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動画１「相場のカラクリ」	 

	 

みなさんこんにちは大場です。今回この空売り講座は、数回に分け

て、みなさんに余すところなくお伝えしていきたいと思います。	 

	 

まず今回、みなさんと僕は初めてお会いしますので、僕はどういう

経緯で株と出会いそして今の生活があるのかということを、始め自

己紹介としてお話させて頂きたいと思います。	 

	 

株を始めたのが実は今から９年ほど前になるのですが、当時、僕は

大学を出てからずっと、同じ会社で仕事をしながらサラリーマン生

活を送っていました。そんな生活を送っている中、ふと気づいたこ

とがありました。働いて貯金をしても金利なんてわずかなものです

よね。税金もそうですよね。多い人は50%半分くらいが税金でとられ

てしまう。こんな世の中。たぶん、この先このままやり続けていて

もお金ってこれ以上増えないんじゃないかと僕は思ったんです。	 

	 

その時ふと思ったのは「お金に動いてもらう。」「お金に働いてもら

う。」そういったことを何かやらなければいけないと思って、始めよ

うと思ったのが株だったんですね。	 

	 

僕は当時、株というのは儲かるんじゃないかと、安易な気持ちで始

めてしまって、最初独学で勉強しました。僕は叩き潰されました。

わずか半年くらいで、僕が最初に投資した資金の半分以下じゃない

ですよ。もっとそれ以上あっという間に無くなってしまったんです。	 

	 

そんな時に、株で勝っている人というのはどこかにいるのではない

かと。やはりそういう人に直接教わった方が早い、手っ取り早いの

ではないかと思って探したんですね。そういう教えてくれるところ
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を、その時にたまたま本当にたまたまなんですよ。出会ったのが今

の僕の師匠である泉さんなんですね。	 

	 

僕は正直言いまして、泉さんと出会って本当に様々なことを学びま

した。泉さんと出会ってから、人生が変わってサラリーマンからも

抜け出すことが出来たんですけれども。相場の世界は知っているか

知らないかなんです。	 

	 

知っている人がどんどん儲かって。知らない人はどんどん損をする

というのが相場の世界なんです。	 

	 

僕は泉さんに教わったこと知ったことを、まずとにかく実践しまし

た。やはり本当に勝つためのノウハウを知って、それをあとはルー

ルを守ってトレードしていくということの大切さ。そして、それが

利益に直結するということを、僕は泉さんからすごい学んだんです。	 

	 

この後の動画に泉さんが出てきます。泉さんから色々とお話がある

と思うのですが、まずはみなさんに知っておいて頂きたいこと、こ

の後の動画で出てきますが実は「相場にはカラクリ」というのがあ

るんですよ。これをまず、相場に入る前に知っておくのと知らない

のでは大きな違いがあります。	 

	 

相場のカラクリを実際に観て頂くと、自分のこういうところで実は

買わされていたんだな。こういうところで売らされていたんだな、

相場のカラクリに自分は知らず知らずのうちに陥っていたんだな、

というのが、みなさんお分かり頂けると思います。	 

	 

ぜひみなさん、「空売り」をやって頂いて相場から利益を叩き出して

頂きたいと思います。	 
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泉：	 

	 

皆さんこんにちは泉です。	 

	 

僕はサラリーマンの時から、個人投資家トレーダーとしてやってき

ました。ITバブルの崩壊があった時に、それまでかなりの儲けを出

していたのですが、それが全部なくなりました。いったんは株をや

めたんですが、相場の世界というものは魅力があって、もう１回戻

りたいということで、今度は自分で勉強をしはじめました。	 

	 

その結果ある一つのルール。要するに株価が動くメカニズムという

のが見えてきて、さらに気づいたことがあったんですね。株価が動

くメカニズムだけでなくて、「相場には重力がある」と重力があると

いうことに気づきました。それは上がった株上がった銘柄は必ず下

がってくるということです。必ず下がるというところを全て利益に

変えていければ、非常にトレードは楽になるんじゃないか、という

ことで「空売り」という手法を身につけました。そしてこれをいろ

んな人に教えていきました。	 

	 

