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■著作権について■  

 

この教材は著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。  

この教材の著作権は脇田輝明に属します。  

著作権者の許可なく、この教材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、

転売等することを禁じます。 

この教材の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

この教材は秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をい

かなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基

づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。  

この教材に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。  

この教材の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著

者は、一切の責任負わないことをご了承願います。  

この教材のご利用は自己責任でお願いします。 

この教材の利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業

務提携者は、一切の責任を負わないことをご 了承願います。 
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◇基礎知識◇ 

■FX とは？！ギャンブルと FX の違いを徹底解説！■ 

FXと聞いて、あんまりよく知らない人は、まず危ない！！ 

借金がとんでもないことになる！！ 

ギャンブルだ！！ 

 

てな感じでそんなイメージが 

強い人が多く見受けられます・・・ｗ 

今回のお話 FXとギャンブルの違いなどもしっかり解説してしていきます。 

 

 

・FX とは？？ 

 

そもそも FX のちゃんとした名前は「Foreign Exchange」 

外国通貨を売買して為替の差益をで利益を得ていくモノです。 

超簡単に説明すると「お金の両替」をしているだけなんですね！ 

簡単な例を出します・・・ 

まず、円からドルへ両替をしますそれから 1か月後に、両替したドルを円へとまた両替をする 

すると国の通貨の価値って政治の関係や貿易の関係などで常に変動しているんです！ 

なのでこの両替の行為が利益を生んだり損失を生んだりする訳なんです！！ 

なので、FX っていうのは「この国の通貨が良いな」とか「違う！この国の通貨だ！」 

をしっかり考えながら、両替していく事でその差益をを出していくものなんです。 

・FX とギャンブルの違い 
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一部のあまり何も知らない人が「ＦＸ＝ギャンブル」 

みたいな事を言っていると思いますが結論から言うと・・・ 

「ＦＸはギャンブルじゃない！！」 

通貨の価値が上がると利益が出る取引になっています。 

その逆で価値が下がると損失が出ます。 

結果上がるか、下がるかの 2通りの選択肢だけです。 

そもそもなぜギャンブルだと言われるのかというと 

この通貨の価値が上がるか下がるかの 2 通りしか無い事だけに対して 

「二者択一」 

「丁半博打」 

って言われるからなんですよね・・・ｗ 

なんども言いますがＦＸはギャンブルとは決して違います。 

そもそもギャンブルっていうのは一か八かで行うものです。 

しかしＦＸは為替相場の分析や世界経済の情勢などを読みとって 

しっかり分析して予測を立てていくものです。 

 

根本的な部分がギャンブルとは全く異なっているんですよね！！ 

確かに何にも知らない人が FX に取り組んで適当に上がるとか下がるとかで取引をしていている状況 

これはまさしくギャンブルです・・・ｗ 

FX をこれからやろうとしている人すでにやっている人全ての人に言いたいのが「資産運用」だと考えて 

取り組んで欲しいです。 

ＦＸを始めるのにこの考え方は一番大切な事です！ 
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FX で大金を稼ぐんだ！！こんな気持ちでは決して取り組まないで下さいね！！ 

・為替差益で利益を得ます 

 

どうやってＦＸは利益が生まれるのか？ 

についてのシステムと為替差益についてお話ししていきますね！！ 

 

上の画像を見て頂ければ一目瞭然です！ 

解説すると・・・ 

1 ドル 90円の時に円を保有しているとします。 

そして、半年後 1 ドルの価値が 100円になっていました！！ 

という事は、1 ドルに対しての価値が 10 円上がってという事なんです。 

この為替の変動で利益を生み出すのが FX の醍醐味です。 

これが為替差益によって利益を得るという事です。 

・まとめ 
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・FX とは為替差益によって利益を得るもの 

・FX はギャンブルではない 

・常に為替の変動は起きている 

為替変動で利益を得ていくので決して FX というのはギャンブルではないという事が理解いただけたか

と思います！！ 

本当にしっかりとした分析等出来れば、しっかり利益を取っていける物なのです。 

先ほども書いたのですが適当にやってしまえば当然ギャンブルになります。 

間違っても大切なお金をドブに捨てるような事はしないでくださいね！ 

FX をやる以上大金を稼ぐんだという感情ではなくあくまで安定した運用をという事をお忘れなく！！ 
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■FX の利益に直結！為替差益、為替差損とは？？■ 

 

FXの専門用語で『為替差益、為替差損』という言葉があります。 

そもそも FXはこれで利益や損失を計算するので非常に大事なところになってきます。 

そして、今回その利益計算の方法もお伝えしていきます！ 

 

・FXの為替差益、為替差損とは？ 

トレードをやっていて何気なく利益をだしている… 

そのトレードがまさに、為替の変動を利用して利益を出しているので、これを『為替差益』といいます。 

その逆で、トレードの為替の変動での損失を『為替差損』といいます。すごく簡単です。 

その利益をトレード前からどれだけの pipsを取れば利益が出るのか事前に計算ができます。 

・為替差益、為替差損計算方法 

通貨ペアによっても少し変わってくるのでこの場では、簡単な方法をお伝えします！ 

獲得する pips✖取引数量＝為替差益 

となります。 

為替差損はこの逆です。 

すごく簡単ですが、FX は専門用語が多いので難しく考えてしまったりしてしまいがちです… 

基本難しい用語や一見ややこしそうな内容や計算等ありますが、実はそんなに難しくないのです。 
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■FX で最重要！pips(ピプス)とは？見方や算出方法■ 

FX ってそもそも専門用語めちゃめちゃ多いですよね… 

僕も最初は何が何だか分からない… 

アレルギーだって思っていましたが、 

知らないってだけでは、もったいなすぎるくらい FXを知れば知るほど 

『これほど面白い世界はあるのか？？』と思わせてくれるくらいの世界です。 

なのでなんか難しそうとかそういう事だけで始めようとすらしないというのは本当にもったいないので 

やめておきましょう！！ 

さて今回は、その FX の専門用語の一つ 

pips（ピプス）これについてお話していきます。 

・FX取引で使う pips とは？ 

そもそもこれが何なのかという事からお話ししていきますね！ 

FXは為替での取引になります。 

ドルとかユーロ、円、ポンド等様々な通貨での取引になります。 

ドル円等の通貨ペアを選択し取引は行われます！ 

それで、この動く値幅を表すのに、円とかドルでイチイチ変えるのは煩わしいので、 

pips という単位で値幅を図ったりするのに使われるようになりました！ 

では、具体的に pipsはどのように円とかドルに変換しているのか解説していきます！ 

何銭とかの単位で値動きしてるので、それを pipsで表すのですが、 
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・Pipsはどのようにして見るのか。 

まずは、なじみの深いドル円（米ドルと日本円の通貨ペア）で解説します。 

0.01円（１銭）この単位での取引です。この 0.01円が 1pips となります。 

例えば、 

現在のドル円（USD/JPY）の価格が 115.21円だとします。 

そこでこのドル円が、1か月後に 116.33円まで上昇しました。 

この差は、116.331円ー115.211円＝1.120円になります。 

1.120円（1円と 12銭）を pipsで換算すると… 

112.0pips上昇した！となります。 

このように pips表記することが出来ます。 

では、ポンドとドル(GBP/USD)の通貨ペアであればどうなるのかというと… 

1ポンド当たり、0.0001 ドル単位で取引します。 

0.0001＝１pips となります。 

今現在例えば、1ポンド辺り 1.32951 ドルだったとします。 

これから 1週間後に 1.32139まで下落しました。この差は、 

1.32951 ドルー1.32139 ドル＝0.00812 ドルになります。 

という事は 81.2pips下落したという事になります。 

分かりにくいと思いがちですが、単純に考えてください！ 

・円が後ろに来に来る通貨単位は少数点第 2位から１pips 

・その他の通貨ペアに関しては小数点第 4位から１pips 
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となるわけです。 

円だけ少し特殊という風な認識で大丈夫です。 

もっと簡単に見るには、チャートを見ればわかるので MT4のチャートで見ていきましょう！ 

これはドル円のチャートになります。 

 

109.380 となっているのですが、後ろから数えればいいのです。 

一番後ろの数字は 0です。ここが 0.1pipsの単位の部分になります。 

では、続いて先ほどのポンドドルの通貨のチャートを見ていきましょう！ 
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赤枠のところの数字は 1.32951 となっています。 

一番後ろの数字を見ていきましょう！ 

1ですね！ 

ここが、0.1pips となります。 

なので、このように見れば、小数点第何位とかあまり気にせずに見る事が出来るかと思います！ 

・まとめ 

FXを始めたい人は多くいると思いますが、 

専門用語も多いし、何からやればいいかも分からないからやめておこう・・・ 

という方、結構多いと思います。 

ですが、全く難しくないですし、全ての、専門用語を覚えないとできないわけではないのです。 

私自身も FXを始めて 2年くらいは専門用語あまり勉強していませんでしたし・・・ 
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シンプルに利益さえ出せれば良いのです。 

最低限、取引をする際に必要な知識だけで十分です。 

後は、やりながら覚えていけばいいのです！ 

今回は pipsのお話しでしたが、ご理解して頂けたのであれば嬉しいです。 

専門用語の多い FXですが、少しずつ覚えていきましょう！ 
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■FX の通貨ペアについて徹底解説■ 

 

FXを始めていくと分かるのが、通貨ペアの存在です。 

今回はそんな通貨ペアについてお話ししていきます。 

・そもそもなんだ？？ 

・何個あるの？？ 

・どれを選んだらいいの？ 

等々色々あるかと思いますので、それらを徹底解説していきます。 

FXの通貨ペアとは？ 

通貨ペアとは、簡単に言うと 2つの国の通貨の組み合わせになります。 

米ドル/円とかが有名ですね！ 

『USD/JPY』これが、アメリカドルと円の通貨ペアの表記です！ 

先に USDが来ています。これが『基軸通貨』 

後に来ているのが JPYですね。 

これが『決済通貨』といいます。 

この場合ですと、USD が支払う通貨 JPYが購入する通貨という事です。 

例えば、米ドル/円のチャートを見ていて、1 ドルが 115円だったとします。 

これをが、ここから上がるだろうと思ったのであれば、 

『米ドルで円を買うという事です。』これが、決められているのが通貨ペアという事になります。 
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・通貨ペアの数は〇〇もある！！ 

実は、FXの通貨ペアは、使う FXの証券会社によって全然違います。 

多いところではその数は 150ペア以上にもなってきたりします。 

しかし少ないところではわずか、10ペアしかない…なんて所もあります。 

多い方に越したことはありませんが、かなりマイナーな通貨ペア等を選択すると、流動性が少なく、 

参加者が全然いないので、チャートの値動きが全く予測不能で暴れまくっている相場になってしましま

す。 

参加者が多いほど、その動きは安定してくるものですので、僕的には、マイナー通貨よりも 

メジャーな通貨ペアを選択するべきだと思っています。 

メジャーな通貨とは 

・円 

・米ドル 

・イギリスポンド 

・ユーロ・オーストラリアドル 

・カナダドル 

・ニュージーランドドル 

・スイスフラン 

等が挙げられます。 

これらは、王道の通貨ですので、基本的にはどこの FXの証券会社でも扱う事が可能です。 

これらをそれぞれ、組み合わせられているのが、通貨ペアというものになります。 

・米ドル/円 

・ポンド/米ドル 

等ですね！ 

 



 

16 

 

