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admin@ifta.org  

『IFTA UPDATE』に掲載すれば、世

界中の 6,900 人以上の IFTA 会員にメ

ッセージを届けることができます。詳

細については、 

www.ifta.org/publications/newsletter/
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アナリスト連盟会員向けニュースレター 

 

会員の皆様への会長レポート 
 

IFTA 会員の皆様へ 
私がこの原稿を書いている時点で、シンガポールで開催される IFTA2012 年次大会は数週

間後に迫っており、私はこのイベントをとても楽しみにしています。シンガポールは彩り豊か

な交易の歴史と最新のテクノロジーを持つ魅力的な都市国家。テクニカル分析の国際大会

を開催するのに最適の地です。大会プログラムには一流のスピーカーが名を連ね、世界中

のテクニカルアナリストが参加します。 

ローソク足から高頻度取引まで、幅広いトピック

をカバーするスピーカーを世界中から集めたプ

ログラムは、多様性に富み興味深いものです。

参加者も多く、社交や人脈づくりの機会も多く設

けられており、多くの人とアイデアを交換するチ

ャンスです。大会で、多くの人と出会えることを

楽しみにしています。 

 

大会の前に、IFTA 年次総会(AGM)をマリーナ・

マンダリンホテル（シンガポール）で開催しま

す。IFTA 年次総会は IFTA の最高運営機関で

あり、すべての会員協会は IFTA 渉外担当者を

指名して代表として送ることができます。今年の

年次総会の議題は会計報告の承認、理事の任

命、その他 IFTA の現在の活動に関して会員協

会が適当と考える事項です。 

 

年次総会で意見を述べたい個人会員の方は、自国会員協会の IFTA 渉外担当者にご連絡

下さい。 

 

今年は IFTA 理事に 11 人の候補者が推薦されています。ご参考までに、IFTA 理事は無給

で、当選した場合任期は 3 年となります。多くの時間と献身を必要とする仕事であり、IFTA の

ような非営利団体の理事に名乗りを挙げた方々に深く感謝します。昨年同様、候補者の水

準は高く、指名委員会は 11 人の候補者の中から 8 人を選ばなければなりません。 

 

                                                           次頁へつづく 

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。 

 

国際テクニカル 
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会長レポートの続き 

年次総会では、理事会が選んだ候補者

の承認を会員協会に求めます（候補者全

員のリストは 9 ページをご参照下さい）。

仕事熱心かつ有能な新しい理事会が誕

生することを確信しています。IFTA の運

営に関わるすべての人々に、将来の大き

な成功をお祈りします。 

 

IFTA 会長としての私の任期は今年で終

わります。この場をお借りして、過去 3 年

間の私の職責と IFTA の業務を支えて下

さったすべての方々に感謝したいと思い

ます。私は幸運にも、強力かつ仕事熱心

な理事会に恵まれ、積極的で協力的な

会員協会の皆様に支えられてきました。

これは非常に楽しい経験でしたし、このよ

うな機会を与えられたことを名誉に思い

ます。 

 

私は会長に就任した 2010 年の初めに、

IFTA が取り組むべき課題を掲げました。

大まかに言って、業務手続の正式な文書

化、ガバナンスと組織運営のルールに関

する文書の改訂、財務管理の改革、試

験プログラムの質の向上、メンバーサー

ビスの向上、そして IFTA とそのメンバー

の拡大です。私の任期中、これらの課題

の多くにおいて一定の前進があったこと

をご報告でき、嬉しく思います。 

 

IFTA 副定款は、法的な見直しや会員協

会との徹底的な話し合いを経て、全面的

に改正されました。新しい副定款は 2011

年 9 月にサラエボで行われた年次総会で

正式に採択され、IFTA のガバナンス体

制のベースとなっています。理事会はさ

らに、記録を残し最良慣行をサポートす

るいくつかの重要な業務手続マニュアル

を策定しました。 

 

IFTA の財務管理体制は全面的に改正さ

れ、2011 年に監査を受けました。その陰

には、強固な財務管理体制および効果

的な財務報告制度の確立のため、 IFTA

の運営および銀行とのたゆまぬ緊密な

協力を続けたマイク・スティール財務担

当理事の尽力がありました。 

 

 

IFTA の検定テクニカルアナリスト(CFTe)

試験は現在、すべての主要な金融市場

を含む世界各国で採用されており、6 カ国

語での受験が可能です。このように広範

囲をカバーし、英国、日本、オーストラリ

アで公認の試験が行われる CFTe 試験プ

ログラムは、テクニカル分析資格のグロ

ーバルスタンダードとなりつつあります。 

CFTe 試験シラバスの全面的見直しも完

了、その実施に向けての戦略とタイムラ

インを策定しました。 

 