では空売りとは何か。これはメカニズムとしては証券会社から株を

借りてきて売ると。要するにレンタル出来るんです。この手法は高

い所で株を売って、安くなったら買い戻す。これで利益を出す。今

回はこれを紹介していきたいと思います。	 

	 

まず空売りがなぜ有効かを言う前に、相場のカラクリを１つ紹介し

たいと思います。株価というのは波をうちながら上がったり、波を

うちながら下がったり、波をうちながら横ばいに進んだり、方向的

には上昇、下降、横ばい３つの方向があります。	 
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まずこの方向を見極めることが大事なんです。	 

	 

株は波をうちながら動いていきます。一直線に上がっていったり、

一直線に下がっていったり、波をうたずして上がっていくことも下

がっていくこともありません。必ず波をうちます。	 

	 

なぜ波をうつかというと、下がってきた銘柄が、なぜ上がっていく

か、これはまず「情報」が入るからなんです。この「情報」という

のは僕たち「個人投資家には入ってこない情報」です。ほとんど入

ってきません。「情報」というのは高い金額で売買されているわけで

す。いわゆる「機関投資家」です。要するにこれはお金持ちだと思

ってください。たくさんの資金を持っている人に「情報」というの

は入っていきます。	 

	 

ここが重要なんですが、この機関投資家に入って、彼らが、今度は

株を買い集めます。要するに銘柄の上がっていくという「情報」を

つかんでいるわけなので、彼らが最初に買っていくわけです。	 

	 

でも一気に買っていくと、株価は急に上昇してしまいます。株価は

買えば上昇しますので、上げないように細かく細かく買っていきま

す。株価をつり上げないようにしながら大量の株を買っていくわけ

です。	 

	 

この時に何が起こるかというと、「空売り」で重要なポイントとして、

テクニカルチャートというものを使います。テクニカルチャートで、

この機関投資家が買い集めてる場所というのを読み取ることができ

ます。ですので、チャートを読みとって機関投資家と同じくらいの

位置でこの株を買います。チャートに現れるから買えるわけです。	 
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ある程度プロの個人投資家が買ってくると、株価が一端やや上昇し

てくるんですね。さらに上昇してきたところで、それなりに勉強し

てるセミプロの人たちが買ってきます。これで買いが買いをよんで

株価が反転して来るわけです。ある程度ここで反転してくる。反転

してくると、何が起きるかというとここで実はこの辺り「ニュース」

が出ます。	 

	 

先ほどの「情報」と、この「ニュース」の違い、「情報」は一般に出

回らない情報です。「ニュース」は、テレビとか新聞、そういうもの

で個人投資家にも伝わってくる情報なんですね。この「ニュース」

が出るとどうなるかというと、それを見た個人投資家の人たちは、

こぞって買い集まります。要するに、「ニュース」の後に素人が入っ

て来るわけです。この「ニュース」に振り回されている個人投資家

が後で買っていくんです。機関投資家は下で買ってますから、安い

ところで買ってますから、こういった素人がニュースによって飛び

ついてくる、こういうことが事前に分かっているのか、もしくはニ

ュースを意図的に出して来るのか、それはよくわかりませんが、こ

こでニュースで出てきて素人が飛びついてきて、たくさんの買いが

入ります。株はここで買われるんですやっと。	 

	 

株が買われた時にどうするかというと、機関投資家の人たちは大量

に下で買ってますから、大量に売らないといけないんです。そうし

ないと利益確定出来ない。大量に売らないといけないので、素人が

飛びついたのを見計らって機関投資家は売りに出るわけです。そし

て一気に売るとまた下がってしまいますから、一気に売らずにちょ

こちょこ売るんです。	 

	 

