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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

M4Marketsの目標は、トレーダーに金融市場でのユニークな体験を提供すること
です。	また、トレーダーを成功に導くため	最高級のテクノロジーを提供します。

初心者トレーダーは、トレーディングに必要な知識を可能な限り十分に
身につけるところから始めなければなりません。FXの基礎や
見過ごされがちなCFD取引に関する基礎をしっかり身につけ、
成功への道を着実に歩み始めましょう。

何もかもが瞬時に動き、簡単にアクセスできるため	FX取引では、
初心者トレーダーが基礎を学ぶための重要なステップを見逃すことがよくあります。
この度、私たちは、トレーダーが安心してスタートできるよう
ポイントを押さえた非常に簡潔な電子書籍を作成しました。

このページでは、FXの基本的な考え方について説明します。
FX初心者の方は、ここでしっかりとした基礎固めをすることができます。
それにより、世界市場への第一歩を踏み出すことができるようになります。

私たちは、お客様に最高のFX体験を提供することをお約束します。
また、私たちの専門家チームが喜んでサポートさせていただきます。
ご不明な点があれば遠慮なくお問い合わせください。

はじめに

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

FXは、外国為替市場とも呼ばれ、金融市場の一つですそこでは、参加者が通貨の取引
や交換を行います。これは、世界最大で最も流動性の高い金融市場であり、
株式市場よりも大きな市場です。

ある意味、意識するしないにかかわらず、誰もがFXに参加しているのです。
例えば、あなたがアメリカに住んでいて、次のようなことをするとします。
ヨーロッパに旅行に行く予定があり、手持ちの米ドルをユーロに両替する必要があり
ます。	この場合、銀行や空港の両替所に行って、ユーロに交換すれば、
あなたはFX市場に実際に参加していることになります。

同様に、企業が他の企業と国境を越えて国際的なビジネスを行う場合も、世界中の企
業は	これと同じ手順で	FX市場に参加することになります。

FXとは？
FX市場では、取引は電子的に管理された店頭（OTC）で行なわれることになります。
中央市場がないため、取引所外で行なわれることになります。つまり、
FX市場におけるすべての取引は、コンピュータネットワークを通じて行われます。
これは、トレーダーと世界中の機関投資家の間のネットワークです。	中央銀行、ヘッジ
ファンド、自動車会社などをはじめ、自宅のキッチンやビーチからノートパソコンを使っ
て取引する個人までが参加する市場です。

FX市場は1日24時間、週5日営業で、世界の主要な金融センターが開いている時に最
も変動が大きくなります。（すなわち、ロンドン、ニューヨーク、東京、フランクフルト、香
港、シンガポール、シドニーの開場時です）。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

通貨
通常、各国の通貨には、3文字で構成されるシンボルマークがあります。
通常、最初の2文字が国名を表します。	3文字目が通貨名となります。

外国為替取引では、2つの通貨で構成される通貨ペアを取引します。	例え	
ば、EURUSD、USDCAD、NZDUSDなどです。

主要通貨ペアとは、いずれかの側にUSDを持っているものです。	これらは最も頻繁に
取引され、通常、最もよく動くペアです（ボラティリティが高い）。	FXでは、ボラティリティ
が重要です。	それは、ボラティリティが高いと取引チャンスが増えるからです。

主要通貨ペアとは別に、2種類の通貨ペアがあります。	マイナーペアとエキゾチックペ
アです。	マイナーとは、米ドル以外の通貨で構成される通貨ペアのことです。
つまり、EURUSDとGBPUSDがメジャーなクロスであるのに対し、EURGBPは
マイナーペアまたはマイナークロスと呼ばれます。

エキゾチック通貨ペアは、1つのメジャー通貨と1つの新興通貨で構成されています。
シンガポール、ブラジル、メキシコなどの新興国通貨です。

エキゾチックなペアのいくつかの例では、USDSGD、USDZAR、USDMXNなどがあります。

メジャーとマイナーは通常、最も低いスプレッドを提供します。スプレッドとは
売値と買値の差です。	これは短期トレーダーにとって魅力的です。エキゾチックは通常、
スプレッドという点においては、費用的に高くつきます。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

為替市場に関わるほとんどの人が	FX取引を行ないます。例えば	機関投資家、
銀行、政府、リテール、	(自宅を拠点とする）トレーダー、ヘッジファンド、民間企
業などです。

