つは、株の相場でも、為替相場でも、私のテクニカル分析は、ある程度の有効性を確認

する事ができているものの、それらを比較した上での「有効性」は、ビットコインの相場

を対象とする有効性の高さが顕著である事。 

 

そして、もう１つは、実際にトレードを行っていく上での手数料等の「取引条件」が、や

はり、群を抜いてビットコインの相場を対象とするトレードの取引条件が有利である事。 

 

この２つの理由から、ビットコインの相場以外でトレードを行うメリットが何も無いに等

しいため、ビットコインの相場を対象とするトレードおよび FX を推奨しているわけです。 
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１つ目に挙げた「テクニカル分析の有効性が高い」というのは、これは私が確立している

テクニカル分析との相性の良し悪しがどうこうという話ではなく「テクニカル分析そのも

のの根本的な有効性」が、ビットコインの相場は群を抜いて高い傾向にあり、逆に、テク

ニカル分析の有効性が最も「薄い」のは、株式相場だと思います。 

 

要するにビットコインの相場は、とにかく「テクニカル」に対して、素直に動く傾向にあ

り、株式相場や為替相場は、ビットコインの相場ほどテクニカルに対して素直ではなく、

テクニカル通りには動かない事も多い傾向にあります。 

 

もちろん、一言で「テクニカル」と言っても、いろいろな分析基準があるものですが、そ

れでも、ビットコインの相場は、必ず何かしらのテクニカルに準じた形で動いている傾向

にあり、全ての値動きを、ほぼ何かしらのテクニカルに沿った形で説明できると言っても

いいくらいです。 

 

対して、為替相場や株式相場は、テクニカルでは到底、説明がつかないような値動きが続

く事も多く、大抵、そのような値動きは何かしらの「ファンダメンタル」に伴うものなの

ですが、そのような「テクニカルで説明がつかないような値動きが発生する頻度」や「確

率」が、ビットコインの相場と株や為替の相場では、明らかなレベルで圧倒的な「差」が

あります。 

 

ただ、そのような「テクニカルによる説明が付かないような値動き」は、先ほども言った

ように、何らかの大きなファンダメンタル要因によって生じるものに他なりません。 

 

つまり、ここで言う「テクニカル分析との相性」や「テクニカル分析が有効に作用する確

率や頻度」は、そのような「ファンダメンタル」が介入する「頻度」や「度合い」に、そ

のまま左右されるという事です。 

 

よって、ファンダメンタルの介入が弱い相場ほど、テクニカルの影響に基づく売買が主と

なるため、当然、そのような相場ほど、何かしらの「テクニカル」に準じた形で動いてい

く事になります。 

 

そして、そのような視点で見た場合に、ファンダメンタルの影響が最も強い相場は、やは

り「株式相場」であり、少なくとも株式相場における「株価」は、それがどのような銘柄

の株価であっても、その時点における「株価」が、何故、どうして、そのような金額にな

っているのかを、ある程度は「ファンダメンタル」によって説明付ける事ができます。 
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株価と発行株数を掛けたで算出できる金額が「時価総額」と言われる、その企業全体の金

銭的価値であり、東証などで売買できるような株を発行している企業は、保有している現

金資産はもちろん、所有している不動産や、それに対する負債の総額なども全てオープン

になっています。 

 

あとは、そこに近年の「業績」なども織り込んで「株価の適正価格」を算出し、それが、

実際の株価に対して、割安か割高かを分析していく事こそが「株価のファンダメンタル分

析」に他なりません。 

 

もちろん、そこで「その企業が将来的にどれだけの利益を上げていく見込みがあるのか」

といった「将来性の判断」や「予測」が重要になるわけですが、その時点の最低限の「現

在価値」は、現金資産や不動産、負債といったものを対象とするファンダメンタル分析に

よって十分に算出する事ができます。 

 

要するに、その時点の「株価」の最低限の「裏付け」となるものが十分に揃っているとい

う事であり、そうであるからこそ、その「裏付け」となるものの変動が、そのまま「株価」

にも影響を与えていく事になります。 

 

それくらい、株式相場における「株価」には、ファンダメンタルの影響が、そのまま強く

反映されているという事です。 

 

これに対して「為替相場」は、あくまでも「法定通貨のレート差」であり、ドル円相場で

あれば、円に対するドルのレート、ドルに対する円のレートの変動を対象としていく相場

となっているため、株式相場における「株価」のように「ファンダメンタル分析」によっ

て、その時点のレートを「説明付ける事」は容易ではないと思います。 

 

「株価」であれば、その株を発行している「企業」の事を分析するわけですが、法定通貨

の場合は、その分析対象が「国家」となりますので、１つの法定通貨の適正な「価値」を

分析する事さえ、容易ではありません。 

 

その上で、異なる２つの法定通貨間のレート差の変動を分析しなければならないわけです

から、マクロ、ミクロといった「経済」の知識を、かなり深いレベルで有していなければ、

これをファンダメンタルで的確に分析していくのは、少なくとも私には「不可能な領域」

だと思いました。 
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もちろん、米国で大規模なテロが起きれば、米国経済の悪化が懸念されるなどの要因から

「ドルが売られるのではないか」といった予想はできますが、それによって「ドルに対す

る円の価値が幾らになる」「それが幾ら変動する」といったレート変動の「範囲」を的確に

分析して算定する事は、やはり不可能に近いと思います。 

 

「テロ」のような『ファンダメンタル要因』が、レートの上昇要因となるか、下降要因と

なるかまでは判断できても、それによって「どれくらいレートが動くのか」といった分析

までは、到底、行えないという事です。  

 

そのような場合、実際に生じていったレートの変動が「不十分か」「過剰か」といった各ト

レーダー達の判断は、それを「ファンダメンタル」によって判断できない以上は『テクニ

カル分析に基づく範囲』で判断を下す事になり、実際にその判断に基づく売買がそこで行

われていく形になります。 

 

つまり、ファンダメンタル分析による売買の判断が困難な状況においては、必然的に「テ

クニカル分析に基づく売買」が相場に大きな影響を及ぼす事になるため、そのような状況

においてこそ、テクニカル分析の有効性が高くなるわけです。 

 

その点において、ビットコインをはじめとする仮想通貨は、その「将来性」についての見

解も様々であり、今現在の時点における「価値」も、完全に不透明である事から、それら

を算定する術や基準が無いに等しいのが実情です。 

 

株式相場における「株価」は、ファンダメンタル分析で適性価格を算定できるものであり、

為替相場も、その国の経済状況などから、ある程度の算定を行える「余地」はあるものだ

と思いますが、ビットコインなどの仮想通貨に関しては、そのような「価値の算定」に用

いる事ができる指針となるものが、ほぼ「何も」ありません。  

 

よって、ビットコインなどの仮想通貨のレートは実質的に『買い手と売り手の間で結果的

に定まっているもの』としか言いようがなく、それが現実に「投資」や「投機」の対象と

なっている以上、買う側も売る側も、その売買の判断における拠り所は、やはり「テクニ

カル分析に基づく判断」という事になります。 

 

そして、実際にそうであるからこそ、私自身の「検証」の上でも、ビットコインの相場は

「テクニカル分析と値動きの適合性が非常に高い状況」となっているわけです。 
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そして何より、株式相場や為替相場であれば、経済指標の発表や、経済や政治に関わるニ

ュースなど、その値動きに影響を及ぼす「ファンダメンタル要因」が存在し、それらが定

期的に実際の相場に影響を及ぼしている状況にありますが、ビットコインの相場には、そ

の「値動き」に対して、そこまで大きな影響を与えるほどの「ファンダメンタル」に該当

するものが、そもそも存在しません。 

 

経済指標がどうであれ、また、経済や政治に関わるニュースがどういう形で報道されよう

と、それらによって「ビットコイン」などの仮想通貨の価値がどう変動するかは未知数で

あり、それが「未知数」である以上、結局のところ、それらに影響される値動きも「テク

ニカル」の範疇で予測できる傾向にあります。 

 

もちろん、仮想通貨の相場においても、仮想通貨全般において「プラス材料となる何らか

のニュース」や「マイナス材料となる何らかニュース」が、そのままダイレクトなファン

ダメンタル要因となる場合もありますが、そのようなものも『レートを変動させる引き金』

にはなるものの、やはり、仮想通貨の「価値」を決定付ける要因などにはなりません。 

 