・まとめ 

FXの通貨ペアについてご理解いただけたんじゃないでしょうか？ 

始めは王道な通貨ペアを選択するのが無難です。 

やはり価格帯が安定しているので、それなりに常識の範囲内の値動きしかしないからです。 

まずは、マイナーは避けて、王道から攻めていくと FXは面白くなるかと思います！ 
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■FXのレバレッジとは？？実は安全！■ 

FX とレバレッジは切っても切れない関係なんじゃないかなと思います。 

そもそも、レバレッジがあるから大きな利益を出すことが出来るという事もありますので、 

正しいレバレッジの知識とその計算方法や理想のレバレッジは一体何倍くらいなのか等、 

詳しくお話ししていきたいと思います。 

・FXのレバレッジはそもそも何？ 

まずレバレッジが何なのか？ 

という事だと思うのですが、レバレッジとは『てこの原理』を意味する言葉になります。 

小学生の時に習った小さい力で大きなパワーとだす的な奴です。 

まず、FXの取引する会社に証拠金としてお金を入金します。 

この証拠金に対して、何倍、何十倍、何百倍という設定で取引が出来るという事です。 

例えば、100万円証拠金があればそれを、1億円として取引することも可能だという事です！！ 

これがあれば、小さいお金でも大きな利益を出すことが出来るのです。 

ただ、FXにおいてこれをエントリーするときに、基本的には、100万円あるから 100万円として 

使うというわけではなく差益で利益を得るものになります。、 

ロットという単位で通貨ペアの取引を行います。 

このロットというのは 1 ロット 10万通貨（10枚とも言う）等という事です。 

このロットの単位も FXの証券会社によって違ってきます。 

1 ロット 1万通貨のところ等もあります。 
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それぞれ、違うのであらかじめご自身が使う、証券会社は 1 ロット何万通貨なのか調べてくださいね！ 

・FXのレバレッジの計算方法 

レバレッジをかけて取引できる事は分かったと思いますが、 

『1 ロット何万通貨とか意味わからない…』と思うかもしれません。 

なのでこれをまず解説していきますね。 

【例えば、1 ロットが 10万通貨という場合】 

10万通貨とはまず、超簡単に言うと 1000万円と思っていただければ分かりやすいかと思いますので、 

ここではあえてこのように使わせて頂きます。 

では、1 ロット 10万通貨であれば、500万円分、ドル円を買いたいとします。 

0.5 ロットで注文を入れれば、5万通貨という事なので 500万円分の注文となります。 

100万円の資金で 500万円分なので、レバレッジ 5倍という事になります。 

証拠金 100万円で 0.5 ロットで、レバレッジ 5倍となるわけです。 

このようにしてレバレッジを計算して、資金管理をしながらレバレッジを計算し、どれくらいのロットで 

エントリーをしていくのかという事を考えるのです！ 

・FX取引においての理想のレバレッジ 

正直なところ理想のレバレッジというのはありません。 

その人、それぞれのやり方によって、変わってくるのです。 

例えば。証拠気に 100万円入っているとして、常に一回のトレードの利益は 

5万円と決めている人等は、レバレッジが毎回変わってくるはずです。 

どういう事かというと、どれだけの値幅を取りに行くかというのはその時折のトレンドの流れや、 



 

19 

 

時間足を変えたりなどすると値幅が 10pipsの時もあれば値幅が 100pipsの時もあるはずだからです 

10pipsで 5万円利益を出そうと思うと 5 ロットで注文を出すことにより１０pipsで 5万円の利幅になりま

す。 

この時のレバレッジは 50倍になります。 

ですが、100pips取りに行くときは、0.5 ロットでいいわけなのです。 

この時のレバレッジは 5倍になります。 

なのでこのように利益と損失の金額を常に一定にしている人はレバレッジは毎回変わる 

という事になります。 

では、レバレッジを常に固定しているという人の場合 

正直小さく早く手じまうやり方を追求している人 

いわゆるスキャルピング等をしている人は、数 pips等を取りに行き常に利幅が狭いので 

レバレッジは高めの設定になっているはずです。 

レバレッジ 50倍、レバレッジ 100倍とかもありだと思います。 

では、デイトレードを行っている人達はというと 

、数十 pips等を取りに行くのでレバレッジ 10倍とか 5倍とかそのくらいに落ち着くはずです。 

スイングトレードをしている人は数日、数週間とポジションを持ち続けていたりしているので 

狙っている利幅が 100pips以上等がほとんどです。 

なので必然的に、レバレッジも下げるのです。 

これをレバレッジ 100倍等でやっていくと、全て勝てれば最高ですが、 

トレーダーは常に負けも想定してやっているので、強制ロスカットの恐れなど出てきてしまうのです。 

それはトレーダーとして死を意味します。 
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なのでそれぞののタイプによってもレバレッジは変わってくるのです。 

あなたがどういうやり方をやっているかによって変わってきます。 

あくまでも、無理なトレード無理なレバレッジによる取引はしないようにしてください！ 

・まとめ 

レバレッジについて詳しくお話しさせて頂きましたね。 

無理のないレバレッジ数で徹底した資金管理のもとトレードは行っていきましょう！ 

強制ロスカットなんて絶対ならないでくださいね！ 

過剰な投資は命取りです。 

冷静に資金管理し淡々とトレードしていきましょう！！ 
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■FXのスプレッドとは？■ 

FXの用語の中にスプレッドという言葉がありますね！！ 

「FXはなんか難しそうだから嫌だ！」 

という事をよく聞きます。 

おそらく今回お話しする『スプレッド』もその一つですよね！ 

専門用語やルール等が多いため、「ややこしそう」という理由だけで 

やらない選択をするのは非常にもったいないので 

一つずつ解決していき知ってしまえば、「案外何でもない事なんだな」と 

思っていただければなと思います。 

・スプレッドについて 

・証券会社毎になぜスプレッドが違うのか？ 

等のお話しを、しっかりしていきますので理解して頂ければなと思います。 

・FXのスプレッドとは？ 

そもそもスプレッドとは日本語に直訳すると幅という意味になります。 

よくニュースなんかで本日の為替の動きです。 

なんていうのをよく目にするかと思います。 

その際に現在の為替市場は・・・「1 ドル 114円 30銭～114 ドル 35銭」なんかを聞くと思います。 

これがスプレッドなんです。MT4だとこんな感じで分かります。 
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解説しますね！ 

『FX というのは買う or売る』でしたよね！ 

・買うというのは『Ask』 

・売るというのは『Bit』 

と言います。 

つまり、1 ドル 114円 30銭～114 ドル 35銭というのは 

・買う（Ask）の場合 114円 35銭で買う 

・売る（Bid）の場合 114円 30銭で売る 

ということになります。この幅の事をスプレッドと言います。 

FXをやる人はこの幅が小さいほど利益を出しやすいことになります。 

なぜかというと・・・ 

・買った瞬間からスプレッド分マイナスのスタート 

・打った瞬間からスプレッド分マイナスのスタート 

となるからです。FXの証券会社はこのスプレッドで稼いでいるのです。 

そしてこのスプレッドの幅は証券会社によって実は違います。 
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・なぜ証券会社によってスプレッドは違うのか？ 

ではなぜ証券会社によってスプレッドは違うのか・・・ 

FX会社はこのスプレッドで稼いでいるからという理由もそうなのですが、 

カバー先金融機関がそれぞれ違うというのが理由です。 

そして、細かいところまでいうとスプレッドは通貨ペア毎にも違ってきます。 

売り買いをするときの注文数に応じて決めています。 

取引量が多いという事は安定しているという事になりスプレッドが安いんですね。 

逆にマイナーな通貨ペアは取引量が少ない為 

安定していないのでスプレッドが高いという事になります。 

FXは通貨の売買なので、何かの通貨を買うという事は同時に、何かの通貨を売っている。 

という事になっています。この逆も同じです。 

簡単な例を出します。 

ドル円通貨であれば、円を売ってドルを買うという形になります。つまり両替ですね。 

このドルがあるものを『対ドル』と言います。 

基本的にはドルを介して取引を行う仕組みになっています。 

例えばポンド円の場合少しややこしく 

円を売ってドルを買いそしてそのドルを売ってポンドを買ういう具合になっています。 

これを『クロス円』というのですが、 

両替の手間が一つ多いのでスプレッドが高くなるという事になります。 

我々投資家からすればこのスプレッドは小さければ小さいほど利益を出しやすいので 
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なるべくこのスプレッド幅が少ないところを選んだ方が賢明です。 

しかし、スプレッドが安い会社には安いなりの理由があります。 

例えば、 

基本のスプレッドが安い証券会社のよくある特徴としては、 

大きなイベント時や経済指標発生時のスプレッドの幅が異様に広い事等があるのです。 

なので、気をつけてトレードしないと、損切を決めて 

ポジションを持った際に一瞬で損切されてしまうという事が起きかねないわけなんです。 

これは事前にチェックできるのでしっかり見てさえいれば問題はありません。 

では続いてこの証券会社毎にどのようにスプレッドが違うのかを見てきましょう！！ 

・まとめ 

・スプレッドで会社は稼いでいる 

・スプレッドは会社によって違う 

・スプレッドは通貨ペアによって違う 

いかがでしょうか？ 

今回のお話しでスプレッドの事は理解できましたので、 

FXの取引においてスプレッドがいかに大事なものなのかを 

理解できたんじゃないかと思います。 

「スプレッドの幅がなければ利益がでていたのに！！」 

なんてのは、よく聞く話なのでしっかりスプレッドを 

理解して今後のトレードに生かしていってみてはどうでしょうか？ 
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■FXのスワップとは？■ 

FXをやっていくとスワップポイントというモノがあるのが分かります。 

スワップとは何なのかについて詳しく解説していきます。 

このスワップを知っていると知っていないでは 

これからの取引結果が大きく変わってきますのでしっかり理解してください！ 

・FXのスワップとは？ 

スワップポイントとは簡単に結論から言うと金利です！ 

FXは通貨のペアで取引しますのでその際に通貨間での間に金利が生まれるわけなんです。 

解説していきますね！ 

FXは通貨ペアの売買なので低金利の通貨を売って高金利の通貨を買うと金利に差が生まれ、 

利益として、その差をスワップポイントとして金利がもらえるわけなんです。 

しかし、逆を考えてください！ 

高金利の通貨を売って低金利の通貨を買うと同じように金利に差が生まれるのですが 

次は逆に損失が出てしまう！というわけなんですね！ 

そしてスワップが発生するのは翌日からになっています。 

なのでスワップを何も計算に入れないでやっていると、トレードの利食い自体は 

しっかり利益を取れているのにスワップ分の損失が引かれ何とももったいない気分になります。 

もっとひどい場合には、トレードの利食い以上にスワップの損失が発生し本来なら 

プラス収支になっているのにスワップのせいでマイナスになってしまったなんて事にもなりかねません。 
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・なぜ FX業者毎にスワップが違うのか？ 

通貨間の金利だからどの証券会社もスワップは一緒と 

考えがちですが実は証券会社によってこのスワップが違うのです。 

なんだか変だと感じませんか？ 

その辺りを解説していきますね！ 

結論からいうとスワップポイントも FXの証券会社側が決めているのです。 

決めているといっても絶対にかかってくるスワップがあるので 

そこに上乗せしているって感じになります。 

稀にスワップゼロの証券会社がありますがこれは実は日本の証券会社にはないのです。 

なぜスワップゼロが実現できるのか！？というと 

実は、その会社自体との取引をしている事になるからです。 

会社とクライアントとでの取引をしているという事です。 

これならかなりお得ではないか！？ 

と思う方もいるかもしれませんが、カラクリがあります。 

会社との取引になるという事はこちら側が勝ちすぎると会社側が払い出しが出来なくなり、 

そのまま潰れてせっかくの利益も全部ぱーになってしまう何てことがある訳です。 

これではせっかく利益を出しても入れたお金事全て無くなってしまう 

なんてことが起きてしまうのです。 

日本の証券会社では金融庁の制度で 

自社の資金と顧客の資金を別に管理しましょう！ 
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という FX業者に分別管理の義務付けをしています。 

