
 

仮想通貨の「保有」と「運用」をノーリスクで行う無形資産構築メソッド 

 

この資料では、法定通貨（円）を「稼ぐ」のではなく、リスクの無い仮想通貨の運用によ

って仮想通貨そのものを「増やす」ことで、これまでにない形の「無形資産」を構築する

事ができる全く新しい資産運用、資産構築のノウハウを公開しています。 

 

 

仮想通貨が「値上がり」と「値下がり」を繰り返す今だからこそ、リスクの無い仮 

想通貨の「運用」によって堅実な資産構築を進めてみませんか？ 

 

 この資料で公開している『仮想通貨の運用ノウハウ』なら・・・ 

 

 

・実質的な「リスク（損をする可能性）」を限りなくゼロに近い状況を実 

 現した上で、仮想通貨の「保有」および「運用」を行う事が可能になり 

 ます。 

 

 ・法定通貨（円）を「稼ぐ」のではなく、仮想通貨を「増やす」という形 

で、これまでにない形式の「無形資産」と堅実に講師くしていく事が可 

能となります。 

 

 ・日々、増やしていった仮想通貨はいつでも日本円に換金する事が可能で 

あり、換金した資金は、すぐにでも自分自身の銀行口座から引き出す事 

が出来ます。 

 

  

 これから、私自身が実際に、そして、今現在も継続して自らが保有する仮想通貨 

 を「運用」し、その所持枚数（保有枚数）を増やし続けている方法を、詳しくお 

 話ししていきたいと思います。 

 

テクニカル分析と統計心理学・管理人テクニカルトレーダーY 

 

  テクニカル分析と統計心理学ブログ： http://market-researcher.info/ 

  テクニカルトレーダーYツイッター： https://twitter.com/FXY69219641 
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仮想通貨の代表格、ビットコインの価値（レート）は、２０１７年の１２月に２３０万円

ほどにまで高騰した後、その翌年の１２月には３０万円台にまで下落しました。 

 

 

 

ただ、そこから半年ほどで価格は一時、１５０万円台まで回復し、その資産価値を常に変

動させています。 

 

このような価格変動の激しさから、仮想通貨への投資は「ハイリスク」というイメージや、

もう以前のような価格高騰は望めないと考えている人も少なくありません。 

 

ですが、仮想通貨はビットコインなど実際に「購入」して「保有」し、ただひたすら「価

格の高騰」を待ち望むような形ではなく、その「仮想通貨そのものを増やす形」で、言わ

ば『資産』を構築していく事が出来ます。 

 

レートの変動が激しいとは言え、１枚あたりが数十万円、時に１００万円以上の価格で取

引されている現実がある以上、仮想通貨が『資産』になる事は揺るぎない現実です。 

 

つまり、仮想通貨そのものを「増やしておく事」は、紛れもなく『自らの無形資産を構築

していく事に等しい』という事です。 



そんな仮想通貨を「増やす方法」として、一般的には「マイニング」と呼ばれる仮想通貨

の発掘作業のようなものが筆頭に挙げられると思いますが、マイニングには高額な機材や

サーバー環境の保持など、それなりの設備投資にお金がかかります。 

 

何より、これは他のマイニング業者との技術競争のような形にもなってしまうため「誰も

が手軽に始められるもの」とは言い難いのが実情です。（少なくとも、私はそのような「設

備投資」などは一切行っていませんしそのような環境も一切持ち合わせていません。） 

 

では、私はどのような手段を用いて、実際に仮想通貨を増やしているのかというと「仮想

通貨の値下がり（値崩れ）に乗じる形で所持枚数を増やしている」というのが、その率直

な「答え」になります。 

 

 
（２０２０年２月１０日時点 BTC（ビットコイン）保有残高：１０．５８６４BTC） 

 

例えば仮想通貨の代表格であるビットコインは、２０１７年の１２月頃に２３０万円ほど

の最高値を付けて以降、２０１８年、２０１９年はレートを下げ続けていました。 

 

つまり、ビットコインの「値下がり」に乗じる形でビットコインそのものをどんどん増や

していく術があるという事です。 

 

 

ここでほんの少しでも「ある分野の知識」や「経験」がある人なら、ここで言う『ビ 

ットコインの値下がりでビットコインの所持枚数を増やす術』に対して、普通に「思 

い当るもの」が頭の中に浮かんでいるかもしれません。 

 

そして、おそらくですが、この段階で思い浮かんでいるであろう、その「ビットコイ 

ンそのものを増やす術」には「リスク（損をする可能性）が伴うもの」なはずです。 

 

ですが、ここで私が公開させていただく、その方法は「実質的なリスクを全く伴わな 

い形」で仮想通貨を増やしていく事が可能なものになっています。 

 

その詳細も含めてお話ししていきますので、もう少しだけお付き合いください。 

 



単刀直入に言えば「仮想通貨そのものを増やす事」は『仮想通貨そのものを原資とした仮

想通貨の運用』によって実現していく事が出来ます。 

 

ただ、一般的に「運用（資産運用）」と聞くと、多くの人は「円（日本円）」を原資として、

それを株や不動産、為替などに替えて行っていくものをイメージされるはずです。 

 

ですが、そのような多くの人が行っている「運用」は、お金を一時的に「株」や「不動産」

に変えた上で、最終的には「更にお金（円）を増やす事」を前提に行われています。 

 

