
応用テクニック 1

応用テクニック

トレードを更に有利にする

ためには何をするべきか
－テクニカル以外の観点から－
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◆ファンダメンタルズ分析の問題点

● タイムホライズンの欠如

● マクロ分析＝マーケットではない

● 建玉とのつながりがない

● マーケットテーマの変質についていけない
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◆重要ポイント

短期トレーダーはあくまでも広義のテ
クニカル分析を主とし、ファンダメン
タルズは副とするべき。ファンダメン
タルズを利用するときは、その欠陥
（テーマの変質）をよく理解した上で
利用すること。
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Ⅰ． マーケットの相関

①市場間相関分析の優位性と問題点

◆市場間相関分析とは

市場間に何らかの相関（正相関・負相
関）関係があるとし、トレードする際、
トレードをなす市場と相関する市場を
双方ともに検証することで優位性を持
つことが出来るという考え方。
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◆ 優位性

● ある種のファンダメンタルズである

● トレンドが一時的なのか持続性があるのかに
ついての判断が出来る

● 非常に強い相関があった場合、相場が自己強
化していく可能性がある

● グローバルな投資家の影響が大きくなり、情
報の均一化が進んでいることから、逆にアノマ
リーの支配力が高まるときがある
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◆ 問題点

●ある種のファンダメンタルズであることから、ファ
ンダメンタルズ分析の一般的弱点を有してしまうこと

●相関が常に存在するとは限らず、また今後とも続く
保証はないこと（特に非常に有効であった後、注意）

●トレードする市場が従属的な相関にある場合または
従属的な相関に陥る場合があること

●トレードに際しての要素が増えすぎて、複雑になる
ため価格判断が鈍ること

●カーブフィッテングの可能性
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②ラリー・ウィリアムズの考え方

● シンプルがよい

? 単純な９日間移動平均

? ９日モメンタム

? 単純なブレイクアウト（１，９，２０
日）

● キードライバーの認定・サブドライバー
の認定
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● 例

＜キードライバー＞ ＜従属する相場＞

金相場 Ｔ－ＢＯＮＤ

Ｔ－ＢＯＮＤ Ｓ＆Ｐ

Ｔ－ＢＯＮＤの９日間ブレイクアウトで
S&Pを買うなど。
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● 相関判断

システムに組み込み、検証する

ＴＤＭ、ＴＤＷなどを組み合わせる

シーズナルバイアス・月末月初の状況などあ
らゆる非効率性を組み入れる
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?ウイル・スプレッド

● ラリー・ウィリアムズが相関を基に考案した
短期売買用の株式トレード用システム。

● 売買シグナルはT-BILLまたはT-BOND

● 売買商品はＳ＆Ｐ

● １５分または３０分チャートを利用

● ５－２０または３－１５期間の指数平均の差
をグラフ化する。

● 正は買い、負は売り。
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③その他の相関分析

マーフィー「インターマーケット・テクニ
カル・アナリシス」等

← 一般に相関は視覚にうまく訴えるあま
り、非常に有効に見えるので注意。オシ
レーターが結果的にもの凄く有効に見える
のと同じでその局面で使えなければ意味が
ない。
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? 参考

ＪＧＢとドル円相場、原油価格とユーロ、
金価格とＡＵＤ、木材価格とＣＡＤ、ＣＲ
Ｂと債券相場、イールドカーブと株式相場、
カーブ格差と為替市場、株価指数と為替相
場、Ｍ＆Ａフローとユーロ、経常収支と為
替相場、ナスダックとドル相場ｅｔｃ. 
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④常に「テーマ」を考える

⑤マーケットが今、何を見落と

しているか
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Ⅱ． 建玉分析

① 建玉分析とは

マーケットの建玉状況が相場の今後に影
響を与えるという考え方。したがって、
なるべく最新の状況が良く、更にカバ
レッジ（カバーする範囲）が広くなけれ
ば意味がない。

→具体的にはシカゴＩＭＭの建玉状況な
ど
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※注意

建玉分析はマーケットのポジション分析
であり、いわゆる出来高分析ではない。
出来高分析は①必ずしもマーケットのポ
ジションを反映しない②出来高と値動き
の関連は薄い（出来高が薄くても値がは
ねる相場もあれば、出来高が多くても全
く動かないものもある等）③ストップ
高・安時の出来高の意味④単なる嵌め込
みも出来高になる等問題点が多い。
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◆建玉分析の優位性と問題点