よって、それが「引き金」となった後における仮想通貨の値動きは、結局のところ「テク

ニカル分析」によって十分に予測する事ができます。 

 

そのような点においても「テクニカル分析を前提とするトレード」においては『仮想通貨

の筆頭であるビットコインの相場に高い優位性がある』という事です。 

 

＊＊＊ 

 

また「株の売買」においては、実際の売買を行うごとに必ず「取引手数料」を取られる形

となり、為替相場を対象とする「FX」においては、取引手数料は「無料」という取引会社

が多いものの、その場合は必ず「スプレッド」によって『不利な売買』を強いられる形と

なります。 

 

この点においても、ビットコインの FXでは、株の売買では必須となる「取引手数料」が『無

料』でありながら、為替相場を対象とする FX では避けられない『スプレッド』も、ほぼ無

いに等しい条件でトレードを行える取引所が幾つか存在します。 

 

少なくとも、私が推奨している仮想通貨の取引所は、いずれも、その「手数料無料」と「ス

プレッド」を避けられる取引所となっていますので、この「取引条件」においても、ビッ

トコインの FXは、大きな優位性があるという事です。 
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とくに、今回の講習で継承するノウハウは、数秒、数分といった、かなりの短時間で売買

を終えていく「スキャルピングトレード」のノウハウである以上、その売買回数が必然的

に多くなるため「取引手数料」や「スプレッド」は、売買ごとの収益を多少なりと、左右

していく事になります。 

 

より多くのリターンを追求していく上では、売買ごとに徴収される取引手数料や、スプレ

ッドなどは、無いに越した事はありません。 

 

そういった点でも、ビットコインの相場を対象とする FX ほど「スキャルピングトレードに

適した相場は無い」と思います。 

 

実際に、株式相場や為替相場を対象とする FX でも「スキャルピングトレード」に分類され

るトレードを行っている人はいると思いますが、株や為替の相場で行われている「スキャ

ルピングトレード」は、言っても数分から数十分といったサイクルがほとんどであり、こ

れらの相場で「数秒単位の売買」を行っているようなトレーダーは、まずいません。 

 

もちろん、これは「値動きの速さ」や「大きさ」にも関係している部分ではありますが、

少なくとも、株や為替の相場を対象とするトレードでは「取引手数料」や「スプレッド」

に相当する利益を最低限、確保する必要があります。 

 

株の場合は手数料分の利益を得るまでは売買を終える事ができず、為替相場を対象とする

FX の場合は、スプレッド分を埋められる利幅が出るまではポジションを解消する事ができ

ないため、必然的に、１回１回のトレードに要する取引時間もそれなりになってしまうわ

けです。 

 

ですが、ビットコインの相場を対象とする FX の場合は、取引手数料も無く、実質的にスプ

レッドも無いに等しいため、ポジションを建てた数秒後には数百円、時に数千円のレード

変動に伴う利益がそのまま生じる事になります。 

 

つまり、取引手数料やスプレッドといった、煩わしいマイナス要因を完全に度外視した形

で「ポジションを建てた数秒後に利益を確定させる」という事が可能になるため『極めて

有利な条件でスキャルピングトレードを行っていく事ができる』という事です。 

 

＊＊＊ 
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加えて、ビットコインを含めた仮想通貨の相場は基本的にマーケットがクローズする（閉

まる）事がなく、２４時間、３６５日、いつでも売買（トレード）を行えます。 

 

株式相場は、土日、祝日はマーケットがクローズとなり、また、平日も午前９時から１１

時３０分までの「前場」と１２時３０分から１５時３０分の「後場」のみが取引の対象時

間となっている点で、実際に「トレード」を行える時間帯には、かなりの制約があります

し、為替相場は「時間的な制約」は無いものの、やはり土日はマーケットがクローズとな

るため、土曜の早朝から月曜の早朝にかけては、取引を行う事ができません。  

 

この「取引時間（取引を行える対象時間）」という点でも、ビットコインの相場は、株式相

場、為替相場のような取引時間に制約がない点で、大きな優位性があるわけです。 

 

 

ここで言及した内容については、私が運営しているブログの方でも詳しく言及してい 

るものがありますので、より深い視点、具体的な視点で「テクニカル分析の適応性が 

高い相場について」や「取引手数料」「スプレッド」「取引時間」などにおける、より 

具体的な違いを考察されたい場合は、以下を併せて参照してください。 

 

テクニカル分析による相場の予測が最も有効な「市場」について。 

http://market-researcher.info/?p=2630 

 

ビットコインの相場が投機（トレード）において有利な理由。 

http://market-researcher.info/?p=2670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-researcher.info/?p=2630
http://market-researcher.info/?p=2670
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 Section－４：テクニカル分析の正否 ～多くのトレーダーが勝てない理由～                                                    

 

既にお伝えしたように「相場」と呼ばれるものは、基本原則として、投資家、トレーダー

達によって行われている、その投資対象の「売り買い」によって成り立っているものであ

り、その値動き、レートは、彼等の「売り買いの強弱」によって変動しています。 

 

そして、その構図の分かり易く解釈としては、投資家、トレーダー達が「お金」という資

本を使って「売り」か「買い」かの多数決をしているようなイメージであり、結果として、

より多くの票が集まった方に相場は動いていきます。 

 

ただ、この多数決は一般的な多数決と異なり、一般的な多数決は一人一票という平等なも

のですが、相場の世界の多数決は、豊富な資金があれば、幾らでも「票」を入れる事がで

きます。 

 

そのような「不平等さ」がある中で、最終的に「買い」に多くの票が集まれば、相場は上

がっていきますし「売り」の方に多くの票が集まれば、相場は下がっていくことになるわ

けです。 

 

その際、お金がある投資家、トレーダーは、大量の「買い」の票を、そのまま「売り」の

票に差し替える事もできるため、その時その時の勝敗、言わば「値動き」は、その１秒後、

１分後には常に覆る可能性もあり、結局のところ、その「集計期間」をどう定めるかでも

勝ち負けは変わってくる事になります。 

 

よって、実際に投資、トレードを行っていく際は、その「集計期間」を前提とした上で、

その間にどちらに多くの票が集まるかを予測し、結果的に「多くの票が集まる方」に立ち

回り続ける事ができれば、相場の世界では常に「勝ち続ける事」が出来ます。 

 

そのような視点を前提とした上で、いわゆる「テクニカル分析」では、過去から現在にか

けての値動きの動向から、今後の「売り買いの強弱」を予測していきます。 

 

ここで例に挙げた「多数決」の話を前提とするなら『どちらに多くの票が入っていく可能

性が高いのか』を、それまでの値動きの傾向、つまり、それまでの「多数決の結果」の時

系列から分析していくわけです。 
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そして、その「売り買いの強弱」や、その「偏り」を分析していく上で、多くの投資家、

トレーダーは「テクニカル指標」と呼ばれるものを使っている傾向にあり、大抵の投資家、

トレーダーは、そういった指標を用いて、ここで言う「テクニカル分析」を行っています。 

 

実際、私も「テクニカル分析によって相場を判断する事」を前提とした時点で、テクニカ

ル指標を使っていく道筋を当然のように辿っていく事になったわけですが、そのような段

階で多くの投資家、トレーダーが当たり前のように行っている行為に、私は大きく疑問を

感じるところがありました。 

 

それは、実際に大多数のトレーダーが当然のように行っている「複数のテクニカル指標を

組み合わせて使う」といった分析手法であり、大抵のトレーダーは何かしらのテクニカル

指標を２つ、３つ、もしくはそれ以上のものを組み合わせて利用している傾向にあります。 

 

ただ、先ほども「ボリンジャーバンド」というテクニカル指標を例に挙げた通り、ここで

言う「テクニカル指標」と呼ばれるものには、大抵、それを考案した人が作り出した「計

算式」にあたるものがあり、チャート上に表示される「指標」にあたるものは、その計算

結果として表示されているものに他なりません。 

 

そして、その「指標」と「計算式」を作り出した人は、とくにそれが有名な指標であるほ

ど、相当、頭のいい経済学者や統計学者、名のあるトレーダーなどであり、言わば「天才」

と呼ばれる人、呼ばれた人が、その「天才的な頭脳」を駆使して作り出したものが、ここ

で言うような「テクニカル指標」にあたるわけです。 

 