そのような一般的な資産運用では、あくまでも円を「原資」として、円を「運用」し、そ

して「円を増やしていく」わけです。 

 

対して、私が行っている「仮想通貨の運用」は『円を増やす事が前提なのではなく、あく

までも「仮想通貨を増やす事」が前提』となっています。 

 

仮想通貨を「原資」として仮想通貨を「運用」し、仮想通貨を「増やしていく」という事

です。 

 

もちろん、増やしていった仮想通貨はいつでも「円」に換金できますので、最終的な「目

的」は、円を増やす事（お金を稼ぐ事）に繋がっている点に相違はありません。 

 

ですが、その目的を果たす上での前提が「お金（円）の運用」及び「お金（円）を増やす

事」にあるのではなく、あくまでも「仮想通貨の運用」及び「仮想通貨を増やす事」にあ

るわけです。 

 

そして、仮想通貨の「運用」においては、仮想通貨の値下がり、値崩れによっても、仮想

通貨そのものをどんどん増やしていく事ができます。 

 

これは、株式相場で言うところの「空売り」や、為替相場の証拠金取引（ＦＸ）の「ショ

ート（売りポジション）」にあたるものであり、これと同じ事を仮想通貨でも行えるわけで

す。 

 

ただ、そのような「運用」においては「損をしてしまうリスク」が伴うはずであり、リス

クを抱えずに「運用」を行い、利益だけを得ていくような事は、本来であれば出来ません。 

 

ですが、仮想通貨を原資とする運用においては、そのような損をしてしまう可能性（リス

ク）を「実質的」に排除する事が出来るようになっています。 

 

少なくとも、仮想通貨そのものを増やしていく事においては『実質的なリスク（損をする

可能性）を一切、排除した形で「運用」を行える』という事です。 



－レートがどう変動しようと、決して損をしない仮想通貨の運用方法について 

 

そのロジックは、実はそこまで複雑な話でも何でもなく、仮想通貨を「原資」とするので

あれば、自身で保有している金額分の「売りポジション」にしておく事で、少なくとも「実

質的に損をしない状況」は容易に実現する事ができます。 

 

例えばビットコインのレートが１枚１００万円の時点で１０００万円相当、１０枚のビッ

トコインを原資として運用する場合に、その原資分に相当する１０枚分（１０００万円分）

を「売り」のポジションにしておきます。 

 

 

 

 

 

こうして「売りポジション」を建てておけば、相場が下がれば下がるほど、原資が増えて

いく形になるため、仮に１枚１００万円だったビットコインの価値が１０分の１の１０万

円になった場合、その「売りポジション」は１０倍に膨れ上がる事になります。 

 

１０枚だったビットコインが、その時点で１０倍の１００枚になるという事です。 

 

 



ただ、レートが１０分の１（１枚１０万円）になっているわけですから、その１００枚を

日本円に換算した場合の資産価値は、 

 

１０万円 × １００枚 ＝ １０００万円 

 

という事になり、実質的には「損」も「得」もしていない事になります。 

 

ですが、ビットコインの保有枚数は間違いなく１０倍になっているため、もし、そこから

レートが再び２倍の２０万円、５倍の５０万円、強いては１０倍の１００万円にまで戻っ

ていった場合、その１００枚のビットコインは、 

 

２０万円  × １００枚 ＝ ２０００万円 
５０万円  × １００枚 ＝ ５０００万円 
１００万円 × １００枚 ＝ １憶円 

 

このように、もともとの原資分である「１０００万円」の２倍、５倍、１０倍の「無形資

産」となっていく事になるわけです。 

 

「でも、ビットコインのレート（価格）がどんどん上がってしまったら？」 

 

このような懸念に対しても、先ほどの例と同じ状況を前提に、ビットコインのレートが１

枚１００万円の時点で１０枚分（１０００万円分）の「売り」のポジションを建てていた

状況から、ビットコインのレートが１０倍の１枚１０００万円にまで上がっていったと仮

定してみます。 

 

レートが下がればビットコインが増えるのが「売りポジション」ですから、レートが上が

っていけば、当然、ビットコインの「保有枚数」は減っていく形になります。 

 

１０枚だったビットコインは、その時点で１０分の１の「１枚」になってしまうという事

です。 

 

ですが、ビットコインそのもののレートは１枚１０００万円にまで上がっていますので、

その１枚を日本円に換算した場合の資産価値は、 

 

１０００万円 × １枚 ＝ １０００万円 

 

という事になり、この場合も、実質的には「損」も「得」もしていない事になります。 



要するに、仮想通貨を原資として、その保有分のみの「売りポジション」を建てていく分

には、レートが上がろうと、下がろうと実質的な「損」は生じません。 

 

結果として『実質的にリスクの無い仮想通貨運用を行える』というわけです。 

 

そんな仮想通貨（ビットコイン）を原資とした運用は『仮想通貨を原資とする形』で証拠

金取引（ＦＸ）を行う事ができる、以下のような仮想通貨取引所で行っていく事が出来ま

す。 

 

 

Bybit：https://www.bybit.com/app/register?ref=oJ8Dj 

 

BitMEX：https://www.bitmex.com/register/J14XGX 

 

 

この資料内で公開している、以下のビットコインのウェレット明細はビットメックス 

のユーザーページから、その「取引明細」を取得した画像となっています。 

 