＜優位性＞

● 多くの情報を収集することで現時点に近い
建玉の状況が明らかになる

● マーケット参加者のポジションを想定して
おき、重要指標での反応を確かめる

●「引かれた」ポジションとコストの推定から、
ロスカットポイントを想定

● ロスカットポイントで利食いが出来る
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＜問題点＞

●あらゆる意味で情報の収集力・分析力
が必要。

●その相場に関するポジション情報がど
れくらい取れるか→ある種のインサイ
ダー的情報収集が必要なときも。

●相場参加者のプロフィール・ポジショ
ンの取り方・損切り方などをつかんでお
く必要がある
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◆ セルサイド

（商品取引会社・証券会社などブローカー）の
分析やレポートを批判的に読むこと

●セルサイドの情報をあまりに軽視する
のも問題。分析力よりは事実収集の手段
として重視し、手口をしっかり積み重ね
て記録しておくこと。

●相場参加者の動向を記録すれば次の一
手が読みやすくなる。
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＜例① 金相場 2001/4/28＞
岡地

◆内部要因

金塊の貸出金利であるリースレートの１ヵ月物は、欧米時間２５日
に３．７％まで急上昇したが、その後、ヨーロッパの中央銀行の大量
放出を受けて一転反落、再び２．０％台へ低下している。市場では、
これまでヨーロッパの中央銀行の貸し渋りによるリースレートの上昇
を期待する声もあったが、今回の急低下で強気の拠り所を失った格好
だ。

◆需給動向

リースレートの急低下を受けて、オーストラリアや南アフリカ、カ
ナダの鉱山会社は売りヘッジを再開している。もっとも、下値では東
南アジア諸国の需要家の手当も観測されており、深押しは何とか回避
している。一方、世界最大の金の消費国であるインドは未だに動きを
見せていない。アメリカも景気減速感が払拭できず、現物手当を手控
えているのが現状だ。
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フジチュー

商品先物取引委員会の建玉報告によると、4月17日現在のファンド筋
を含む投機玉の売り玉枚数は5万5660枚と、10日時に比べ1万3434枚減
少した。これまでの建玉推移を見ると、ファンド筋は売り玉が6万枚を
超える高水準に達すると手仕舞いを進め、ある程度売り玉が減少したと
ころで、再び売り攻勢を仕掛けるパターンが見受けられる。従って、現
在ファンド筋の売り玉は減少しているものの、再び増加に転じる公算が
高いと言えるのだが、相場の足取りを見ると、下値を徐々に切り上げて
おり、売り玉の一部に含み損を抱え込んでいる可能性も考えられる。
ファンド筋の売り玉はなお高水準にある点から、相場が265ドルを大き
く突破する動きを見せると、同筋の踏み上げを誘い、意外な上値を見せ
る可能性もある。

フジフューチャーズ

ＣＯＭＥＸ金在庫はなおも減少を続け、金リースレート1ヵ月物は不
安定に上下しながらもレンジを上方に拡げており、目先は相場が急落す
る可能性は前週までよりも低下していると言えそうだ 。
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日本ユニコム

需給のバロメーターであるリースレートは高水準にあるため、
ニューヨーク金の期近で２５５ドルを割り込むことはなさそうだが、
かといって２６５ドル以上は、鉱山会社の売りヘッジが圧力となるた
め、基本的には２５５～２６５ドルのレンジ相場が続きそうだ。

※簡単なポイント
売り方 ― 欧州中央銀行・鉱山会社・ファンド筋

買い方 － インド・東南アジア・アメリカ等最終需

要・投機筋

需給動向のポイント－リースレート、在庫水準

過去主要参加者がどのような行動パターンを取ってき
たか、調べておく。
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＜例② ガソリン相場 2001/4/28＞

ユニコム

米国の原油相場は米国内の製品需給が影響力をもっている｡冬
季はヒーティングオイルの相場に連動していた原油価格は､今度
はガソリンに歩調を合わせている｡このため、ガソリンが10年ぶ
りの高値をつけたことで強烈なインパクトをＮＹ原油相場に与
えている｡ニューヨーク原油相場は当分の間、こうした国内事情
を反映して強調相場を維持すると思われる｡そのため国内のガソ
リン､灯油相場も連動して上値にチャレンジすることは十分に考
えられる｡

石油元売り会社がガソリンの現物を買い上げているため、現物
の需給は引き締まっている｡こうして内外の材料はいずれも市況
急騰の可能性を示しているといえそうだ｡為替が再びドル上昇と
なっているので意外な高い水準まで噴き上げる可能性がある
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オリエント