つまり、そのような「テクニカル指標」は、その指標を作り出した人からしてみれば、そ

れがすでに「完成されたもの」であり、その「頭のいい人」が『これで良し』という形で

練り上げた計算式がそれであるにも関わらず、そこに全く別の「頭のいい人」が作り出し

た、全く別の計算式に基づく指標を「組み合わせる」という行為に、私はそもそも合理性

があるのかどうか疑問を感じました。 

 

１つ１つの指標には、相応の計算式があり、その計算式にもしっかりとした理由や意味が

あり、その上で成り立っている別々の指標を「組み合わせる」という行為は、言わば「全

く別の数式を強引に１つの計算式にするようなもの」であり、その行為によって『より有

効な数式および指標になる』という考えは、少なくとも私は全く腑に落ちませんでした。 
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そのように安易な「計算式の合算」で、より有効な指標になるというなら、そもそも、そ

の指標を１から作り出した「頭のいい人」が、自ら、そこに行き着いている可能性が高い

と考えられるため、その「頭のいい人」が『これで良し』とした数式に、全く別の数式を

安易に合算して、それがより有効なものになる可能性は低いと思ったわけです。 

 

何より『何らかのテクニカル指標を用いて有効なテクニカル分析の基準を確立していく』

という行為を１つの課題とした場合、そもそもの「テクニカル指標」にあたるものは、有

名なもの、そうではないものを網羅していくと、ほぼ「無数に存在するもの」であり、そ

の１つ１つの指標においても「設定値」を自由に調整できるものが大半です。 

 

例えば、多くのトレーダーが利用している「移動平均線」という指標１つを取っても『２

５日の平均設定が良い』というトレーダーもいれば『７５日が良い』『１２０日が良い』と

いうトレーダーも存在するため、同じ指標を用いる上でも、その「設定値」が異なれば、

ほぼ別モノな指標になるものも多数存在します。 

 

そこに『複数の指標を組み合わせる』という選択肢までを持ち込んだ場合、ただでさえ無

数にある指標に対して、それぞれにまた異なる設定値があり、更にそれを２つでも、３つ

でも、４つでも組み合わせられるとなると、最終的に『どの指標をどう設定し、どれとど

れをどう組み合わせれば有効なものになるのか』を検証していく際の範囲、バリエーショ

ンが膨大過ぎるものになってしまう事は目に見えています。 

 

結局のところ、そのような有効なテクニカル分析の基準を確立していくには「膨大な検証

作業」を要するのですから『あらゆる指標をあらゆる設定、あらゆる組み合わせでロジッ

ク化し、その検証を行っていく中で有効な組み合わせを探し当てる』など、気が遠くなる

話だと思いました。 

 

そもそも、そのようなテクニカル指標を組み合わせる事自体に合理性があるかどうかも定

かではないんです。 

 

ただ、世の中の「勝てていないトレーダー」の多くは、こうした『複数のテクニカル指標

を組み合わせる』という行為を当然のように行っている傾向にあり、それこそ多くの人が

使っている「有名どころの指標」を、どこかで得た情報を頼りにそのまま組み合わせ、そ

こに自分なりの裁量を少し加える程度のロジックで実際にトレードを行い、最終的に「負

けている」というのが実情なわけです。 
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そんな「負けているトレーダー達の敗因」は、他でもなく『複数のテクニカル指標を組み

合わせる』という行為を当然のように選択したものの、そこから必須となるはずの「あり

とあらゆる指標を組み合わせた上での検証作業」をろくに行っていない事にあると言わざ

るを得ませんが、いざそれを実行に移したところで、やはり、そこから「本当に有効なロ

ジック」を見つけ出していくのは至難の業だと思います。 

 

結論として、私としてはその効率性、そして、そのような指標を組み合わせる事の合理性

の有無、その２点において『複数のテクニカル指標を組み合わせる』という行為そのもの

を懐疑的に見たため、当初の段階から、その選択肢を完全に「排除」しました。 

 

つまり、多くのトレーダーが当たり前のように行っている『複数の指標を組み合わせる』

という事は一切行わず、あくまでも「１つの指標」のみを対象とした上で、その指標が有

効に働く相場とそうではない相場を徹底的に分析し、その指標の精度を徹底的に上げてい

く事に力を注いでいく方がいち早く、効率的に有効なテクニカル基準を確立できると考え

たわけです。 

 

 

ここで言及している「テクニカル指標を組み合わせる事の有効性」についても、私の 

ブログで、より深い考察を行っている記事がありますので、こちらも併せて参考にし 

てさい。 

 

テクニカル指標の有効な組み合わせを導き出す原則について。 

http://market-researcher.info/?p=1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-researcher.info/?p=1947
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理論講習 － logic － 

 

 Section－４：相場の原則～波形とトレンド～                       

 

相場の値動きにおける基本概念として、まず頭に入れてもらいたいのは『相場は常に波形

を描き続ける』という事。 

 

そして、そのような「波形」を前提とする『上昇トレンド』『下降トレンド』『レンジ』の

３局面に分類できる。という事です。 

 

これらの事を理論的に提唱しているのが「ダウ理論」と呼ばれる理論で、今回の講義や、

私のトレードノウハウの理解に際して、この「ダウ理論」を強いて詳しく学んでいただく

必要はとくにありませんが、そのベースとなる部分には、この「ダウ理論」の原則が根底

にあります。 

 

その上で頭に入れておいて欲しい原則が、ここで挙げた『相場は常に波形を描き続ける』

という事と、そのような「波形」を前提とする上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場

の３つの局面に分類できるという事なわけですが、実際に何を対象とする相場を見てもら

っても、相場の値動きは、必ず『波形』を描いています。 

 

 

資料：相場の値動きと波形（ダウ理論） 

 

ビットコイン相場の値動き 
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為替相場（ドル円）の値動き 

  

 

 

ここで言う「波形」というのは、上がっては下がり、下がっては上がるような値動きの事

で、実際に相場は、何を対象とする相場を見ても、常にそこには「上下の波形」が作られ

ています。 

 

その上で、相場は基本的に『上昇トレンド、下降トレンド、レンジ、この３つの局面のい

ずれかの状況に分類できる』と言われていて、相場がどんどん上昇していく時を上昇トレ

ンド、相場がどんどん下降していく時を下降トレンド。 

 

そして、どちら側にもトレンドを作らず、ほぼ「横ばい」になっているような時をレンジ

相場と言うわけですが、いざ「上昇トレンド」「下降トレンド」という状況になったからと

いって、相場はただ一方的に上昇していくわけでも下降していくわけではなく、また、レ

ンジ相場だからと言って、その値動きが常に横一線になるわけでもありません。 

 

それこそ、ここでお伝えした『相場は常に波形を描き続ける』という原則の通り、相場は

「上昇トレンド」「下降トレンド」「レンジ」のどの局面においても、やはり「上下の波形」

を描きながら動いていきます。 

 

つまり「上昇トレンド」は、下降幅よりも上昇幅が大きい波形を描いていく相場であり、

下降トレンド」は、上昇幅よりも下降幅が大きい波形を描いていく相場、そして、レンジ

相場は、上昇幅と下降幅がほぼ同じくらいの相場にあたるわけです。 

 

そして、ここで言う「上昇トレンド」「下降トレンド」「レンジ」の３局面の分類と、全て

の局面に共通する「波形を描く」という原則は、相場の値動きを長期的な視点で見ても、

中期的な視点で見ても、また短期的な視点で見ても、常にその範囲の中で捉える事が出来

るものになっています。 
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どのような相場のチャートでも、それを長期的な視点、中期的な視点で見る事は容易です

から、これは実際のチャートを見てみれば一目瞭然で分かる事ですが、いざどのような範

囲を前提とする視点で見ても、相場は常に『波形』を描きながら、その範囲の中で大なり

小なり「トレンド相場」となっている時と「レンジ相場」となっている時があるわけです。 

 

 

資料：波形とトレンド 

 

ビットコイン相場（短期視点※約２日分の推移） 

  

 

ビットコイン相場（中期視点※約１カ月分の推移） 
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ビットコイン相場（長期視点※約１年分の推移） 

  

 

 