 

 

2020 年 5 月 1日付でビットメックスは日本国内ユーザーへのサービス提供を終了し 

たため、今現在は「bybit（バイビット）」を利用する形で運用を行っています。 

 

ちなみにこの時点（この資料を作成した２０２０年２月時点）で、上記の通り１０枚 

を超えているビットコインは、もともとは、以下のような「約１枚のビットコインを 

原資として、２０１９年の６月頃から増やしていったもの」となっています。 

 

 

https://www.bybit.com/app/register?ref=oJ8Dj
https://www.bitmex.com/register/J14XGX


 

 

つまり、私は２０１９年の６月２４日に預け入れた１枚のビットコインを、約８か月 

ほどで１０枚（１枚あたりのレートが５０～１００万円であれば５００～１０００万 

円相当）にまで増やす事が出来ているという事です。 

 

 

ですが、先ほども例に挙げたように、この方法のみによって増やしていったビットコイン

は、その時点においては、実質的な「利益」にはなっていません。 

 

実質的な「損」をするリスクが無い代わりに、幾らビットコインを増やす事が出来ても、

その時点のレートが下がっていく以上、実質的な「得」も無いわけです。 

 

よって、その「増やしていったビットコイン」から、実際の「利益」を得られるのは、ど

こかの時点で、やはり「仮想通貨の値上がりに便乗する必要」があります。 

 

増やし続けたビットコインの価値を、そのままの状態で引き上げる事ができてこそ、最終

的に、その保有資産を５倍、１０倍に出来るという事です。 

 

では、どうやって、そのような「値上がり」に便乗していくのか。 

 

その方法は「１つしか無い」というのが率直なところで、仮想通貨の価値（レート）が上

がる時は売りポジションを建てず、その値上がりを静観していけば良いという事になりま

す。 

 

つまり、仮想通貨の価値（レート）が下がっていく時は「売り」のポジションを建てて、

ひたすら仮想通貨そのものを増やします。 

 

そして、価値（レート）が上がっていく時はポジションを解消して純粋にその資産価値を

どんどん高めていくわけです。 

 

実際に私はそのようにして、ビットコインの価値が下がっていく時にだけ「売りポジショ

ン」を建て、実際に仮想通貨（ビットコイン）を着実に増やしてきました。 

 



 

 

例えば以下はビットコインの値動きを表しているチャートになりますが、相場は常に「上

下する傾向」にあるため、その価値が一直線に下がっていくわけでも上がっていくわけで

もありません。 

 

 

 

つまり、上がっては下がり、また、下がっては上がる状況を繰り返すため、そのような値

動きに沿っていく事で、ビットコインはどんどん増やせてしまうという事です。 

 

ですが、問題はここからで、 

 

 

・レートが下がる時にだけ売りポジションを建てる 

・レートが上がる時は売りポジションを建てない 

 

 

これを徹底して行っていくには、そもそも「相場（値動き）の動向を予測するスキルが必

要不可欠」となります。 

 

実際に相場が上がっていくのか、下がっていくのかを高い精度で予測できなければ、これ

を「徹底」して行っていく事はできないからです。 

 

そして、これは株や FXなどの「相場」で稼ごうとした経験がある人ほど『それが出来れば

苦労は無い』と思ってしまう部分ではないかと思います。 

 



しかし、こうして私が実際に仮想通貨を「増やし続ける事が出来ている」という現実があ

る以上、その「予測」を高い精度で行える術（方法）が実際にあるわけです。 

 

とは言え、実際に仮想通貨やビットコインが今後どうなっていくのかなど、私には全く見

当もつきませんし、１年先２年先といった将来的な価値なども、私には全く分かりません。 

 

ですが、これが数時間、数日間といった「短期間」の価格変動の余地や、その可能性の範

囲なら、私はそれなりの精度でそれを予測するスキルを確立できています。 

 

そのような短期間の値動きは「テクニカル分析」と呼ばれる『過去から現在までの値動き

の傾向から、その後の売買の傾向を分析していく方法』で十分に「予測が可能」であり、

私はこの分野でかなり精度の高い「基準」を確立しているという事です。 

 

例えば以下は、私自身がリアルタイムな仮想通貨の相場に対して「値動きの予測」を無料

で公開しているツイッターアカウントがあり、こちらを介して私は幾度とビットコイン相

場の値動きを的中させ、そのトレード結果などをオープンにしてきた確固たる「実績」が

あります。 

 

 

テクニカルトレーダーYツイッター： https://twitter.com/FXY69219641 

 

https://twitter.com/FXY69219641


 

こちらのツイッターを介して値動きの予測情報を投稿し始めたのは２０１９年の７月頃で

すが、２０２０年の１年間で行った「公開トレード」の通算勝率は以下の通りでした。 

 

▼ 2020 年ビットコイン相場を対象とする通算勝率 

 

 

こちらの通り、ビットコインの相場を対象とするトレード勝率は「年間１００回を超える

トレード回数で９９％を超えている」という事です。 

 

 

 上記はこの手紙を執筆した際の勝率であり、今現在の勝率は以下の「ツイッター公開ト 

レードの全結果をまとめたブログ記事」の方で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 

 

 

 

 －勝率９９％の「信憑性」について－ 

 

 私がツイッターを介して実証しているトレード勝率は、決して「偶然」で実現でき 

る数字（勝率）ではない事は十分にお分かり頂けると思います。 

 