なので日本の証券会社では安心しトレードできるのです。 

海外の証券会社にはこれがありませんので 

気を付けて会社選びをする必要があるので気を付けて下さい！！ 

 

・まとめ 

・スワップは金利 

・FX業者によってスワップは違う 

・日本の証券会社は守られている 

いかがでしょうか？ 

スワップの謎が解けたのではないでしょうか？ 

これでスワップを視野に入れたトレードが出来るようになりましたね！ 
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■円高、円安ってそもそも何？？徹底解説！■ 

FXの取引をしている人でもそうでない人でも円高・円安って 

よく聞く言葉だと思います。 

今回はそんな円高・円安について詳しく解説していきたいと思います。 

また、円高ではどうなるか？円安ではどうなるか？ 

どういった現象が起きるか等、 

具体例など出していきながら徹底解説していきます！！ 

・円高、円安とは？ 

あまり詳しくない人は 1 ドル 100円の時よりも 1 ドル 110円になった時の方が、 

円高だと思っている人は多いと思います。 

しかし、実はこの状態は円安なのです！！ 

変な違和感を覚えるかと思います。 

なぜなのか？！ 

まず最初にお金でお金を買うという認識を持ってみてください。 

どういう事かというと・・・ 

1 ドル＝100円であったり 

1 ドル＝110円であったり 

1 ドルという固定の中での変動があるわけなんです。 

ようは、1 ドルに対して円の価値が動いていると思ってください。 

例をあげてみますね！ 
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今手元に 90000円あると仮定してみましょう！手数料などは抜きでこれをドルに両替してみます。 

・1 ドル＝100円なら、90000円÷100 円＝900 ドル 

・1 ドル＝90円なら、90000円÷90 円＝1000 ドル 

これで分かったかと思います。 

円をドルに多く両替することが出来たのは、1 ドル＝90円の時ですよね！ 

という事は円の価値が上がっているという事になり「円高」という事になるのです。 

両替として考えてみるとわかりやすくなりましたね。 

・円高、円安での影響 

多くは輸入や輸出に関係してきます。 

例えば、 

世界が誇る大手自動車メーカーのトヨタで考えてみましょう！！ 

 

上の図を見て頂ければ一目瞭然ですよね！！ 
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このような現象が起きるのです。 

同じ価格なのに、輸出業が盛んなトヨタは海外で車を輸出するとこうなってしまい、 

売上に大きく影響してしまうのです。 

逆にアメリカからの輸入でモノを買ったとするならば 

私たち消費者からすれば、円高になればなるほど、 

輸入品等は安くで買うことが出来るようになるんです！ 

・まとめ 

・円安・円高は両替で考えると分かりやすい 

・輸入・輸出に影響が出る 

いかがでしょうか？ 

今回で円高・円安の仕組みなどは理解できたかと思います。 

このことを知っているだけで、海外の旅行や、 

海外輸入のブランド等の値段の変動等が理解できましたね！ 

FXの知識以前に、私生活で知っていると知らないでは全然違ってくると思いますので、 

是非、しっかりと理解してみてくださいね！！ 
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■FX するなら必須ツール・アプリと使い方！■ 

FX取引の環境はとっても大事です。 

取引をおこなっていると、出先でもチャートを確認したい・・・ 

そんな場面は少なくないはずです。 

その度にパソコンを広げていては時間もかかりますし、面倒だと思います。 

今回は、そんな時の便利アプリをご紹介致します！！ 

これがあれば、出先に PCがなくてもスマホ若しくは、タブレットで簡単に確認することが出来ます！ 

・FXの必須アプリ Treade Interceptor 

カタカナで書くとトレードインターセプターです。 

これは、無料で使えて、MT4 のようにチャートを分析したり同時に何画面ものチャートを表示したり、 

まさに、PCの MT4のように扱えるところがかなり便利です。 

さらに、PC、スマホ、タブレットと、どれにも同じアカウントでログインして使えるので、 

入れておいて損はありません！ 

はっきり言って、FXするなら必ずインストールするべきアプリだと思っています。 

僕も出先では、かなり使っているので、非常におススメです！！ 

それでは早速使い方を解説していきます。 

まずは、アカウント開設からです。 

私のスマホは、iPhoneなので iPhoneで開設していきます。 

アンドロイド端末でもほとんど変わらないので、同じような手順で行ってください。 
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Trade Interceptor とアップルストアで検索していきましょう！ 

※カタカナでは出ないので、必ずアルファベットで入力していきましょう。 
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上記の画像のようなアイコンが出てきます。これを、まずはインストールしてください。 

すると、iPhone上にこのようなアイコンが登場します！ 

 

これをタップしていきます。するとこのような画面になるはずです。 
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下記のような画面が出てきます。 

 

赤枠で囲われている、Demo を選択し、画面左下の Sign up for free をタップしていきます。 
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すると下記のような画面に切り替わります。 
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順番に入力していきましょう！最後の Forex experience 

これをだけ選択式なので、Beginner を選択しましょう。 
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上記の画像のように出てくれば OKです。 

そして下記の画像の Login をタップすれば無事ログインができます。 
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無事ログインが出来れば、下記のような画面になります。 
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画面上に出ている通貨ペアをタップすれば、チャートが表示されます。 

様々なインディケータ―やラインやフィボナッチも引くことが出来ます、 

後は、MT4で便利な機能定型チャート等も作る事が出来るので、 

好きなインディケーターを入れた状態を、保存することが出来ます！ 

MT4 とさほど、変わりありません。 

そしてなんとスマホでは、下記の画像のように同時にチャートを 4画面も表示することが出来ます。 

  

 

個人的に出先ではタブレット（iPad）がおすすめです。 

iPadではなんと同時に 6画面も表示出来て、画面も大きいので、すごく分析しやすいです。 

出先でのちょっとした時間の分析は、基本これを使っています！！ 
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FXでの取引に必須アプリ MetaTradeｒ４ 

出先では必須のアプリ第 2 弾です。 

僕は出先でのトレードではこれを必ず使って取引しています。 

僕は MT4で普段トレードしているので、このアプリがあれば、使っている口座と同期し、 

スマホからでもエントリーや利食い損切り等セットしたり実行したりする事が出来ます。 

さらに、チャートを見る事も可能になっています。 

それでは早速インストールから設定方法をお伝えしていきますね！！ 

まずは、アップルストアから MetaTrader4 と検索していきます。 

※MT4 での検索でも上位に表示されるはずです。 
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上記の画面が出てくれば OKです。 

この MetaTrader4 をインストールしていきましょう！ 

iPhone上に下記の画像のようにアイコンが登場します。 

 

このアイコンをタップしていきます。 

下記画面の設定から設定を行います。 
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ここで、一つあるのですが、既に MT4でのトレードをしていて、 

口座を既にお持ちであれば、アカウントを同期することが出来ます！ 

上記の画像の赤枠をタップしていきます。すると下記のような画面に切り替わります。 
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上記の赤枠の＋ボタンをタップしていきます。 
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すると上記のような画面になります。 

ここから、選択していきます。 

特に MT4の口座を持っていなくとりあえずチャートだけ見たいという事であれば 

登録せずにスタートで大丈夫です。 

登録せずにスタートをタップするとすぐに始める事が出来ます。 

個人でアカウントを開設からでも 

出来ますが、少し使いにくいので 
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その次の項目の既存のアカウントにログインが良いです。 

こちらで、デモ口座でもリアル口座でもログインが可能となっています。 

※デモでもリアルでも先に MT4対応の口座開設が必須となります。 

下記の画像の画面になりますので、口座開設時にメールで届いているはずの 

会社名又はサーバーを赤枠の検索から探していきます。 
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選択できると下記画像のような画面になりますので、 

・ログイン 

・パスワード 

それぞれ入力し右上の赤枠で囲っているサインインをタップしていきます。 

 

これで、アカウントの同期が完了です。 

同じように iPadでも行えば、スマホでは、チャート 1画面までしか見れないのが、 

iPadでは、4画面まで監視が可能になります。 

・まとめ 

出先などでもしっかりトレードできる環境を整えるためのアプリをご紹介していきました。 

私自身は出先では持ち前の iPadで Trade Interceptorで分析し、MetaTrader4 でエントリーを 

していくという事をしています。 

上手に端末を利用して PCが使えない環境でも 

しっかりトレードできるようにすることでチャンスを見逃すことが減るはずです！！ 
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■FX のローソク足の見方解説！■ 

FXを始めようと思っているけど「あの、グラフはいったいなんだ？！」 

と初めて見る人は思うと思います。 

今回はそんなチャートの中でも最も重要なモノのローソク足についてお話しいていきます！ 

ローソク足の意味や種類等も解説していきます。 

これからトレードをやっていく上でローソク足はかなり重要になってきますので 

是非今回でしっかり理解してくださいね！！ 

・ローソク足の見方解説 

 

まずは、ローソク足の見方から解説していきます。まず最初にローソク足とは 

陽線（ヨウセン） 

陰線（インセン） 

というものが存在します。これはいったい何なのかというと 

価格が上昇したローソク足を陽線 

価格が下降したローソク足を陰線 

そして、このローソク足の先端についている線を「ひげ」と呼びます。 

図を見ながら解説していきますね！ 
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※この図では黒い方が陽線、白い方が陰線となります。 

ローソク足というのは始値というところから始まり終値というところで 

終わり次の足が出るようになっています。 

「ひげ」がそのローソク足の最安値、最高値を表しているものです。 

ローソク足は時間毎に設定が出来ます。 

1分足、 

5分足、 

15分足、 

30分足、 

1時間足、 

4時間足、 

日足、 

週足、 

月足 
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となっています。 

単純に 1本のローソク足が 1分毎に形成されるだとか 

1時間毎に形成されるだとかを設定をすることが出来るのです。 

・ローソク足の中身解説 

それでは、このローソク足の中身について解説していきますね。 

このローソク足は、リアルなチャートを見ているときは常に動き続けています。 

そんなローソク足の中身を図を見ながら解説していきますね。 

 

水色の線がローソク足の動きを表しています。 

ご覧の通り始値から始まり安値に着き、上昇していき高値に着き、落ちています。 

そしてこのローソク足が確定したところが終値になります。 

この時ローソクの形として残った部分を実体と呼びます。 

実態以外の部分がヒゲとして残ります。 
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ローソク足の中身はこのような動きをしていたのです。 

こうしてローソク足は形成されてます。 

これが 1時間足だと 1時間毎に新しいものが形成されて、 

又次のローソク足が新たな値動きを表している、という風になっています。 

 

・ローソク足の種類解説 

 

このローソク足には種類が多くを存在しています。 

種類といっても形を意味しているので、そこまで難しいものではないのですが、 

図を見ながら解説していきますね！ 

 

ローソク足の形 説明 

 

陽の丸坊主 

ヒゲがまったくない大陽線で 

買い勢力が一方的に強いと判断できる。 

 

陽の寄り付き坊主 

下ヒゲのない大陽線で 

買い勢力が強い。 
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陽の大引け坊主 

上ヒゲのない大陽線で買い勢力が強く、 

今後も上昇するかと期待の高まる陽線。 

 

