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会員の皆様への会長レポート
今号の IFTA
Update では、シンガポールで開催される IFTA 年次大会の詳細をお伝えしま
IFTA
会員の皆様へ
す。大会チームの尽力により、IFTA シンガポール大会は過去最高の大会の一つになりそうで
す。10 月初め、そこで多くの会員の皆様とお会いしたいと思います。プログラムには今年も、
ジョン・ボリンジャー、ダリル・グッピー、ジャネット・ヤング、スダルシャン・スカニをはじめとす
るすばらしいスピーカーが目白押しです。そのほか、大会を参加者にとっていっそう有益かつ
アクセスしやすいものにするために、いくつかの新しい工夫がなされています。テクニカル分
析の様々な面を論じる 12 のレクチャーに加えて、今年は 2 つの「パワーアワー」がプログラム
に盛り込まれました。これはそれぞれ 6 人のスピーカーが、1 セッションにつき 1 つのテ
ーマをめぐって討論するものです。
セッションはすべて午後 5 時までに終了し
ます。参加者がプレゼンテーションから感じた
事柄について、スピーカーと話し合う機会を
設けるため、すべてのスピーカーの方々に、
大会が開催されるホテルに予約された専用
のパブリック・エリアでディスカッションに加わ
っていただくようお願いしています。参加者同
士のディスカッションも促進します。すべての
IFTA 大会が、そうであるように、世界中のテ
クニカルアナリストやトレーダーと出会って意
見やアイデアを交換する絶好のチャンスで
す。参加者自身がプログラムを作っていける
ように、何人かの大会スピーカーがパネル・
ディスカッションで参加者からの具体的な質
問に答える「パネルセッション」も行います。

IFTA 2012
年次総会
2012 年 10 月 10 日（水）
16:00～17:30
マリーナ・マンダリン・シンガポール
6 Raffles Boulevard, Marina Square
Singapore
IFTA 個人会員の皆様には、是非、年次総会
にご出席いただき、IFTA 会員協会が提供す
るプログラムについて聞いていただきたいと
存じます。詳細については、IFTA スタッフ
（admin@ifta.org）までご連絡下さい。

すべての IFTA 大会と同様、社交イベントも
いくつか用意されており、参加者とパートナー
にとっては、共通の関心事を持つ国際的なコ
ミュニティの中で、古い友人と旧交を温め、新
しい友人を作るチャンスです。思い出に残る楽しいイベントになることと思います。社交イベン
ト・プログラムの一環として、シンガポールの滞在をいっそう楽しくするパートナー・プログラムも
もちろん実施します。シンガポールは魅力的な街です。パートナー・プログラムは大会参加者に
とって、このすばらしいエキゾチックな場所を探索し楽しむ良い機会となることでしょう。
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会長レポートのつづき
大会開始の前日には、IFTA 年次総会
(AGM)を開催します。まもなくすべての
IFTA 会員協会と渉外担当者に詳細をお
送りします。年次総会は理事会が IFTA
の活動について会員協会に報告し、会
員協会が IFTA の方針や戦略的決定を
指示する重要なガバナンス・イベントで
す。また総会は、各会員協会がみずから
の活動の進展について報告し、それぞ
れの国のテクニカル分析コミュニティをど
のように発展させサポートするのがベス
トかというアイデアを共有する機会でも
あります。
総会では IFTA 理事会の選挙も行わ
れます。副定款の選挙方針に従って、今
年は 8 人の新理事を選任する予定で
す。IFTA 理事会選挙の詳細は 9 ページ
にあります。立候補を希望される個人会
員の方は、自国の会員協会にご連絡下
さい。
次号の IFTA ジャーナルのハード・コ
ピーが大会で参加者に配られ、その後
まもなく PDF の形式ですべての個人会
員に配布される予定です。この号の準備
は順調に進んでおり、金融市場のテクニ
カル分析に関する最先端の記事が数多
く掲載される予定です。経費の節約のた
めにハード・コピーの製作は最小限にと
どめるのが IFTA の方針ですが、メンバ
ーのために追加ハード・コピーの印刷費
と送料を負担してもいいとお考えの会員
協会は、8 月 27 日までに IFTA アドミニス
トレーションまでご連絡下さい。
過去 25 年間、理事会は今後 IFTA をさ
らに強化するためのいくつかのイニシア
ティブに注力してきました。
メンバーシップ担当理事は、規模の小
さい会員協会や発展途上のメンバーの
強み、弱み、チャンスと脅威についての
理解を深めようと努力してきました。
IFTA は世界的レベルでテクニカル分析
の発展をサポートすることにコミットして
おり、成長中の新しい協会を全力でサポ
ートしなければなりません。

しかし副定款では、IFTA がサポートで
きるのは 1 国につき 1 会員協会に限ると
定められています。そのため、我々と協
力するパートナーが適切なコーポレート・
ガバナンスの枠組みの確立、メンバーの
拡大、メンバーへのサービス提供を効果
的に行うことが絶対に必要です。それら
の地域では IFTA もできる限りのことをし
ますが、その国の協会レベルで進展が
あまりにも少ない、あるいはリソースが
あまりにも少ないと判断した場合には、
当然のことながら、長期的にその国のテ
クニカルアナリストの仕事をより効果的
にサポートできる可能性のある他の解決
策を考えざるを得ません。
この機会に、すべての会員協会の皆
様に、IFTA とその会員協会の義務が新
しい IATA 副定款に詳しく述べられている
ことを改めてお知らせし、これらの重要
なコーポレート・ガバナンス原則を熟知し
ておくことを奨励します。副定款の詳しい
情報はウェブサイト
www.ifta.org/about/bylaws にあります。

しかしこのようなプロジェクトの常とし
て、リソースの質を決定するのはコンテン
ツです。会員協会の皆様に、コンテンツの
提供と、この世界的なテクニカル分析のリ
ソースを利用したいと考える個人会員へ
のサポートをお願いします。
レポートの最初で申し上げたように、私
は IFTA2012 年シンガポール大会をとても
楽しみにしています。ひとつには、これが
IFTA 会長としての最後の大会になるから
です。私の 3 年間の任期はこの大会で終
了し、副定款に従って、他の方に会長の
座を譲ります。これらの期間に IFTA の会
長職にあったことは私にとって大きな栄
誉であり、IFTA の歴史の中でも非常に舵
取りの難しいこの時期に、理事会が IFTA
を大きく前進させることができたことをうれ
しく思っています。一方で、すべての組織
の経営体制には健全なローテーションが
必要であると思いますので、今後は新会
長と IFTA 理事会を支えていきたいと思い
ます。

また説明やアドバイスが必要な会員
協会や個人会員の方には、メンバーシッ
プ担当理事がお答えします。
IFTA 試験プログラムの見直しも続け
ており、特に CFTe レベル I 試験プログラ
ムの費用効果と柔軟性を改善する方法
を模索するため、提案依頼(RFP)プロセ
スを開始しました。
さらに、IFTA 試験ガイドライン文書と
認定手続きマニュアルを完成させまし
た。これは一連のコーポレート・ガバナン
ス書類をまとめ、それを協会 の指針 と
し、スムーズな移行を助け、また理事が
任期を終えて交代しても継続性を保つと
いう意図に沿ったものです。
ウェブサイトの改変が完了しました。
新しい資格データベース、プレゼンテー
ション・データベース、講師データベース
は大いに皆様のお役に立つことでしょ
う。

アダム・ソラブ、FSTA, CFTeI
IFTA 会長
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2011 年ブロンウェン・ウッド記念賞 受賞者
この賞は、そ
の年の最も優
秀な CFTe 論文
を書いた候補
者に与えられ
ます。

Muhamad Makky Dandytra, CFTe
mmdadytra@gmail.com

Muhamad はこの賞の歴史上、最も若
い受賞者かもしれません。2010 年にイン
ドネシア大学を卒業（会計学専攻）
。2009
年にはダナレスカ証券でエクイティ・セ
ールス・ブローカーとしてキャリアをス
タートしました。
その後市場アナリストとし てトムソ
ン・ロイター（2010 年）
、テクニカルア
ナリストとして MC キャピタル・インド
ネシア（2010～11 年）に勤務。現在はト
リメガ証券でテクニカルアナリストを務
めています。

祝 MFTA の新合格者
Timothy Fong, CSTA — MFTA 研究論文タイトル： 歴史的シミュレーション・アプロ
ーチを使った、レジームを変えるトレーディング・バンド
Timothy Fong (CFTe, MFTA)はカナダ政府の銀行監督機
関である金融機関監督庁(OSFI)の分析論担当ディレクタ
ー。金融業界のための金融モデリングと計量分析において
10 年以上の経験を持ちます。バーゼル銀行監督委員会で
は、トレーディング・ブック・ポリシーとその実施に関する
様々なグループのメンバーとして活発な役割を果たしてき
ました。

OSFI の職務以外では、金融トレーディングとリスク・マネジメントにおける将来のリ
ーダーを育てる講座を設計し教えることを楽しんでいます。2008 年にはトロント大学
生涯学習学校から、栄誉ある優秀教師賞を受賞しました。トロント大学で数理ファイ
ナンスの修士号を取得、ほかに FRM、PRM、DMS、CAIA、CIM などのプロフェッショ
ナルな称号を取得しています。

ブロンウェン・ウッドを記念して
ブロンウェン・ウッドは、IFTA の英国テク
ニカルアナリスト協会(STA)を設立した理事
の 1 人でした。ブロンウェンは、CFTe 試験
および受験準備コースの開発に貢献しまし
た。初期の数年間には、すべての論文を書
き、採点しました。
ブロンウェンは偉大なテクニカルアナリスト
であり、同業の専門家からも、特に株式指標
および個別株に関する研究により、最も優れ
たテクニカルアナリストとして評価されていま
した。教育への貢献および突出した分析スキ
ルにより、1993 年に STA フェローに任命さ
れました。
さらに、ブロンウェンは長年の IFTA 理事
として、さまざまな職務をこなしました。これ
により彼女は、有能なテクニカルアナリストお
よびテクニカル分析指導エキスパートして、
世界中から尊敬されました。

過去の受賞者：
2010 年: Hisham Manasi Kumbhat, CFTe
2009 年: Hisham Abdullah A.
AlQuohi, CFTe
2008 年: Tamar Gamal Eldin
Hassan, CFTe

祝 CFTe の新合格者
Walid Mohey Eldin Abo Eldahab, ESTA
Abdullah Saad Alsarra
John Cornell, ATAA
Marco D’Ambrosio, SIAT
Meagan Evans, ATAA
Abbas Faouzi Jaber, STA
Mikhail Keyserman
Jun Seng Liu, ATAA
Joerg Rohmann, VTAD
Stijn Slegers, TASS
Jimmy Subagiyo, ATAA
Fergal Walsh
Robert Andrew Watt, TASS
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IFTA 会員協会ニュース
AATI（インドネシア）
インドネシア・テクニカルアナリス
ト協会(AATI)は 2012 年 5 月 26 日、ジ
ャカルタのスナヤン・アルカディアに
あるブラックキャットで、
「我々の市場
におけるテクニカル分析の未来」をテ
ーマとする会合を開きました。親睦を
深めたほか、IFTA の CFTe プログラム
の詳細が会員・非会員向けに説明され
ました。また AATI が、一般の人々や
インドネシア投資当局など、他のステ
ークホルダーとつながる機会でもあり
ました。

会合には、既にインドネシア投資コミュ
ニティの一員である AATI 会員を招き、経
験 談 を 聞 き ま し た 。 A. Inderahadi
Kusumah 氏（アンタラ年金基金理事長）、
Hans Kwee 氏（Emco アセット・マネジメン
トのディレクター）、Haryajid 氏（キャピタ
ル・ブリッジ・インドネシアのオーナーで、
インドネシア資本市場のいくつかのプロ
フェッショナルな組織の会長）などです。
そして AATI の Moch.Yusuf 氏（会長）と
Gideon 氏（セクレタリー）が、AATI の過去