また、実際にツイッターを利用されている方は分かると思いますが、ツイッターへ 

の投稿（ツイート）は、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、私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。 

 

その上で、あまりに勝率が「高すぎる」ため『都合の悪いツイートは削除しているの 

ではないか』と思われるかもしれません。 

 

http://market-researcher.info/?p=2061


 

ですが、値動きを予測するツイート投稿を、その後の値動きを見て削除したような事 

も一度たりともありません。 

 

それこそツイッターでは私がツイートを投稿した時点で私のアカウントをフォロー 

しているフォロワーさんには、その投稿内容が記載された通知がメールで届くよう 

になっています。 

 

つまり、ツイート投稿後に私が都合の悪いツイートを削除したとても、一度、こちら 

が投稿した内容は「動かぬ証拠」となるメールが全てのフォロワーさんに届いている 

わけです。 

 

そのような状況で、以下のようなツイートを投稿したものなら、その「動かぬ証拠」 

を持っているフォロワーさんが「突っ込みのコメント」を入れてくるはずです。 

 

その投稿内容が全て「本物」である事は、他でもない、私のツイッターの全てのフォ 

ロワーさんが認知しているという事です。 

 

※それでも「疑わしい」という場合や、ここでお伝えした事を「自分自身で確かめた 

い」という場合は、是非、私のツイッターをフォローして頂き、その投稿内容の全て 

をチェックして頂ければと思います。 

  

テクニカルトレーダーYツイッター： https://twitter.com/FXY69219641 

 

 

少なくとも、私のツイッターへの投稿内容を時系列でご確認頂ければ、 

 

「仮想通貨、為替といった相場がほぼ私の予測通りに動いている事」 

「私自身がその予測に沿って実際に売買で利益を上げている事」 

 

などから、私が実際に「値動きの動向」を十分な精度で予測できている事、そして、実際

にビットコインを増やし続けている事がお分かり頂けるはずです。 

 

そして、ここまでの精度で「相場の値動き」を予測していく事ができれば、相場（レート）

が下がる時にのみ、売りポジションを建てる事で、その所持枚数をどんどん増やしていく

事が可能になります。 

https://twitter.com/FXY69219641


まさに先ほどお伝えしたのような 

 

「実質的なリスク（損をする可能性）を避けた形」 

 

で、仮想通貨（ビットコイン）の「運用」を行い、仮想通貨（ビットコイン）をどんどん

増やしていく事が出来るということです。 

 

あくまでも仮想通貨（ビットコイン）そのものを「原資」として、その保有枚数のみを「売

りポジション」にしていく形であれば、実質的な「リスク（損をする可能性）」は存在しま

せん。 

 

相場が下がれば所持枚数は増える形になり、相場が上がり、所持枚数が減ってしまっても、

減った分だけレート（価値）は上がるため、実質的な「損」は生じないからです。 

 

もちろん、これは「所持枚数を増やした場合」でも全く同じ理屈で、レートが下がった段

階では「得」もない事になります。 

 

ですが、その後、レートが戻り、そして上昇していけば・・・ 

 

増やした分の仮想通貨も含めた形で、その資産価値が上がっていく事になるんです。 

 

つまり、レートが下がる時は売りポジションで所持枚数を増やし、レートが上がる時は売

りポジションを建てずに、その資産価値を高めていくわけです。 

 

その「値動き」を、それなりの精度で予測できるなら、例え仮想通貨（ビットコイン）の

相場が今後、どのような状況（レート）になっていくとしても「無形資産の構築は、何ら

問題なく実現できてしまう」という事です。 

 

その上で、今後の仮想通貨（ビットコイン）の値動きを以下の３つの状況を仮定して、具

体的な運用経過をシュミレーションしてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

・シュミレーション－１：今後、ひたすら「値上がり」し続ける 

・シュミレーション－２：今後、ひたすら「値下がり」し続ける 

・シュミレーション－３：値上がりと値下がりを繰り返していく 

 



▼ シュミレーション－１：仮想通貨が今後、ひたすら「値上がり」し続ける 

 

まず、ビットコインの価値（レート）が、運用開始と共にひたすら値上がりし続けるとい

うケース。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の判断基準では、このような「値上がりの予測」もそれなりの精度で行えますので、こ

のような場合は「運用」のために保有した仮想通貨を、そのまま放っておく形で問題あり

ません。 

 

もちろん、その時点で更に「買いポジション」を建てて、いわゆる「トレード」を行って

いく事も出来ます。 

 

ただ、運用のための仮想通貨（ビットコイン）をすでに所持し、保有している状況にある

以上、その価値が上がっていけば、その上昇分は黙っていても「利益」になっていきます。 

 

仮に１００万円のレートで１枚のビットコインを原資として保有し始めた後、そのレート

が１枚１５０万円になれば５０万円の利益となり、２００万円になれば１００万円の利益。 

 

１枚あたりのレートが１０００万円になれば「９００万円の利益」になっていきます。 

 

実際に「レートの値上がり」を予測できれば、運用のために「保有」しているビットコイ

ンをただ放置しておけば『レートが上がれば上がるほど、その値上がり分が「利益」にな

っていく』という事です。 

 



ただ、実際の相場（値動き）においては「ひたすら一方的に値上がりし続ける」という事

はまずありません。 

 