コマ（陽の極線） 

柱もヒゲも極めて短い陽線で 

相場に迷いがあり、 

保ちあっている状態の陽線。 

 

カラカサ（陽線） 

短い柱に長い下ヒゲが付く陽線（上ヒゲなし）で、 

底値圏で出たら上昇への転換の 

可能性が高いと判断できる。 

 

トンカチ（陽線） 

短い柱に長い上ヒゲが付く陽線（下ヒゲなし）で、 

天井圏で出たら下落への 

転換の可能線が高いと判断できる。 

 

トンボ 

下ヒゲが長い寄引同事線で 

相場の転換期を示唆する。 
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トウバ（塔婆） 

下ヒゲがない寄引同事線で、 

相場の一つの流れが終了し 

この後転換か保ちあいの 

どちらかへ進むと判断できる。 

 

陰の丸坊主 

ヒゲがまったくない大陰線で 

売り勢力が一方的に強いと判断できる。 

 

陰の寄り付き坊主 

上ヒゲのない大陰線で売り勢力が強い。 

 

陰の大引け坊主 

下ヒゲのない大陰線で売り勢力が強く、 

今後も下落する可能性が 

あると判断できる陰線。 

 

コマ（陰の極線） 

柱もヒゲも極めて短い陰線で、 

相場に迷いがあり、 

保ちあっている状態の陰線。 
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カラカサ（陰線） 

短い柱に長い下ヒゲが付く陰線（上ヒゲなし）で、 

底値圏で出たら上昇への 

転換の可能性が高いと判断できる。 

 

トンカチ（陰線） 

短い柱に長い上ヒゲが付く陰線（下ヒゲなし）で、 

天井圏で出たら下落への 

転換の可能性が高いと判断できる。 

 

寄せ線（足長同事線） 

上ヒゲと下ヒゲがほぼ同じ長さの寄引け同事線

で、 

売り勢力と買い勢力が激しく 

攻防している状態にあり、 

相場の転換期を示唆する。 

 

４値同事足 

四本値がすべて同じで柱もヒゲもない寄引同事

線で、 

相場が動いていない状態だが、 

動き出せば新しい相場へ移行する。 

このようにローソク足には 

様々な種類と呼び方が存在します。 

それぞれの形にある法則的な意味も含まれているので、 

全ての名前まで覚える必要はないにしても、形と意味くらいは覚えておいた方が良いでしょう。 
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・まとめ 

・ローソク足は値動きを表すグラフ 

・ローソク足には陽線と陰線が存在する 

・ローソク足には種類が存在する 

これでローソク足の知識はばっちりだと思います。 

これでチャートを見たときに値動きの流れは見れるようになった事でしょう！ 

トレーダーの中にはこのローソク足の形だけでトレードする人もいるそうです。 

それだけこのローソク足というのは大事なものなのです。 
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■FX のチャートの見方と様々な機能紹介！！■ 

FXの MT4のチャートのインストールが終わると次はこの MT4の使い方ですね！ 

今回はこの MT4 のチャートの見方から様々な機能をご紹介していきますね！ 

この見方が分かればこのグラフみたいなモノが 

なんの意味をなしているか分かって頂けるかと思います！ 

・MT4のチャートの見方 

まずチャートの見方として解説していきますね！ 

まず、これは USD/JPYのチャートになります。 

つまり、アメリカドル/日本円の通貨ペアになります。 

デフォルトのチャートではこのような形になっています。 
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順に解説してきますね！ 

まずは、右の数字を下の画像で解説していきますね！！ 

 

上の画像を見てもらえれば分かるように 1 ドルあたりの円の価値を表しているものです。 

白で囲われた『113.638』と書いているところで現在の価格が分かるようになっています。 
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次に下の赤枠に囲われた部分なのですがこれは年、月、日、時間が分かるようになっています。 

チャートの見方はこのようになっています。 

ではこのチャートの使い方を解説していきますね！ 

・チャートの機能を徹底解説 

最初の、デフォルトのチャートをローソク足のチャートに変身させますね！ 

 

上の画像の矢印のところを見てもらえれば分かるように、 

このボタンを押せばローソク足のチャートに変身します。 

ローソク足チャートの左のボタンを押せば先ほどと同じチャートに変わります。 

ローソク足チャートの右のボタンを押せば線グラフのようなチャートに変わります。 
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では続いて順に上の色々なボタンの解説からしていきますね！！ 

 

上の画像を見て頂いてズームアップしているところの左から順に説明していきますね！ 

・新規チャートを新しく出すものです。 

新しい通貨ペアをここから追加することが出来ます。 

・チャート組表示 

通貨ペアを作りそれを保存したりすることが出来ます。 

他にも前表示していた通貨ペアを表示したりもできます。 

・気配値表示になります。 

他の通貨の現在の価格等を見れるためのものです。 

・データウィンドウを表示するものです。 

特定の通貨ペアや罫線分析ツールについての 

必要な情報等をすぐに見つけるモノです。 

・ナビゲーターです。 
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色々なインディケーターがあり様々な為替の分析ツールを入れることのできるものです。 

・ターミナルです。 

これは、このＭＴ４での取引の際に使うもので、口座残高や現在の取引状況取引履歴等が見れます。 

・ストラテジーテスター 

こちらは過去のチャートを再生しながら検証できるものになります。 

・新規注文 

こちらでこのＭＴ４での注文作業をおこなえます。 

・メタクオーツ言語エディタ 

こちらで MT4のプログラミングを行い自分なりの分析ツール等を作る事が出きます。 

・自動売買オン、オフ 

ＭＴ４上で取引する際に、いわゆるＥＡを使ってのトレードを行えるツールです。 

 

続いてこちらもズームアップしているところの左から順に説明していきますね！ 
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左から３つのアイコンは先ほど説明したので、上記を見てください。 

順番に行きますね！ 

・ズームイン＋ 

これは、表示しているチャートを拡大するモノになります。 

・ズームアウトー 

これは、表示しているチャートを縮小するモノになります。 

・ウィンドウの整列 

こちらで表示している通貨ペアのチャートをキレイに整列してくれます。 

・更新情報とともにチャートを自動スクロール 

その名の通り、チャートは常に動いていますので 

それと一緒に常に最新のチャート情報を画面右に表示してくれるモノです。 

・チャートの右側をシフト 

こちらを使うと右端によっていて見にくいチャートが少し間を空けて表示してくれるようになります。 

・インディケータリスト 

こちらで新たなチャートを分析するために使うインディケータを新しく入れることが出来ます。 

・周期設定 

こちらで、ローソク足の時間足を変更が出来ます。 

・チャートの定型の設定 

こちらで定型チャートの保存等保存していた定型チャートを使ったりすることが出来ます。 
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続いて上の画像をご覧ください。 

こちらは左から、 

M1 ⇒ 1分足 

M5 ⇒ 5分足 

M15 ⇒ 15分足 

M30 ⇒ 30分足 

1H ⇒ 1時間足 

4H ⇒ 4時間足 

1D ⇒ 日足 

W1 ⇒ 週足 

MN ⇒ 月足 

このようにローソク足の時間足がワンクリックで変更することが出来るモノになります。 
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では最後にこちらのズームアップしているところを左から順に解説していきますね！ 

・カーソル 

こちらをクリックすると普段使っているマウスポインタが出てくるようになります。 

基本的にデフォルトでこちらになっています。 

・十字カーソル 

こちらで十字カーソルにし pips等、期間などをチャート上で 

クリックしながらドラックすると測れるようになっています。 

・垂直線を作成 

こちらでチャート上に垂直線を引くことが出来ます。 

・水平線を作成 

こちらでチャート上に水平線を引くことが出来ます。 

・トレンドラインを作成 
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こちらでチャート上にトレンドラインを引くことが出来ます。 

・並行チャネルを作成 

こちらでチャート上に平行チャネルラインを引くことが出来ます。 

・フィボナッチ・リトレースメントを作成 

こちらで、チャート上にフィボナッチを引くことが出来ます。 

・テキストを作成 

こちらでチャート上にテキストを作成することが出来ます 

・テキストラベルを作成 

こちらでチャート上にテキストラベルを作成することが出来ます。 

・矢印等を表示 

こちらでチャート上に矢印等を表示することが出来ます。 

以上になります。 

・まとめ 

これでチャートの見方や使い方等がしっかりと分かって頂けたかと思います。各、項目毎に 

詳しく別のページで解説していますのでしっかりこちらでより深く理解してくださいね！ 

今まで分からなかったグラフが何の意味を成しているのかを今回で理解できた事だと思います！ 

これから FXをやっていく人にとっては間違いなく必需品となってきますので 

しっかり使い方を覚えてくださいね！ 

 

 

 



 

64 

 

■気配値表示とは？？Bid 値 Ask 値とは？？■ 

今回は、気配値表示をする方法をお伝えしていきますね！ 

この使い方を覚えていれば、トレードをしていく際に便利になると思いますので 

この機会に是非使い方覚えてくださいね！ 

・気配値とは？ 

下の図を見てみましょう。 

 

少し拡大した赤枠のところをクリックすると各通貨ペアの気配値の表示が出来るようになります。 

気配値とは、各通貨ペアの現在の価格がいくらなのかを確認 

することが出来るものです。 



 

65 

 

・Bid値、Ask値解説！ 
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このように表示されます。 

一番上の数字は、現在の時間を表しているものです。 

次に、通貨ペアの横に 

『Bit』 

『Ask』 

『!』 

と書いていると思いますが、これは、取引する際の 

買いでの注文と売りでの注文の価格帯を表しているものです 

買いであれば『Ask』 

売りであれば『Bit』 

『!』はこの価格の差を表しています。 

という風になっています。 

よくニュースなんかで、現在の為替の取引が 

「110円 10銭～110円 30銭です。」等を言っていると思いますが、これは、値動きの幅ではなく、 

Bit値と Ask値の幅の話です。 

この気配値の通貨ペアをクリックするとその通貨ペアの購入画面に切り替わります。 
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この上記の画面に切り替わるので、ここからトレードすることも可能になっています。 

これで、各通貨の取引をスマートにすることも可能ですので是非覚えていてくださいね！ 
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■FX で重要な経済指標について■ 

 

FX取引における大事なポイント経済指標について、お話ししていきます。 

私は、為替取引において、テクニカル分析をかなり重視しているのですが、 

それでも、やはり経済指標などは、いつもチェックしています。 

経済指標などから、為替の動きが今後どうなっていくのかを 

予測していくやり方を、ファンダメンタルズといいます。 

主に、ファンダメンタルズでの分析をする人たちは、この経済指標等をかなり重視いています。 

今回は、この経済指標の見方から、分析方法等も解説していきますね！ 

ではでは、早速今回のお題の経済指標について、詳しくお伝えしていきます。 

・FX取引で重要な経済指標とは？ 

経済指標とは色々な国々の、公的機関がその国の物価や金利等を数値化したものです。 

これが、色々な時間に発表されて、為替の値動きを作っています。 

この経済指標の発表がなければ、為替の動きは活発にならないので 

非常に重要な役割を果たしています。 

特に注目すべきはアメリカの経済指標発表時です。 

アメリカはやはり世界の中心というだけあって、 

アメリカの発表は一大イベントとなっている事も多いです。 

その中でも、毎月第一金曜日の日本時間 22時 30分（米国冬季時間の場合） 



 

69 

 