現在・未来についての見解を述べ、会
員に IFTA を紹介しました。CFTe の M.
Alfatih 氏と MM Dandytra 氏もこの会に
招かれ、CFTe 試験に合格した経験を披
露しました。2011 年ブロンウェン・ウッド
記念賞受賞者である Dandytra 氏は、い
かにして 2011 年の最も優秀な CFTe 論
文を書いたかを話しました。
会合には Koko 氏（大手銀行のエコノミ
スト）、Arwani Pranaja 氏（キムエン証券
シニア・テクニカルアナリスト）、Lucky
Bayu 氏 （ Remax キ ャ ピ タル CEO ） 、
Andry Tjoe 氏 （ OmniInvest 会 長 ） 、
Dendo Valentino 氏（インテグリティ・イン
ドネシア）、Michel Angelo 氏（Bumianyar
Futuria）、Rokaya 氏（エリオット・ウェー
ブのスペシャリスト）も出席しました。

STAN（ナイジェリア）
円卓サミットを開催
ナイジェリアにおけるテクニカル分析
の普及を促進・保証するため、ナイジェリ
ア・テクニカルアナリスト協会(STAN)は
2012 年 2 月 25 日、ラゴス州イケジャのホ
テル・エクセレンスで 1 日の円卓サミット
を行いました。サミットには多数のインベ
ストメント・バンカー、金融アナリスト、外
国為替トレーダー、民間投資家が参加、
金融投資やポートフォリオ選択の意思決
定プロセスにテクニカル分析を採用する
必要性を繰り返し強調しました。
STAN 会長（Soyele Olumide 氏）はプレ
ゼンテーションで、STAN の目的・目標を
ゲストに紹介し、IFTA や STAN が何を達
成しようとしているのか、テクニカル分析

STAN 円卓サミットのゲストの集合写真

がいかにナイジェリアの金融・経済の発
展に大きく貢献するか、を詳細に説明し
ました。
基 調 演 説 を 行 っ た の は Babatunde
Thomas 氏と Babatunde Bankole 氏。2
人とも STAN の理事会メンバーです。
Abiodun Babalola 氏 IFTA（渉外担当
オフィサー）は「21 世紀以降の金融市場
におけるテクニカル分析の適用」につい
て講演、テクニカル分析の意味と信条、
その簡単な歴史、ダウ理論に触れなが
ら、テクニカル分析の実際の適用をゲス
トの前で実演しました。
パネリスト： ディスカッション中の Fola Taiwo、
Ambrose 、 Efe Ikporo 、 Olu Osiberu 、 Abiodun
Babalola

STAN 会長 Olumide Soyele 氏による、
STAN と IFTA についての講演
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資格試験の日程

STAN 円卓サミットの続き
CFTe I
実施日： 年間を通じて実施
詳細は IFTA ウェブサイトまで
www.ifta.org/certifications/registrati
on/

テクニカル分析の適用について講演す
る Abiodun Babalola 氏

テクニカル分析の適用について講演す
る Abiodun Babalola 氏

シラバスと学習ガイドのダウンロード
は
ifta.org/public/files/publication-down
loads/CFTeI_Syllabus_2012.pdf

CFTe II
実施日： 2012 年 10 月 10 日
登録期限： 2012 年 8 月 24 日
（登録は 2012 年 7 月から IFTA ウェブ
サイトで開始します。）
登録サイト：
www.ifta.org/register/cfte2.php.
サミットのゲストによるクロス・セッション

STAN マネジメント・チームのメンバー

STAN 理 事 会 メ ン バ ー ： Olumide
Soyele、Babatunde Bankole、Babatunde
Thomas
パネル・ディスカッションには、
Ambrose 氏（ストックスウォッチ・リミテッド
のリサーチ＆テクニカル分析エキスパー
ト）、Folarin Taiwo 氏（グローバル・コー
プ・リミテッドの通貨アナリスト兼ディレク
ター）、Efe Ikporo 氏（エッジストーン・コン
サルティング＆ファイナンシャル・アナリ
スツの CEO）、Olu Oshiberu 氏（英国の金
融エキスパート）、Abiodun Babalola 氏
（STAN の IFTA 渉外担当オフィサー）が
パネリストとして参加。
テクニカル分析とそのナイジェリアの
銀行／金融システムにおける採用、IFTA
資格制度、STAN のプログラムなどにつ
いて質問に答えました。

理事会メンバー、Thomas 氏による基調
演説

STAN はメンバーが CFTe 資格を取れ
るよう活発にサポートしています。また初
めての年次国際大会開催に向けて、フ
ル回転で準備を進めています。
この大会には国内だけでなく国外の金
融市場や IFTA からもスピーカーを招く予
定です。
STAN は、経済発展のためにテクニカ
ル分析によって投資の意思決定を簡素
化・改善するという使命の達成を目指し
ます。

STAN マネジメント・チームのメンバー

シラバスと学習ガイドのダウンロード
は
ifta.org/public/files/publication-down
loads/CFTeI_Syllabus_2012.pdf.
CFTe プログラムに関する詳細は
www.ifta.org/certifications/financial/

MFTA 特例受験
「特例」出願期限：
2012 年 7 月 31 日
出願／論文概要提出期限（認められ
た場合）： 2012 年 10 月 2 日
論文提出期限：
2013 年 3 月 15 日 登録は
www.ifta.org/register/mfta_alt_sessio
n2.php/

MFTA 通常受験
出願／論文概要提出期限： 2012 年
10 月 2 日
論文提出期限：
2013 年 3 月 15 日 登録は
www.ifta.org/register/mfta_session2.
php/.
MFTA プログラムについての詳細は
www.ifta.org/certifications/master-o
f-financial-technical-analysis-mftaprogram/
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IFTA 会員協会ニュースのつづき

CSTA（カナダ）
カナダ・テクニカルアナリスト協会(CSTA)からの特別なご招待
2012 年バンフ国際商品会議： テクニ
カル分析のレンズを通して見た商品、
株式、ETF

大会参加料金
会員： $599
非会員： $699

日程：2012 年 9 月 9～11 日

場所と会場
リムロック・ホテル・バンフ・カナダ
一番眺めのいい部屋から埋まっていきす！
www.rimrockresort.com

なぜこの大会を？
これはプロフェッショナルのための商
品取引についての大会です。もしあなた
が生産者、トレーダー、バイヤーのいず
れかなら、これはあなたのためのイベン
トです。ゲスト・スピーカーが取り上げる
トピックは穀物、石油、天然ガス、貴金
属、工業用金属の取引。 商品に関連
する株式や ETF から情報を得ることは、
トレーダーにとって理解を拡大すること
ができる具体的な研究です。
スピーカーには世界的に活躍し、数多
くの著作やトレーディング・システムを生
み出した国際的に有名なテクニカルア
ナリストが名を連ねています。ダウ・ジョ
ーンズ株価指数が彼らの仕事を後追い
するようなアナリストや、プロフェッショナ
ルな国際的トレーディング方法を運用す
るアナリストもおり、世界的に名高いセ
ッティングの中で学ぶことができます。
WWW.CSTA.ORG または
WWW.MTA.ORG
タイミング
カナダ西部の最も良い季節です。色の
変化、野生生物、天候のすべてが一体
となって、信じられないほどすばらしい
体験をさせてくれます。
滞在を延長して休暇を
会議の前の週はレイバーデーがあ
り、短い週です。色々な楽しみ方があり
ますが、その中から特に見逃せないイ
ベントをご紹介しましょう。
• スプルース・メドウズ・マスターズ馬術
イベント（9 月 5～9 日）
• バンフ・トライアスロン（9 月 8～9 日)
• 山頂をめぐるヘリハイキングに最高の
シーズン
• カルガリから 2 時間以内に世界遺産
の名所が４カ所
»»マウンテンゴルフに最高のシーズン
»»すばらしい野生動物の観察

年次大会の主催協
会募集

（アップデート）
IFTA Update の 3 月号で、今後数年
間の IFTA 大会主催への会員協会か
らの「関心表明」を募集しました。この
「関心表明」は、過去の入札プロセス
に代わって導入されたものです。

追加料金
ゴルフ $190.00 + 税
2012 年 9 月 9 日（日）
リナウン・バンフ・スプリングス・ゴルフコース

2013 年、2014 年の大会への「関心
表明」の期限は 6 月 15 日でした。2015
年以降の大会については、主催する
ことに興味のある協会からの関心表
明を受け付けています。

ルート
空路でアルバータ州カルガリー(YYC)へ。
エア・カナダとウェストジェット(Westjet)も検
討してみましょう。

これまでに提出された関心表明は
以下の通りです。

推奨参加者
プロの商品トレーダー、関連する株式のエ
クイティ・トレーダー、マーケット・テクニシャ
ン、穀物トレーダー、貴金属投資家、ヘッジ
ャー、バイヤー
詳しくはこちらへ
www.csta.org

2013 年
サンフランシスコ証券テクニカルアナリス
ト協会(TSAASF)、米国
中東・アフリカ市場協会(MEA-MA)、UAE
南アフリカ・テクニカルアナリスト協会
(TASSA)
2014 年
英国テクニカルアナリスト協会(STA) 英国
エジプト・テクニカルアナリスト協会
(ESTA)、エジプト
中東・アフリカ市場協会(MEA-MA) UAE
2015 年
2016 年 サウジ・テクニカルアナリスト
協会(SSTA)、サウジアラビア
2017 年
2013 年と 2014 年の大会のホスト協
会は、IFTA 理事会が 8 月の会議で決
定します。
会議に先立って、大会担当理事は候
補に挙がった協会に質問表をお送りし
ます。これはその協会や提案されてい
る会場をはじめ、最も優れた IFTA 大会
を行えるホスト協会と開催地を選ぶた
めに IFTA 理事会が考慮すべき情報を
入手するためです。

IFTA 理 事 推 薦 の お 願 い
IFTA は全世界のテクニカル分析協会の利益を推進することを目
的とした国際組織です。IFTA を運営する理事会は、年次総会で会
員協会によって選出されます。年次総会は通常、IFTA 年次大会の
開催時に行われます。IFTA 理事会の候補者を選出するにあたり、
IFTA はその使命を遂行するのに必要なマネージメントリソース、世
界における地位の確立、多様性、そして知識および経験を求めま
す。
IFTA では現在、2013～2015 年の任期を務める理事候補者の個
人からの推薦をお願いしております。新しい副定款の採択により、
現在の理事の任期が制限され、理事会に 8 人の欠員が生じまし
た。我々の狙いは毎年一定の 5 人ほどの理事が任期満了となるこ
とですが、これは今後数年で均一になっていくと思われます。今
年、IFTA 理事に立候補する候補者を推薦して下さい。欠員はシン
ガポールで開催される 2012 年年次総会で補充されます。
候補者は IFTA の主要な委員会の委員または委員長を務め、そ
して／または業務の必要性に応じて委員会および理事会をサポー
トする意思がなければなりません。
IFTA 理事会のメンバーは無償で務めることが求められます。
IFTA 理事会における業務は、重い責任と IFTA の使命を支援す
る真剣な献身をともなうものであり、同時に個人的および専門的な
経験が報酬として得られます。
ご興味のある方からの推薦はすべて歓迎いたします。推薦の提
出期限は 2012 年 8 月 10 日です。

推薦書式:
IFTA 理事会
候補者氏名
会社
住所
市

州

郵便番号

国

電話

ファックス

E メール
正会員（IFTA 会員協会名）:
推薦者
本推薦の支持者（IFTA 会員協会の正会員）。
2 名の支持者が必要です。

氏名
推薦手順は簡単です
1 IFTA 会員協会の正会員(会費納入者)は、推薦を受けたり、自身
を推薦することができます。
2 推薦は IFTA 会員協会の正会員 2 名から支持されなければな
りません。
3 候補者はできれば所属する（もしくは他の同国内の）会員協会理
事会から支持を得なければなりません。
4 候補者は 2012 年 8 月 10 日までに以下を IFTA 本部に提出して
下さい。
(1) 記入済み推薦書式
(2) 記入済み IFTA 会員協会承認書式
(3) 履歴書
5 上記推薦文書一式を下記まで e メールまたは郵送にてお送り下
さい。
International Federation of Technical Analysts
9707 Key West Avenue, Suite 100
Rockville, Maryland 20850 USA
電話： 240/404-6508
ファクス： 301/990-9771
E メール： admin@ifta.org

協会
氏名
協会
候補者は所属するIFTA 会員協会の承認を得なければなりま
せん。本推薦書式には記入済みIFTA 会員協会承認書式（下記）
を添えて下さい。本申請には候補者の専門家としての資格および
経歴の概要を添えて下さい。
推薦期限： 2012 年8 月 10 日
IFTA 会員協会承認書式
は
（候補者氏名）