やはり、その途中途中で「一時的に相場が下がるポイント」が生じる可能性が高く、私の

相場判断の基準では、そのような「一時的な値下がりのポイント」も高い精度で予測して

いく事ができます。 

 

つまり、このような「レートがどんどん上昇していく相場」においても、その途中途中の

一時的なレートの下降ポイントを押さえて保有枚数を増やしながら、 

 

 

・保有枚数の増幅 

・仮想通貨そのものの資産価値の向上 

 

 

この２つを相乗させる形で、どんどん「資産」を増やしていく事が可能ということです。 

 

▼ シュミレーション－２：仮想通貨が今後、ひたすら「値下がり」し続ける 

 

では、逆にレートがひたすら「値下がり」していった場合はどうなるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合は「売りポジション」を建てておく事で『レートが下がれば下がった分だけビッ

トコインの保有数量は増えていく形』になります。 

 



 

少なくとも、その「保有分」と同じだけの売りポジションを建てておけば、レートが半分

になれば、所持枚数は「２倍」にできますし、レートが１０分の１になれば、所持枚数は

「１０倍」にできる事になります。 

 

ただ、先ほどもお伝えしたように、どんなにその所持枚数が増えていっても、レートその

ものが下がっている以上、その時点では、損も得もしていません。 

 

よって、本当に「ひたすら下がり続ける」という状況が行き着くところまで行き着く場合、

所持枚数は１００倍、１０００倍と幾らでも増えていきますが、このケースは実質的に「損

（損失）もなければ得（利益）もない」という事です。 

 

ですが、現実的に考えて、一定のところまで下がっていった相場、もしくは、その一定範

囲を超えるレベルで下がりきった相場は、ほぼ間違いなく上昇し始めます。 

 

株などであれば発行会社の破綻などによって株そのものが無価値になる事もありえますが、

仮想通貨はあくまでも「通貨」ですから、 

 

『それ自体が完全に無価値なものになる事は原則的にありえない』 

 

と考えられるからです。 

 

もちろん、法定通貨も、その通貨を発行している「国」が破綻する事で、その価値が暴落

する事や無価値になるという事がありえるのかもしれません。 

 

ですが、仮想通貨はそういった「発行元」にあたる『中央機関が存在しない事』が１つの

魅力であり、そこに価値が見出された上で、時に百万円を超えるレートで取引されている

わけです。 

 

故に仮想通貨はあらゆる株や法定通貨より『無価値になる可能性が低い』と言える側面が

あります。 

 

だからこそ、下がり続けたレートは、どこである程度は戻り始める可能性が高く、そうい

った点では次に挙げる「値下がりと値上がりを繰り返していく」という状況が最も現実的

な値動きの傾向になると考えられます。 

 



▼ シュミレーション－３：「値上がり」と「値下がり」を繰り返し続ける 

 

このケースは、まさに「これまで」そして「今現在」の仮想通貨の値動きそのものにあた

るケースであり、このような値動きが「今後も同じように続く」というケースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、このケースは「どれくらいの範囲で値上がり、値下がりが生じていくか」によって、

今後のリターンの大きさも変わってきます。 

 

すでに先立って言及した通り「値上がり」していくケースにおいては、保有した仮想通貨

を、そのまま放っておけば、その値上がりと共に資産価値も上がっていきます。 

 

対して先立つ大きな値動きが「値下がり」していくケースにおいては、その値下がりを利

用して仮想通貨の保有枚数を増やしていく事ができます。 

 

仮に１００万円のレートが５０万円まで下がっていった際、その下げ幅で保有枚数と同数

の売りポジションを建てていれば、単純に所持枚数は２倍になるという事です。 

 

つまり、５枚のビットコインを保有していた場合、 

 

５枚×１００万円 ＝ ５００万円 ⇒ １０枚×５０万円 ＝ ５００万円 

 

このように、その保有枚数は１０枚（２倍）に増やす事ができます。 

 



 

とは言え、この時点ではレートの下降分、所持枚数が増えただけで「損」も「得」もして

いません。 

 

ただ、そのレートが再び１００万円に戻っていく際、その「値上がり」を予測して売りポ

ジションを解消しておけば、そのまま２倍に増えたビットコインが全て１００万円にまで

値上がりしていく事になります。 

 

１０枚×５０万円 ＝ ５００万円 ⇒ １０枚×１００万円 ＝ １０００万円 

 

このように、レートが２分の１に下がった後、そのレートがもとに戻っていくだけで、そ

の間の「運用」をしっかりと行えていれば、資産をそのまま「２倍」に出来てしまうとい

う事です。 

 

当然、この時点で、２倍になった資産を全て日本円に現金化する事もできますし、また再

び「値下がり」の傾向を予測する事ができれば、更に所持枚数を増やしていく事も可能と

なります。 

 

逆にそのまま、どんどんレートが上がっていく傾向を予測できれば、その時点で保有して

いる全ての仮想通貨の資産価値を高めていく事ができるということです。 

 

 

▼ より「現実的」なシュミレーション 

 

ただ、ここでより「現実的なシュミレーション」をするなら、ビットコインの相場の変動

がいかに 激しいとは言え、１日単位で数万円の上下、また１カ月単位でも１０万円、２

０万円単位の上下がここ１～２年の水準的な値動きです。 

 