これが、アメリカの失業率などを表した雇用統計の指数があります。 

これは、本当に世界のトレーダーた達が、月に一度、大注目する、お祭りみたいなものです。 

この発表前後には、為替のものすごい変動が見受けられます。 

一瞬で 1円、2円の値動きが起こってもなんら不思議ではないのです。 

それくらい世界が注目し売買を集中的に行われているビックイベントなのです。 

この結果によって暴騰、暴落が引き起るのです。 

・経済指標の見方解説 

・ヤフーファイナンス 

・みんかぶ FX 

というのが結構有名どころで経済指標の発表時間等を見る事ができ、その注目度なども 

表してくれているので、あまり分からない人でも、注目度を見れば、何となく 

「これが大事なんだな」と判断できます。 

ブックマークしておくと便利ですね！ 

ただ、一つ注意するポイントは、特に、注目されていない経済指標でも 

暴騰や暴落が起きる事もあるのです。 

一概に、注目されているから大きく動くとかではないので、そこは注意するべきです。 

そして、色々な国々の経済指標の発表でイベントがあるので、 

それに伴った通貨ペアでの取引が活発になるという事です。 

そして、結果通りに為替が動かない事もあります。 

これは、テクニカル的に見て、そのトレンドの終焉をちょうど迎えていて、 

https://info.finance.yahoo.co.jp/fx/
https://fx.minkabu.jp/
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その最後のきっかけが、雇用統計だった・・・等そういった要因のためです。 

なので、一概に経済指標の結果だけで、判断するのは危険はあるという事も理解しておきましょう！！ 

・まとめ 

私自身、いくらテクニカルに重視しているかといってもしっかり毎日チェックはしています。 

FXの取引をやるのに非常に大事になってくるのがこの経済指標の発表です。 

特にスキャルピングをメインにやられている方なんかは 

本当にこれをしっかり把握しておかないと、とんでもないことになりかねません・・・ 
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■チャートのトレンドとは？■ 

FXの取引をこれからやっていく方、すでにやっている方色々とおられると思いますが、 

取引をしていてしっかりと利益を出していくには、 

絶対的に押さえておかなければいけないポイントがあります。 

・上昇トレンド 

・下降トレンド 

という為替の流れを読み解くものです。 

この「トレンド」を理解しているとチャートの見方が 

大きく変わってきますので、しっかり理解して頂ければなと思います。 

・トレンドとは 

そもそも「トレンド」ってなんだ？！ 

って方も中にはおられると思うのでまずはこのトレンドについて解説していきますね！ 

まず、直訳すると「流行」って意味になります。 

そもそも FXは買いと売りの二者択一ですので、 

・現在買われてる 

・現在売られている 

の状況しかありません。 

買われているのであれば、 

・上昇トレンド 

売られているのであれば 

・下降トレンド 
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とこのようになります。 

人気がある通貨は買われるので上昇のトレンドになり 

人気がない通貨は売られるので下降トレンドになるというわけなんですね！！ 

このトレンドがいずれかの方向に発生すると中々、方向性が変わらないのです。 

なので、しっかりと、「トレンド発生」という事が分かるんです。 

・上昇トレンド、下降トレンド解説 

ではさっそく上昇トレンドの解説からしていきますね！！ 

まず下の図を見てください。 

 

これが上昇トレンドです。 

その名の通り、上昇傾向にある事がみてすぐわかります。これは、30分足になります。 

しかしところどころ、下降している部分がありますね。 

これを時間足を変えてみてみるとどうなるのでしょう・・・ 
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このように、こちらの〇で囲っている部分を 5分足にしてみると 

下降トレンドが出来ているという事がわかります。 

ここからわかる事は上昇トレンドの中にも 

時間足を短期足に変えると下降トレンドがあるという事が分かります。 

トレンドはよく「波」に例えられます。 

この図では大きい波が上昇トレンドで小さい波が下降トレンドという事が分かります。 

当然大きな波の中の小さい流れは大きな波に飲み込まれます。 

よって、上昇トレンドが形成されていくという事なんです。 

これは、大きい波の流れが下降トレンドの場合でも同じことが言えます。 

大きな下降トレンドの波に小さな上昇トレンドの波は飲み込まれ、 

結果下降トレンドが形成されていくというモノです。 

しかし、上昇トレンドがいつまでも上昇するわけではありません。 

下降トレンドも同じです。いつかは終焉を向かえます。 
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大きく買われて上昇すれば、いつしかその終焉を向かえ下降に変わっていく。 

こうして、常にトレンドが形成されているのです。 

買われれば、売られ、売られれば、買われこれを繰り返しているのです。 

・まとめ 

・上昇トレンドと下降トレンドがある 

・トレンドは『波』に例えるとわかる 

・上昇トレンドの中に小さな下降トレンドがある 

このトレンドの流れを理解しているかしていないかでチャートの見方はすごく変わってきます。 

これで、現在の方個性がどちらに向いているのかをわかってもらえるかと思います。 

FX取引をする中で重要になってきますので、チャートをインストールしている方は 

是非、一度確認してどのような流れで現在に至っているのかを見てみてくださいね！！ 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

■チャートのレンジとは？■ 

FXのチャートを見ていると同じような価格帯を行ったり来たりと中々動きがない場面があります。 

これをレンジ相場といいます。（ボックス相場とも言います） 

そんなレンジ相場がどういったものなのか、しっかりと理解して頂ければと思います。 

・レンジ相場とは 

超シンプルに言うとレンジとは、もみ合っている相場の事を言います。 

まずはレンジ相場がいったいどんなモノなのか画像を見ながら解説していきますね。 

 

上の画像を見てもらえれば分かるように値動きが 

上下の一定の水平ラインで反発しているのが分かります。 

これをレンジ相場といいます。 

FXは、 

・上昇トレンド 

・レンジ 

・下降トレンド 
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この 3つの現象を繰り返しているだけのです。 

FXをやってると人は分かってくると思いますが、このレンジ相場が大半を占めています。 

ではこのレンジ相場を確認する方法を解説していきますね！！ 

・レンジ相場を確認する方法 

レンジ相場を確認するのは、いたって簡単です。 

MT4の機能にある水平線ラインを引けばすぐにわかります。 

何度も同じ価格帯で反発している安値と高値に水平ラインを引けばすぐにわかります。 

因みに MT4の水平線のアイコンはこれになります。 

 

引き方はこんなかんじで引きます。 

 

結構簡単です。 

ただこのレンジ相場はずっとは続きません。いつしか終焉を迎えます。 
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これがずっと続くのであれば、 

・高値のラインに当たったら売りで 

・安値のラインに当たったら買いで 

とやっていれば、簡単に利益を出し続けれますよね！ｗ 

必ずこのラインをどちらかにブレイクしていくのです。 

そして新たなトレンドが発生するのです。 

相場というのは実はサイクルが存在するので、この辺りはしっかり抑えてください。 

まず、レンジが起こりそしてそのレンジがいずれかの方向に 

ブレイクしそして新たなトレンドが生まれる 

これを繰り返しているのです。 
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■FX でよく使う、順張り、逆張りについて■ 

FXをやってる人ならあたり前のような用語の 

『順張り』 

『逆張り』 

についてお話ししていきます。 

言葉だけでは何の事なのかさっぱり理解できないので、 

図なども入れていき徹底解説していきます！！ 

まず初めに順張りについて解説していきますね！ 

・FXの順張りとは？ 

FXにおける順張りとは例えば為替の動きが上昇中なのであればその上昇の流れに乗って 

買いでポジションを持つことを言います。 

為替の流れが下降中なのであれば、その下降の流れに乗り売りでポジションを持つことを言います。 
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図で見ると分かりやすいと思います。 

まさに尻尾と頭はくれてやれというやり方ですね。 

順張りとは、このようにそのトレンドに乗っかる形でポジションを持つ手法になっています。 

・FXの逆張りとは？ 

逆張りとは、簡単に言うと順張りの『逆』をさします。 

例えば上昇トレンドが続いているとして、その終焉を狙い売りでポジションを持つことです。 

反対に下降トレンドが続いてるときにその下落の終焉を迎えるであろうその瞬間に 

買いでポジションを持つことです。 
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図で見ると分かりやすいですね！ 

トレンドの終点を狙って逆方向にポジションを持つので一見かなりリスクのある手法かと思いますが、 

トレンドの終焉を読み解くことが出来れば、大きく利益を伸ばすことが出来るのが逆張りです。 

・初心者にオススメなのはどちら？ 

良いと思います。初心者の方にお勧の方は結論から言うと順張りです。 

やはり初心者がトレンドと真逆の方向にポジションを持つことはかなりリスクです。 

それであれば、しっかり反発してから順張りでポジションを持つ方が安全になります。 

そういった事を考えた結果から順張りの方が初心者には最適です。 
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・まとめ 

・順張りとは流れに乗る事 

・逆張りとは流れに逆らう事 

・初心者は順張りの方が良い 

これで、順張り、逆張りの事がしっかり理解できた事だと思います。 

初心者の方はしっかり反発してから順張りで取っていきましょう！ 

しっかり反発ポイントが見極めれるようになれば逆張りで攻めていきましょう。 
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■FXで重要なファンタメンタルズとは？徹底解説■ 

FXをやってる人、株をやってる人なら誰もが知っているファンダメンタルズ 

これについて詳しくお話ししていきますね！ 

本当に大事なお話で、私の持論や、今までのアナリストの発言など 

面白い観点から説明していきたいと思います！ 

・FXで重要と言われているファンダメンタルズとは？ 

そもそもファンダメンタルズって何なのか？？ 

ファンダメンタルズとは、国や企業の経済状況等から値動きを分析していくものです。 

大堂なところでいうと、経済指標の発表等が有名ですね！後は各国の要人の発言などです。 

ニュースなどでもよく見る「どこどこの大統領が、○○を声明しました…」とかありますよね。 

それらをもとに今後為替や株価がどう動いていくのかを予測していくものです。 

毎月第一金曜日にある雇用統計も有名ですね！！ 

この時は基本的に為替も大きく動くことが多いです。 

ではでは、ファンダメンタルズに注目していけば絶対かてるじゃん！！ 

等と思うかもしれませんが、 

残念ですが、それはないのです… 

実際にそうであれば、経済のスペシャリストである、方々、 

アナリスト皆さん百戦錬磨の大富豪間違いなしです・・・ 
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・FXにおけるファンダメンタルズはきっかけにしか過ぎない 

私の経験や考えからすると、はっきり言ってファンダメンタルズは 

さほど重要ではなく、きっかけ等にすぎないと思っています。 

『全てはテクニカルが支配している』私は本気でそう思っています。 

要人の発言や経済指標の発表を 

全く気にしていないというと嘘になりますが、たいして気には留めていません。 

テクニカル分析をしていくと、おのずと答えは出てくるのです。 

実際に、2016年アメリカの大統領選挙これは、非常に面白かったですね！！ 

まさかまさかの、トランプさんが大統領に当選しました！！ 

ほとんどの人は、そうなるとは思っていなかったはずです。 

当選する前の経済のアナリストなどは、連日、トランプさんが大統領になれば、 

ドル円は 90円、80円を軽く切ってくるとか世界は終わるとか、 

とんでもないことをつらつら、お話しされていました。 

ですが・・・実際はどうなったかというと、選挙終了後、一時暴落はしました。 

しかし、そこを底値に大暴騰しましたね！ 

これが実際の当時のチャートです。 
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誰もが、当時この暴落は永遠に続く等と思ったことでしょう。 

しかし相場はその選挙を境に大暴騰です！ 

ですが、テクニカル的にみて、この大統領選で反転することはすでに分かっていました。 

仮にクリントンさんが大統領になったとしても同じようになっていたと思っています。 

なので、僕の見解では、トランプさんになろうが、クリントンさんになろうが、 

特に変わりないという事です。 

相場はすでに転換点に来ていた… 

そのきっかけが大統領選挙だったという事だけに過ぎなかったのです。 

当時世の中は、悲観的ムードＭＡＸです。誰もが大暴落すると断定していました。 
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世界はこれから大恐慌突入と思っていました。 