の正会員であり、
（IFTA 会員協会の名称）

推薦内容は 9 月前半に会員に公表されます。理事選挙は 2012
年 10 月 10 日に開催される IFTA 年次総会にて行われます。ご不
明の点がある場合や推薦書式の入手を希望される場合は、IFTA
事務局（admin@ifta.org）までご連絡下さい。

IFTA 理事会の理事に立候補することに関し、
協会理事会の承認を得ております。
協会責任者の署名

日付

IFTA UPDATE 2012 年 第 19 巻 第 2 号

第２５回年次大会 ２０１２年１０月１１日（木）～１３日（土）
マリーナ・マンダリンホテル（シンガポール）

～『飛躍に向けた十年へ』～
―テクニカル分析の展望―

大会案内

国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）の会員の皆様へ
Riding the Dragon ～Approaches for the next Decade
～『飛躍に向けた十年へ』～ ―テクニカル分析の展望―
2012 年の IFTA 大会はシンガポールで開催されます。今年の
大会は IFTA 大会が初めて開催されてから４分の１世紀に当
たる記念するべき第 25 回大会となります。シンガポールはダ
イナミックに急成長を遂げるアジア太平洋地域のまさに中心
に位置します。IFTA の記念大会の開催地としてふさわしい世
界有数の金融センターです。
中国経済は 2007 年から 2012 年にかけて、約 60%成長すると
見込まれる。新興アジア全体は 50%近い成長を遂げるであろ
う。同期間、先進国経済は僅か 3%しか成長しない。世界が大
きく転換していることは、疑いようがない。
―マーチン・ウルフ、フィナンシャル・タイムズ、
2012 年 1 月 10 日
大会のプログラムは「Riding the Dragon Approaches for
the next Decade 今後 10 年間におけるテクニカル分析の展
望」というテーマで構成されます。現代のテクニカル分析およ
び関連技術は、どのように実践家をサポートするか？我々は
現在および将来の金融市場から突きつけられるさまざまな要
求に対し、いかにして最善の対応をすることができるか？
我々はアジア太平洋地域の発展のダイナミクスについて、何
を学ぶことができるのか？最先端の技術、投資運用手法は何
か？我々はそれらをどのように利用することができるのか？
等、将来－これからの 10 年間－に焦点を当てた、各種講演
が繰り広げられます。
大会は、最前線で活躍するスピーカーの話を聴き、彼らに会
い、互いに情報を交換するという、年に一度のユニークな機
会をプロの実践家（およびスポンサー）に提供します。IFTA 年
次大会には、世界、特に 31 カ国、32 の IFTA 会員協会から金
融プロたちが集います。

大会のプレゼンテーションは、プロのテクニカルアナリス
ト、金融界で活躍するシニアマネジャー、ファンド・マネジャ
ー、アセット・アロケーター、ファイナンシャル・プランナー、お
よび経験豊富な上級個人投資家を対象とするものです。
シンガポールはＩＦＴＡの記念大会の開催地として恰好の国
際的（cosmopolitan）で多文化（multi cultural）の超近代的都
市国家です。過去にシンガポールを訪れたことのない人、あ
るいはここ 10 年間訪れていない人は、その発展とモダンな
都市構造に驚くことでしょう。
最近シンガポールを訪れた人は、資産運用の一大中心地で
あり、金融大国（financial power-house）であるとともに、すば
らしい観光地であることを知っているでしょう。
シンガポールは、元々いた華僑、マレー人、インド人に加
え、世界中からさまざまな人種が集まっている真に多文化的
な都市国家です。英語が公用語であり、至るところで使われ
ています。シンガポールはアジア・テイストを満喫できる国で
あると同時に、世界を代表するビジネスの・ハブの 1 つです。
今回の大会は、シンガポール・テクニカルアナリスト協会
（TASS）、地元の大会オーガナイザー、そして IFTA の共催で
実施されます。TASS 委員会は、大会を成功に導き、皆さま
のシンガポール滞在を長く記憶に残るものとすべく尽力しま
す。
いますぐ、ご参加の計画を立てられてはいかがでしょうか。

ロバート・グリッグ
2012 年 IFTA 大会委員長

IFTA 大会のハイライト
大会の精神
大会委員会は大会を知的にも社交的にも実り多いものと
すべく努力を続けています。興味深い人たちと出会い、
提示されたテーマに取り組みながら、楽しんでいただき
たいと思います。昼間のセッションでの服装はすべて「ビ
ジネス・カジュアル」。熱帯のシンガポールですから、ノ
ーネクタイでどうぞ！木曜日夜のイベントもカジュアル
ですが、土曜日の夜はおしゃれを。
テクニカル・ウォークアバウト
参加者の方が、他の 9 人の参加者と金融に関する一つの
一般的なテーマでディスカッションし、次に別の 9 人と
のディスカッションに移るという仕組みのセッション。
他の参加者の方々と出会い、時事問題への多様な意見に
ついて国際的な理解を深めることができます。

参加者のディスカッション
大会では、参加者同士のディスカッションを促進します。
金融市場の問題などについて真に国際的なグループと話
し合えるチャンスは貴重です。他の人々の意見はあなた
と同じなのかどうか、ぜひ確かめましょう！
パネルディスカッション
土曜日の午後に、何人かの大会スピーカーの方々による
パネルディスカッションを行い、参加者からの質問に答
えます。質問の大部分は、大会前に参加者から寄せられ
たものとします。またパネル・メンバー間で、寄せられ
た質問への意見の相違についてのディベートも行いま
す。

一般セッション
テクニカルアナリストにとって関心のある様々なトピッ
クを取り上げる 12 の一般セッション。時間は 1 時間程度
です。

日本語翻訳サービス
日本から参加される NTAA 会員の方に、英語から日本語
への同時翻訳サービスの提供する方向で準備を進めてい
ます。
（ただし、サービスの利用を希望される日本人参加
者の人数が少ない場合は、提供を見合わせることになる
ことはあります。
）

パワーアワー
パワーアワーは 2 回行われ、それぞれ一つのテーマにつ
いて 6 人のスピーカーがプレゼンテーションを行います。
様々な異なる意見が出た後で、その重要なテーマに関す
るディベートが行われます。

社交イベント
木曜日・土曜日の夜に行われる社交イベントは、参加者
とパートナーにとって、共通の関心事を持つ国際的なグ
ループと交流するチャンスです。大会委員会は、思い出
に残るなごやかなイベントになるよう尽力します。

スピーカーとの交流
すべてのセッションは午後 5 時前に終了します。スピー
カーの方々には、大会が開催されるホテルに予約された
パブリック・エリアでディスカッションに加わっていた
だくようお願いしています。プレゼンテーションから感
じた事柄についてスピーカーと話し合うチャンスです！

パートナー・プログラム
シンガポールとその周辺は魅力的な場所です。パートナ
ー・プログラムに参加すれば、シンガポールとマレーシ
アで「アジア・テイスト」を体験することができます。
パートナー・プログラムのアクティビティはすべて、大
会が行われるホテルから出発します。

大会スケジュール

（概要）－2012 年

水曜日（プレ・カンファレンス）

木曜日

08:30 - 15:45 IFTA 理事会会議
16:00 - 17:30 IFTA 年次総会（IFTA 個
人会員のご参加歓迎）
17:30 - 19:00 カクテル・パーティー

07:30 - 10:00
07:30 - 16:30

大会参加者受付
スポンサー・ブース/展示
物公開

07:30 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 10:30

コーヒー
開会式
テクニカル・ウォークアバ
ウト
休憩
プレゼンテーション: トム・
ジェームズ教授; 「エネル
ギーと資源の確保―アジ
アのみならず北米・欧州
における重要課題」
昼食
プレゼンテーション:
林則行;「ローソク足のボラ
ティリティ」
プレゼンテーション: ジョ
ン・ボリンジャー; 「指標の
作成」
休憩
プレゼンテーション: フレ
ッド・タム; 「金取引におけ
るマルチ・タイム・フレーム
（MTF）手法の活用」
まとめ
スピーカーとの交流、イン
フォーマルな意見交換
大会レセプション: 大会参
加者のインフォーマルな
交流会
ビュッフェ・ディナー、ドリ
ンク、交流（ブルームバー
グ提供）

15:00 - 20:00 大会参加者受付

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 13:45

13:45 - 15:00

15:00 - 15:30
15:30 - 16:30

16:00 - 16:45
17:00 - 18:00
19:00 - 22:00

金曜日

土曜日

07:30 - 10:00
07:30 - 16:30

参加者受付
スポンサー・ブース/展示物公開

07:30 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30

コーヒー
大会－朝のブリーフィング
プレゼンテーション: ジャネット・
ヤング; 「過去、現在、そして将
来への展望」
プレゼンテーション: 新見明弘;
「業績を伸ばすことがすべてで
はない」
休憩
プレゼンテーション: トレバー・ニ
ール; 「センチメント・ローソク足
―新しいトレード技法」
昼食
パワーアワー: 「金融市場にお
ける差し迫る危険と機会」 （ア
ダム・ソラブ、本間晶、ギデオ
ン・ラピアン、マレー・ガン、マウ
リツォ・ミラノ、ジェフ・ホックマ
ン）
プレゼンテーション: スダルシャ
ン・スカニ; 「短期トレンド・フォロ
ーイングの新メソッド」
休憩
プレゼンテーション: グレッグ・タ
ン; 「伝統とイノベーション: 新ミ
レニアムに向けての愉快なテク
ニカル・アプローチ」
まとめ
スピーカーとの交流、インフォー
マルな意見交換
自由時間

09:30 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:30
15:30 - 16:30

16:30 - 16:45
17:00 - 18:00
19:00 -

07:30 - 10:00
07:30 - 16:30

大会参加者受付
スポンサー・ブース/展示物公
開

07:30 - 08:15
08:15 - 08:30
08:30 - 09:30

コーヒー
大会－朝のブリーフィング
プレゼンテーション: ロン・ウィ
リアム; 「変動の激しい市場に
おけるローソク足パターン戦
略によるマーケット・タイミン
グ」
プレゼンテーション: ダリル・グ
ッピー; 「テクニカル分析によ
る中国マーケットの解明」
休憩
プレゼンテーション: ジェーム
ズ・イシレー; 「自動売買シス
テム構築の道のり」
昼食
パワーアワー: 「これからの近
い将来有効なテクニカル分析
戦略」; （グレゴール・バウア
ー、ハンク・プルーデン、ムハ
マド・アルファティ、ロルフ・ウェ
ツァー、トム・ドーシー、ジャシ
ンタ・チャン）
休憩
パネルディスカッション（スピー
カー4 名）
閉会
スピーカーとの交流、インフォ
ーマルな意見交換

09:30 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 16:30
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10 月 11 日 木曜日
プレゼンテーション要旨
エネルギーと資源の確保―アジアのみならず北米・欧州における重
要課題
アジアは、食料品を含むあらゆる主要商品の短期および長期価格トレ
ンドと需給予想における、重要な台風の目となりました。アジアの輸入
品に対する需要や依存度が高くなるにつれ、アジア諸国特に中国は
海外におけるエネルギーと一次産品の供給をコントロールするために
国家的戦略を用いて対応しています。中国、インドなどアジア諸国は、
イラン、スーダン、ミャンマーにおいて主要なエネルギー投資を行って
います。地域のゼロ・サム的エネルギー・資源の状況は、中国、米国、
インド、日本、韓国の間に地政学的な競争をもたらし続け、この競争
は防衛やエネルギー用途にますます重要性を増しているレアアース
にまで拡大しつつあります。
北米においては、2008 年の金融危機への反応として、2009 年に政治
的主導による戦略が突然実施されました。そして、これにより、従来の
石油・ガスの国際アービトラージ取引、現物取引ルートは根底からひ
っくり返されました。北米の突然のエネルギー・ミックス政策の大転換
は、湾岸戦争による混乱を除き、それまで何十年間も存在していた、
多くのトレーダーたちが分析し、トレードしてきた市場における歴史的
な関係を引き裂きました。今日、アジアのめざましい経済成長の結
果、アジアがグローバルなエネルギー・一次産品需要の成長の中心
地となっていることは確かです。例えば、エネルギー消費は人口増
加、工業生産、都市化、1 人あたりの国民所得の増加、そして自動車
輸送と密接に関わっていますが、1990 年から 2010 年までの間に、ア
ジアの総エネルギー需要は 130%拡大しました。アジア以外では需要
はわずか 15%しか伸びていませんでした。これからも、2008 年にバレ
ルあたりの原油価格を 147 米ドルとした、アジアの原動力がいかに大
きなものであったか分かります。
ジェームズ教授が、私たちが分析するエネルギー・商品市場の先物お
よびデリバティブ市場に変動をもたらし、収益機会をもたらすこれらの
原動力、およびその他のグローバル・ダイナミクスについて語ります。

