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高いボラティリティ、つまり急激な価格変動の発生は、マーケットに参加していれば誰でも遅かれ早か
れ直面する「現実」です。このガイドでは、マーケットが大きく動く局面でどうリスクを管理し勝ち抜
いていくかについてのヒントを提供します。 

 

1 線を結んでトレンドを読む 
相場のトレンドを読んで取引するなら、方法は簡単。線を2本引いてみれば、トレンドが浮かび上がってきま
す。一般的に、価格の動きがサポートラインに近づいたら反発して上がる予測をし、レジスタンスライン付近       
まで来たら、一旦戻して下落する動きに備えます。強気・弱気の方向性の見えているトレンド相場の大きな特      
徴は、どんな時間枠のチャートでもポイントを定めやすいことです。2分足チャートでも、2時間足チャート
のようにトレンドを形で見ることができるのです。 
たった2本のラインを引くだけ、とても簡単です。ただ残念なことに、何pip上昇や下落が見込まれるかを読      
むのはやはり難しく、何よりも経験が必要とされる領域です。 
いずれにしても、まず線を引いてみることで、たとえビギナートレーダーでもチャンスやリスクがどこにあり      
うるかを読むことができるのです。 

 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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  レジスタンスラインの突破  

2 ｢突破｣(ブレイクアウト）を狙う 
好むと好まざるにかかわらず、トレーダーは群れのように行動しています。時にレジスタンスレベル・サポー
トレベルを破って価格が大きく動くことがありますが、これはすでに大変多くのトレーダーに認識されており、
このためキーとなるレベルの周辺で多くの逆指値注文が出されているのです。 

 

マーケットの反転の瞬間を予測しようとするのは難しいですが、その代わりにレジスタンスレベル・サポート      
レベルからの「突破」（ブレイクアウト）を狙ってトレードするという戦略があります。 

 

ポイントは、チャンスを狙うレベルを見定めること。そして、大きな突破に備えた範囲で指値・逆指値注文を       
出しておくことです。狙ったレベルに価格が達する前に、注文を出し揃えておくことが重要です。このような      
戦略では、日に100pips近く動く通貨ペアにして15-20pipsを狙いに行くような程度の場合もありますが、そ
の動きが速いペースで発生すると、狙いがいのあるチャンスとなります。ブレイクアウトは、その期待が高
まっても実現することはなかなかなく、発生する時は突然大きく動くため注意しておくことが必要ですが、魅     力
的なチャンスとなる可能性を十分に秘めています。 

出典: FOREX.com 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/


4 

© 2019 FOREX.com 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の変動

によって大きな損失を被る可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より詳しくは、 

当社ホームページのリスク説明 https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/ をご確認ください。 

 

 

3 予想から戦略へ 
経済指標発表の周辺での取引は、エキサイティングでもあり、またしばしば衝動的にもなりえます。ただ、発       
表の後にはマーケットが大きく動く可能性があり、実はニュースや指標発表のみを判断材料として取引をする      
のはリスクが大きい方法なのです。指標発表に際しては、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。 

 

まず、指標発表を勝ち抜くためには、注文を「事前に」出しておくことが不可欠です。事前によく情報を集め、
テクニカルでも想定パターンをいくつも持っておき、まずは発表前にマーケットがどのような動きを見せるかを
予測します。そして、マーケットがどちらの方向に動いていくかについても分析します。 

 

さて、どのような月でも最もマーケットの動きに影響を与えうるイベント、米国雇用統計(非農業部門就業者
数)を例に挙げてみましょう。一般的に、ドル円(USD/JPY)は米国の主要な経済指標発表の内容を反映しやす
いといわれており、米国にとって悪い内容であればドル円は下がり、良い内容の発表であればドル円も上がる      
傾向にあります。 

 

雇用統計のような指標発表についての予測レポートが、様々なマーケットアナリストから発表されます。これ       
らのレポートにはマーケットの動きがすでに織り込まれている可能性があり、大変重要です。もし予測レポー       
トと発表内容が近い場合は、マーケットがそれほど大きく動かない可能性が高く、逆に実際の発表内容が予測       
から大きく異なる場合は大きな価格変動の可能性が高くなります。事前に情報収集し、予測を整理しておくこ      
とが重要です。 

 