ここで、投資の格言に面白い言葉があります。 

『人が売るときに買え、人が買うときに売れ』 

まさにこの言葉がぴったりです。みんなが同じ方向を向いたとき、 

相場は無情にも、反転するという事です。 

そんな大統領選挙では、ドル円、完全に孤独の買い注文となるわけですが、 

『人の行く裏に道あり花の山』となるわけです。 

投資の格言は本当に意をついている素晴らしい先人からの言葉です。 

・まとめ 

実体験をもとに、本当に大事な内容です。 

結果、ファンダメンタルズだけで今の時代は利益を出し続ける事が出来ないという事です。 

テクニカルありきの、素材としてファンダメンタルズくらいの気持ちでいいわけです！！ 

これを機にテクニカルの勉強を真剣に始めて頂ければと思います！ 
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■FX のテクニカル分析とは？徹底解説■ 

FXをやってる人株をやっている人とにかく金融商品をやっている人ならよく聞く、 

・テクニカル分析 

についてお伝えしていきます。 

まず初めに、テクニカル分析とは？についてお伝えしていきます！ 

・テクニカル分析とは 

テクニカルとは直訳すると、技巧的とか技術的っていう意味になります。 

国の経済状況や世の中の様々なニュースは考えず、チャートの時間軸や現在の相場の動きから 

情報を読み取り、今後どのように相場が動いていくか予想しトレードを行うものになります。 

・波動の分析 

・高値・安値 

・フォーメンション 

・インディケータ 

・チャート上に水平線、 

・トレンドライン等 

このような事から分析してき今後の動きを読み解いていくのです。 

このテクニカル分析は全世界のトレーダー達が同じように分析を行っています。 

なのでこのテクニカル分析のみでトレードしている人は非常に多いのです。 

私もほとんどがテクニカル分析でトレードを行っていて経済指標などは、 

多少チェックするくらいなものです。 
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・テクニカル分析の利点 

テクニカル分析が出来るようになるとどのような利点があるのか？ 

という事なのですが、答えはいたってシンプルで世界情勢等の余計な情報に惑わされずに 

チャートの分析を頼りにトレード出来るのです。 

2016年の大統領選挙を思い出してもえらえれば非常に分かりやすいのですが、 

トランプさんが大統領になりました。 

ほとんどの方がヒラリーさんが大統領になるだろうと予想していましたね。 

そして、専門家はトランプさんが大統領になると、 

市場が大混乱し大暴落が起きる等と、予測していました。 

しかし結果はトランプさんが大統領になる事によって大暴騰しましたね！ 

下の画像でみてもらえれば分かると思います。 
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その後の専門家は 

「トランプさんの演説に市場も期待が生まれこのように暴騰したのです。」 

等と何とも適当な言い訳をしていました。 

私的にはトランプさんになろうがヒラリーさんになろうが相場は上がると確信していました。 

結局それはテクニカル分析に全て当てはまるからなのです。 

当時私は一番ボラが取れるであろうポンド円を買いで選挙前から仕込んでいました。 

下の画像が証拠の画像になります。 
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円でいうとこの 1 トレードで 12円取っています。 

このようにテクニカル分析で今後の動きが分かるのです。 

・テクニカル分析の弱点 

テクニカル分析の利点については理解できたことだと思います。 

やはり弱点もしっかり把握しておくべきなのですが・・・ 

正直弱点というか、テクニカル分析が甘いと通用しないという事が言えます。 

なのであらゆる状況を想定し、想定外を想定内に出来なければ、 
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予期せぬ事態が起きたときに対応できない状態になります。 

やはりどんな相場でも上がる理由、下がる理由が存在しているのです。 

その中で、しっかり理解して、やっていかないと突然損失ばかり出るようになってしまうのです。 

・まとめ 

・テクニカル分析がチャートを支配している 

・テクニカルの利点を理解する 

・相場には常に上がる理由と下がる理由が存在する 

事実を元に後付けなしで、今回のお話のテクニカル分析がいかに有効なのかを 

理解できたことだと思います。 

もちろん相場は生き物なので、通用しないときはあります。 

どんな優秀なトレーダーでも 100%勝つことはできないのですが、 

この 100%に近づければ近づける程安定した利益が取れるようになっていけるのです。 
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■FX の税金について、国内と海外は違います！■ 

FXでしっかり利益を出せるようになると必ず付きまとってくるのが税金ですね！ 

利益を出せるようになる前からでもしっかり考えておく必要があります。 

税金を収めるのは国民の義務なので、必ずしっかり申告しましょう！ 

とはいっても、払う金額は、皆さん正直少ない方がいいに決まっています。 

FX取引における税金の支払額についてお伝えしていきます。 

・国内 FX と海外 FXの税金の違いを解説！ 

FX取引は国内口座と海外口座で実は税金の支払い額が変わってきます。 

そもそも税金の種類が違うといった方がいいでしょう。 

国内外に問わず FXで稼いだお金は全て『雑所得』扱いになります。 

そもそも雑所得とは、副業等、仕事としてやっていることではない事での利益の事… 

アフィリエイトや FX等もこれに該当します。 

そして、その中で国内と海外で税金の種類が変わってくるのですが、 

・国内⇒申告分離課税 

・海外⇒総合課税 

となっています。難しい言葉が出てきましたね・・・ 

簡単に説明すると、国内の申告分離課税は文字通り所得を別々で計算することが出来ます。 

用は給料での所得と、FXでの所得を別々で申告するという事です。 

一方、海外口座で利益を得た場合は総合課税になるので、 
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全ての所得が一まとめになってしまいます。 

そうなれば、サラリーマンの収入と FXの収入を合算しなくてはならなくなるのです。 

国内は、FX の収益だけを考えてしていればいいのですが、 

海外は、ご自身が得る所得をすべて考えたうえで行わないといけないのです。 

これだけでも大きく変わってく来ますね！ 

・国内 FX と海外 FXの税金の税率を比較 

国内 FX と海外 FXは税率も変わってきます。 

・国内⇒一律 20.315% 

・海外⇒累進課税 

と変わってきます。 

国内の FX口座を使っていればいたってシンプルで、1000万円稼ごうが、1億円稼ごうが、 

20.315％を収めておけば良いのです！ 

因みにこの 20.315%の内訳ですが、 

【所得税 15%＋特別復興所得税 0.315%＋地方税 5％】となっています。 

そして、損益通算が他の金融商品と出来る内容が多いです。 

※もちろん、日本国内の証券口座に限りますが… 

・日経 225先物 

・バイナリーオプション 

・CFD取引 

・商品先物 

これらが該当してきます。 

株式取引は所得区分が違ってくるので、通算することが実は、出来ませんので気を付けてください！！ 
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一方海外 FXの税金はすこし複雑になってきます… 

累進課税という部類では、稼げば稼ぐだけ税金が高くなっていきます！ 

累進課税の税率ですが、 

年間利益額【所得額の区

分】 
税率 税率の内訳 控除額 

195万円以下 15% 所得税 5%＋住民税 10% 0円 

195万円～330万円以下 20% 所得税 10%＋住民税 10% 97500円 

330万円～695万円以下 30% 所得税 20%＋住民税 10% 427500円 

695万円~900万円以下 33% 所得税 23%＋住民税 10% 63600円 

900万円～1800万円以下 43% 所得税 33%＋住民税 10% 1536000 円 

1800万円～4000万円以下 50% 所得税 40%＋住民税 10% 2796000 円 

4000万円～ 55% 所得税 45%＋住民税 10% 4796000 円 

このように累進課税は金額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。 

更に、少し難しくなるのですが、海外 FXの場合は先ほども書いた通り、 

総合課税なので、サラリーマン等の所得も合算しなくてはいけないのです。 

では、その税金の算出方法をお伝えします。 

まずは、個人所得を合算していきます。 

そして続いて、個人所得から必要経費を引いていきます。 

それが、課税所得額となります。 

そこから税率をかけていきます。 

控除額を引いて復興特別所得税 2.1%を足して申告するという流れになります。 

ちょっとややこしいですが、この 3個の手順、若しくは FX のみでの収益であれば、個人所得の合算を 

しなくてよいので 2個の手順をへて、ようやく、算出出来るのです。 

海外 FXは稼げば稼ぐだけ税率が上がるので、嫌にはなりますが、 
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ただ、合算の所得が、420万円以下であれば、海外 FXの方が国内 FXより税金が安く済むのです。 

因みに損益通算は総合課税の雑所得となら通算できます！ 

・アフィリエイトの収入であったり、 

・インターネット販売 

等様々あります。 

FXをまだ大きな資金で回していないとか、そこまでの利益が出ていないという事であれば、 

国内より海外の方がいいですね！ 

レバレッジも国内口座であれば規制がどんどん厳しくなっていますが、海外では 

「レバレッジ 400倍まで OK」とか全然あります。 

そこを考えると海外の口座の方がいいという方も多いのが現状ですね。 

そして、海外 FXは 0 カットシステムを採用しているところが多いです。 

0 カットシステムとは、思わぬ暴落や暴騰で、損切りラインを大きくオーバーし、 

証拠金がマイナスになり、本来、追証しないといけないところを 

なし（0 カット）にしてくれるというものです。 

これによって、歴史的な値動きを見せた、『フランショック』で、 

口座残高が-5000万円とかになってしまった人達も当時この制度があれば、 

救済することが出来たというところです。 

日本の証券会社には、0 カットシステムはありませんので、 

万が一そのような場合になった際はしっかり追証しないといけないのです。 

ただ、日本は最高レバレッジが 25倍ですので、 

そんなことはめったにないかとは思いますが…ｗ 
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国内 FX,国外 FXそれぞれ良いところ悪いところがありますので、 

ご自身のトレードのスタイルや現状の利益、今後の出るであろう利益を考えて選ばなくては、 

本当にもったいないことになります。 

実力がしっかり備わっているのであれば、正直海外の方がおすすめです。 

国内では、損失の繰り越しをなんと 3年分もできるんですが、 

海外 FXでは損失の繰り越しが出来ないのです。 

用は、海外口座であればその年その年が勝負になってくるという事です。 

このようなこともしっかり考えて口座選びが出来ると 

今後のトレードライフスタイルは大きく変わる事だと思います。 

・まとめ 

税金について、国内、国外の特徴についてそれぞれお伝えしていきました。 

一概にどちらがいいというのは図ることが出来ませんのでそれぞれあったところで 

行うというのが結論です。 

そもそも利益がまだ出すことが出来ないという方も中にはいるでしょう！ 

ですが利益が出てから慌てて税金についてあれころ調べていては、 

肝心なトレードに支障をきたしかねません。 

なので、初心者の頃からしっかり税金面等も考えておくことが本当に大事です。 
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■FXの確定申告について■ 