誰がFX取引を行なうのですか？

トレーダー

政府機関

トレーダー

銀行

FX取引の基本的な考え方は非常にシンプルです。	価格が安いときに買
い、高いときに売ります。	これは、他の資産と同様であり、
価格が安いときに買い、価格が高いときに売ることになります。

FXの取引方法

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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FX入門

FX市場は1日24時間、週5日営業しています。	（日曜日の夕方を入れれば6日です）。いつ、ど
のような形で利用するかは、すべてあなた次第です。	ただし、FX市場は、次のような点に留意
する必要があります。	政治的なイベントなど、大きなニュースの影響を受けます。そうした時
間帯に取引すると、	市場が不安定になる傾向があるため、チャンスでもあり、リスクでもあり
ます。

いつ取引すればいいのですか？

01 02 03 04 05 06 07

am pm

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

アジア太平洋セッション

ヨーロッパセッション

北米セッション

FX取引の
主なメリット
1日24時間/週5日取引可能
一般的に低い取引コスト
エキサイティングな機会を提供する最大の金融市場
インターネットに接続できる端末があれば、簡単にアクセスできます。
カスタムロットサイズ
レバレッジをかけた取引も可能
高い流動性

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

FX取引	例
市場オープン時のEUR/USD価格：1.21188/1.21190

あなたは、価格が日中に上昇すると推測しています。
そこで、ロングをすることにしました。

レバレッジ1:200で10,000ユーロを購入します。取引に必要
な入金額の200倍のポジションを建てることができます。

マーケットクローズ時のEUR/USD価格：1.10503/1.10510
ロングポジションを決済し、次の価格で売ることにします。
現在の価格1.10503で売却し、6ドルの利益を得ます。

計算：(10,000	ユーロ	x	1.10503)	-	(10,000	ユーロ	x	
1.10436)

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

デイトレーダー
デイトレーダーは、1日のうちに何度もチャンスを追いかける人たちです。デイトレーダ
ーは、それぞれ独自の取引スタイルを持っており、	通常、1日あたり1～10回の取引チャ
ンスを利用して取引します。デイトレーダーは通常、15分～1時間足でチャートを見るの
を好みます。デイトレーダーは、1日平均3～4時間程度を取引に費やしています。

スカルパー
このタイプのトレーダーは、市場があまり忙しくないときに取引することを好み、すべて
の取引で数ピップスを「かすめ取る」ことを試みます。ほとんどのスキャルパーは、例え
ば、価格の取引範囲が広がっているときなど、ゆっくりとした市場環境で取引すること
を好みます。スキャルパーは通常、1～15分の時間枠のチャートを調べるのが好きで、1
日に1～3時間取引することもあります。	スキャルパーは通常、可能な限り高い成功率、
つまり100%に近い成功率を目指します。これは、潜在的な利益よりも高いリスクを取
って、それでも高い利益を得られるようにするためです。

FXトレーダーの種類

スイングトレーダー
スイングトレーダーとは、通常数日間取引を継続するトレーダーです。	1時間から4時間
の時間枠で取引することを好みますが、日足で見ることもあります。ほとんどのスイン
グトレーダーはトレーディングを本業と並行して得られる収入源として捉えています。こ
のタイプはテクニカル分析を活用しますが、（経済的な）ファンダメンタル分析も行いま
す。リテールトレーダーの多くはこのカテゴリーに属します。

投資家
投資家の多くは株式取引に従事しています。そういう人たちをFXの世界で見つけるの
は希なことです。FXブローカーにおいてポジションを保持するのに通常費用がかかる
からです。このタイプのトレーダーは、より長期的なトレードを行います。日足や週足な
どのより長期の時間枠で、大きな流れを見極めるのが目的です。こうした投資家は、ト
レンドに乗って、数ヶ月間でも取引を保持することがあります。長期的な価格目標や収
益目標を達成するまで続けます。

自動化ロボットユーザー
このタイプのトレーダーは、その名前が示すように、取引にロボットを使用します。
そのため、取引は自動的に行われます。ロボットは各トレーダーが開発する場合と、購
入する場合があります。ロボットトレーダーは、より多くの自由な時間を楽しむことがで
きるため、空いた時間を使って、利益を増やすことができるより多くの取引戦略を探し
ます。しかし、重要なのは完全自動売買にはリスクが伴うということです。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