ガソリン相場はゴ－ルデンウィ－クを皮切りに、夏場の需要最盛
期を迎えるため、堅調に推移しよう。米国でも、一部地域でガソリ
ン価格が上昇しており、ガソリンの需給が夏場に逼迫するとの観測
が強まっている。NY原油相場は、26－29ドルのレンジで往来と
なっているが、OPEC（石油輸出国機構）は、バスケット価格を25
ドル前後で安定させたいために、原油価格の下落には減産をもって
対抗するだろう。実際、OPECのロドリゲス事務局長は、9月以前
に原油を増産する公算は小さいと語っている。

サンライズ

…これまでは夏場の原油不需要期において更なる減産が必要なほ
ど需給が緩和するのではないかとの思惑も聞かれていたが、米製油
所の精製能力の問題などから、米ガソリン価格の上昇が続いており、
これにつれて原油にもひっ迫感が出ており、夏場といえども原油価
格が緩んでくる可能性が薄れている。…
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フジフューチャーズ

海上バージ市場では民族系大手元売りの5月渡し市中買いが一段と活発
化。 ５月海上市況については、ガソリンの上昇観測が強まっている。
RIMが伝えるところでは、その根拠として「民族系元売り筋の減産(製油
所定修)を背景にした市中買いの継続」「米メジャー系元売りのグループ
製油所定修に伴うスポット出荷大幅減」「外資系下位元売りの外販カッ
トの動き」を挙げている。ガソリンはＧＷ中の天候が焦点。…陸上ロー
リー市場の中間留分（灯油、軽油）は、海上市況が反発したとしても、
これが陸上に波及していくにはタイムラグがあり、相場回復に時間を要
する見込み。…26日のシンガポール市況をベースにした輸入採算価格は、
ガソリン（キロリットルあたり税抜き）＝29600円(4/19比300円安)、灯
油＝28300円(4/19比800円安)と算出される。 注目の大手玄人筋によると
される、ガソリン売り：灯油買いの大口ポジションについて、灯油期近
物は当業者機関店の損切りに併せて利食ったようだが、期先への乗り換
えでトータルのポジションはそれほど縮小されていないため、まだ注意
が必要。国内の大型連休明けは、どうしてもＮＹ原油の値動きに、展開
を支配されることは確実。そのＮＹ市場は、ガソリン需給タイト感によ
る製品高で、原油価格も上値を残すと見る向きが大勢。
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タイコム

ＮＹ原油市場はここに来て６月のＯＰＥＣ臨時総会で新たな生産調整が行わ
れるかどうかに注目が集まっている。世界エネルギー研究所の石油月報によ
ると、米国の石油製品の需要増を考えると国際原油価格を安定させるにはＯ
ＰＥＣ諸国が６月の総会で日量１００万バレルの増産を決定すべきであると
の見解を示している。ただ、ロドリゲスＯＰＥＣ事務局長が増産に関する決
定は９月まで待つだろうとしており、また増産をするとすれば目標価格帯で
ある２２－２８ドルの枠を超えた際に実施するという。ＯＰＥＣ側としては
早々の増産にはあまり積極的ではない。

岡地

◆内部要因

米エネルギー省（ＤＯＥ）発表の原油在庫は、4月15日現在で140万バレル
強の減少となった。とくに製油所の集中するガルフの在庫が大幅に減少して
おり、原油の輸入遅れなどが影響している｡また、ガソリン在庫は夏季規定
用ガソリンの在庫が減少し、今夏のガソリン供給がひっ迫する恐れがあると
の見方で上昇し、この動きが原油(ＷＴＩ)相場にも投影されている｡
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◆海外情勢

ＯＰＥＣの減産体制は加盟国によって、協調減産の順
守率に違いが出ている。中東の産油国は順守率が高く、
アフリカが低いという傾向があるが、イラクの増産がＯ
ＰＥＣ原油生産全体の生産を過剰にする恐れがある。し
かし、ニューヨーク原油相場の上昇はＯＰＥＣ動向より、
むしろ米国の石油事情よるものであるといって過言では
あるまい。今後,米国の石油需給が緩和されて原油相場が
下降する危険がないとはいえないが、米国内のガソリン
需給は慢性的な供給不足となる可能性が高い事を忘れて
はなるまい。米国経済の減速による消費の減退懸念は原
油相場を抑制する要因にはなるが、直接的な圧迫材料に
はならないだろう｡
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※簡単なポイント