それも実はここもチャートで見破りました。機関投資家が売って来

るところ。こういうものもチャートに出てきます。ここでチャート

で見破ってここでまた売って来るところもチャートで見破ると。	 
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株がどんどん上昇していった時によく出るチャートの形なんですが、

その時に大陽線というその日１日でもの凄く買いが入りましたよと

いうようなグラフが出る時もあります。出ない時もありますがそう

いった感じでここは乱高下します。	 

	 

次にどうなるかというと、機関投資家が上で利益確定をし、そして

売り終わったらどうなるかというと、今度はチャートで見破ったプ

ロの投資家が利益確定をしていきます。	 

	 

今度は個人が売り始めるので、次にどうなるかというと大陰線とい

う。要するにその日１日で暴落していくというグラフの形で。ここ

はいろんな形がありますこれに限りません。こういった形がチャー

ト上に現れていきます。それは、もうその株の終焉を意味している

わけです。ここから一気に下がります。下がる時は早いです。がー

んと下げてきます。	 

	 

ニュースが出た時に飛びついた素人の人たちは、この下げについて

いけないわけです。どうしても自分の買った株よりも下げてしまい

ます。この下げというのは非常にきついわけです。しかも時間も早

いです。だから素人にはここで自分の買った株を利益確定するとい

うのは非常に難しい。それを逆手に取って逆に機関投資家が今度、

売りはじめたところで「空売り」を行います。この空売りのポイン

トももちろんチャートに出ます。	 

	 

そして下げきったところ、今度はずっと株価が下げていくかという

とさっき言ったように、必ず波をうちますので、こうやって戻る局

面が、株価が上昇する短期的に上昇する局面が出てきます。ここで

買い戻します。なのでここで「空売り」してここで、買い戻します

ので、これだけの利益になります。こういった手法を使います。	 
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これは相場のカラクリなんですが、相場のカラクリを利用をして空

売りをし、そして買い戻しをして利益を得るという。これが相場の

カラクリです	 

	 

大事なことは情報は我々にはわからないというところです。本当の

情報はわからないということです。知る人ぞ知るという感じですよ

ね。個人投資家には入ってこない。入ってくるのはニュースです。

これはほとんど無料の情報で個人投資家のも入って来るんですが、

それは相場の終わりかもしれないですよね。	 

	 

素人が飛びついて来るところは基本的には終わっているわけです。

ということを頭に入れてそこを空売りで狙っていくと、これもチャ

ートに現れてきますので「空売りで狙う」。	 

	 

なにをするかというと、下降する瞬間と上昇する瞬間この２点をテ

クニカルチャートを使って、見破ってそこだけをピンポイントで狙

っていくこれが「空売り」です。	 

	 

この手法を知っている方もいると思いますが、あまり一般的ではな

いです。この方法の方がなぜ良いかというと。相場に参加するほと

んどの人たちが買いから入ります。大多数が株を買います。株は買

うものということが当たり前なんですよね。今度は空売りというの

は株を売りから入ります。	 

	 

たくさんの人、売る人よりも買う人の方が株式相場では多いです。

なので株式相場の特性で、売りと買いのバランスがめちゃくちゃバ

ランスが悪いわけです。売りと買いのバランスが悪いということは、

買いの比率が非常に高いから、売り始めると売る人ばっかりになっ

て加速し始める。それから買う人が売る時のマインドというのはも

う焦ってるわけですね。下がったら利益がなくなるもしくは損をす
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るということは、焦って焦って売り込むわけです。売り込まれると

要するに下げが加速するんですよね。	 

	 

そういう意味で株式相場は「売り方主導で動いています」。	 

	 

大多数の人が買いから入ってますから、この下がり始めたこの瞬間

は、皆が今度はロスカットしたり利益確定したりして逃げます。買

いが逃げるということは多くの人が売っているので、この売るスピ

ードというのは売りが売りを呼んで加速します。この相場をこのマ

ーケットをとるということです。	 

	 

なのでここを狙うのが「空売り」です。	 

	 