テクニカル分析
チャート上の繰り返しパターンを分析し、結果を予測しようとするもので、
過去の価格変動に基づくものです。	テクニカル分析を実施する方法は多様で、取引チャ
ンスを分析するための最も人気のある有用な方法だと考えられています。

分析

ファンダメンタル分析
このタイプの分析は、実際の金融データに大きく依存するもので通常、取引を決定する
前に考慮されます。ファンダメンタル分析には、金利、インフレ、量的緩和や一国の経済
全般の状況などの概念が含まれます。トレーダーは、取引しようとする資産の将来の価
格に影響を与える経済データの変化を予想し、その影響を予測しようとします。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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FX入門

マージン
マージンとはレバレッジを利用した取引に必要な
残高です。例えば、レバレッジ1:100の場合、以下のよ
うになります。	あなたは入金額1000ドルで
10万ドルをコントロールすることができます。入金額
1000ドルはレバレッジを利用するために必要な
マージンです。マージンは通常、ポジション全額に対
するパーセンテージで表示されます。	例えば、あな
たのブローカーは	2％、10％、50％のマージンを必
要とするかもしれません。

レバレッジ
レバレッジとはブローカーは、FXトレーダーが、自己資本
でより大きな取引ポジションを取引できるように
トレーダーに資金を提供するものです。言い換えれば、
自己資金をほとんど使わずに、残りは借りるだけで
より大きな資金をコントロールするための能力を得るこ
とができます。レバレッジは、一般的に比率で表されます。
例えば、1：50、1：100、1：200、1：500などです。

例えば、あなたの初期入金額が1000ドルで、ブローカー
は1:100のレバレッジを提供しているとします。
この場合10万ドルまで取引することができます。
しかし、ここで重要なのは、高レバレッジにはリスクを伴う
ということです。

ピップ

ピップは計測の単位です。2つの通貨の価値の変化を反映
したものです。メジャー通貨ペアの場合、ピップスはクォー
トにおいて、小数点第4位で表示されます。ただし、USDJPY
は例外です。小数点以下が3位までしかないため、ピップス
は小数点第2位で表示されます。			

重要なFX用語
FXの世界で素晴らしいスタートを切るには、FX取引の主なコンセプトを熟知していることが重要です。
以下に、重要な専門用語のリストを掲載します。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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ブローカー 
フォレックス・ブローカーは、個人または会社であ
り、買い手と売り手の仲介を行ない、手数料を受け
取ることができます。ブローカーは、トレーダーと実
際の市場との間の「仲介者」として機能しています。

コミッション
これはブローカーに提供される手数料です。
売り手と買い手が、商品の売買サービスを提供する
ことに対して支払うものです。ブローカーが請求す
る手数料は様々です。通常、口座の種類によって
異なります。

ストップロス 
価格が反対方向に動いた場合にトレーダーが許容
する最大損失額です。リスク軽減のために利用され
る、損失を限定するための方法です。ストップロス
は通常プラットフォーム上に設定された自動注文で
す。価格がストップロス水準に達したとき、取引が終
了することを意味します。

スプレッド
スプレッドとは、「価値差」と定義することができます。
ビッド価格とアスク価格の差です。流動性が高い通貨は
ビッドとアスクの差が小さくなります。流動性の低い通貨
やあまり使われない通貨では、ビッドとアスクの差（スプレ
ッド）が大きくなります。

リスク・リワード・レシオ 
RRまたはRRRとも呼ばれます。潜在的な損失と潜在的な
利益を比較した場合の比率です。取引を開始しようとする
ときに計算することができます。つまり、あなたが100ドル
の資本をリスクに晒し（ストップロスに達した場合は損失
が100ドルになる）、500ドルの報酬の可能性がある場合
（あなたの取引が目標レベルに達した場合）、その取引の
リスクとリターンの比率は1対5となります。

フリーマージン
フリーマージンとは、以下のような金額です。いかなる取引
にも関与しておらず、これによって、より多くのポジションを
持つことができます。言い換えれば、フリーマージンとは
エクイティとマージンの差額です。もし開いたポジションが
儲かり始めたら利益が上がり、エクイティが大きくなるた
め、フリーマージンを得られることになります。

マージンコール
証拠金が	最低必要なレベルを下回った場合。

ロットサイズ
取引サイズとも呼ばれます。ロットサイズには0.01ロットか
ら数ロットまでの幅があります。通貨100,000単位
が1ロットの標準的な大きさです。

ビッド価格とアスク価格 
ある証券に対して、買い手が支払うことを望んでいる金額
をビッド価格といいます。これに対してアスク価格とは、そ
の逆で、ある証券を売り手が、いくらで売ってもよいと思っ
ているかを示す価格です。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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レジスタンスレベル
価格が繰り返し上部の一定レベルに到達し、
市場からの抵抗の結果、その価格水準を超えること
ができない場合。