日々の値動きや１カ月周期の値動きだけを見ていけば、そのレートが２倍になる事、２分

の１になるような事はそうはありません。 

 

つまり、日々の取引（売買）で現実的にありえる値動きとしては、せいぜい数万円ほどで

あり、基本的には、その範囲の値動きで仮想通貨を増やしていく事、その価値を高めてい

く事が主となります。 

 



 

１枚１００万円のレートで１枚の仮想通貨の「運用」を前提に所持していた場合、９５万

円までの「５万円の値下がり」に対して売りポジションを建てておく事ができれば『０．

０５枚分のビットコインを増やせる』という事です。 

 

そしてその後、そのレートが元の１００万円に戻れば、 

 

０．０５枚 × １００万 ＝ ５万円 

 

このように、増やす事が出来た「０．０５枚の価値に相当する５万円」が、そのまま『利

益』となり、資産価値に上乗せされる形となります。 

 

もちろん、値動きにはサイクルがありますので必ずしも、１日で５万円下がったレートが、

その翌日に同じだけ戻る（上がる）わけではなく、 

 

・５万円の値下がり（１日目） 

・２万円の値下がり（２日目） 

・３万円の値下がり（３日目） 

 

というように、数万円の値下がりが連日、続くような事もあり、このような日々の値下が

り分に対して売りポジションを建てていく事が出来れば、 

  

 

５万円の値下がり → 所持枚数＋０．０５枚（１日目） 

２万円の値下がり → 所持枚数＋０．０２枚（２日目） 

３万円の値下がり → 所持枚数＋０．０３枚（３日目） 

 

 

このようにレートが下がるごとに、その所持枚数をどんどん増やしていく事が出来る形と

なります。 

 

後はレートが元に戻れば（上がれば）この「増やした分のビットコイン」が全て、これま

でのシュミレーションと同様に「利益」となっていく形となり、どんどん上乗せされてい

く形となるわけです。 

 

 



 

 

 －仮想通貨（ビットコイン）の相場は「テクニカル」で動いている？― 

 

 株式相場や為替相場などでもテクニカル分析を行っているトレーダーは数多く存在 

 しますし、どのような相場でも、テクニカル分析は一定の有効性があると言われて 

 います。 

 

 ですが、ここで取り上げている仮想通貨（ビットコイン）ほど、テクニカル分析で 

 その値動きを的確に予測できる相場はありません。 

 

ビットコインをはじめとする「仮想通貨」は全般的に、その「適性価格」にあたる 

ものが根本的に不透明であり『その価値を算定する術が無いに等しいから』です。 

 

それこそ株式相場における「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。 

 

ですが、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』となるものが無いに等しい」のが実情です。 

 

よって、仮想通貨のレートは実質的に『需要（買い手）と供給（売り手）の間で結果 

的に定まっているもの』としか言いようがありません。 

 

ただ、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。 

 

故に、ビットコインなどを始めとする主要な仮想通貨の相場（レート）は「テクニ 

カル分析に基づく売買によって変動している」と言っても過言ではありません。 

 

そして、実際にそうであるからこそ、私自身の「検証」と「実践」の上でも、ビッ 

トコインの相場は「テクニカル分析との適合性」が非常に高く、まさに『テクニカ 

ル分析の判断に基づく範囲で動いている（極めてその傾向が強い）』という事です 

  

 



 

－「ビットコインの運用」を開始するにあたって。 

 

このような運用シュミレーションを踏まえて、実際にこの「仮想通貨（ビットコイン）を

原資とした運用」を始めていくにあたって必要となるものは、以下の２つです。 

 

 

・原資となる仮想通貨（ビットコイン）の「購入」に用いる取引口座 

 ※国内の仮想通貨取引所の口座であればどこでも問題ありません。 

・仮想通貨（ビットコイン）の「運用」に用いる取引口座 

 ※私が現在利用している bybit の口座はアドレス等の登録ですぐに開設できます。 

 

 

基本的には仮想通貨の「購入（国内取引所）」と「運用（bybit など）」を行う各取引口座が

あれば、すぐにでも『仮想通貨を原資とする運用』を始める事ができます。 

 

運用の原資となる仮想通貨（ビットコイン）を購入し、そのビットコインを「運用」に用

いる取引口座に送金すれば、準備は完全に整うという事です。 

 

その際、いざビットコインを原資として「運用」を行える取引所は基本的に「ビットコイ

ンの送金」および「ビットコインの原資運用」が基本となっているため、円やドルといっ

た、いわゆる「法定通貨」を直接送金する事は出来ません。 

 

よって、まずは、 

 

『ビットコイン運用を行う取引所に送金するためのビットコインを購入できる取引口座』 

 

を用意する必要があり、その「ビットコインの購入と送金」に利用するため、国内で運営

されている仮想通貨取引所の取引口座をまず開設する必要があるわけです。 

 

※この時点で海外運営の仮想通貨取引所を利用し、ビットコインの購入と送金を行う流れ

でも問題ありませんが、これだけの用途のために、これから始めて口座開設を進めていく

のであれば、国内で運営されている取引所の口座を利用する方が利用に際しても分かり易

く、何より安心ではないかと思います。 

 



よって、具体的な「準備段階のステップ」としては、 

 

 