どれくらいの範囲を長期、中期、また短期とするかは人それぞれですが、相場の値動きを

１年の範囲で見ようと、１カ月の範囲で見ようと、数日の範囲で見ようと、やはりそこに

は大なり小なりの「トレンド相場」と「レンジ相場」が存在し、常にそこには『波形』が

描かれています。 

 

そして、これは数日という範囲を更に狭めても同様であり、極端に言えば、相場は数分単

位、秒単位でも常に『波形』を描きながら、その数分間、数秒間の中でも、小さなトレン

ド相場とレンジ相場を作り続けているんです。 

 

例えばこちらは、実際のビットコインの「取引画面」を１秒単位でスクリーンショットし

ていったものになりますが、実際に１秒単位でも、相場は常井上下し続けている事がお分

かり頂けると思います。 

 

 

資料：ビットコイン相場の値動き（１秒ごとのスクリーンショット） 
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1,130,915 円 → △1,131,000 円 → ▼1,130,866 円 → ▼1,130,744 円 →  

▼1,130,640 円 → △1,130,829 円 → △1,130,958 円 → △1,131,043 円 →  

▼1,130,945 円 → ▼1,130,849 円 

 

 

この１０秒間の値動きだけを切り取っても、ビットコインの相場は、このように数百円単

位の上下を繰り返すような値動きを見せています。 

 

このような数秒単位の値動きでも、これを「チャート」にすれば、それは「波形」を描い

ている形となるため、相場は長期的に見ても中期的に見ても、そして、このような秒単位

の超短期的な視点で見ても、常にこのような「波形」を描きながら「上げ下げ」を繰り返

しているわけです。 

 

ただ、必ずどこかのタイミングで、その「上げ幅」と「下げ幅」に差が生じるため、その

ような時に相場は「トレンド」を作る形となり、その「頻度」や「幅」が結果として、そ

の相場の大きな値動きの流れを作り出していきます。 

 

実際にこのような波形が出来るのは、他でもなく分単位、秒単位で、それを売り買いして

いる人達がいるからであり、このような「細かい値動き」を作る売り買いは、大半が『テ

クニカル分析に基づく売買にようるもの』と考えて問題ありません。 

 

基本的に「ファンダメンタル」に該当するものは、そこまで多くのトレーダーの売り買い

の判断を異なるものにはしませんので、仮に全ての投資家、トレーダーが「その時点のフ

ァンダメンタル要因だけ」で売り買いを行っていくなら、そもそも、このような細かい売

買自体が成立しないはずだからです。 
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何より「ファンダメンタル」を主な判断材料にしている人でも、少なからず「この値段に

なったら買おう」「この値段になったら売ろう」といった事を考え、そのような判断の上で

売買していく事も十分にありえるため、結局のところ、これも簡易的ではありますが、１

つの『テクニカル判断に基づく売買』に該当します。 

 

つまり、こうした値動きを前提とする売買が行われ続ける限り、相場には常にテクニカル

に基づく売買が介入していく形となり、それが「売り買い」を常に作り出していく事にな

るため、そのような売買がこうしたチャートの「波形」を作り出していくわけです。 

 

 

この「波形」を前提とする相場理論は、一般的に『ダウ理論』と呼ばれるものであり、 

この理論そのものはそれなりに周知されているものであり、また、相場がそのように 

動いている事も一目瞭然で分かる事ですが、このような「原則的な値動き」こそが、 

私のトレード手法においては非常に重要なポイントになっているという事です。 
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 Section－５：手法の論理 ～慣性と未来予測～                    

 

相場の原則として、その時点の相場が「長期的」「中期的」また「短期的」な視点で見る上

昇トレンドであれ、下降トレンドであれ、レンジ相場であれ、そこには常に上下の「ブレ」

があり、それが小さな『波形』が描かれ続けています。 

 

その上で、私のトレード手法では、言わばその「ブレ」の範囲で上下している相場の値動

きを狙って利益を上げていきます。 

 

例えば先ほどお見せした１０秒間の値動きでも、 

 

1,130,915 円 → △1,131,000 円 → ▼1,130,866 円 → ▼1,130,744 円 →  

▼1,130,640 円 → △1,130,829 円 → △1,130,958 円 → △1,131,043 円 →  

▼1,130,945 円 → ▼1,130,849 円 

 

このように４００円近い範囲の値動きの「ブレ」があり、その範囲で実際に相場が上下し

ている事は一目瞭然でお分かり頂けるはずです。 

 

このような相場の「ブレ」の幅は、ビットコインの相場であれば１秒単位でも５００円、

１０００単位以上になる事も普通によくありますので、この「ブレ」を狙った数秒、数分

といった範囲の「短時間での売買」を行っていくだけでも、現実として「十分な利益」を

上げていく事ができるわけです。 

 

仮に１０秒間の値動きの幅が「１００円」であったとしても、１０秒間で１００円の利幅

を取れれば１分間では６００円の利益になります。 

 

１分間で６００円の利益になるという事は１時間で３６０００円の利益になるという事で

すから、これでも「時給換算で３万円以上のリターン」を実現できるわけです。 

 

この利幅が１０秒毎２００円であれば１時間あたりのリターンは７万円を超えますし、５

００円であれば１０万円を超えます。 

 

それこそビットコインの相場では、その１秒単位の値動きが２０００円、３０００円、強

いては５０００円単位、１万円単位になる事もあるため、このような数秒間の「ブレ」に

あたる相場の「上下幅」で売買を繰り返していくだけでも、そのリターンは十分なものに

なるんです。 
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よって、私のトレード手法では、そのような相場の「ブレ」の範囲で数秒単位、長くても

数分単位の売買が前提となっています。 

 

そのため、世間的なトレード手法で言うところの、いわゆる「含み益を伸ばす」という概

念そのものが、私のトレード手法では、実質的に存在しません。 

 

そのような「含み益を伸ばす」という概念そのものを排除した上で『相場は常にブレなが

ら上下に動き続ける』『秒単位、分単位でも常に小さな波形を描き続ける』といった原則を

前提として「その範囲の値動きのみ」で利益を上げていくわけです。 

 

ただ、投資、トレードの世界で言われる１つの「一般論」として、投資、トレードでは『売

り急ぐな』『含み益を伸ばしてナンボ』『伸ばせる利益は伸ばせるだけ伸ばしなさい』とい

ったように「利益」や「含み益」は、とにかく「伸ばすもの」「伸ばさなければならないも

の」という風潮があります。 

 

そして実際に投資、トレードを始めていく人の大半も、それが「当たり前」であり、投資

やトレードで稼ぐには、そうするべきだと思ってしまう傾向にあり、実際にそれをやって

いる人、やろうとしている人が大多数を占めています。 

 

大抵のトレーダーは『いかに含み益を伸ばすか』『いかに含み益を伸ばせる有効なルールや

基準を確立するか』に尽力しているという事です。 

 

また、いわゆる「トレードノウハウ」を提唱する情報商材などでも「利益は伸ばすもの」

という前提で『利益を伸ばすためのルール』や『そのための基準』が当然のようにマニュ

アル化されている傾向にあり、そういったものを手にしているトレーダーも、当然、それ

に従って懸命に含み益を伸ばそうとします。 

 

ですが現実問題として、そのような「利益、含み益を伸ばす」という思考や、それに基づ

く投資判断は、最終的な結果として、大多数のトレーダーの「損失」や「破綻」の大きな

要因になってしまっているのが実情なんです。 

 

それこそ下手に利益、含み益を伸ばそうとしなければ「利益」を手にする形で「勝ててい

たトレード」さえも「損失」や「負けトレード」に変わってしまうようなケースが非常に

多く、実際にそのような経験をしているトレーダーは世の中にごまんといるはずです。 
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少なくとも、利益、含み益を伸ばそうとする以上、そのトレーダーは『その相場がどこま

で動き続けるか』を予想する必要があり、実際のところ、そのような「どこまで動き続け

るか」の予想こそが相場の世界では極めて「難しい事」なんです。 

 

確かに、投資やトレードは「値動きの予想」を前提とするものかもしれませんが「瞬間的

な視点でどちらに動くか」を予想する事と「その後も継続的にどこまで動き続けるか」を

予想する事は全く異なり、その難易度は後者の方が各段に高くなります。 

 