スピーカー・プロフィール
トム・ジェームズ教授、MEI、MA
シンガポール
ナビタス・リソーシズ社会長
トム・ジェームズ教授（MEI、MA）は、国際天然資源のエキスパート
であり、企業家であり、天然資源の取引、インベストメント・バンキン
グおよび知識ベースのサービスにおいて 22 年の豊富なキャリアをも
っています。

これまで、このセクターにおける何千人ものトレーダーや企業幹部に対して、公開セ
ミナーや大学との共同研究と通じ、知識の提供と教育を行ってきました。また、多数
の企業に対し、企業戦略およびエネルギー・一次産品市場におけるトレード戦略の
アドバイスを行っています。
トム・ジェームズ教授は、エネルギーと一次産品に関する知識ベースのサービス・グ
ループで、本社をシンガポールに置き、世界各地の主要都市にオフィスと関連会社
をもつナビタス・リソーシズ社を共同設立しました。世界的な大手石油・鉱業会社、
投資銀行、このセクターにおける国営企業などと取り引きしています。
トム・ジェームズ教授（MEI、MA）は、石油、ガス、バイオ燃料、液化天然ガス市場、
および排出市場、農業市場、金属などのグローバルな一次産品市場に精通してい
ます。また、世界中の投資、トレーディング、ビジネス戦略、特にアジア、中央アジ
ア、中東、欧州市場に関して、幅広い経験をもっています。そして、産業界のシニア・
コンサルタント、訴訟・調停事例における評論家、鑑定人、調査員としても活躍して
います。

10 月 11 日 木曜日
プレゼンテーション要旨
ローソク足のボラティリティ
ローソク足ボラティリティ
本講演ではローソク足の考え方に基づいた全く新しい方法を提示します。私た
ち投資家は４本値以上の情報をローソク足から得ているのですが、そのことに
気づいていません。
ボラティリティ・ブレイクアウトは、投資のタイミングを計る場合に非常に有益度
の高いツールです。事実、多くのプログラム・トレードがボラティリティ・ブレイク
アウトによってつくられています。
収益を上げるには、まずボラティリティをできるだけ正確に測定する必要があり
ます。しかし、そのためによく使われるヒストリカル・ボラティリティは、定義の点
において本質的な問題を含んでいます。
たとえば、過去２０日間のヒストリカル・ボラティリティは過去１０日の場合に比
べて大きいのが通常です。計測期間が長いほどボラティリティが大きくなる傾
向にあります。これは理にかなっていません。
今回提案するローソク足ボラティリティは従来の考え方にある根幹的な欠点を
補ったよりシンプルな手法です。

スピーカー・プロフィール
林則行
香港 アシュク・インベストメント社 チーフ・インベストメント・オフィサー
林則行氏は米コロンビア大学にて、ＭＢＡを取得、ジム・ロジャ
ーズに師事。欧米の投資銀行および投資信託会社にてポート
フォリオ・マネジャー、シニア・アナリスト、のちに世界最大の政
府系ファンドであるアラブ首長国連邦のアブダビ投資庁（ＡＤＩ
Ａ）にて、日本株運用部長を務めました。

投資業界にて３０年以上の経験を持ち、最新刊「株の公式」（ダイヤモンド社）
は明快なルールとシステム的なアプローチにより、日本の投資家から高い評
価を得ています。また、日経マネーのＷＥＢ連載は同社記事の中で最大のヒ
ット数を記録、また、講演も最高レベルの評価を得ています。
現在は、香港にてアシュク・インベストメント代表。ＣＰＡ（米国公認
会計士）。

10 月 11 日 木曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
指標の作成
ジョン・ボリンジャー氏（CFA、CMT）が、同氏が作成した最新のボリンジャ
ー・バンド指標を紹介し、指標の作成方法の考え方、さらに、有効なテクニ
カル指標についても語ります。最後に、時間があれば、複合データを用いた
指標の検証についても言及します。

ジョン・ボリンジャー、CFA、CMT
米国、カリフォルニア州
ボリンジャー・キャピタル・マネジメント
ジョン・ボリンジャー氏は、ボリンジャー・キャピタル・マネジメント社の
創立者、社長です。同社は、テクニカル分析をベースとするマネー・
マネジメント・サービスを提供する投資運用会社です。また、機関投
資家や個人投資家向けの独自の調査を開発・提供しています。

ボリンジャー氏は、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせた手法である
「合理的分析」（Rational Analysis）を長年提唱してきました。CFA 資格（CFA 協会認
定証券アナリスト）（米国証券アナリスト）と、CMT 資格（MTA 認定テクニカルアナリス
ト）（米国テクニカルアナリスト）の両資格を取得した最初の人物です。
同氏のボリンジャー・バンドと関連ツールは、ほとんどのチャート・プラットフォームに
組み込まれており、著書「Bollinger on Bollinger Bands」は 8 言語に翻訳されていま
す。同氏が立ち上げてきた投資家ウェブサイトには、以下が含まれます：
www.BollingerBands.com、 www.EquityTrader.com、
www.BollingerOnBollingerBands.com、 www.MarketTechnician.com、
www.PatternPower.com、BBScript.net、 www.BBForex.com（外国為替分野）。
ボリンジャー氏は金融界の活発なメンバーであり、金融メディアのエキスパートであ
り、世界中の金融関連の大会でスピーカーを務めています。同氏は 2005 年 MTA（米
国テクニカルアナリスト協会）より、「テクニカル分析への卓越した貢献」による年間賞
を受賞しました。
ウェブサイト: www.BollingerBands.com

10 月 11 日 木曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
金取引におけるマルチ・タイム・フレーム（MTF）分析の活用
トレーダーにとっての問題の 1 つはエントリーとエグジットの不正確さであり、そ
の原因の 1 つとして、トレーダーがシングル・タイム・フレーム・チャートを見てい
ることがあります。本プレゼンテーションでは、「マルチ・タイム・フレームチャー
ト」（MFT）を使ってノイズを除去し、正確性を向上させる方法を紹介します。
また、MTF を使うことにより、大半の指標は正しく機能し、一部は他のものよりう
まく機能することを示します。開発された「MTF アトム」指標は、メタトレーダー
4.0 により有効であることが実証されています。MTF は、金、銀、原油、FX、株
価指数、株などの取引のみに適用が限られるわけではありません。MTF アトム
は、メカニカルなトレーディング・システムで、ブレイク・アウト時にトレードし、レ
ンジ相場では何もしません。
メカニカル・システムを使ったトレーディングは、これからの 10 年間の主流にな
り、チャート・パターン分析やローソク足などの従来の主観的な分析手法よりも
優勢になるでしょう。テクニカル分析は芸術から科学へと急速に進化しているの
です。

フレッド・タム、MFTA、MPhil、CFTe、MSTA、ACCA
マレーシア・クアラルンプール P. I. キャピタル社
フレッド・タム氏は、金、銀、FX、株価指数、株のトレーダーで、過去 20 年間
アナリスト、コラムニストとして活躍。また、金融市場に関する 6 冊の書物を
著しています。
2007 年以来、オープン大学マレーシアにて金融テクニカル分析コースの主
任講師を務めています。
タム氏の教え子たちは、MSTA（英国テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト）
や CFTe（国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）検定テクニカルアナリスト）を受験し、非常
に高い合格率を誇っています。
同氏は英国テクニカルアナリスト協会の正会員で、IFTA の CFTe（検定テクニカルアナリス
ト）および MFTA（国際検定テクニカルアナリスト）を取得しています。マレーシアで最初の
MFTA 受賞者です。また、マレーシア・サイバージャヤのマルチメディア大学にて哲学修士
号（テクニカル分析）を取得しています。
最近の研究対象はメタトレーダー4.0 にプログラミングされたマルチ・タイム・フレーム・トレ
ーディング・システムです。タム氏はテクニカル分析の指導と振興の活躍をしており、マレ
ーシア以外にインドネシアやシンガポールにて講演を行っています。

10 月 12 日 金曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
過去、現在、そして将来への展望
私がトレーダーとしてのキャリアを送っていた時代は、マーケット・メーカーやス
ペシャリストによってアナログ的手段と電子的手段（ドットシステム）の両方で行
われていた世界でした。Google、Yahoo など検索エンジンはありませんでし
た。タイミングよく値付けできたり、デスク上に相場マシンがあれば幸運でした。
チャーティング・パッケージはなく、チャートのバー、ローソク足、ポイント、数字
は手作業で書いていました。移動平均はすべて手作業で求めていました。重要
なニュースが出されると立会場の前に置かれたニュース・マシンが鳴り（リング
し）ました。1 つのニュースから市場が反応するまで、少なくとも 20 分かかりまし
た。
私がリング・トレーダーとして取引していたニューヨーク商品取引所は、インター
コンチネンタル・エクスチェンジによって買収されましたが、その後も CME の
COMEX 部門のメンバーとして引き続き取引しています。リング・トレーダーまた
はフロア・ブローカーとして、私は自己勘定でトレードし、オプションのマーケッ
ト・メイクをし、顧客注文を処理しました。また、株式および債券に投資する一任
ポートフォリオも運用しました。ここでは、ニュースの発表後、市場は即時に反
応しました。私たちは市場の不均衡を見つけて収益を上げました。
私は、1987 年の世界同時株安、90 年代の混乱、IT バブル、そして最近の住宅
バブルを経験してきました。今は FRB（米国連邦準備制度）が創造する次のバ
ブルを期待しています。現在、私たちは、すばやい動き、高頻度（HFT）トレーデ
ィング、アルゴリズム、そして以前、利益を上げていた不均衡を発見するその他
のニュートラル・ネットワークの環境に生きています。
短時間の利ザヤ稼ぎ売買（scalping）はまだ可能ですが、余命は短くなっていま
す。将来は私たちに何をもたらすでしょうか。収益を上げ、効率的にトレードした
いと願う人々に対して、将来は、テクニカル分析への回帰を導きます。

ジャネット・シュワルツ・ヤング、CFP、CMT、MS
米国・シカゴ
MTA（米国テクニカルアナリスト協会） CMT プログラム・ディレクター
ジャネット・シュワルツ・ヤング氏（CFP、CMT、MS）は、毎日曜日
に発刊されるニューズレター「Option Queen Letter（オプション・
クイーンズ・レター）」およびジョン・ワイリーおよびサンから 2007
年に発刊されたオプションズ・ドクターの著者です。
MTA（米国テクニカルアナリスト協会）の CMT プログラムのディレクターであり、
過去に米国プロフェッショナル・テクニカルアナリスト協会の会長を務め、現在も
理事会役員を務めています。
ヤング氏はトムソン・マッキノン・セキュリティーズでプロフェッショナルキャリアを
スタートした 1981 年以来、ウォール・ストリートのプロフェッショナルとして活躍し
ています。そのキャリアは、ポートフォリオ・マネジメント、シンジケーション、オプシ
ョン・ストラテジスト、ヘッジャー、オペレーションズ・プリンシプル、ボンド・プリンシ
パル、ピット・トレーダー、およびジェネラル・マーケット・トレーダーなどの経歴が
あります。
ヤング氏は NYBOT（ニューヨーク商品取引所）に勤め、毎日 2 本のマーケットレ
ポートを書き、放映しました。これらレポートは、金融、為替およびソフト（冷凍濃
縮オレンジジュース、砂糖、ココア、コーヒー、綿）に関するものです。1900 年代
中旬には全米インベストメント・チャレンジ・プロのオプション部門で世界 3 位にな
りました。FOX、CNBC、ブルームバーグ、ヨルバ TV、CNN など、ヤング氏は頻
繁にゲストとして登場してきました。ヤング氏は、ICE、COMEX、CHX ホールディ
ング、NYSE-LIFFE のメンバーです。また、アデルフィ大学のプレジデンツ・カウン
セルのメンバーでもあります。
ウェブサイト: www.OptnQueen.com

10 月 12 日 金曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
運用成績だけで事業が成功するわけではありません