FXをしていくと、年に一回必ずやらないといけないのが、確定申告です。 

個人事業主の方ならやり方は慣れていてまだ、分かると思いますが、 

FXをやっている、学生、主婦、会社員、ニートの方達も 

FXで利益あげているなら必ず確定申告をしなくてはいけません。 

今回はこの FXでの確定申告の仕組みとやり方についてお話ししていきます。 

これをしっかり行わないと本当に大変な事になりかねません… 

確定申告はかなり大事ですので、しっかり理解してくださいね！！ 

・FXでの確定申告とは 

そもそも確定申告をなぜしないといけないのか？ 

というと国民は得た利益から税金を納めないといけない義務があるからです。 

この税金を払うために、いくら儲けたのか国に申告するのが確定申告です。 

確定申告の期間は毎年 1月 1日から 12月 31日の期間の利益額で申告していきます。 

確定申告を出さずに若しくは、適当に出してそのことが発覚した場合 

脱税という、犯罪者になってしまします。 

そうならない為にもちゃんとした出し方をしていきましょう！！ 

FXでの確定申告でお得なのが、3年間の損失繰越控除というものです。 

簡単にいうと、1年面 100万円の損失で翌年 200万円の損失・・・ 

3年目に 300万円の利益が出た場合、それまでの損失 2年分を、 
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引いた額での、申告ができるというものです。 

そのためには損失が出ている年もしっかり確定申告している必要があります。 

※国内の FX証券会社に限る 

・FXでの確定申告はどれくらいの利益を出したら必要？ 

FX取引で、一定が額の利益を年間通して超えていなければ、実は確定申告をしなくていいのです。 

ただしご自身の置かれていえる立場によってその金額は変わります。 

例えば、 

フリーターや専業主婦の方であれば、年間の利益が 

38万円以下なら確定申告をする必要がないのです。 

逆に会社員の方では給与所得が年間 2000万円以上の場合は 

利益額に関係なく、確定申告をする事が義務付けられています。 

2000万円以下の方であれば、FXでの利益が年間 20万円を超えていないければ、 

確定申告する必要はないです。 

後は、あまり知られていない公的年金をもらっている方の税金も変わってきます。 

年金からの収入化が、400万円以下の方は 

利益が 20万円超えていなければ、確定申告しなくて大丈夫です。 

逆に年金からの収入が 400万円以上の方は、所得の金額によらず 

FXで利益を少しでも出ていれば申告しなくていけません。 
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・FXの確定申告で必要なもの 

・源泉徴収票(給与所得・退職所得・公的年金など) 

・印鑑 

・確定申告書 

・一年間の取引損益が記載された書類   

これらが必要になります。 

それぞれ、しっかり用意して、必要であれば、しっかり申告していきましょう！！ 

・まとめ 

FXの確定申告についてしっかり理解できたのではないでしょうか？ 

このように、利益が出た場合しっかり申告しないと大変なことになってしまいます。 

後は、損失額が大きい場合にも申告しておくと利益がしっかり残せた年に 

お得に申告することが出来る事も、しっかり覚えておきましょう。 

損失が出ているから、申告しない等するといざ利益が出た年に 

ものすごく後悔しかねませんからね！！ 

まあ、こんなことを言うのもあれですが、正直、ご自身だけでやるより、 

しっかり、税理士さんと相談しながら、確定申告をする事をお勧めします。 

ご自身だけでやってミスがあるよりプロに任せる方が安全です。 

正直それほど高い料金でもないですし、楽ですし、間違いがないですから！！ 
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◇初心者簡単手法伝授◇ 

■FXで使うサポートライン、レジスタンスライン徹底解説■ 

FXをやっていると、必ず意識されるラインがあります。 

そして、そのラインはかなり使えるのです。 

FXのテクニカル分析の中で重要なサポートラインとレジスタンスラインについて、 

お伝えていきます。 

そしてトレードの中で、非常に大事なのに、その使い方を 

ほとんどの方が分かってないんじゃないかと思います。 

本当の使い方をお話ししていきます。 

・サポートラインとレジスタンスラインとは？ 

そもそもこれが何なのか？という事からお話ししていきます。 

まずは、サポートラインからお話ししていきます。 

サポートラインは、別名『支持線』とも呼ばれています。 

これは買い圧力が強いと思われている価格帯を表しています。 

という事はその価格帯のラインはすごく、世の中から意識されているという事がわかります。 

その価格が上昇していきその価格帯まで下がってきたとき 

みんなが意識しているので反発しそして又そこを底値に上昇するという事が起こります。 

こちらの図を見て頂ければ、分かりやすいかと思います。 

赤の水平のラインがサポートラインになります。 
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このように、意識され反発しています。 

ただ、永遠に価格帯を割らずに反発し続ける事はありません。 

そこのサポートラインを突破してくることも、又普通の話なのです。 

そしてその突破したラインは買い注文が発生しているラインで注目がされているのですが、 

その価格帯まで又戻ってきたとき人の心理は面白いことに建値で決済又は、 

少しでも利益をとって終わっておきたいと思うものです。 

これはプロスペクト理論にも当てはまる内容です。 

そうなると売りが殺到し、その価格帯を割るとき一気に大暴落が起こるのです。 

そして、下降トレンドが発生していくという流れが起きます。 
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ではでは、続いてレジスタンスラインについてお話ししていきます。 

 

レジスタンスライン、別名『抵抗線』とも言います。 

これは単純に先ほどお伝えした、サポートラインの逆だと理解して頂いて大丈夫です。 

こちらの図が、レジスタンスラインに反発している状態になります。 
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こちらの図が、レジスタンスラインを大きく突き抜け上昇トレンドとなった図になります。 

 

この一連の流れが、レンジ相場からトレンドが発生する起爆剤となるのです。 

・サポートラインとレジスタンスラインの引き方解説 

サポートランレジスタンスラインは引き方次第では 

はっきり言ってどうとでも弾けてしまうという事があります。 

そこで今回は今すぐ使えるラインの引き方についてお伝えしていきます。 

結論からまずお伝えすると… 

サポートラインとレジスタンスラインどちらも合わさったところにラインを引いていきましょう！ 

これが、レジサポラインです！！ 

文章だけでは理解しにくいかと思いますので、実際のチャートを見ながら、解説していきます。 

例えばこちらのチャートを見て頂くとピンクのラインがレジサポラインとして引いた水平線になります。 
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この図を見て頂ければ分かるようにばっちり反発しています。 

これがレジサポラインの引き方になります。 

この図では、レジスタンスとサポートという順番になっていますが、そこはどちらが先でも同じです。 

この図とは逆のパターンももちろんあります。 

レジサポラインが引けたそのラインに価格帯が接近してきたときが非常に重要になってくるのです。 

ただ絶対にこのレジサポラインが反発する訳ではありません。 

あくまでもこれはトレードにおける判断材料の一つでしかないと覚えておいてください。 

色々な状況の中で、『買いでエントリーか？』それとも『売りでエントリーか？』 

その判断の材料の一つでしかありません。 

ここに相場の流れはどうなのか？ 

大きい流れはどちらに向いている？ 

小さな流れはどちらに向いている？ 
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何が今一番大事なのか？ 

等々様々な情報をチャート上から読み解きエントリーしていく事が大事になります。 

シンプルに単純にエントリーすることは非常に大事な事ですが、 

無知でシンプルにやるのと知っていてシンプルにやるのでは、雲泥の差になります。 

・まとめ 

サポートラインとレジスタンスラインについて詳しく解説していきました。 

そして、レジサポラインの引き方も理解できたかと思います。 

意識されているラインは数多くあります。 

引こうと思ったらチャートが水平線だらけになって何が何なのか分からなくなるので、 

そこは整理して今一番必要なラインはどれなのか？ 

それを見つけて余計なラインを消してチャートを見やすくするのも大事ですので、 

そのあたりは気を付けてくださいね！ 
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■レンジ相場での利益確定ポイント解説【手法公開】■ 

レンジ相場での利益を出す方法を公開していきますね！ 

実際に私も使っている手法ですので、真似して頂ければ利益を出すことが出来るようになります。 

  

 

上記の図を見て下さい。 

基礎知識のところでレンジ相場はブレイクするとお話ししましたよね。 

このレンジ相場をブレイクするとレンジが一段上がることになるのです。 

するとずっと反発していた高値のレンジのラインが意識され戻ってきた、 

Bの地点で反発するようになるのです。 

この部分をとる事が出来れば利益を伸ばすことが出来るのです。 

ではなぜ、Aのブレイクした地点で 

買いポジションを持たないかというと『だまし』というモノが存在するからです。 
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『だまし』とは一旦ブレイクしたと思ったが、すぐに又レンジ内に戻ってしまう現象のことです。 

実は、このような、『だまし』の現象はかなりの確率で起こっているのです。 

なのでしっかりブレイクし、返ってきたところの水平ラインの反発が確認 

できてからのエントリーがベストとなるのです。 

このだましをしっかり見極めるところが大事なポイントになりますので注意してみてください！！ 

・まとめ 

・レンジ相場はボックス相場ともいう 

・レンジ内での動きは高値と安値を行き来する 

・レンジブレイクのだましに注意 

これでレンジが一体何なのか？ 

また、レンジでの必勝パターンを理解できたんじゃないかと思います。 

しっかりこの方法も頭にいれるとこれからのチャートの見方も今までと 

変わってくるのではないかなと思います。 
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■ゴールデンクロス、デットクロスについて■ 

FXをやるうえで重要なシグナルをお伝えしていきたいと思います！！ 

今回のお題はタイトル通りで 

・ゴールデンクロス 

・デットクロス 

この二つについてお伝えしていきます。 

今後取引していく際に非常に重要な「売り」又は「買い」のシグナルになってきますので 

しっかり覚えておいてくださいね！ 

・ゴールデンクロス、デットクロスとは？ 

これは簡単に言うと「買い」や「売り」のシグナルになります。 

例えばゴールデンクロスの場合下降トレンドで 

進行していたものが上昇に切り替わるまさに「相場の転換点」 

これを示すサインになるといわれています！！ 

デットクロスはただ単にその逆です。 

上昇トレンドで進行していたものが下降に切り替わる事を教えてくれるサインです。 

主に移動平均線（MA）やインディケーターの中で最初から入っている 

オシレーター系の MACDで見られる現象になります！ 

図を見て見ると分かりやすいので、まずは、 

移動平均線のゴールデンクロスの画像を見ていきましょう！！ 

移動平均線だけの場合だとこんな感じです！ 
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・水色の線がローソク足 100本分の移動平均線 

・赤色の線がローソク足 20本分の移動平均線 

赤色の線が水色の線が水色の線をしたから上にブレイクしています。 

ローソク足を見てください。しっかり上昇に切り替わっています。 
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デットクロスの場合も同じでこれの逆を示したものになります。 

続いて MACDのゴールデンクロスを見ていきましょう！ 

僕としてはこっちの方がよく見ています。 

画像は先ほどの画像と時間軸は同じになります。 
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赤い線がシグナル線といわれるものです。 

MACDの移動平均線でになります。 

縦線の白いものが、ヒストグラムと呼ばれるものです。 

これは、価格帯の直近の値動きを強く反映しやすい 2本の指数移動平均線を元に 

計算しているグラフなのですが、簡単に言うと、相場の圧力を表してくれるのが MACD です！ 

このシグナル線とヒストグラムがまさにクロスしている部分がゴールデンクロスになります。 

デットクロスもまた同じくこれの逆です。 

お分かりいただけたでしょうか？？ 

・FXはゴールデンクロスと、デットクロスだけで勝てる？ 

じゃあこれさえあれば、「100戦練磨じゃん！！」と思ったらいけません！ 

これだけでは絶対に利益を出し続けるのは無理です。 

相場には『だまし』というものがあります。 

あくまでも、『買うべき』又は『売るべき』要素の一つにしかすぎません。 

これを踏まえて、テクニカル分析を更に徹底していき、 

本当に買っていいのか？売っていいのか？の判断をしていくのです。 

シンプルなことは大事ですが、無知の状態でのシンプルと 

あらゆる事を知った上でのシンプルでは大きく違っていきます。 

・まとめ 

・『ゴールデンクロス』 

・『デットクロス』 
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について学んで頂けましたね！ 

あくまでも一つのシグナルにしかすぎません。 

これだけじゃ絶対に利益は出せません。 

あらゆる根拠の中の一つにしていってくださいね！ 
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■相場転換ポイントのダイバージェンスについて■ 