それこそ瞬間的な上げ下げの予想は、先ほどから言及しているような「相場のブレ、上下

の有無」を予想した上で、実際にその「ブレ」があれば、一時的な上げ、下げの予想はそ

れで普通に的中させる事が出来ます。 

 

相場の「ブレ」は言わば「上下」なわけですから、それが「ある」という時点で、瞬間的

な「上げ」の予測も「下げ」の予測も、実質的に「的中」できる事になるため、そのよう

な『ブレがあるかどうか』の予想はそう難しいものではありません。 

 

基本的に、相場はそのような「ブレ」がある場合がほとんどであり、そのような「ブレ」

がほぼ無いような状況でどちらかに一方的に動いていく局面の方が遥かに「稀」だからで

す。 

 

ですが、その予測の対象が「その相場がどこまで継続的に動き続けるか」というものにな

れば、それは「ブレの有無」ではなく、それこそ「未来の予想」であり、更にその未来を

連鎖的な視点で予想する事ができければ「どこまで動き続けるか」の予想を的中させる事

は出来ません。 

 

１秒後、２秒後、５秒後、１０秒後、更に１分後、２分後、その先も含めて「上がり続け

るのか」「下がり続けるのか」を予想し、的中させなければならないわけです。 

 

当然、これは「ブレの有無」を予想する事よりも遥かに難易度が高い事であり、そのよう

な難易度が高い事を大多数のトレーダーは当たり前のようにやろうとしています。 

 

トレードにおいて、利益、含み益を伸ばす、伸ばそうとする、という事は、まさに「そう

いう事」なんです。 

 

そして、実際にそのような「難易度の高い予想」をして、大半のトレーダーはその予想が

外れ、大抵のトレードで負けてしまっています。 
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ただ、それは当然の事で、そもそも相場は常に上下し、波形を描いていくのですから『予

想した方向へ動き続ける』という事の方が、その原則に沿った単純な「確率」という点で

も遥かに低いわけです。 

 

対して、相場の値動きの「原則」に沿った単純な傾向、確率で考えれば、相場は大半の局

面において、常に「ブレ」があり「上下」しています。 

 

先ほどもお見せしたように、ビットコインの相場であれば、いつ、どのような時に相場を

見ても、大抵は先ほどのような「数百円単位の上下」を数秒単位で繰り返し、まさに「小

さな波形」を描き続けているんです。 

 

そしてこれは「実際の値動き」を見ても一目瞭然で、こちらは「１分足」という『１本の

ローソク足が１分の値動きを表しているチャート』になりますが、 

 

 

資料：１分足チャート（約２日間の値動き） 

  

 

 

大半の局面において、相場はやはり上下に触れながら波形を描いていますし、この１本１

本のローソク足、１分１分の中でも数秒単位の上下の「ブレ」が常に生じています。 

 

もちろん、その中でも１分の値動きで大きく動いているような場面もありますが、この１

分足チャートは約２日分の値動きを表しているため、この範囲で見える「約２８８０本の

ローソク足」の中で、そこまで大きな値動きがあるのはせいぜい１～２本のローソク足に

過ぎません。 
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資料：一方的な値動きを示しているローソク足とその範囲 

  

 

 

このような大きな値動きを伴う相場は、それこそ数秒単位でも、ほぼ「ブレ」が無い状態

で一方的に上昇、または下降していくような値動きになっていると考えられますが、この

ような「一方向に一方的に動いていくような相場」は、こうして２日間の相場を切り取っ

てみても、その中の「ほんの数分の相場」でしかなく、むしろ、それ以外の値動きは、常

に数分単位のブレ、上下がある中で、数秒単位でも同じようなブレ、上下があるような相

場となっています。 

 

 

資料：ブレのある値動き示しているローソク足とその範囲 

  

 

 

ただ、世の中の大半のトレーダーは『利益、含み益は出来るだけ伸ばさなければならない』

『利益、含み益が小さい段階でポジションを解消してはならない』といった考え方を当然

とした上で、そのようなトレードルールに支配、洗脳されてしまっているため、それぞれ

の基準に沿っただけの利益、含み益が生じるポイントや、それこそ「大きな値動き」が生

じるのをひたすらポジションを握りしめて待ち続けている傾向にあります。 
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まさに、 

 

 

 

このような値動きの段階でポジションを建てて、そこから「含み益」「利益」を伸ばそうと 

 

 

 

このような値動きが生じる事をひたすら「上がれ！上がれ！」「下がれ！下がれ！」といっ

た、祈るような思いで待ち続けるわけです。 

 

ただ、既に言及している通り、そのように多くのトレーダーが「上がれ！上がれ！」「下が

れ！下がれ！」と祈っている間も相場は常に上下し、ほんの数秒の範囲でも、常に上へ、

下へと動き続けています。 
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このように多くのトレーダーが「上がれ！上がれ！」「下がれ！下がれ！」と祈っている１

分間の間でも、実際の「値動き」においては５００円から１０００円ほどの値幅の前後を

３度、４度と往復している事はザラであり、仮にその間の３～４往復を細かな売買によっ

て「利益」に変えられれば、その１分間だけでも３０００～４０００円ほどは十分に稼げ

てしまうんです。 
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そんな「祈るように相場を見ている時間」や「大きな値動きを待っている時間」が１０分、

２０分、１時間、２時間ともなれば、その間の値動きを利用した売買で稼げるであろう金

額は、数万円はおろか、場合によっては数十万円になっていきます。 

 

まして、その「祈り」の先にある値動きが、必ずしも、自分が思うような方向になるとは

限らないのですから、その間、常に抱えているものは、他でもない「リスク」です。 

 

仮にその間で一時的には数百円、数千円、場合によっては数万円の利益、含み益が出てい

たとしても、それを「確定」しなければ、相場の世界は、その後の値動き次第で、その全

てが「無」となり、それが「損失」に変わってしまう可能性もあるんです。 

 

そんな「リスク」を抱えながら、ただひたすら「祈る」のであれば、その「祈っている間」

の値動きで稼げるだけ稼いでいく方が「堅実」であり「確実」だと思います。 

 

まさにこのような考え方が私のトレード手法の根幹となっている部分であり、そうである

からこそ、私のトレード手法では、まさに多くのトレーダーが「上がれ！上がれ！」「下が

れ！下がれ！」と祈っている間に、細かい売買を何度も行い、着実に利益を上げていくわ

けです。 

 

少なくとも、相場は「どちらかの方向に大きく動き続ける局面」よりも、小さな波形を描

きながら小さく上下している局面の方が圧倒的に「長い」ため、１分足のローソク足で分

かり易い範囲を見ても、 

 

 

 

このような一方的な値動きを見せている相場で得られるであろう「利益の幅」よりも、 
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このような「多くの局面」を占める値動きの上下の幅をひたすら積み重ねていく方が、最

終的な利益の幅も大きくなります。 

 

ほんの数本の長いローソク足で得られる利幅よりも、大量の小さいローソク足をまっすぐ

な１本の長いローソク足にした際の利幅の方が遥かに大きなものになるという事です。 

 

まして１本のローソク足が一方向に伸びているような値動きで実際に「稼ぐ」には、この

ような値動きを事前に「予測」し、そして、それを「的中」させる必要があり、仮にその

ハードルを超えられる確率が２分の１だとしても、この時点で、予想を的中できなかった

場合は、２分の１の確率で大きな損失を被ってしまう事になります。 

 

大きな値動きを狙ってポジションを保つという行為には、常にそのような「リスク」が付

いてくる事になるんです。 

 

また、仮にその予想を「的中」させる事ができたとしても、次は、これが「どこまで動き

続けるか」を予測し、それを絶妙な形で的中させなければ、やはり、このような「大きな

値動き」で「大きな利益」を手にする事はできません。 

 

そうした２重の「困難な予想」を見事に的中させて初めて、先ほどのような長いローソク

足の長さ分の利幅を綺麗に稼げるわけです。 

 

ですが、実際はそこまで上手い具合に「値動きの方向」や「どこまで相場が動き続けるか」

を予想し、それを的中させていく事などできるものではありません。 

 