新見明弘
米国・ニューヨーク
AIFAM 社 ディレクター

リーマン・ショック後、（先物、オプションなどを使った）コモディティ・トレーディ
ングは、もっとも成功したオルタナティブ投資戦略の 1 つでした。しかし事業を
立ち上げたばかりの独立系運用会社は、投資家からの資金獲得においてさ
まざまな問題に直面することとなりました。これは運用資産額が少ないこと
や、スタッフの人数が少ないという問題だけでなく、運用手法が投資家に対し
て開示されない「ブラック・ボックス」タイプであることにも原因がありました。

新見明弘氏は大阪大学で造船工学を専攻しました。同氏は 25 年以上
にわたり、さまざまな金融機関（証券会社、投資銀行、信託銀行、アセ
ット・マネジメント）、地域（ロンドン、東京、ニューヨーク、シンガポール）
にて活躍してきました。同氏のキャリアは株式を投資対象としたテクニ
カルおよびファンダメンタル・エクイティ・アナリストから始まりました。

大手運用会社で働く多くの運用者は、自身の優秀な運用手法と実績をもとに
将来の独立を望み、そして多くの人間が実行に移してきました。しかし、この
ような独立系運用会社は自身の投資戦略が必ずしも投資家のニーズに合致
していない（運用者と投資家とのギャップ）ことを十分に考慮せずに事業を進
める傾向があります。

また資産運用会社において、さまざまな計量ツールと運用手法を駆使し、絶対リターン
を追及するヘッジファンド・タイプのポートフォリオを運用しました。信託銀行では日本
の年金クライアントを対象に、ヘッジ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、CTA、プライベ
ート・エクイティ・ファンド等のオルタナティブ投資におけるデューデリジェンスを担当しま
した。また自社以外の優秀なヘッジファンド・マネジャーを育成するユニークなヘッジフ
ァンド・プラットフォーム・ビジネスを企画・設立し、自身で世界中のマーケティングも担
当しました。

過去の実績は将来の運用成績を指し示すものになるかもしれませんが、事
業の成功を示すものではありません。では事業を成功させるために、運用手
法以外に何が欠けているのでしょうか。

ここでは最近の CTA ブームの背景を検証し、著名な運用会社の運
用手法ではなく、「投資戦略」について検討してみましょう。優れた
運用手法とその実績だけではなく、時代とともに移り変わる投資家
のニーズを捉えた「投資戦略」の確立が事業の拡大においてより重
要であるということが、理解していただけると思います。

現在はヘッジ・ファンド・オブ・ファンズ会社のディレクターを務めるとともに、主にヘッジ
ファンド投資におけるリスク管理を担当しています。新見氏は日本テクニカルアナリスト
協会（NTAA）の会員であり、国際検定テクニカルアナリスト（MFTA）でもあります。

10 月 12 日 金曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
センチメント・ローソク足―新しいトレード技法
トレバー・ニール氏の「センチメント・ローソク足」（TNSC）は、現代および将来
の市場を対象に開発された分析・トレーディング技法です。これは、新しい市場
条件、変化した市場条件をうまく利用するためのものです。
古典的なローソク足チャートは、今日では実質的には存在せず、まもなく完全
に消滅する市場タイプを対象とするものでした。古典的なローソク足チャートで
は、終値の位置がローソク足パターンのセンチメントを解釈するために非常に
重要です。しかし、今日、マーケットには複数の公式の終値があり、また将来、
その数は増える方向にあります。終値が全くなかったりします。古典的なローソ
ク足チャートでは、現代のトレーディングには対応できません。
TNSC はローソクのセンチメントを異なる方法で読みとり、意味を解明し、明確
なトレーディング・メッセージに転換します。TNSC は、短い取引セッションだけ
でない現代のマーケットにおける、短期および長期のトレーディングを意図して
開発されました。これは新しい市場そしてつぎの 10 年間のための新しいトレー
ディング・ツールです。

トレバー・ニール、MSTA、MCSI
英国・ロンドン、ベータ・グループ
トレバー・ニール氏（MSTA、MCSI）40 年間にわたり、金融市場に
関わってきました。同氏の最初の仕事は 18 歳のときで、ロンドン
商品取引所のフロアで、メリルリンチのコーヒー・トレーダーとして
のものでした。以来、トレーダー、テクニカルアナリストとして活躍
してきました。
フロアでは、ポイント・アンド・フィギュア・チャーティングを学び、早くからコンピュータ
を使ったシステマチックなテクニカル分析を導入しました。ロンドンでいくつかの主要
金融機関および銀行にて、ポートフォリオ・マネジャー、テクニカルアナリストを務
め、外国為替や外国株など他の資産クラスの経験を深めました。
ニール氏は英国テクニカルアナリスト協会（STA）設立時、最初の理事の 1 人を務
め、10 年以上 STA で仕事をしました。そのときに、テクニカルアナリスト資格が創設
され、普及しました。同氏はブルームバーグのテクニカル分析部長として 4 年間務
めました。2005 年、ベータ・グループを立ち上げ、現在は英国にてポートフォリオ・マ
ネジャーとして、世界中の金融機関およびトレーダーを対象として、マーケット・タイ
ミング技法のセミナーを実施しています。
同氏は多くのテクニカル分析に関する記事を書き、CNBC、ブルームバーグ・テレビ
ジョン、ロイターズ・テレビジョンに出演してきました。雑誌「テクニカルアナリスト」の
共同編集者であり、トムソン・ロイターズのスポンサーによる無料オンライン・セミナ
ーを毎月行っています。ウェブサイト: www.betagroup.co.uk

10 月 12 日 金曜日
１３：００－１４：００ パワーアワー（グローバル）
プレゼンテーション要旨
パワーアワー: 金融市場における差し迫る危険と機会
金融業界は絶え間なく変化しています。既存の体制には、多くのリスクと変化が起き
ており、「世界的金融危機」は依然として多くの地域に影響を与えています。超過債
務に苦しむ国々や他のエンティティは、経済・金融構造を立て直すため、依然とし
て、厳しい状況にあります。そんな中、アジア太平洋地域は前途有望な地域です。
6 人の経験豊富なアナリストが、近い将来の展望に関する簡潔で鋭い率直な意見を
述べ合います。「ブラック・スワン」（事前にほとんど予想できず、発生した時の衝撃
が大きい事象）がどこに隠れているか？機会をもたらすエリアとは？
このセッションは「チャタム・ハウス・ルール（オフレコ）」に則って行われます。 （チャタ

ム・ハウス・ルールの下に運営される会議においては、参加者は当該会議で得られ
た情報を利用できますが、その情報の発言者やその他の参加者の身元および所属
に関して秘匿しなければなりません。）
このため、この｢パワーアワー｣は記録されず、使用されるスライドは公開されませ
ん。
セッションには以下のスピーカーが参加します。
スピーカー（いまのところ順不同）

アダム・ソラブ

本間晶

ギデオン・ラピアン

マレー・ガン

ウィリアム・チン

マウリツォ・ミラノ

ジェフ・ホックマン

スピーカー・プロフィール
アダム・ソラブ、FSTA、CFTe
英国・ロンドン
CQS テクニカル分析部長
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）会長
アダム・ソラブ氏は、120 億ドルの
ヘッジファンド・マネジメント会社
である CQS 社にてテクニカル・リ
サーチ部長を務めています。

2004 年に CQS に入社する前、同氏はドイツ・アセ
ット・マネジメントにて絶対リターン戦略のディレク
ターを務め、欧州と中東を担当していました。
CSFB から DeAM に移籍し、創立メンバーおよび
DeAM のヘッジファンド・オペレーションであるレバ
レッジド・ファンズ・グループのディレクターを務め
ました。これ以前はロンドンのシュローダーズ社に
て通貨・金利デリバティブ・トレーダーを務めていま
した。
ソラブ氏は経済の理学士号（優等学位）を取得しま
した（1984 年）。2010 年から国際テクニカルアナリ
スト連盟（IFTA）の会長を務めると同時に、英国テ
クニカルアナリスト協会（STA）のフェローおよび前
会長でもあります。また、英国の BUPA 年金基金
のインベストメント・コミッティーのメンバーも務めて
います。

本間晶、CFA、CIIA、CMA、CFTe、CMT、FRM
日本・東京
日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）理事、国際部長、
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）理事
本間晶氏の投資運用業界におけるキャ
リアには、ロンバード・オディエ・インター
ナショナル・ポートフォリオ・マネージメン
ト社およびヘスインデックス社における
アジアおよびグローバル・ファンドの運
用が含まれます。
セルサイドでは、国際証券（現三菱 UFJ モルガン・スタン
レー証券）でエクイティ・アナリストを務めた後、クオンツ・
アナリストを務めました。ダウ・ジョーンズ・ジャパンでは、
シニア・クオンツ・アナリストを務め、機関投資家に対して
計量分析およびテクニカル分析を提供しました。現在、
同氏はファンド・ソーシング/デュー・デリジェンス、ファン
ド組成、プロダクト・マーケティングを含むグローバル・ビ
ジネス・ディベロップメント、グローバル金融市場のリサ
ーチ、および計量モデリングを担当する業務に携わって
います。
本間氏は IESE ビジネス・スクールで MBA を取得しまし
た。また、CFA 協会認定証券アナリスト（米国証券アナリ
スト）、国際公認投資アナリスト（CIIA）、日本アナリスト協
会 検 定 会 員 （ CMA ） 、 国 際 テク ニ カ ル ア ナ リ スト 連 盟
（IFTA）認定テクニカルアナリスト（CFTe）、MTA 認定テク
ニカルアナリスト（米国テクニカルアナリスト）（CMT）、
GARP 認定金融リスクマネジャー（FRM）の資格を保有し
ています。ＩＦＴＡの理事であり、日本テクニカルアナリスト
協会（NTAA）の理事および国際部長を務めています。

10 月 12 日 金曜日
１３：００－１４：００ パワーアワー（グローバル） 続き
ギデオン・ラピアン
インドネシア・ジャカルタ
PT トレジャーファンド・インベスタマ
ギデオン・ラピアン氏は、金
融サービス業界において、
金融サービス機関のテクニ
カルアナリストとして 20 年
以上の経験を有していま
す。
現在、ラピアン氏はインドネシアの PT トレ
ジャー・ファンド・インベスタマでインベスト
メント・マネージャーを務め、テクニカル分
析に基づくファンド・マネージメントを行っ
ています。最近、同氏はインドネシア証券
取引所のベンチマーク指標に連動する上
場投資信 託（ETF）の 設計に関 わりま し
た。また、個人顧客を対象として外国為替
および先物のトレードも行っています。
ラピアン氏は国際テクニカルアナリスト連
盟（IFTA）の正会員であるインドネシア・テ
クニカル分析協会（AATI）の共同設立者
です。現在、AATI のセクレタリーを務めて
います。インドネシアのシニア・テクニカル
アナリストとして、年金基金、証券会社、
金融クラブ、大学など、主要な機関から、
テクニカル分析の指導者としてしばしば招
かれています。

マレー・ガン
英国・ロンドン、
HSBC 銀行
マレー・ガン氏は HSBC 銀
行のテクニカル分析部長と
して、FX のクロスアセット・
マーケット、 金利、株価指
数、金属、コモディティをカ
バーしています。

2010 年に現職に就任するまでは、20 年の
キャリアのほとんどを株式、債券、通貨市場
のポートフォリオ・マネージャーとして運用
サイドで過ごしてきました。
ガン氏はテクニカル分析の書物の著者であ
り、国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）検
定テクニカルアナリスト（CFTe）の資格を保
持しています。1990 年代初頭からテクニカ
ル分析を使って、投資やトレーディングを行
ってきました。
現在では、英国テクニカルアナリスト協会
（STA）の理事を務めています。

マウリツィオ・ミラーノ
イタリア、ビエッラ
バンク・セッラ・ホールディング
現在 44 歳のミラーノ氏
は、経済学の学位を取
得後、1995 年に FX ディ
ーラーとしてのキャリア
をスタートさせました。