FXの取引で使えるダイバージェンスについて徹底解説していきます。 

これさえ押さえておけば、怖いものはないのではないでしょうか？？ 

あらゆるロジックと組み合わせてこのダイバージェンスを発見すると最高の結果が得られるはずです。 

今回のお話で明日からのトレードが劇的に変わるって事もあり得る話になります。 

・ダイバージェンスとは？ 

そもそもダイバージェンスって何？って所から入らせて頂きます。 

日本語にすると『逆行現象』といいます。 

ダイバージェンスは、オシレーター系のインディケータを使ったサインになります。 

因みにオシレーターというのは、相場の強弱を表した、 

インディケータで、現状どちらに圧力がかかっている等を見るのに使います。 

買いシグナルや、売りシグナルを発見するために使えます。 

一般的には、『MACD』や『RSI』といった、オシレータ―がよく使われています。 

・ダイバージェンスは重要なシグナル 

これらを使い価格帯とオシレータ系の動きの違いを発見する事ができ、 

そこで、このダイバージェンスを発見する事が出来れば、結構熱いポイントとなっていきます。 

実際のチャートを見てみましょう！ 
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こちらのオシレータは『MACD』になります。 

赤線を見て頂ければ分かるように 

・価格帯は切り下がっているのに、MACDは切り上がっています。 

まさに『逆行現象』が起きています。 

これが『ダイバージェンス』で、この場合であれば、 

下降トレンドが、終焉を迎え、上昇にトレンドに転換していくというシグナルになっています。 

これは、逆でも同じです。 

上昇トレンドの終焉でのダイバージェンスもありますので、 

下降から上昇だけではなく、上昇からの下降も同じという事です。 

・ダイバージェンスでの注意点 

ダイバージェンスを発見すれば、全てそうなるとは限りません。 

そこには、時間足の関係等大局的にチャート分析する必要があるからです。 
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なので、使うとしてもエントリーの根拠を、ダイバージェンスだけで、行うのは危険という事です。 

そこに、他の要素も必要です。 

あくまでも、判断材料の一つのシグナルでしかありません。 

ここにライントレードや、他の根拠をプラスで取り入れる事が非常に大事になってくるのです！ 

・まとめ 

相場に絶対はありません。 

相場の格言です。 

『木の葉が沈み石が浮く』 

相場には絶対という事が絶対存在しないのです！ 

本当にこのエントリーは間違いないか？？ 

等々、時には、臆病に疑いながらエントリーすることも大事なのです。 

ただ、それを可能にするには、ある程度の知識量が必要不可欠になってきます。 
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■ダブルトップ、ダブルボトムについて■ 

FXのトレードをしていると、山が 2つ並んでいるように見えるようになっていきます… 

ですがこのお山が見えるようになって何がいいのか？？ 

『お山』ダブルトップとその反対のダブルボトムについてお伝えいきます。 

これが確認できるようになればチャートを読み解く上で重要なので 

是非今回のお話しで、覚えてくださいね。 

・ダブルトップ、ダブルボトムとは？ 

これはチャートの代表的なパターンの形の一つでダブルトップは 

上昇トレンドの終焉等でよく見られる現象の一つです。 

 

そして、その反対がダブルボトムになります。 
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この現象はまれに、出現しているのでしっかり見て頂ければ、 

相場の反転も予測できるようになってきます。 

形を覚えてしっかりトレードに生かしていきましょう！！ 

・ダブルトップ、ダブルボトムの見分け方 

しかし、ダブルトップお山が 2 つ登場すれば全てがそうではないのです・・・ 

先ほどもお伝えしましたが、しっかりトレンドの形成が出来ている事が重要なのです。 

例えば 5波形成、出来ていて、その後『ダブルトップ』が出現した！とかですね！ 

『ダブルボトム』はその逆で、下降トレンドがしっかり形成されていないとダブルボトムとは言えません。 

この『トレンドがしっかり形成され』というのが非常重要なポイントになります。 

下の図のようにしっかりトレンド発生している事があくまでも絶対条件です！ 
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よく初心者の人が勘違いしやすいのがレンジ相場でお山を 2つ見つけ、 

「ダブルトップだ！」「ダブルボトムだ！」という風になりがちです… 

なのでこの部分には最初は本当に気を付けましょう！！ 

・まとめ 

ダブルトップ・ダブルボトムについて詳しく解説してきました！ 

この形が来れば、高確率で反転していきますので、 

しっかり注視してトレードに生かしていき来ましょう！！ 
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■トリプルトップ、トリプルボトムについて■ 

FX取引で非常に激熱なポイントの現象を紹介いたします。 

このチャートパターンが来れば、しっかり乗っかって取りに行きましょう！！ 

その今回のお題が、 

『トリプルトップ』 

『トリプルボトム』 

というこの 2つの現象についてです。 

これが出現するれば、迷わずエントリーです。 

ただ、どこでエントリーするかが大事ですので、 

そのあたりも、しっかりとお伝えしていきますね！ 

・トリプルトップ、トリプルボトムとは？ 

そもそもこれが何なのかという事から、まずは、お話していきます。 

これは、 

・ダブルトップ 

・ダブルボトム 

と同じような現象です。 

トリプルトップは単純に山が 3つ形成されれば、下落するというものです。 
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トリプルボトムはその逆で、谷が 3つ形成されれば上昇するというものです。 

 

ただ気を付けないといけないのが、トレンドの終焉ポイントを狙っていくものなので、 

山が 3個、谷が３個、発生すれば全てトリプルトップ・トリプルボトムと言い切ることはできません。 
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・トリプルトップ、トリプルボトムの見分け方 

初心者の方が気をつけなくてはならない、ただ単に、山が形成されれば取りに行くではなく 

しっかり確定してから取りに行くのが重要です。 

なので『山 3つ』若しくは、『谷 3つ』がしっかり形成されてなおかつ 

『ネックライン』をしっかり割ってきたときにエントリーしていきましょう！ 

補足として、山の高値、又は谷の安値が、そろっていないと、いけないというのはありません。 

右肩上がりであっても、右肩下がりであっても、どちらにせよ、 

ネックラインがしっかりそろっていれば問題ありません。 

そしてそのネックラインを突破したときトレンドが終焉を迎えます。 

トレンドの終焉を狙えるという事はかなり大きく取りに行く事も可能なので、 

見つけたら迷わずエントリーです！！ 

あと、間違いやすいポイントではレンジ相場で、だらだらとした 

相場の時に山が 3つ形成されてトリプルトップと勘違いする 

パターンも多いですので、気を付けてください。 
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このトリプルトップ、トリプルボトムはダブルトップやダブルボトムよりも 

高確率で転換するので、かなり有効的になります。 

ただ必ずしも、転換するというわけではないので資金管理はしっかり徹底して行いましょう！！ 

・まとめ 

トリプルトップトリプルボトムをしっかり見つける事が出来れば、 

しっかり利益を取っていけるので、頑張って見つけてみてください！！ 
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■三角持ち合い相場とは？手法公開■ 

三角持ち合いというのはよく FXをやっている人ではよく聞く言葉だと思います。 

今回はそんな三角持ち合いの種類や動向等を解説して実際に使えるロジックも公開していきますね！ 

別名では 

・『P波動』 

・『トライアングル』 

等と呼ばれているので覚えていてくださいね！！ 

・三角持ち合い相場とは？ 

そもそも三角持ち合いって何なのかというところですね！！ 

簡単にいうとレンジ相場で見られる現象のことです。 

・上下のトレンドラインが収束しているモノ 
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・上下のトレンドラインが拡散しているモノ 

 
・レジスタンスラインとトレンドラインでなっているモノ 
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・サポートラインとトレンドドラインでなっているモノ 

 

同じような意味をもつ 

・ペナント 

・ウェッジ 

・フラッグ 

・ダイヤモンドフォーメーション 

なども、基本同じような意味合いになります。 

FXではレンジ相場がほとんどを占めているので、しっかりこの持ち合い相場を分かっていれば、 

さらに見方が変わってくることだと思います。 

・三角持ち合いの後の動向を解説 

 

三角持ち合い後にトレンドが大きく動き出すのですが、 

どちらに動くかあらかじめ予測できているとかなり有効的ですよね！ 

ざっくりしたものをご紹介いたします。 
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・レジスタンスラインと上昇トレンドライン 

これは高確率で、レジスタンスラインをぶち破り大きく上放れすることが多いです。 

 

・サポートラインと下降トレンドライン 

これは高確率で、サポートラインをぶち破り大きく、下放れすることが多いです。 
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・ダイヤモンドフォーメーション 

・上下のトレンドラインが収束しているモノ 

・上下のトレンドラインが拡散しているモノ 

の組み合わせられたフォーメーション 

これらは、トレンドの終焉部分に見受けれることが多く、買いと売りの攻防が激しく行われるので 

このような形になると言われています。 

この形が出現すると、相場は転換していく事が多いです。 

 

ただ、これらは、絶対にそうなるというわけではないので、基本的には、このラインを 

抜けたらエントリーと準備をしていく事がいいですね。 

もう少し深く考えるとその持ち合い相場になる前のトレンドの流れはどうなっていた？ 

現在は『衝撃波』なのか、『修正波』なのか、 

エリオット波動 2波目で持合いになっているのか？4波目で持合いになっているのか？ 

5波終了での上側のトレンドライン下側のトレンドラインが収束しているのか？ 
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等、読み解くことが大事で、その場面だけで見て『三角持合い』だからって 

それだけで判断するのではなく、大きな視点で見る事が非常に大事な局面であると思います。 

なのでその形だけを見るのではなくそれが出来る前はどのようにして 

トレンドを描いていたのかを見る事が大事という事です！ 

ではでは、この三角持ち合い時に有効な『今すぐ使える簡単手法』をご紹介します。 

超簡単なやり方ですので、是非是非使ってみてください！ 

・三角持ち合いに使える超簡単手法公開 

では、早速！ 

ブレイクと同時に入り少しの幅を取りに行く方法です。 

上昇ならレジスタンスラインを割った瞬間に買いエントリー 
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下降ならサポートラインを割った瞬間に売りエントリー 

 

たったこれだけです！ 

気を付けるポイントとしては、このブレイクがだましであることがあります。 

この持合いを一度抜けるとレジスタンスラインはサポートラインに、 

サポートラインはレジスタンスラインになるので、戻ってくることは『だまし』を 

意味することなので、すぐに損切りをしてください！ 

続いての手法です。 

上昇傾向の持ち合い相場でレジスタンスラインをしっかり抜けると、 

そこはサポートラインになるとお伝えしましたね。 

という事はここまで又価格帯が戻ってくると 

反発しやすいという事なのです。 
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なので、ここでの逆張りを狙っていきます。 

 

これは下降でも同じです。 

サポートラインを割った後にそこが次なるレジスタンスラインになるので、 

そこの逆張りを狙っていきましょう！！ 

・まとめ 

このようにして、 

持ち合い相場で利益を出していきましょう！！ 

しかし、有効な根拠は多い方がいいです。 

現状の持ち合い相場だけでなく、しっかり視野を広げ、現状はどのように動いているのか？ 

これまでのチャートの流れはどうなっていたのか等を注視することで、 

今後の流れも読み解きやすくなってきます。 

なので、大きい目で相場を見ていきましょう！ 