 ステップ１：ビットコイン購入用、送金用の取引口座の開設 

  ↓ 

ステップ２：ビットコインの運用を行う取引所の口座開設 

  ↓ 

ステップ３：ビットコインの購入（「１」で開設した取引口座で購入） 

  ↓ 

ステップ４：購入したビットコインを「２」で開設した口座へ送金 

 

 

これで全ての準備は整うという事であり、この時点から、すぐにでもビットコインの運用

を開始する事が出来ます。 

 

その上で、上記のステップはいずれも、さほど詳しい解説は不要なものですし、どの工程

においても、ネット検索を行えば「詳しい手順が書かれたサイト」や「専用のヘルプペー

ジ」がそのまま出てくるはずです。 

 

ですが、一応、ここでは何点か、各ステップの注意点などを補足していきたいと思います。 

 

ステップ１：ビットコイン購入用、送金用の取引口座の開設 

 

この「ビットコインの購入と送金に用いる取引口座」の用途は、あくまでも、 

 

・原資となるビットコインの購入 

・ビットコイン運用を行う取引口座への送金 

 

これらの利用のみとなりますので、取引所ごとにビットコイン購入時や送金時の手数料に

違いがあるものの、さほど頻繁な売買等に利用するわけではないため、これはどこの取引

口座でもとくに問題ありません。 

 

私はもともと「bitFlyer（ビットフライヤー）」という国内最大手の取引所を利用していまし

たので、ビットコインの購入、送金には、このサイトをそのまま利用しています。 

 



 

 

https://bitflyer.com/ja-jp/ 

 

 

この bitFlyer（ビットフライヤー）に限らず、国内の仮想通貨取引所の口座開設は、ネ 

ット銀行や株や為替の取引口座を開設する際の手順（身分証添付など）とさほど変わ 

らない流れで、ものの数日で開設できるはずです。 

 

 

その他、国内の大手取引所としては「GMO」や「DMM」といった有名企業が運営してい

る取引所もありますので、それらを利用する形でもとくに問題ありません。 

 

GMO コイン：https://coin.z.com/jp/member/signup 

DMM ビットコイン：https://bitcoin.dmm.com/signup/email 

 

ステップ 2：bybit 取引口座の開設 

 

実際の「運用」に利用している以下の「bybit」であれば、メールアドレス認証等の簡単な

手続きのみで、すぐにでも口座を開設できますので、こちらはすぐにでも、口座開設を進

めてしまってください。 

 

 

https://www.bybit.com/app/register?ref=oJ8Dj 

 

 

実際の流れとしては、こちらの口座開設はすぐに完了するため、先立つ「国内取引所 

の口座開設」の方に、数日ほど、時間を要する事になると思います。 

 

 

https://bitflyer.com/ja-jp/
https://coin.z.com/jp/member/signup
https://bitcoin.dmm.com/signup/email
https://www.bybit.com/app/register?ref=oJ8Dj
https://bitflyer.com/ja-jp/


 

ステップ３：ビットコインの購入 

 

このステップにおいて日本国内で運営されている仮想通貨の取引口座を利用する際は、 

 

１：口座開設（身分証明書の添付など） 

２：資金の送金（取引所への銀行振込） 

３：ビットコインの購入 

４：ビットコインの送付 

 

という流れになりますので、一度、ご自身の銀行口座から、原資として購入するビットコ

イン分の資金（日本円）を、仮想通貨取引所の口座へ送金する必要があります。 

 

その資金によってビットコインを購入し、そのビットコインをそのままビットコイン運用

を行う取引口座（bybit の口座）の方へ送金するわけです。 

 

 

 bitFlyer でビットコインを購入するなら 

 

上記でご紹介した「bitFlyer（ビットフライヤー）」を利用する場合、ビットコイン 

の購入はビットフライヤー内の「ビットコイン販売所」を利用して購入する方法と 

「ビットコイン取引所」を利用して購入する方法があります。 

 

ただ、これらについては率直に言って「ビットコイン取引所」での購入が圧倒的に 

お得です。 

 

この「販売所」と「取引所」のサービスの違いについては、以下のブログ記事で詳 

しく解説していますので、こちらも併せて参照ください。 

  

■仮想通貨、ビットコインの「販売所」と「取引所」の違い。 

 → http://market-researcher.info/?p=1215 

 

 

http://market-researcher.info/?p=1215


ステップ４：ビットコインの送金 

 

ビットコイン送金の流れとしては、 

 

１：入金先アドレスを確認 

２：国内取引所から bybit の入金アドレスへ送金処理を実行 

 

このようになりますので、まずは bybit にログイン後、 

 

管理画面上段メニュー「個人資産」 → マイアセットメニュー BTC「入金」 

 

 

 

↓ 

 

 



これらをクリックすると、以下のような画面上に「入金アドレス（丸枠部分）」が表示され

ます。 

 

 

 

ここに表示される「入金アドレス」が bybitの自分自身の口座番号のようなものになります

ので、この入金コードに対してビットコインを送付するわけです。 

 

よって、この「入金アドレス」をコピーし、先立って開設したビットコイン送付用の取引

口座にログイン後、この「入金アドレス」を指定する形でビットコインを送付します。 

 

私が利用している bitFlyer（ビットフライヤー）であれば、 

 

管理画面サイドバー「入出金」 

↓ 

メニュー「ビットコイン」 

↓ 

「送付」を選択 

 