FX 市場において 5 年間経験を積み、その
後、バンカ・セッラ・グループにてテクニカル
分析部門を立ち上げました。ジャーナリスト
と し て も 活 躍 し て お り 、 II Sole24Ore 、
Borsa&Finanza 、 Class-CNBC 、 RadioRai1
等、イタリアでもっとも著名な金融新聞に記
事を寄稿したり、テレビ番組に出演していま
す 。 ま た 、 国 際 的 な 雑 誌 「 FX Trader
Magazine」にも記事を寄稿しています。
同氏は SIAT（イタリア・テクニカルアナリスト
協会）の会員で、レクチャーを行い、理事を
務めています。イタリアのトゥリン大学にて、
2003 年から 2009 年までテクニカル分析を
指導しました。2008 年から 2010 年まで、
IFTA（国際テクニカル・アナリスト連盟）の理
事として、ヨーロッパ副会長を務めました。
現在、IFTA のイタリア・リエゾンを務めてい
ます。ウェブサイト： www.analisitecnica.net

ジェフ・ホックマン
ロンドン
フィデリティ・インベストメンツ
ホックマン氏は米国の大学に
て国際経営学の学士号およ
び修士 号を取 得 し、金 融市
場のプロフェッショナルとして
21 年の経験があります。

ロンドンのフィデリティ・ワールドワイド・インベ
ストメントのテクニカル・ストラテジー部長とし
て 16 年間務めてきました。この役職では、フィ
デリティの株式ファンド・マネジャーおよびファ
ンドメンタル・アナリストをサポートするアナリ
スト・チームのマネジメントをしています.
ドイツ銀行リサーチおよびチェース・マンハッタ
ン銀行に勤めた経験もあり、ファンダメンタル・
アナリスト、トレーディング・デスクを務めまし
た。

10 月 12 日 金曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
短期トレンド・フォローイングの新メソッド
トレンドは収益を生みます。ところが、ブレイク・アウトとブレイク・ダウンで
トレンドを定義する古典的な方法は、しばしば、数多くのウィップソウ（突然
のトレンド転換の繰り返し）による損失をもたらします。
このプレゼンテーションでは、ゼロ・ラグ指標によってトレンドを識別する方
法を説明します。モメンタム・ダイバージェンスよってトレンドの終わりを察
知することが可能で、それによってトレーダーは実際にトレンドが変わるず
っと前に手を引くことができます。エントリーとエグジットは、ボラティリティ・
サイクルが底に達しつつある時に行われます。これらのコンセプトはすべ
て、短期のトレーディングで使用されます。
インドの Nifty 先物やさまざまな株式の実例が示されますが、自由に取引
される市場ならどこでも有効なコンセプトです。

スダルシャン・スカニ
インド・ニューデリー、インド・テクニカルアナリスト協会（ATA）会長
S2 Analytics P Ltd ディレクター
スダルシャン・スカニ氏はインド・テクニカルアナリスト協会
（ATA）(www.ataindia.org)会長です。カルカッタのセント・ザビエ
ル・カレッジを優秀な成績で卒業（ビジネス専攻）、国際テクニ
カルアナリスト連盟（IFTA）検定テクニカルアナリスト（CFTe）の
資格を持っています。

手書きのチャートからテクニカル分析を始め、1989 年にはコンピューターによる、
指標やトレーディング戦略を駆使したトレーディングに進出しました。1993 年、フ
ルタイムのトレーダーへと転身。1999 年にインド初のビジネス専門テレビ局
CNBC-TV18 が放送を開始して以来、株式市場番組でレギュラーのゲストを務め
ています。1999 年から CNBC-TV18 の市場ニュース番組に何千回も登場、現在
（2012 年）に至るまで、インドで非常に人気のある TV アナリストです。
スカニ氏は短期トレーダーで、Nifty 先物やオプションを中心に、数時間から数日
のスパンで取引をします。さまざまな面からテクニカル分析をとらえたセミナーを
これまでに 50 回以上行ったほか、CNBC-TV18 がインド各地で主催する 40 回以
上の投資家キャンプに参加しています。
2012 年初頭、彼の初めての著作「トレーディング・ザ・マーケット」がビジョン・ブッ
クス (www.visionbooksindia.com)から出版されました。ウシャ夫人とともに.ニュー
デ リ ー 在 住 。 ビ ジ ネ ス の ウ ェ ブ サ イ ト は www.s2analytics.com 。 ブ ロ グ
www.sudarshanonline.com も定期的に更新しています。

10 月 12 日 金曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
伝統と革新： 新しいミレニアムへの FunTECH アプローチ
過去数年間、最先端のテクニカル分析が多くの伝統的指標を凌駕してきまし
た。しかし、この革新的動きにも関わらず、これら新しいパワフルなツールは
単に価格、ボリューム、建玉に焦点を当てていることに変わりありません。
このレクチャーでは、いろいろなデータ・セットに対して伝統的なテクニカル指
標をどのように使ったらよいか紹介し、興味深い新たな知見を発表していた
だきます。

グレッグ・タン
シンガポール
ブルームバーグ
タン氏は 2000 年にブルームバーグ社に入社、テクニカル分
析応用スペシャリストとして、過去 20 年のトレーダー、アナリ
ストとしての経験をブルームバーグの顧客のために役立て
ています。

1980 年にキャリアをスタートしたタン氏は、トレーダーとして金、FX、先物を
扱い、エクイティ・デスク、シンガポール国際金融取引所に勤めました。ま
た、ファンダメンタル／テクニカル・リサーチ・チームのディーラー、リーダー
を務めた経歴があります。
同氏はそのキャリアをとおし、一貫してテクニカル分析を信頼してきました。
アジア太平洋地域の各所を訪ね、ブルームバーグの顧客を対象としてテク
ニカル分析に関する教育活動を行なっています。

10 月 13 日 土曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
変動の激しい市場におけるローソク足パターン戦略によるマーケット・タイ
ミング
ロン・ウィリアム氏は高確率のターニング・ポイントを識別するためのキ
ー・マーケット・タイミング戦略を専門としています。
このユニークなトレーディング・スタイルは、変動が大きい「平均回帰」サイ
クルにおいて重要な強みを発揮します。
日本のローソク足・パターン戦略をこのアプローチの中でうまく使えば、市
場の心理状態について重要な情報が得られ、トレードの利益率とリスク・
プロフィールを改善することができます。

ロン・ウィリアム、CMT、MSTA
スイス・ニューカテル

ロン・ウィリアム氏はスイスのプライベート・バンクで、主要な外国
為替、コモディティ/金、クロスアセット市場を専門とするテクニカ
ル・ストラテジストを務めています。
金融市場で 10 年以上の経験を有し、かつて有名な経済調査コンサルタント会社
に勤務して、投資銀行、資産運用会社、ヘッジファンドなどの専門的なクライアン
トのために高頻度リサーチおよびトレーディング戦略を策定したこともあります。
専門分野はマーケットサイクル/タイミング、パターン・セットアップ、DeMark™/プ
ロプライエタリー指標など。彼のリサーチは定期的に主要な出版物や金融メディ
ア・プログラムで特集されています。
ブルームバーグ LP に勤務した最後の 4 年間は、シニア・テクニカルアナリスト・
スペシャリストとして EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域のトレーニングとコンサル
ティング業務を担当したほか、Bloomberg Professional Service™のチャート戦略・
テクニカル分析プラットフォーム開発に貢献しました。
国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)のアクティブなメンバーであり、中東アフリ
カ市場協会(MEA-MA)会長を務めています。英国テクニカルアナリスト協会
（STA）認定テクニカルアナリスト（MSTA）、CMT 資格（MTA 認定テクニカルアナ
リスト）（米国テクニカルアナリスト）の称号をもち、トレーディングの本
「Candlestick Charting and Strategies: New & Classical Techniques for Profitable
Trading（ローソク・チャーティングと戦略： トレーディングで利益を上げるための
新旧のテクニック）」で著者としてもデビューしました。

10 月 13 日 土曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨：
テクニカル分析による中国マーケットの解明
情報の流れが制約される中国の市場は、とりわけテクニカル分析に適し
ています。中国市場はいくつかのユニークな挙動を示すため、他の市場と
は異なる組み合わせのテクニカル指標やチャート分析テクニックを使う必
要があります。ダリル・グッピー氏が、パターン・ベースのトレーディングの
効果的な適用など、この市場で何が有効で何が有効でないかを検証しま
す。中国市場のために開発されたボラティリティベースのトレード・マネジ
メント・メソッドも検証します。
これらのトレード識別・マネジメント・メソッドは西側のマーケットでも使えま
す。中国株の香港重複上場市場は、テクニカル分析の卓越性を証明する
ケース・スタディであり、すべての市場において、エモーション（感情）が、
企業のファンダメンタルズとは無関係に、価格形成において果たす役割を
明らかにします。これらの市場は、価格はファンダメンタルズとは無関係
であり、主として感情をベースとするものだということを証明しています。
ダリル・グッピー氏が、テクニカル分析の適用によって、いかに情報の不
足を克服し、グレーター・チャイナ（大中華圏）市場でリターンを向上させる
ことができるかを説明します。

ダリル・グッピー
シンガポール、北京、ダーウィン
グッピー・トレーダーズ
ダリル・グッピー氏はグッピー・トレーダーズ
(Guppytraders.com Pty Ltd.)の創始者です。グッピー・トレ
ーダーズは北京、シンガポール、ダーウィンにオフィスを置
く国際的な金融市場教育訓練機関です。

ダリルは経済ニュース専門テレビ局 CNBC アジアの番組「Squawk Box」にテ
クニカルアナリスト・コメンテーターとしてレギュラー出演し、しばしば「ザ・チャ
ートマン」と呼ばれています。
質の高い分析で世界的に知られ、CNBC.com で週一度「Charting Asia」という
コラムを執筆しています。エクイティおよび関連するデリバティブ市場で活発
にトレーディングを行っています。著作は「The 36 Strategies of The Chinese
For Financial Traders（金融トレーダーのための中国人の 36 の戦略）」、
「Trend Trading」、「Guppy Trading」ほか 7 冊。4 冊は中国語に翻訳されていま
す。
ダリルは株式、デリバティブ、為替市場でトレーダーが使ういくつかの先行テ
クニカル指標も開発しました。シンガポールの TheEdge とチャイナ・デイリー、
Shanghai Security News に週一度金融コラムを執筆。中国市場の第一級の
エキスパートとして知られています。17 カ国以上で講演を行っています。

10 月 13 日 土曜日
スピーカー・プロフィール
プレゼンテーション要旨
自動売買システム構築の道のり
近年、完全に自動化された売買システムを構築するコストと複雑さが急
激に減少し、より高度なトレーディング戦略の可能性が開かれるととも
に、トレーダーにとっては、売買執行に時間をかけず、リサーチにより多
くの時間を割くことが可能になりました。
ジェームズ・イシレー氏がこのプレゼンテーションで、CQG と Matlab に焦
点を当て、ライブの完全自動売買システム構築の課題を説明します。よ
り高頻度のタイム・フレームを活用し、トレーディング戦略を吟味するた
めに必要なテクノロジーとリサーチ・メソッドを検討します。

ジェームズ・イシレー
スイス・チューリッヒ
アクスポ・トレーディング AG
ジェームズ・イシレー氏(英国テクニカルアナリスト協会（STA）
所属)は、スイスのアクスポ・トレーディングで働くアルゴリズミ
ック・トレーダーです。2001 年、UBS の FX テクノロジストとし
てキャリアの第一歩を踏み出し、後にコモディティのフロント・
オフィスの役割を担います。
2009 年スイスのアクスポ/EGL に入社、計量アナリストとして欧州エネルギー
市場を担当。2010 年に STA の資格を得てから、アクスポ・のトレーダーにテク
ニカル分析によるサポートの提供を開始、それが発展してテクニカル/計量的
戦略によるトレーディングを専門とするアルゴリズミック・トレーディング・デスク
が新設されました。
アルゴリズミック・トレーディング・デスクは現在、ドイツの電力、炭素、ICE ガ
ス・オイル、ICE ブレント原油の全自動/半自動売買戦略によるトレーディング
を行っています。ジェームズは 2001 年、工学修士号（情報システム工学）を得
てインペリアル・カレッジを卒業しました。