それこそ、先ほど例に挙げた相場の場合、仮に先立って「急下降」している相場を予測し、

的中させる事が出来ても、その後、先立つ急下降を超える「急上昇」が起きていますので、

先立つ急下降の後に「まだ下がる」と予想し、ポジションを保有していたとレーダーは、

その時に伸ばす事ができた「含み益」が無となり、それ以上の「損失」に変わってしまっ

ています。 
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そして、ここで例に挙げているような「負け方」をしているトレーダーは、実際、世の中

にごまんといますし、このように相場は小さくも大きくも常に上下し、大きくも小さくも

波形を描いていく事が「常」であるため、そのような動きを原則的なものと考えるなら、

ひたすらポジションを保って、どちらかの方向に「動き続ける」という事を予想していく

事自体が「不合理」と言わざるを得ません。 

 

ですが、現実として、大多数のトレーダーは『利益、含み益は出来るだけ伸ばさなければ

ならない』『ポジションの解消を早まってはならない』という通説を頭の中に擦りこまれて

しまっているため、そのような「相場の原則に逆らう不合理なトレード」ばかりを行って

しまっています。 

 

だからこそ、大多数のトレーダーは「負けている」という現実が生まれているわけです。 

 

もちろん、ここで言及した事だけが、多くのトレーダーが負けている要因であるとは言い

ませんが、これもその要因の１つである事は、まず間違いありません。 

 

多くのトレーダーが当然のように考えている『含み益、利益を伸ばす行為、伸ばそうとす

る行為』には、必然的に『相場が今後、どちらに大きく動くのか』そして『その後、どこ

まで動き続けるのか』の予測が伴う事になり、それらを見事に的中させ続けなければ、実

際に含み益、利益を伸ばして十分なリターンを手中に収めていく事はできないわけです。 

 

ですが、そのハードルは非常に高く『相場が今後、どちらに大きく動くのか』そして『そ

の後、どこまで動き続けるのか』の「２重の予想」を見事に的中させる事は極めて困難で

あり、難易度が高い事と言わざるを得ないのが実情です。 

 

そんな難易度の高い予想、相場判断を行おうとするほど「勝てないトレード」「負けてしま

うトレード」が多くを占める事になり、そのようなトレードを行っている人が大半を占め

ているからこそ、世の中の大半のトレーダーは現実として負けていますし、負け続けてい

ます。 

 

だからこそ、私が提唱するトレードノウハウでは「大きな値動きを狙う」「利益、含み益を

伸ばす」といった思考を完全に排除した上で「大半の局面で常に生じている相場のブレ」「値

動きの上下」のみを狙って利益を上げていきます。 

 

とにかく、その「ブレ」の範囲で得られる利益をひたすら積み重ねていく形の「短期的な

売買」のみを徹底して行っていくわけです。 
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実際にそれだけを徹底するで『相場がどこまで動き続けるか』という難しい予想や判断を

する必要がなくなり、その予想を外す事で生じてしまうであろう「利益の取り逃し」や「損

失」といったリスクも全面的に避けられる事になります。 

 

決して大きな値動きの幅を狙おうとせず、大半の相場において常に生じている「相場のブ

レ」「値動きの上下」のみを狙って利益を積み重ねていく方が堅実であり、それを徹底する

事で、言わば「負けないトレード」を限りなく理想的な形で実現できるわけです。 

 

＊＊＊ 

 

「どこで手仕舞いするか、利益確定のタイミングこそが一番難しい。」 

 

相場の世界、トレードの世界では、このような事もよく言われています。 

 

その「手仕舞いのタイミング」「利確のタイミング」を間違うだけで、そのトレードの「勝

ち」や「利益」が「負け」や「損失」に変わってしまう可能性もあるため、現実として、

この「手仕舞いのタイミング」は非常に重要であり、そして、非常に難しいんです。 

 

故に、私のトレード手法では、この「難しい要素」を限りなくシンプルなものにする事で、

まずは何よりも「負けない事」を重要視するようにしています。 

 

結果として「相場が大きく動くタイミング」や「どこまで動き続けるか」といったハード

ルの高い予想を全て排除し、大抵の局面において、常に存在する「相場のブレ」「値動きの

上下」の範囲のみでほぼ機械的に手仕舞いしてしまい、その間の値動きのみで小さい利益

を次々と確定させて「懐」へとしまい込んでいくわけです。 

 

見方によっては、まさに「チリも積もれば」のような稼ぎ方に見えてしまうかもしれませ

んが、相場の値動きにおける特性、実際に見られる傾向、そして、それらを前提とする確

率論の上では、そのような稼ぎ方こそが最も「ローリスク」であり「堅実」であり、その

最終的なリターンも大きなものにできる事になります。 

 

ただ、このようなトレード手法は、常に相場に張り付いてトレード画面を目の前に開き、

数秒単位、数分単位の細かい売買をひたすら行っていくような「泥臭い作業」が伴います。 

 

細かな値動きを狙った短期売買を行っていく手法である以上、デイトレード、スイングト

レードのように、ポジションを保ったまま相場から目を離すような事はまずありません。 
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そういった点で言えば『常に相場に張り付いて、ひたすら売買を行っていく必要がある』

という点がネックであり、そこをデメリットに感じる人もいると思います。 

 

ですが、常に相場に張り付くからこそ、相場のブレ、値動きの細かな上下を利用した売買

が可能になり、その積み重ねが結果として、大きな利益を生み出していきます。 

 

そして何より、相場において、トレードにおいて、最も重要な事は「稼ぐ事」「稼ぎ続ける

事」であり、そのために重要となるのは、やはり「損をしない事」です。 

 

ただ、相場の世界、トレードの世界で耳にするような「資金の多くを失ってしまった」と

いうケース、そのような「大きな損失」を被ってしまった人の大半は、まさに相場にお金

を入れ、そこにポジションを保持したままの状態で相場から離れてしまっている時に「想

定外の大きな値動き」があり、それに対応が間に合わず、気が付いた時には大きな損失を

生んでしまっているんです。 

 

これは言わば、相場にお金を入れ、ポジションを保持したままの状況で「相場から離れて

しまっていた事」が原因であり、実際にリアルタイムに相場を見ていれば、そのような「想

定外の値動き」があった場合でも、その時点ですぐに対処を施す事が出来るため、そこま

での大きな損失が生じる前に手を打つ事が出来ます。 

 

つまり、相場にお金を入れ、ポジションを保持したまま相場を離れるという行為は、その

間に利益が伸びていくような状況となれば「ほったらかしでお金が増やせる」というメリ

ットに結びつくものの、そのメリットは、それと同じくらいの「リスク」の上で成り立っ

ているという事です。 

 

事実、相場の世界は常に何が起こるかわかりません。 

 

ここで例に挙げたような「想定外の大きな値動き」によって、思いもしない大きな損失が

どんどん膨らんでしまうような相場がいつ巻き起こってもおかしくないため『ほったらか

している間にお金が増やせるかもしれない』というメリットは、全くもって、その「リス

ク」に釣り合っていないのが実情だと思います。 

 

例え、どんなに大きなリターンを得られる可能性があるとしても、相場の世界は資金があ

ってこそ利益を生み出せるものである以上、その大半を失ってしまうような状況は何とし

てでも避けなければなりません。 
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少なくとも「相場に張り付く事」で、その『何としてでも避けなければならない状況』の

回避率、それを避けられる可能性を高められるのですから、これはトレードにおいては「何

よりも大きなメリット」と言っていいと思います。 

 

つまり、私のトレード手法における「相場に張り付く必要性」は、見方によっては、相場

の世界において何よりも避けなければならない「致命的な損失の回避率を引き上げられる」

という非常に大きなメリットがあり、更に、私が実際に実現している「細かな値動きの全

てを利益に変えて積み上げていける」という二重のメリットがあるわけです。 

 

＊＊＊ 

 

稼ぐ事、お金を増やす事こそが最大の目的であるトレードにおいて、致命的な損失を回避

できるというメリット、その利益をより大きなものにできるメリット、これらのメリット

以上に追求するべきものは無いと言っていいと思います。 

 

そういった点で、相場に常に張り付いた上で、その間に常に生じていく相場のブレ、値動

きの上下を狙って細かな売買を何度も行っていくという私の手法は『そのメリットを最大

限に引き出せている』と言っても過言ではないという事です。 

 

 

よって、私のトレード手法は、極めて短い時間の売買に特化した、いわゆる「スキャ 

ルピングトレード」に分類されます。 

 