	 

「株を始める４つのステップ」	 

	 

	 

これから株を始めるという方も結構いらっしゃると思います。実は

４つのステップで基本的には簡単に始められます。	 

	 

それでは、株を始めるための４つのステップを説明します。	 

	 

１、 証券会社を選ぶ	 
２、 銘柄を選択する	 
３、 チャートを分析する	 
４、 注文を出す	 
	 

この４つのステップがあります。	 
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１、証券会社を選ぶ	 

	 

この証券会社選びって結構悩む方も多いとおもいます。ただシンプ

ルにこう考えてください。「手数料が安い」というところ。	 

	 

どんな金額でも１回いくらというように、定額で決まっているとこ

ろ。できればただの方が良いわけです。そういう証券会社もありま

す。	 

	 

２、銘柄を選択する	 

	 

どこの会社の株を買えば良いのか、売れば良いのか、これは永遠の

テーマに見えますが、実は１つだけ押さえておけばいいのです。	 

「よく動く銘柄」基準としては１日20万株以上、動いていれば良い。

そしてぶっちゃけた話「銘柄は何でもいいです」動いていれば。そ

の会社が何をやっているのか、そんなの全く関係ありません。よく

動いている銘柄であればそれを選ぶということです。	 

	 

	 

３、チャートを分析する	 

	 

それから次は、チャートを見るということです。チャートを分析す

る時は２点だけチェックします。チャートは形で見ます。形です。

空売りを出来るよく下げそうな形。これは勉強すればわかるように

なります。２点だけ押さえます。「下がる瞬間」「上がる瞬間」この

２点だけです。	 

	 

下がる瞬間というのはチャート上に「明確に値段が出てきます」。	 
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４、注文をする	 

	 

最後のステップ。この注文方法なんですが、株は２つしか注文あり

ません。「買う」か「売る」かです。この２つしかないんです。たっ

たそれしかありませんから。これをよく間違える方がいますが、こ

れ間違えてしまうと大変なことになりますから間違えずに注文を入

れるとそれをするだけです。	 

	 

	 

以上４つのステップを出来るようになれば、株はすぐにでも始めら

れます。	 

	 

	 

今回の動画はこれで終了です。	 

	 

	 

次回の動画は	 

「なぜ多くの人が株で失敗しているのか、	 

そこにはあるパターンがあります」	 

	 

そのパターンをまず皆さんにご紹介してそれをどうやったら改善で

きるのか。ヒントはやっぱりチャートにあります。次回動画をご覧

ください。	 
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大場：	 

	 

	 

みなさん、動画のほうを見て頂きありがとうございました。この空

売りなんですが、実は日本の市場というのは、非常に空売りをする

のに適した市場。そして成熟した市場なんですね。	 

	 

実は海外へ行くと、買いは出来ますが空売りが出来ない銘柄が、た

くさんあったり、実はまだ空売りも出来ない国、国が規制をかけて

いる国などもあるんですよ。日本はどうかと言うと東証一部の銘柄

であればほとんどの銘柄が空売りできるということです。世界中ど

こを見渡してもこれだけ成熟された市場というのはありません。	 

	 

また、株の税金は世の中見ても、株ほど税金が安いものというのは

ないんですね。株の税金のメリットを活かして資産をみなさんにど

んどん増やしていって頂きたい。そしてやはりこれからの時代、も

ちろん仕事もそうです。やりながらキャッシュフロー複数のキャッ

シュフローを持つということが非常に大事なんです。	 

	 

また、株を売買するにあたって証券会社に手数料を払わなければな

らないですよね。でも知っていましたか？実は日本の証券会社、日

本が手数料世界で見ても一番安いんです。	 

	 

なのでぜひこれらのメリットも活かして、トレードして頂きたいと

思います。ではまたみなさん、次回の泉さんの動画を観て頂いて、

僕もまた出てきますのでまた次回の動画で会えることを楽しみにし

ています。	 

	 