10 月 13 日 土曜日
13:00 -14:00 パワーアワー（メソッド）
プレゼンテーション要旨
パワーアワー：「テクニカル分析に基づく近い将来有効な戦略」
金融市場では、金融商品の多様化がますます進んでいます。数学的アルゴリ
ズム、コンピューターのリソース、ネットワーク技術の利用が拡大しています。
リスクは多く、多様性と複雑性が増しています。その中でテクニカル分析はど
のように適応し進化していくのでしょうか？テクニカルアナリストはどのような
分野に焦点を当てて自分のスキルを磨いていけばいいのでしょうか？近い将
来最もチャンスがある分野は？
6 人の経験豊富なアナリストが、近い将来の展望に関する簡潔で鋭い率直な
意見を述べ合います。「ブラック・スワン」（事前にほとんど予想できず、発生し
た時の衝撃が大きい事象）がどこに隠れているか？機会をもたらすエリアと
は？
このセッションは「チャタム・ハウス・ルール（オフレコ）」に則って行われます。

（チャタム・ハウス・ルールの下に運営される会議においては、参加者は当該
会議で得られた情報を利用できますが、その情報の発言者やその他の参加
者の身元および所属に関して秘匿しなければなりません。） このため、この
｢パワーアワー｣は記録されず、使用されるスライドは公開されません。
セッションには以下のスピーカーが参加します。
スピーカー（現時点では順不同）







グレゴール・バウアー博士
ハンク・プルーデン教授
ムハマド・アルファティ氏
ロルフ・ウェツァー博士
トム・ドーシー氏
ジャシンタ・チャン

スピーカー・プロフィール
グレゴール・バウアー博士
ドイツ・ヴィースバーデン
ドイツ・テクニカルアナリスト協会（VTAD）会長
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）理事
グレゴール・バウアー博士
はドイツで個人投資家と企
業クライアントにサービスを
提供する独立系のアセット・
マネジャーです。
ドイツテクニカルアナリスト協会(VTAD)会長
も務め、テクニカル分析について 2 冊の著作
があります。また、ドイツのテレビに定期的に
出演してテクニカルアナリストとして見通しを
語るほか、主要経済紙にも定期的に寄稿し
ています。伝統的な西洋のテクニカル分析手
法との組み合わせによる先進的なローソク
足技法の応用を専門としています。さらに、ド
イツとリヒテンシュタインの有名大学でポート
フォリオ・マネジメントとテクニカル分析の講
座を持つほか、機関投資家のためのテクニ
カル分析のセミナーやワークショップも行って
います。
このほか、パートナーと共同で、コンピュータ
ー・ベースの ETF の中期トレーディング・シス
テムを運営し、成功を収めています。このシ
ステムは現在、機関投資家にも提供されて
います。
国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）理事と
して執行委員会メンバーを務め、また検定担
当理事として、試験の運営の監督、試験の
構成の責任者となっています。
詳細は www.drbauer-consult.de をご覧にな
るか、彼のフェイスブックをご覧下さい。

ハンク・プルーデン教授
米国・サンフランシスコ
テクニカル市場分析機構(ITMA) 専務理事
プルーデン教授は 20 年を超す
アクティブなトレーディング経験
を持つ有数のテクニカルアナリ
ストです。

現在、ITMA の専務理事で、サンフランシスコ・テ
クニカルアナリスト協会（TSAASF）の理事でもあ
ります。
またサンフランシスコのゴールデンゲート大学教
授として、30 年以上にわたってテクニカル分析を
教えてきました。米国テクニカルアナリスト協会
（MTA）理事、および国際テクニカルアナリスト連
盟（IFTA）の副理事長を務めたこともあります。
彼の著作「The Three Skills of Top Trading（トッ
プ・トレーディングの 3 つのスキル」はワイリー・ア
ンド・サンズから 2007 年に出版されました。ウェブ
サイト： www.ggu.edu

10 月 13 日 土曜日
13:00 -14:00 パワーアワー（メソッド） 続き
ムハマド・アルファティ、CFTe
インドネシア・ジャカルタ
インドネシア・テクニカル・アナリスト協会（AATI）
PT サミュエル・セクリタス・インドネシア副社長

ムハマド・アルファティ氏
は投資家、ブローカー、
アナリスト、インストラクタ
ーとしてテクニカル分析
を約 20 年にわたって活
用してきました。
プロのテクニカルアナリストとして、証券
会社で個人投資家、機関投資家、富裕層
個人投資家とかかわってきました。
イ ン ス ト ラ ク タ ー と し て は 、 Institut
Pengembangan Manajemen Indonesia
(IPMI) 、 PPM Manajemen 、 Prasetiya
Mulya、MBA-ITB、SBM ITB、iBii など著
名 な ビ ジ ネ ス ・ ス ク ー ル や 、 STAN 、
TICMI、CSA といった他の権威ある教育
機関に客員講師として招かれています。
彼の見解はインドネシアの主要紙やテレ
ビ、ラジオで引用されています。2000 年
にインドネシア・テクニカルアナリスト協会
（AATI）を創立したメンバーの一人です。

ロルフ・ウェツァー博士
スイス・バーゼル
サラシン銀行 債券およびルール制御投
資担当マネジャー
ロルフ・ウェツァー博士
は バ ー ゼ ル （ スイ ス） で
サラシン銀行の法人資
産運用において、債券投
資とルール制御投資の 2
部 門の 長 を 務め ていま
す。
す。またベルリン工科大学とトゥールー
ズ・ビジネススクールで計量的トレーディ
ング戦略の講師を務めています。その前
には、ミュンヘン（ドイツ）のミュンヘン再保
険アセット・マネジメントで、外国為替・債
券ファンド担当のシニア・ファンド・マネジ
ャー、さらにその前には、ドレスナー・アセ
ットマネジメントでポートフォリオ・マネジャ
ーとして、バランス型および債券ファンドを
担当していました。ベルリン工科大学で計
量経済学の博士号を取得。経営学修士
の学位（MBA）はベルリン工科大学（ドイ
ツ）とトゥールーズ・ビジネススクール（フラ
ンス）の両方から授与されています。2006
年にはドイツ・テクニカル協会（VTAD）か
ら、ドイツで最も優秀なテクニカルアナリス
トとして表彰され、2007 年にも次席に入り
ました。スイス・テクニカルアナリスト協会
(SMAT)にも所属し、ドイツ統計学会の会
員でもあります。

トム・ドーシー
米国バージニア州リッチモンド
ドーシー・ライト＆アソシエイツ
ドーシー氏は 1974 年、
メ リル リン チ ・ ピア ー ス
＆スミスの株式仲買人
として金融キャリアをス
タートさせました。その
後、ウィート・ファースト・
セキュリティーズのオプション・ストラテジー
部門のマネジャーを務めました。1987 年 1
月、ウィートを退社し、オプション・ストラテ
ジー請負会社「ドーシー・ライト＆アソシエ
イツ」を立ち上げました。暴落後、オプショ
ン・ビジネスの不安定さを実感した氏は、
オプション・ストラテジー会社からエクイテ
ィ・テクニカル分析リサーチ会社にシフトし
ました。これは、オプション・ストラテジーが
つねに原株のリサーチから始まるからで
す。現在、ドーシー氏の会社は社員 16 名
を擁し、全世界の顧客に対して、ラップ口
座、年金保険、ミューチュアル・ファンド、上
場投信（ETF）など、20 億ドル以上の資産
をマネジメントしています。氏は金融サー
ビス・ビジネスにおいて 37 年の経験を有
し、ポイント＆フィギュア手法に関する書物
や自己啓発書を著しています。ポイント&
フィギュア手法を全世界で指導し、受賞歴
もあります。

ジャシンタ・チャン博士
マレーシア、クアラルンプール
チャン博士はエクイティ・
ディー ラー であ り、先 物
商社のレプリゼンタティブ
です。金融統計学の博
士号を有し、先物で検証
されたアジャスタブル・
トレーディング・アルゴリズム・システムを
研究してきました。デリバティブ・セールス
の上級副社長として会社に勤めた経験も
あり、小口投資家向けディーリング・デス
クの経験から得た知識やスキルの共有に
努めています。これまで、銀行の FX ディ
ーラー、証券会社のエクイティ・リサーチ・
アナリスト、先物取引所の先物取引商品
開発者、そして投資銀行のディーラーお
よび先物ブローカー・レプリゼンタティブな
ど、さまざまな職務に携わってきました。
博士はテクニカル分析関連の書物をいく
つか著しています。これらには、ベストセ
ラ ー 「 Everything Technical Analysis 」
（Prentice Hall 発行）、「The Financial
Times Guide to Technical Analysis:
How to Trade Like a Professional 」
（Financial Times Prentice Hall 発行）な
どが含まれます。

大会参加料金
2012 年 9 月 1 日以前
（空席がある場合）

大会への登録
3 日間の大会への参加、木曜日・
土曜日の夜のイベント
昼間のみの登録料金
大会の昼間の活動のみ参加。木
曜日・土曜日のディナーは含ま
れません。

非会員

IFTA 会員

1,190 米ドル

1,530 米ドル

1,340 米ドル

1,680 米ドル

1,500 米ドル

1,850 米ドル

920 米ドル

1,200 米ドル

1,020 米ドル

1,300 米ドル

1,200 米ドル

1,500 米ドル

480 米ドル
日本語翻訳を必要とする参加者

英語－日本語の「実況」翻訳の
料金
すべてのプレゼンテーション・セッショ
ンで、NTAA 会員のための「実況」翻
訳の提供を考えています。（日本の
IFTA 個 人 会 員 の 方 に つ い て は 、
NTAA がコーディネートします）

1,00 米ドル

非会員

当日
（空席がある場合）

IFTA 会員

誰でも参加できます
パートナー・プログラムへの登録
木曜日・土曜日の夜のエンタテイ
メント、木曜日と金曜日に行われ
るアクティビティ

2012 年 9 月 1 日以降
（空席がある場合）

IFTA 会員

非会員

IFTA 大会のウェブサイトは以下の通りです。http://conference.ifta.org/2012/
IFTA 大会への登録は、IFTA 電子サインアップ・支払いフォームをご利用下さい。
IFTA 大会への登録は、IFTA 電子サインアップ・支払いフォームをご利用下さい。
https://www.ifta.org/register/annual_conf25.php
https://www.ifta.org/register/annual_conf25.php
返金ポリシー
2012 年 9 月 10 日以前にキャンセルされる場合、IFTA は支払われた大会参加料金の 93%
を返金します。それ以降のキャンセルについては返金致しません。
ディスカウントについて
一部の IFTA 非会員の参加者が利用できるディスカウントがあります。現在 IFTA 会員協
会のメンバーではなくても、大会スポンサー企業のクライアントや取引先の方は、大幅な
ディスカウントを受けられる可能性があります。その場合は大会スポンサーに連絡し、
「ディスカウント・コード」をお尋ね下さい。その上で登録フォームに進み、「ディスカウント・
コード」を入力して下さい。

シンガポール
一般情報
シンガポールは非常に近代的な、発達した都市国家
です。クリーンで秩序があり、安全で、人々は礼儀
正しく親切です。食べ物と水はどこでも安全で、公
共交通機関とタクシーは効率的です。サービスや公
共の設備は快適です。
行き方
シンガポールは重要なエアライン・ハブであり、チ
ャンギ空港は大規模で近代的、すべてのサービスは
効率的です。

チップ
ほとんどの場所では、チップは期待されていません。多
く の 高 級 な ホ テ ル や レ ス ト ラ ン で は 、 料 金 を SGD
100.00++というふうに表示しますが、この「++」は 10%
のサービス料と 7%の GST（物品サービス税）が加算さ
れるという意味です。サービス料が加算される施設で
は、チップが禁止されていることもあります。

観光情報
シンガポールを訪れるなら、ぜひインターネットで情報
収集をして下さい。見るべきもの、体験すべきことがた
くさんあります。手始めに、シンガポールの観光振興ウ
ビザ（査証）
ェブサイトを覗いてみてはどうでしょうか。
多くの国がシンガポールと 2 国間協定を結んでお http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/ex
り、短期間の滞在にビザは必要ありません。しかし、 perience.html
ビザの必要性についてはご自分でご確認下さい。シ
ンガポール入国管理局(The Singapore Immigration 他の国に足を伸ばす
and Checkpoints Authority)はウェブサイトを開設 もし遠くからシンガポールを訪れるのでしたら、アジア
太平洋地域の他の興味深い場所に足を伸ばすのもいい
しています。http://www.ica.gov.sg
パートナー・プログラムに登録される場合は、マレ でしょう。主な都市へのフライト時間は次の通りです。
ーシアのツアーがありますので、マレーシアへの入
国にビザが必要かどうかをご確認下さい。
通貨
通貨はシンガポール・ドル(SGD)です。交換レート
は 1US ドルが 1.25SGD 前後です。ATM は数多くあ
ります。