一般的に、数日単位の日をまたぐような売買を前提とする手法をスイングトレード、 

日をまたがずに、その日のうちに売買を終えていく手法をデイトレードと呼び、ここ 

で言う「スキャルピングトレード」は、それらより更に短い周期の売買を行っていく 

ものとされていますが、多くのトレーダーが行っている「スキャルピングトレード」 

は、言っても数十分、数分という範囲の売買が一般的です。 

 

ただ、私のトレード手法は、その大半のトレードが１分にも満たない、数十秒、数秒 

といった売買になるため、まず、ここまでの短期売買を主体としているようなトレー 

ダー、トレード手法は、非常に稀だと思います。 
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それこそ、一般的に言うところの「スキャルピングトレード」を実際に行っている大 

半のトレーダーでも、やはり、その売買においては、少なからず利益、含み益を伸ば 

す事を前提としている傾向にあり、だからこそ、そのような「スキャルピングトレー 

ド」を主体としているトレーダーでさえも、その大多数は「勝ち続ける事」ができず、 

最終的には負けてしまっています。 

 

そのような多くのトレーダーが行っている「スキャルピングトレード」と比較しても、 

私のトレード手法は、更に短い売買を徹底していくものであるという事です。 
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実務講習 － practice － 

 

 Section－６：常勝の論理 ～勝ち続けるための絶対鉄則～               

 

ここまででご説明してきた私のトレード手法の概略を踏まえて、私のトレード手法を前提

に「勝ち続ける事の鉄則」は、実質的に１つのポイントに絞られます。 

 

それは『相場のブレ、ある程度の範囲に及ぶ値動きの上下がある相場のみを狙っていく事』

であり、言い変えると、そのような相場のブレ、ある程度の範囲に及ぶ値動きの上下が無

い相場を徹底的に「避けていく事」です。 

 

相場のブレの範囲で短期的な売買を繰り返し行っていく手法である以上、相場にある程度

の範囲で値動きの上下があれば、そのような相場では常に「勝ち続ける事」が出来ます。 

 

ですが、この手法が通用せず、稼ぐ事ができない相場、つまり「負けてしまう相場」とい

うのは、そのような相場のブレ、ある程度の範囲に及ぶ値動きの上下が無い状況で一方向

に相場がどんどん進んでしまうような相場なわけです。 

 

言わば、多くの人が待ち望んでいるような相場がそれにあたるわけですが、私のトレード

手法では、そのような「相場のブレ、値動きの上下もなく、一方向にどんどん動いていく

相場」では、想定するような「細かい売買」が行えない形となるため、そのような相場に

対して、もしも相場の進行方向とは逆側のポジションを持っていた場合、そのポジション

が相場の進行と共に損失、含み益を生んでしまう事になります。 

 

もちろん、そのような時にこそ、状況に応じた「損切り」が必要となるわけですが、いず

れにしても、そのような相場が唯一、私のトレード手法が通用しない、言わば「勝てない

相場」「負けてしまう相場」に該当する事は間違いありません。 

 

そのような『相場のブレ、値動きの上下もなく、一方向にどんどん動いていく相場』を徹

底して「回避」していく事さえ出来れば、このトレード手法は常に勝ち続ける事、稼ぎ続

ける事ができるわけです。 

 

よって、このトレード手法で勝ち続けるため、負けないために判断していくべき事は『相

場のブレ、値動きの上下があるかどうか』であり、その有無の判断、その精度がそのまま

勝敗を分けていく事になります。 



58 

ただ、この判断はあくまでも『相場のブレ、一定範囲の値動きの上下があるかどうかの判

断』および『一方向に大きく動きつつけていく相場を避ける』という判断のみであって、「相

場がどちらに大きく動くのか」「その後、どこまで動き続けるのか」という判断や予想は全

く必要ありません。 

 

つまり「値動きの方向」や「その後の継続した動き」を連鎖的に予測する必要は全くない

ため、それらを完全に度外視した上で『相場がポジションと逆側に大きく動いてしまう可

能性』を徹底的に追求し、そのような相場を徹底して避ける事ができるようになれば、私

のトレード手法は、それで十分に勝ててしまうわけです。 

 

当然、これは多くのトレーダーが行っている「値動きの方向の予測」や「その後の継続的

な値動きの予測」に比べれば、遥かに容易なものであり、私としては、このような「低い

ハードル、超える事が容易なハードルのみを超える実現できる有効なトレードルールの確

立」に心血を注ぎました。 

 

これまでお伝えしてきたように、このような「低いハードル」を超える事に特化したトレ

ード手法でも十分に大きなリターンを狙えるからであり、とどのつまり、このような手法

こそがローリスクで堅実な手法になると考えたからです。 

 

そして、そのハードルを越えるための基準を確立する上でも、私はできる限りシンプルに、

そのハードルを越えやすい道筋を辿るべく、１つの指標のみを用いる形で「ブレのある相

場の有無」および「大きな値動きが生じる可能性」を判断するための基準のみを徹底的に

追求してきたわけです。 

 

＊＊＊ 

 

とどのつまり、テクニカル指標にあたるものは「相場が変動するタイミング」や「相場の

傾向」を押さえるための基準として確立されているものがほとんどであり、実際に多くの

トレーダーは、それをアテにして売り買いの方向やポイントを判断しています。 

 

よって、私のトレード手法では、そのような指標の前提を「逆手」に取り、多くのトレー

ダーがそれをアテにして偏った売り買いを行う可能性の高いタイミングを判断するべく

『その指標がどうなっている時に、相場のブレ、値動きの上下が無くなる傾向にあるのか』

また『どうなっている時に大きな値動きが生じる可能性が高くなるのか』そのような視点

で１つの指標に「自分なりの水準」を加え、その精度を高めていくという形で自らのトレ

ードルールを確立してきました。 
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言わば多くのトレーダーとは「真逆の視点」でテクニカル指標を使い、多くのトレーダー

が「勝負どころ」とするところを、逆の視点で「避ける」ようにすれば、必然的に「一方

向に大きく動いていく相場」や「そのような相場が生じる可能性の高い状況」を避けてい

く事ができると考えたわけです。 

 

よって、私のトレード手法では、テクニカル指標を「勝つ事」や「勝てる可能性が高い相

場」を判断するために用いるのではなく、その実質的な視点としては『勝てない可能性が

高くなる、手を出してはならない相場を判断するため』に用いていきます。 

 

その上で、多くのトレーダーがポジションを建て、それを握りしめて大きな値動きを待ち

望んでいるような局面こそ、彼等を尻目に、その間の値動きの上下幅に準じた「細かな売

買」によって上げられるだけの利益を懐にしまい込み、いざ多くのトレーダーが「勝負ど

ころ」にするような局面では、即座に相場から手を引いてしまうんです。 

 

言わば、それまでの相場で上げられるだけの利益を上げたうえで「勝ち逃げ」してしまう

わけです。 

 

 

これが私のトレード手法における１つの流れ、ワンセンテンスにあたるものであり、その

後、相場が大きく上がろうと、下がろうと、私達にとっては「どうでもいい事」でしかな

く、このように相場が大きく動くような多くのトレーダーにとっての「勝負所まで」が、

言わば私達の「稼ぎどころ」に他なりません。 
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とは言え、このような「大きな値動きがあるタイミング」を常にピンポイントで予測でき

るとは限らないため、やはり「思わぬタイミング」でポジションとは逆方向に一気に相場

が動いてしまうようなケースも、当然、ありえます。 

 

ただ、そのような場合は一定幅以上の値動きが生じた時点での「損切りのルール」も定め

ているため、そのような場合における「損失」は可能な限り最低限に押さえられるように

配慮しています。 

 

そして何より、私のトレード手法では「そのような状況に至るまでに稼いであるであろう

利益」が十分に範囲になっている場合がほとんどであるため、いざ、そのような「損切り」

となるような状況となっても、その「損切りによる損失」が「それまでの間に稼いだ利益」

を下回る場合がほとんどです 

 

 

 

損切となる際のイメージは、このようなものであり、このイメージの通り「損切りの実行

範囲」は、基本ベースとなる売買の幅を少し超えた辺りに設定していくルールとなってい

る事から、そこまでの大きな含み益、損失を抱え事、抱え続けていくような事はまずあり

ません。 
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可能な限り、損切り時の損失、ダメージを少なくできるように「損切りのポイント」は、