このようなステップで以下のような画面が表示され「アドレスを登録（四角い赤枠部分）」

の項目から、送金先の入金アドレスを登録、指定できます。 

 



 

 

あとは送金したい分のビットコインの数量を指定すれば送金完了となり、bybit 側の着金を

待つのみとなります。 

 

 

手続き後の「着金」までの所要時間は日によって異なりますが、概ね数時間以内には 

着金となります。 

 

 

ここまでのステップで、ビットコインの運用準備は全て完了した形となります。 

 

実際に送金したビットコインが bybitに反映されれば、そのビットコインを「原資」とする

形で、すぐにでも「運用」を開始できるという事です。 

 

－その後の運用に「不可欠」な事。 

 

ただ、既にお伝えした通り、仮想通貨（ビットコイン）の運用によって仮想通貨を増やし、

その資産価値を高めていくには、相場の値動きを予測できなければなりません。 

 

その「ビットコインの値動きを高い精度で予測していくスキル」こそが、この「仮想通貨

の運用」によって自らの無形資産を構築していくために必要となる、非常に重要なピース

に他ならないわけです。 



その上で、私はこの「値動きの予測」を、過去から現在にかけての値動きの傾向から、そ

の後の値動きを予測していく『テクニカル分析』によって行っています。 

 

ただ一言で「テクニカル分析」と言っても、その分析方法などは多種多様に存在する傾向

にあり、その有効性そのものへの見解なども諸説あるのが実情です。 

 

そのため、いざ資産運用（投資）を始めていく段階で「テクニカル分析」を１から学び始

めると、 

 

「テクニカル分析というもの自体を本当にアテにしていいのか。」 

「どのようなテクニカル分析が本当に有効なのか。」 

 

このような根本的なところで迷路に迷い込んでしまう傾向にあります。 

それだけ、この分野においてはあらゆる情報が散乱しているため、何が「真実」で何が「虚

偽」なのかも非常に分かりにくい状況となっているという事です。 

 

それこそ、相場の世界で「勝てない人」が多い要因の一端は、このような虚と実が入り乱

れた現状にあると言っても過言ではありません。 

 

ですが「確固たる事実」として言えることの１つとして、相場の世界では、私を含めて、

この「テクニカル分析」で的確に相場の値動きを予測し、実際に高いパフォーマンスを上

げている投資家、トレーダーは、数多く存在します。 

 

少なくとも、私は「私自身が確立しているテクニカル分析の基準に沿った値動きの動向」

をツイッターなどの SNS を介して公開し、それを幾度と的中させている事は既にお伝えし

た通りですし、それによって実現している実際のリターンもブログなどを介して数多く、

公開しています。 

 

テクニカルトレードによる運用収益の詳細 

http://market-researcher.info/?p=172 

 

月間収益１００万円を達成するまでの運用収益の詳細 

http://market-researcher.info/?p=237 

 

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 

http://market-researcher.info/?p=172
http://market-researcher.info/?p=237
http://market-researcher.info/?p=2061


 

このような「揺るぎない事実（結果）」からも、相場の値動きを捉える上でテクニカル分析

は間違いなく有効なものであると断言できます。 

 

ですが、この「テクニカル分析」には、それ自体に有効なものとそうではないものがあり、 

 

 

・有効な分析方法を用いる事 

・その分析結果に基づく有効な売買ルールを確立する事 

 

 

この２つが極めて重要となるのですが、多くの人は、その先立つ「分析段階」で根本的に

間違った方向へ進んでいる傾向にあるのが実状です。 

 

とくに日々、負け続けている「勝てないトレーダー」などは、ほぼ例外なくテクニカル分

析をズレた視点、ズレたやり方で行っている傾向にあり、それが「トレードで勝てない原

因である」と言っても過言ではありません。 

 

逆に言えば、その「テクニカル分析」の視点や方法を、その「本質」に沿ったものに切り

替える事が出来るだけで「日々のトレードは驚くほど堅実性の高いものになる（勝てるよ

うになる）」という事です。 

 

では、どのような分析方法が有効であり、どう有効な売買の基準を確立していけば良いの

か。 

 

もし、あなたが本気で「テクニカル分析」によって、相場の値動きを自在に予測できるよ

うになりたいのであれば、まずは『テクニカル分析の本質』にあたる根底的なところから

しっかりと学んで頂く事が、結果として「成功への最短ルート」になると思います。 

 

よって、ここからは、また別の資料を介しての情報提供となりますが『テクニカル分析』

を拠り所とする形で「資産運用による資産構築」を行っていく事にご関心があれば、私の

方で別途、ご用意している 

 

『Million technical（ミリオン・テクニカル）～心理、統計、確率の相場分析～』 

 

こちらのマニュアルの方に進んで頂ければと思います。 



 

The million technical～心理、統計、確率の相場分析～ 

 

テキスト形式：PDF（全 123P） 

 

Million technical～心理、統計、確率の相場分析～のダウンロードはこちらから 

https://admall.jp/read.html?shn=10001090 

 

Million technical（ミリオン・テクニカル）は「無料」でダウンロードいただけます 

 

上記リンクよりダウンロードサイト「アドモール」の会員登録（無料）に際して氏 

名・メールアドレスをご入力ください（既にアドモールの会員となっている場合は、 

ご登録済みのアカウント情報でダウンロードいただけます） 

 

 

https://admall.jp/read.html?shn=10001090