サポートレベル
価格が繰り返し下部の一定レベルに到達し、
その価格水準を下回らない場合。

ベアリッシュ（弱気な）
弱気相場とは、以下のような相場を指します。
金融商品の価格が低下している場合つまり、価格の方向
性がマイナスで弱気な方向を示している場合です。

ブリッシュ（強気な） 
弱気相場の反対で、相場が上昇していることを表します。
金融商品の強さを示します。つまり、プラスの価格の方向
性を反映したものです。

ダウントレンド
ある金融商品の価格が下落し続ける場合（弱気市場とも
言われます）。

アップトレンド 
ある金融商品の価格が上昇し続ける場合（強気市場とも
言われます）。

テイクプロフィット 
その名の通り、トレーダーが、ポジションを取り、決済するこ
とを望んでいる利益水準です。テイクプロフィットを設定し
た場合、価格がこの予め設定した水準に達すると、取引は
自動的に終了します。

トレーディングチャート 
価格チャートと呼ばれるものです。選択された期間におけ
る金融商品の値動きを反映します。

トレーディング戦略
これは、通常、テクニカル分析に基づく戦略です。トレーダ
ーがある金融商品の将来の方向性を予測するために
利用します。戦略には様々な種類があり、どのように取引を
始め、終了するかという様々な取引ルールを含みます。

テクニカル指標 
数式に基づいたテクニカルツールです。インジケータ（指
標）はトレーダーの間で非常に人気のあるツールです。
トレーダーは、取引チャンスを見出すために、これらを利用
します。	

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/


M4Markets 電子書籍

14
M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

   低コストの取引

最低0.0ピップスのスプレッドで取引を開始できます。
手数料は0ドルです。以下の中からお選びください。
スタンダード口座、ロースプレッド口座、プレミアム口座
最低入金額5ドルから取引を開始できます。

幅広い 入金方法

最大手の銀行や世界中の支払い事業者から
即座に入金したり、迅速に出金できます。

幅広い市場

FXペア、コモディティ、インデックス、株式をボタン1つ
で取引できます。

資金の安全性

お客様の資金は分別保管されています。また、当社
はマイナス残高防止機能を提供します。

条件

スリッページなし、超高速執行。注文のリクォートや
注文拒否はありません。

業界トップクラスの顧
客サポート

1日24時間、週5日、10ヶ国語によるライブ
サポートと充実したFAQサポートセンター

なぜM4Marketsなのか

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
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M4marketsに口座を開設する デモ口座ライブ口座

FX入門

3ステップ
取引を開始するには

お問い合わせ

お問い合わせ

ご質問やご不明な点がございましたら下記の方法でご連絡ください。

あなたのプロフィールを
登録し、確認します

登録フォームを記入し、クライアントポ
ータルにアクセスします。経済プロフィ
ールを完成させます。必要書類をアッ
プロードし、	あなたのプロフィールを

確認してください。

プラットフォームをダウンロ
ードしてスタートします。

「ダウンロード」タブを選択します。
トレーダーメニューから	ご希望のプラ
ットフォームをダウンロードし、

あなたのプラットフォームを起動し、取
引を開始します。

ライブ口座を開設し
入金してください。

「ライブ口座開設」を選択し、「口座」タ
ブで口座を選択します。「入金」をクリ
ックし、	「資金」タブから入金方法を選

択します。

1 2 3

電子メールでのお問い合わせ
support@m4markets.com

電子メールでのお問い合わせ
+442035197268

ウェブサイトからのお問い合わせ
m4markets.com

リスク警告： CFDの取引には大きな損失リスクが伴います。

https://secure.m4markets.com/register/
https://secure.m4markets.com/register/
mailto:support%40m4markets.com%20?subject=
http://m4markets.com
https://twitter.com/M4marketsJapan
https://www.instagram.com/m4marketsjapan/?hl=en
https://www.facebook.com/M4Markets-Japan-103832145548267
https://www.linkedin.com/company/m4markets
https://t.me/M4Markets_Official
https://www.youtube.com/channel/UCE5C3tznQdyCJQiQLMEhMdA