売り方 ― ＯＰＥＣ（中東・イラク・アフリカ諸国）

買い方 － 元売り会社→アメリカ等最終需要

需給動向のポイント－原油在庫・米国の石油精製能力・
投機筋の特定ポジション・メジャー系元売り動向

アノマリー－ゴールデンウィーク・夏季といった季節性

シーズナルに一定の傾向があるかどうか調べておく。米
国ブッシュ政権の供給緩和策や支援策が何も言及されて
いないのはリスクである。景気減速による最終消費の落
ち込みはどう見ておくか。
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②フローを捉えれば更に有利になる

● 情報は一つ一つは断片であるが、統合する
ことで優位性を発揮する。小説で人物が「立
つ」ようなことが相場にも起こる。つまり断
片的な事実がストーリーとなり、自ら今後を
語る瞬間である。

● そのためにはフロー（建玉および情報）を
常にストックしておかなくてはならない。
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● 金融政策・株価対策・要人発言など常に
「バックグラウンド」は何か、なぜこの人が
この局面でこの発言をしなくてはならなかっ
たのか考えること。過去の発言の流れと何が
変わったのか、何故なのかを常に考えないと
ストーリーは「立って」こない。

● フローで意外感を持つことは重要。何が
起こったのか考える好機。
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③公表された数値を直ちに建玉につな
げるのは危険

●批判的に内容を吟味する

● 必ずしも、現時点並びに将来の建玉すべてを
意味するものではないこと。一部にすぎない

● 建玉情報そのものがすでに織り込み済みであ
るリスクがある

大まかに傾向値として一つの参加者と見なすと
良い
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④「傾向値」として捉える

⑤建玉を超えるほどのストーリーがあ
るのか ―長期投資家の出現―
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Ⅲ．マーケットの「役割」と

トレーダー 心理

①最大の秘訣は「自分を裏切る」こと

●思った通りにやれば、まず負ける

●相場に求めているものを良く自覚すること

―勝ちたいのか、欲求不満を解消したいのか、ス
リルを味わいたいのか－
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②ルールとの折り合い

●守れないルールはルールではない

●特に最初のうちは厳守が大切。

● テクニカルで入ったのか、材料・判断で
入ったのか

●タイムフレームは絶対

●テクニカルならば当初のプラン、材料・
判断ならばその材料の「現在」を評価し直
すこと
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③どうやって客観性を保つか -事前のプラン-

重要
建玉を持った後の作業は多い。さらに心理状態は
すでに「普通」ではなくなっている。すなわち

建玉を持った瞬間、すでに理性の半分は失ったと
思え。

● 建玉が持った後の判断は事前のプランより数段落ち、
引かれてからの判断は殆ど間違いである。

● したがって、マーケットニュートラルであるうちに最
善のプランを立てておくこと。
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◆具体的プランの作成

①テクニカル

● 入ったフォーメーション、あるいはサイ
クル分析などを記す。

● フォーメーションであればそのフォー
メーションが否定されるポイント、サイクル
であれば時間・価格のポイントを特定する。

● 次にそのポイント・価格・時間までポジ
ションを保有することを前提に損失額を決め
る。
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● 損失額からポジションの大きさを決める。損
失額が大きすぎる場合は、小さくする手段を講ず
る。

● ポジションを小さくするのが本来。

● ストップの位置自体を価格から近づけるのは
複数建玉がないと、判断があって損失をするとい
う最悪のパターンとなるケースが多い。それでも
どうしてもその場に入らなければ、「損する」
（ほど機会損失が大きい）と思った場合は、入れ
ばまず損すると思え。典型的な「興奮状態」に
入っている。

● ロスカットに「時間」もいれておくと良い。
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◆具体的プランの作成

②ファンダメンタルズ
● 材料・需給分析の理由と予測期間を決めておく。

● 材料・需給分析の有効期間を決定する。

●「何が」ストップのトリガーになるか、決めておく。
決められないならば、建玉しないこと。

● ３つのトリガーを設定する

① 価格のストップ

② 時間のストップ

③ 判断ミスのストップ
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重要

ファンダメンタルズで判断しているなら
ばなおさら時間・価格は重視する必要が
ある。テクニカルを無視出来るのは、
Buy & Holdのみであると思え。Buy & 
Holdは少なくとも１－２年、しかもファ
ンダメンタルズが良好でなければ成り立
たない戦略。本邦ではここ１０年ほど無
縁な戦略である。
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④マーケットの役割を考える

●マーケットが何を欲しているか考える

●今マーケットに必要なのは、

ふるい落とし

ブレイクアウト

レンジ相場

どれなのか？