米国雇用統計(非農業部門就業者
数)自体の発表に先立って、他に
も米国の雇用情勢を表す様々な
経済指標が発表されており、予
測に役立てることができます。
この事前発表の指標の傾向をま
とめ、前回までの実際の影響度
を勘案することで、実際の雇用
統計発表に関する単なる「予 
想」を確たる数々の根拠を伴っ
た「戦略」にすることができる
のです。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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指標発表前20-30秒前に発注 

データをもとにした戦略的な

予測で、大きな値動きをチャ

ンスにすることも可能 

※リスクの可能性もあります 

出典: FOREX.com  

 

下記の例では、様々な根拠に基づいて悪い予想が立てられたため、発表前にドル円を売るという結論に至りま      
した。もちろん、予想が外れた場合でも口座の資金を守るということが最重要なため、逆指値も指値も両方出       
しておくことが不可欠です。下のチャートで見えるように、発表される指標が悪いと予想したのは非常に良い      
見立てであったといえます。 

 

この予測手法は、雇用統計にのみあてはまるものではありません。たとえば、消費者信頼感指数のデータを用       
いて米国小売売上高を予測したり、インフレ関連のデータから中央銀行の金融政策決定のトーンを事前におし      
はかるなど、可能性は無限です。 

 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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4 ギャップを埋める 
毎週米国東部標準時（ニューヨーク時間）金曜日の午後5時、つまり日本時間では土曜日の朝にFXマーケット     
はクローズしますが、チャート上で何も動きがないのは実は錯覚で、マーケットは週末も事実上動いているの       
です。価格というものは、たとえマーケットがクローズしていても、世界中で起こっていることの影響を受け       
て常に見直されているのです。この週末の動きは週明けのマーケットオープンまでは見ることができず、マー       
ケットオープン時に大きく離れたところから価格が付くことがあります。これを「マーケットギャップ」、も      
しくは「窓開き」といいます。 

 

毎週末このチャンスをうかがい、取引するというのもボラティリティの高い状況を取引するとてもシンプルな       
手法のひとつです。他のトレーディング戦略と同じく、毎回効果が出るとは限らないため、指値・逆指値注文      
を合理的な範囲に設定しておくことが必要です。 

 

たとえば、週末マーケットがクローズしている時に中国当局があるデータの発表をし、それが大方の予想より     も
大きい縮小を示したものだったとします。通常市場はこのような発表に対し、中国との貿易に大きく依存し      て
いる国々の通貨の下落という形で反応します。最も影響の大きいのは豪ドルです。しかしこの時点でマーケッ
トはクローズしており、実際の値動きが見えるようになるのは米国東部標準時（ニューヨーク時間）日曜      日の
午後5時、つまり日本時間で月曜日の朝です。 

 

この結果、マーケット
ギャップが発生します。 
「窓」といわれるとおり、
チャートのある価格から全
く関連のなさそうな別の価
格に、空間を作ったように
ジャンプしています。やが
て、まるでタイミングを見
計らったかのように、マー
ケットが前週末の価格のレ
ベルまで戻すことがありま
す。これを「ギャップを埋
める」「窓が閉じる」とい
うように言います。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/


7 

© 2019 FOREX.com 

本レポートに記載されている金融商品や、FOREX.com およびゲインキャピタル・ジャパンで提供する商品は、市場の変動

によって大きな損失を被る可能性があるリスクを伴って取引されるため、元本や利益が保証されません。より詳しくは、 

当社ホームページのリスク説明 https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/ をご確認ください。 

 

 

 

おわりに 

以上ご紹介したとおり、マーケットにはたくさんの取引 
のチャンスが潜んでいます。もちろんこれらの手法には 
メリットもある一方で、大きな損失の可能性もあります。 

 

取引の楽しさが無謀さにつながらないようにリスク管理
を常に念頭に置きながら、長期的な投資の成功のための  
戦略を身につけていきましょう。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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本レポートに記載されている情報や見解は、一般的な情報としての使用のみを目的としたもので

あり、通貨、CFD、その他あらゆる金融商品の、購入や売却に関する勧誘や依頼の意図は全くあ

りません。本文書に盛り込まれている、いかなる見解や情報も、予告や通知なく変更することが

あります。本文書は、特定の投資目的や、何らかの財務的背景、特定の受領者の意思などに沿っ

て書かれ配布されたものではありません。本文書内で引用・言及されている、あらゆる過去の価

格データ・価格推移データは、当社独自の調査や分析に基づいており、当社はそのデータの提供

元やそのデータそのものの信頼性につき、いかなる保証もせず、また筆者や訳者、各国の支社・

支店も、本文書の内容の正確性や完全性についても一切保証しません。本文書については英語版

を原版とし、翻訳版と原版で相違がある場合には、原版の内容が優先するものとします。本文書

の内容に基づく直接または間接の損失、そして本文書を信頼したことによる、いかなる人物や団

体が結果的に引き起こした損失についても、当社は一切その責を負いません。 

 