パートナー・プログラム
2 つのデイ・ツアーと、土曜日の自由行動（コンシェルジュのサービスあり）
10 月 11 日（木）

10 月 12 日（金）

10 月 13 日（日）

木曜日には、6 時間のシンガポール・ツアーが予定され
ています。都市国家シンガポールの豊かな文化遺産
と、独立後にめざましく発展した街を訪ねます。シンガ
ポールは平和で秩序ある多民族社会で、多くのコミュニ
ティ、文化、宗教が存在します。それらがただ共存して
いるだけではなく、互いに尊重しあっています。ツアー
ではチャイナタウン、カンポングラムの壮麗なスルタン・
モスク、リトルインディアを訪問、ブンブ・レストラン（イン
ドネシア・タイ料理）で昼食をとり、ウォータールー・スト
リート（多くの寺院と花売り、数百年の歴史を持つ文化
遺産）、カトン／ジョーチャット（趣のある古い町並みが
残る地区）を訪れます。

金曜日には、シンガポールからマレーシアに入り、ジョ
ホールバルを訪れる 6 時間半のツアーがあります。ジョ
ホールバルはジョホール州の首都で、クアラルンプー
ルに次ぐマレーシア第 2 の都市。文化的なツアーで、マ
レーシアの暮らしを垣間見ることもできます。スルタン・
アブ・モスク、スルタン・イブラヒム・ビルディング、イスラ
ム教の墓地、王家の廟を訪れます。バティック・ペイン
ティングとテー・タリック（マレーシア式ミルクティー）の
実演もあります。
ランチは地元スタイルで。パスポートをお忘れなく、そし
てシンガポール到着前に、ご自分のパスポートがマレ
ーシアに入国できるものであることを確認して下さい。
一部の国のパスポートでは、マレーシア入国にビザが
必要な場合があります。

日曜日はパートナーの皆様の自由行動日です。他のパート
ナーの方々とのショッピングや、シンガポール植物園、あるい
はそれまでに見た場所を再訪するのもいいでしょう。シンガポ
ールは安全で小ぢんまりした都市ですから、動き回るのは容
易です。街歩きにも適しています。いろいろなパンフレットをご
用意しており、またコンシェルジュのサービスも手配します。
パートナー・プログラムには木曜日・土曜日の夜のアクティビ
ティがすべて含まれます。

ホテルとトラベル情報
大会会場と施設
IFTA 大会の会場はマリーナ・マンダリンホテルです。マリーナ・マンダリンは優れた会議・ゲスト設備
を持つ 5 つ星ホテルです。
会議場、昼食ルーム、スポンサーの展示は互いに近い場所にあります。一流のオーディオ・ビジュア
ル機器が用意されます。マリーナ・マンダリンは行き届いた会議サポートで定評があります。
ホテルのパブリック・エリアは広くて豪華です。午後 5 時の会議終了後、多数のインフォーマルな集ま
りをアレンジする予定です。

ホテルとトラベル情報
Marina Mandarin Hotel（マリーナ・マンダリンホテル） （大会会場）
ホテルとの交渉により、下記の客室料金がご利用いただけます。
デラックスルーム：SGD(シンガポール・ドル) 350.00
含まれるもの：1 人分のビュッフェ・スタイルの朝食（追加は 1 人 SGD 35.00）
客室でのインターネットアクセス（IP アドレス 1 個）
注意：上記料金に、7%の GST（物品サービス税）と 10%のサービス料が加算されま
す。
10 月のシンガポールではホテルの予約が込み合うことが予想されます。IFTA では大
会会期中とその前後数日間、80 室のみ確保しました。大会会場と同じホテルへの宿泊
をご希望の方は、早めにご予約下さい。
シンガポールのマリーナ・マンダリンは 5 つ星の高級ホテルで、サンテック国際会議
展示場の隣にあり、マリーナ・スクエア・ショッピングモールと直結しています。シ
ンガポール・チャンギ国際空港からはタクシーで 20 分の距離です。
豪華な客室・スイートは総数 575 室。ダイニングはバラエティ豊かなレストランから
選ぶことができ、総合的なスパ、24 時間営業のフィットネスおよびプール施設を備え
ています。24 時間営業のエグゼクティブ・センターでは、高速インターネット・アク
セス（ワイヤレスまたはブロードバンド）など、各種のサービスを提供しています。
IFTA の特別料金でのご予約は：Marina-Mandarin-IFTA（宿泊期間をご希望に合わ
せて変更して下さい。合計金額には GST が表示されますが、10％のサービス料は表
示されません。これはチェックアウト時に加算されます）
。
他のグレードの客室をご希望の場合は、
（IFTA と明記して）ホテルのウェブサイトの
Contact Us ページからお問い合わせ下さい：Marina-Mandarin-Contact-Us

ホテルとトラベル情報
10 月のシンガポールではホテルの予約が込み合うことが予想されます。IFTA では大会会場のホテル以外に、
比較的近いいくつかのホテルの客室を手配しました。料金は会場のホテルよりも高いものと、やや低いもの
があります。

その他のホテル

The Ritz-Carlton, Millenia, Singapore
（ザ・リッツ・カールトン ミレーニア シンガポール）
ホテルとの交渉により、下記の客室料金がご利用いただけます。
デラックスルーム：SGD 385.00 （シングル）／SGD 410.00（ダブル）
含まれるもの：
ビュッフェ・スタイルの朝食
客室でのインターネットアクセス（IP アドレス 1 個）
注意：上記料金に、7%の GST（物品サービス税）と 10%のサービス料が加算されます。
ザ・リッツ・カールトン ミレーニア シンガポールは、新たに改装された 608 の客室・スイートのすべてが
すばらしい眺望と現代的な調度品、最新の技術を備えています。32 階建てで、シンガポールの新しいダウン
タウン・コアに指定され、商業・小売・エンターテイメント・レクリエーション施設が立ち並ぶマリーナ・
ベイの中心部という便利な立地。サンテック国際会議展示場に近く、雨にぬれずに歩いて行けます。またシ
ンガポール・フライヤーやインテグレーテッド・リゾートなどのエキサイティングなレジャー施設にも近く、
景色を楽しみながらぶらぶら歩いて行けます。チャンギ国際空港からは 20 分、シンガポール・エキスポから
は 15 分。有名なショッピング街のオーチャード・ロードまでは車で数分です。
リッツ・カールトンから大会会場のマリーナ・マンダリンホテルまでは徒歩約 7 分です。
リッツ・カールトンのウェブサイトもご覧下さい：The Ritz-Carlton, Singapore
ご予約はリッツ・カールトンのウェブリンクから：Ritz-Carlton-Reservation-Web または予約フォームをご
利用下さい：Ritz-Carlton-Reservations
注意：キャンセル・連絡なしの不参・滞在の短縮に関する条項の確認のため、ホテルからゲストにコンファ
ーメーション・レターが送られます。

ホテルとトラベル情報
その他のホテル
Hotel Grand Park—City Hall

Hotel Conrad, Centennial, Singapore

（ホテル・グランドパーク—シティホール）

（ホテル・コンラッド・センテニアル・シンガポール）

ホテルとの交渉により、下記の客室料金がご利用いただけます。

ホテルとの交渉により、下記の客室料金がご利用いただけます。

スーペリアルーム：SGD 275.00（シングル）／SGD 295.00（ツイン）
デラックスルーム：SGD 305.00（シングル）／SGD 325.00（ツイン）
含まれるもの：
ビュッフェ・スタイルの朝食
客室でのインターネットアクセス（IP ア
ドレス 1 個）

ビジネスフロアの客室：360.00（シングル）／SGD 390.00（ツイン）
エグゼクティブフロアの客室：SGD 420.00（シングル）／SGD 470.00
（ツイン）
含まれるもの：
ビュッフェ・スタイルの朝食
客室でのインターネットアクセス（IP ア
ドレス 1 個）

注意：上記料金に、7%の GST（物品サービス税）と 10%のサービス
料が加算されます。
シンガポールの 5 つ星ホテル、グランドパーク・シティホールは、シ
ビック地区の一等地に建つ、由緒ある建築物です。100 年の歴史
を持つ修復されたショップハウスと近代的な建築スタイルが見事
に融合した建物は、名誉ある建築遺産賞を受賞。また非の打ち所
のないサービスは、このアトリウムを持つ 10 階建てホテルを訪れ
た多くの人々を魅了してきました。
グランドパーク—シティホールは、大会会場のマリーナ・マンダリン
ホテルから（およそ）徒歩 16 分、バスで 12 分、タクシーで 5 分。ま
た、近くまでゲストを運ぶ定時運行の無料シャトルバスもありま
す。
ホテル・グランドパークのウェブサイトもご覧下さい：
Grand-Park-City-Hall
ご予約はホテル・グランドパークの予約フォームから：
Grand-Park-Reservations

注意：上記料金に、7%の GST（物品サービス税）と 10%のサービス
料が加算されます。
いくつもの賞を獲得したシンガポールのホテル、コンラッド・センテ
ニアルで、スタイルの世界を発見し、記憶に残るサービスを経験し
て下さい。高級なマリーナ・ベイ地区の中心に位置し、エレガントな
雰囲気と一流のアメニティを楽しんでいただけます。
コンラッドは大会会場のマリーナ・マンダリンホテルから（およそ）
徒歩 3 分です。コンラッドのウェブサイトもご覧下さい：
The-Conrad-Singapore
ご予約はコンラッド・センテニアルの予約フォームから：
Conrad-Reservations

IFTA について

TASS について

国際テクニカルアナリスト連盟

シンガポール・テクニカルアナリスト
協会(TASS)

国際テクニカルアナリスト連盟(International Federation
of Technical Analysts, 略称 IFTA)は、30 以上の国別の
会員協会が加盟する国際非営利団体です。会員協会
はそれぞれ、また合同で、以下の目的に邁進します。

●人種、信条、宗教による偏見なく、個々のテクニカルア
ナリスト協会の設立を助けること。平常の、そして特に危
機の時期において自由でオープンな世界的市場を維持
する必要性を支持。

●世界の各市場のテクニカル分析の調査、教育、連
帯、普及。最高水準のテクニカル分析の方法論は投資
決定の合理的な根拠を形成するうえで有効かつ、しば
しば不可欠な要素であり、IFTA 会員協会はその共有を
支持します。

世界的なコミュニケーションの架け橋として成長する IFTA
は、テクニカル分析の様々な方法に対してオープンな姿
勢を維持しつつ、発展途上および確立された協会に対し
て、IFTA メンバーシップの検討とサポートを促していきま
す。

●テクニカル分析のすべての領域において、すべての
会員協会と発展途上の協会の間の最高水準の職業上
の行為、国際協力、研究の促進。

IFTA の住所：
The International Federation
of Technical Analysts Inc.
9707 Key West Avenue, Suite 100
Rockville, Maryland 20850 USA
T +1-240-404-6508 F +1-301-990-9771

●各国および各会員協会の商慣行、法体系、習慣を尊
重しながら、様々な金融センターの情報・データの集中
管理された国際的な交換を提供。
●会員協会のテクニカル分析の教育・試験の標準化を
奨励しながら、各国の証券アナリスト資格や、法的およ
び言語／コミュニケーションの優先事項がそれぞれ、引
き続き受け入れられるようにすること。

大会担当理事
Robert Grigg 2012conference@IFTA.org

シンガポール・テクニカルアナリスト協会
(TASS)は、テクニカル分析の方法の活用に関心
のある金融市場参加者のためのフォーラムの
役割を果たす非営利団体です。テクニカル分析
に興味のある方なら誰でも歓迎します。TASS
は IFTA の会員協会です。
ウェブサイト： www.tass.org.sg
E メール： tass@tass.org.sg
Conference Connection は IFTA2012 年大会の
地 元 オ ー ガ ナ イ ザ ー で す 。 Conference
Connection グループは国際的な重要イベント、
世界的な業界サミット、製品会議、エグゼクティ
ブ・ブリーフィングなど、商業、産業、専門的職業
のための B2B（企業間）イベントを数多く成功さ
せてきた実績を持ち、1994 年の設立以来 3,000
以上のイベントを手がけ、参加者は世界 50 カ国
の 3 万人に達しています。
ウェブサイト： www.cconnection.org
E メール： info@cconection.org