かなり「浅い範囲」に設定していくルールが前提となっているため、仮に損切りになって

しまうようなケースでも、それまでの間に「稼ぐだけ稼いだ利益」が損切りの際に生じた

損失を上回るケースも決して珍しくはないという事です。 

 

 

世の中の大多数のトレーダーは、ここまで言及した内容の通り「含み益をできるだけ 

伸ばす事」に捉われ、可能な限り「大きな値動き」を狙う事を前提にポジションを保 

有し続ける傾向にあるため、以下のような、私達のトレード手法では「どんどん利益 

を上げられるような相場」でも、ひたすらポジションを握りしめて大きな値動きを待 

ち続けている傾向にあります。 

 

 

 

 当然、この間にただポジションを保持し続けるだけでは１円の利益も懐に入れる事は 

 できないため、その後、大きな値動きがあった際、いざ予想が的中すれば、あとはそ 

こからどこまで利益を伸ばせるか、というステージに立つ事ができますが、その反面、 

予想が外れたトレーダーは損失を生んでしまい、どこかのタイミングで損切りをする 

か、そこで損切りもできず損失を増やし続けてしまう人も少なくありません。 

 

ただ、仮にそこで即座に損切りを行えたとしても、やはり、そこで残るものは「損失」 

のみであり、１円の利益も手元に残す事はできないんです。 

 

そこには、まさに「負けトレードによる損失のみ」が残ってしまうわけですが、この 

ような状況でも、実際に「利益」を手元に残していく事ができるのが私のトレード手 

法であり、このようなケースの積み重ねが「非常に大きな差を生んでいく」という事 

です。 

 

 

ここまでの講義の中で言及してきた「トレード手法の概略」を踏まえて頂いた上で、実際

にどのような指標を用いて「相場のブレ」「一定範囲の値動きの上下の有無」を判断し、一

方向に大きく動いていくような相場を避けていくのか。 
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ここからはいよいよ、その「具体的なルール」やそれに基づく「売買の基準」について、

順を追ってお話ししていきたいと思います。 

 

 

Next Section 

 

実際に講習では、ここから私のトレード手法で実際に利用していく指標についてや、 

その指標の成り立ち、その指標をどのような基準で用いていくのかなどを１つ１つ順 

を追って説明していく流れとなっています。 

 

具体的なエントリー基準、避けるべき相場の基準はもとより、利益確定の基準から、 

想定外の方向に相場が動いてしまったケースの損切りの基準など、その全てを「１つ 

の指標のみに特化する形」でルール化しているため、その判断基準を極めて明確かつ 

シンプルなものであり、そこには何ら「曖昧なルール」なども存在しません。 

 

私のトレード手法において最も重要な「相場のブレ、値動きの上下の有無」を判断す 

る事。 

 

そして「相場が一方向に大きく動き出す可能性が高いポイント」を判断する事に適し 

た１つの指標のみによって、その全てを判断していくルールになっているという事で 

す。 

 

少なくとも、私のトレード手法では大きな値動きを一気に狙っていくようなトレード 

は一切、度外視しているため、そのような値動きを狙う必要も予測する必要もなく、 

極端に言えば、相場に「ブレ」があり、そこに一定幅の「値動きの上下」があれば、 

その値動きに準じた売買で利益を積み重ねていく事ができます。 

 

言うなれば「相場のブレに準じた売買」を根本的に行えない「一方向に大きく動き続 

けていく相場」さえ避けられれば、それで十分に勝ち続ける事ができるわけです。 

 

故に、私のトレード手法では、根本として「相場がどちらに大きく動くのか」そして 

「動き続けるか」を予想する必要がないため、指標の使い道は『大きな値動きが生じ 

る可能性が高い相場の見極め』に特化すれば十分であり、その判断のみを高い精度で 

行っていく事は、そこまで難しいことではありません。 
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私のトレード手法が実際に「有効」であり、この手法によって私を含めた多くの「教 

え子」にあたるような方が勝ち続ける事、稼ぎ続ける事ができているのは、そもそも 

の「相場で稼ぐためのハードル」を限りなく下げた形で、有効なトレードルール、売 

買の基準を１つの指標のみに特化する形で限りなくシンプルなものを確立しているか 

らに他ならないという事です。 

 

事実、既に私のトレード手法はマンツーマン形式の個人講習という形でも１００名以 

上（２０１９年時点）私自身が講師を務める形のセミナー形式などでも５０名を超え 

る受講者様へ、私自身のトレードルールを継承している状況にあり、そんな「教え子」 

にあたる方々の実際の「講習トレード」の際のパフォーマンスや、その後の運用実績 

なども数多く、以下の私のブログなどを介して公開しています。 

 

私の「教え子」にあたる方々の運用パフォーマンスの一覧など。 

http://market-researcher.info/?p=503 

 

また『実際の相場（値動き）に対してのリアルタイムな有効性を実証できる記録』と 

して、以下のツイッターを介して、私のトレード基準に沿った売買のポイントや具体 

的なトレード内容もそのまま公開しています。 

↓↓↓ 

https://twitter.com/FXY69219641 

 

ちなみにこちらのツイッターを介して行ってきた「公開トレード」は、勝率９割以上 

をキープしている状況であり、その全記録は以下よりご確認いただけます。。 

 

Twitter による公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧 

http://market-researcher.info/?p=2061 

 

 

ツイッターへの投稿（ツイート）は、ブログへ投稿していく記事などと異なり、 

その投稿日時や、投稿内容（文章）の修正、編集などを一切行えません。 

 

つまり、このツイッターアカウントに投稿されている内容は、紛れもなく「そ 

の日時にリアルタイムな形で投稿されたものに他ならない」という事です。 

 

 

http://market-researcher.info/?p=503
https://twitter.com/FXY69219641
http://market-researcher.info/?p=2061
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私自身、このトレードノウハウに関しては一対一のマンツーマン体制を取り、私自身 

がその受講者さんの目の前で稼いで見せる事、そして、その場で受講者様自身に同じ 

ルールで稼いでいただく事を体験してもらう形で、そのノウハウの全てを継承してき 

ています。 

 

また、５０名近い受講者様の目の前で、同じように私自身が実際にトレードを行って 

稼いでみせるセミナーも数回ほど開催してきた経緯があり、更に投稿日時・投稿内容 

の書き換えを行う事ができない「ツイッター」を使って、その有効性をリアルタイム 

な形で実証し続けていますので、ここまで、その有効性をオープンにしている「トレ 

ード」のノウハウは、私の知る限りでは前例もなく、また、見た事も聞いた事もあり 

ません。 

 

私のトレードノウハウが世の中で「唯一無二の有効なノウハウ」というつもりは毛頭 

ありませんが、そのような「有効なトレードのノウハウ」にあたるものをこのような 

形でモノにできるようなチャンスは、まずそうはない事だと思います。 

 

だからこそ、私の提唱するトレードノウハウや、私が実施するトレード講習に、ご関 

心、ご興味を抱かれている状況にあるようなら、是非一度、以下の案内資料に目を通 

してみてください。 

 

トレード講習案内資料：http://ebook-japan.com/secret/of.pdf 

 

また、すでにこちらに目を通した上で受講を検討されているようであれば、こちらの 

資料を介して提案している「オファー」は、私と直に言葉を交わした上で最終的なご 

判断をしていただく事を前提としていますので、まずは一度、直に言葉を交わしてみ 

る事を検討して頂ければと思います。 

 

もちろん、今回の書き起こし資料を見た上でのご質問なども大歓迎です。 

 

私と言葉を交わす機会を作って頂けるようなら、以下の通話申請フォームよりご一報 

頂ければ幸いです。 

 

事前通話のご申請はこちらから 

http://ebook-japan.com/secret/form/ 

  

http://ebook-japan.com/secret/of.pdf
http://ebook-japan.com/secret/form/
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 あなたと直にお話し出来る事、そして、次は実際の講習でお会いできる事を楽しみに 

しています。 

 

 最後までお付き合いいただきありがとうございました。 

 

 テクニカルトレードと統計心理学、管理人 Y  

 

ご感想、お問い合わせ等はこちらまで：a178203@gmail.com 

 

 

mailto:a178203@gmail.com