先物取引、先物オプション取引、外国為替証拠金取引（またはFX）、CFD、その他、入金額より

もレバレッジをかけて、より大きな金額で取引をする金融商品には、当初入金額を超える大きな 

損失を被るリスクがあり、すべての人に適するわけではありません。レバレッジを大きくして取 

引すると、その分リスクも高くなります。金スポットや銀の取引は、米国商品取引法（U.S. 

Commodity Exchange Act）の規制で保護されていません。また、差金決済取引（CFD）は米国

在住者の取引は許可されていません。外国為替証拠金取引（FX）や商品先物取引を行う前には、

投資目的、投資経験、リスク許容範囲等について十分検討する必要があります。本文書内にある、

いかなる見解、ニュース、調査、分析、価格その他についても、「本文書を読むいかなる人物や 

団体も、FOREX.comが、投資、法的、税務に関して助言するものではないことを理解している」

ことを前提として、一般的な情報として提供されるものです。いかなる投資、法的、税務に関す 

る事柄についても、適切な専門家や助言者に相談をしてください。FOREX.comは、米国の商品先

物取引委員会（CFTC）、英国の金融行動監督機構（FCA）、オーストラリアのオーストラリア証

券投資委員会（ASIC）、日本の金融庁の規制を受けています。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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【お取引に関する注意事項】 

 

• 当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているもので

はありません。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、

相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があ

ります。取引に必要な証拠金は、個人の場合は売買代金の4％、法人の場合は売買代金の 

1.0%～2.0%となっています。但し、リスク管理のため、特定の通貨ペアには上記より高い

証拠金率（＝低いレバレッジ）が適用されています（詳しくは当社HPをご確認ください）。 

 

• 当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカットや注文形態により発注

レートと約定レートが大きく乖離し、預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。 

 

• 取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引

契約書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただい

た上で、ご自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイト

のダウンロードセンターをご確認ください。 

 

• 取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）があ

ります。市場の動向によりスプレッドは変動し、重大な経済指標やニュースの発表時、流動性

が低下したとき、天変地異や戦争が発生した場合等に、スプレッドが拡大する可能性がありま

す。 

 

• MT4およびFOREXTraderには、長期間お取引の無い口座に対して口座管理料（2,100円）が

発生します。詳しくは「お取引前の重要事項説明」をご確認ください。 

 

• 市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期

せぬ事象の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。 

【お取引に関する注意事項】  

•当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているものでは

ありません。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、相場

の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合がありま

す。取引に必要な証拠金は、個人の場合は売買代金の 4％、法人の場合は金融先物取引業協会が

算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額（＝法定レバレッジで計

算した必要証拠金額）以上の証拠金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取

引業等に関する内閣府令第 117条第 27項第 1号に規定される定量的計算モデルを用い算出しま

す。但し、リスク管理のため、特定の通貨ペアには上記より高い証拠金率（＝低いレバレッジ）

が適用されています（詳しくは当社 HPをご確認ください）。  

•当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカット、注文形態、価格配信の停

止・再開により発注レートと約定レートが大きく乖離したり、停止時と再開時の配信価格にギャ

ップが生じる等の理由で預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。  

•取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引契

約書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただいた上

で、ご自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイトのダウン

ロードセンターをご確認ください。 

•取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）があり

ます。主要国政策金利の極端な変更や雇用統計など重要経済指標の発表前後、為替市場の流動性

が著しく低下した場合(年末年始・クリスマス時期など）や相場急変時(震災などの天変地異や戦

争など)においては、スプレッドが拡大することがあります。主要 10通貨ペア(USD/JPY・

EUR/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD・AUD/USD・CAD/JPY・CHF/JPY・

NZD/JPY)の表示スプレッドの適用は日本時間午前 8：00～翌午前 3：00 (米国冬時間の場合は

午前 9：00～翌午前 4：00)となります。午前 3：00～午前 8：00 (米国冬時間の場合は午前

4：00～午前 9：00)は表示スプレッドの適用外となります。  

•市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期せ

ぬ事象の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。  

 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
https://www.forex.com/jp/support/download-center/
https://www.forex.com/jp/support/download-center/