テクニカル分析の進歩とともに、IFTA の

試験プログラムの内容も進化していく必

要があります。 
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会長レポートのつづき 

 IFTA 理事会はすべての会員協会、特に公

認および関連試験活動を運営している会

員協会との緊密な連携の下、今後も改正

を実施していく意向です。 

 

会員協会から寄せられたご意見を受けて

技術的投資を行い、IFTA ウェブサイトに一

連のデータベースを追加しました。このデ

ータベースを活用して、IFTA 個人会員の

皆様はテクニカル分析のプレゼンテーショ

ン資料を共有したり、講師や教師を探した

りすることができます。また世界中の有資

格テクニカルアナリストを対象とする有資

格者データベースも創設しました。これら

のデータベースの成功は、会員協会・個人

会員の皆様からのデータ提供にかかって

います。今後、すべての IFTA 個人会員の

皆様に役立つ、価値ある知識の集積・雇

用リソースへと成長していくものと期待して

います。 

 

メンバーシップという面では、IFTA は 2010

年から数の上で少し成長しました。現在、

32カ国に22の正会員協会と、10 の準会員

協会があり、6,900 人の個人会員が在籍し

ています。しかし私は、毎年新しい市場が

オープンし、テクニカル分析の利用がさら

に主流になる中、IFTA は今後大きく成長

すると予想しています。特にアジア市場が

台頭しつつあり、新しく近代的市場に仲間

入りしたこれらの市場は、テクニカル分析

を含むあらゆる手法の使用に対して非常

にオープンです。IFTA は既に、中国や中

東などの規制機関と、教育的なつながりや

リソースを育てるための対話を進めていま

す。近い将来、発展途上の市場では急速

な成長が見られることは間違いありませ

ん。テクニカル分析は、これらの市場の新

しい投資家が市況の変動をうまく乗り越え

ていく手助けとして、大きな役割を果たす

ことでしょう。IFTA は技術、教育、試験、資

格付与の共有を通じて、こうした発展をサ

ポートしていくべきです。 

 

もちろん、やるべきことはまだ多く残されて

います。IFTA の次の目的・目標について

記すことは、後任の会長に任せたいと思い

ます。 

 

その代わりに私は、私の任期中 IFTA の業務

を支えて下さったすべての方々に再びお礼を

申し上げて、締めくくりの言葉としたいと思い

ます。IFTA の会長を務めたことは非常な名

誉であり、私の大きな誇りです。 

アダム・ソラブ、FSTA, CFTe 

IFTA 会長 
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この賞は、毎年の最優秀 MFTA 研究論文に対して授与されます。 

2011 年ジョン・ブルックス記念賞 受賞者 

 

Stephan A. Belser, CFTe, MFTA 

stephan.belser@gmx.de 

 

 
MFTA 研究論文タイ

トル : 「モメンタム指

標 : ダイバージェン

スの概念の経験的

分析」（論文は 10 月

に発行される 2013 

IFTA Journal に掲載

の予定。） 

 

 
 

ステファンはドイツのプライベート・バン

ク、  Vermögen-Management BC GmbH

のポートフォリオ・マネジメント部長。同社

で富裕層を担当し、あらゆる分野の資産

運用・ポートフォリオ・マネジメントを行っ

ています。世界市場のファンダメンタル、

テクニカルおよびセンチメント調査の責任

者であり、同社の市場解説月報を執筆し

ています。また、彼は毎週のアセット・ア

ロケーション・ミーティングの議長と、個人

および機関投資家のファンド・マネジャー

を務めています。 

 

ステファンは DHBW フィリンゲン-シュヴェ

ニンゲンでプライベート・バンキングとポ

ートフォリオ・マネジメントの講師をしてい

ます。リヒテンシュタイン大学で金融・財

務管理の修士号を取得、2006 年に修士

論文でリヒテンシュタイン金融賞を受賞し

ました。彼はテクニカル分析では CFTe と

MFTA の資格を持っており、VTAD（ドイ

ツ・テクニカルアナリスト協会）会員です。 

 

ジョン・ブルックスを記念して 

ジョン・ブルックスは、非常に評価の高い

テクニカル証券アナリストであり、 

 

 

Edwards & Hanley や Robinson Humphrey 

など、ウォール街の多くの著名な証券会

社に勤めました。Lowry Research では、

上級副社長およびシニアアナリストを務め

ました。 

 

ジョンの長く、名高い経歴には、MTA の共

同設立者および会長を務めたことや、米

国で最初に CMT 資格を取得した 1 人と

いったものがあります。1985 年、彼は国

際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)を共同

設立し、1996 年から 1998 年まで会長を

務めました。長年 MTAEF の会長として、

ジョンは、多くの大学で公認のテクニカル

証券分析コースを開設することに貢献しま

した。 

 

ジョンは、米国プロフェッショナル・テクニカ

ルアナリスト協会の共同創立者でもあり、

理事会の一員としての役目を務めました。

ジョン は定評ある「 Mastering Technical 

Analysis」を著し、2005 年にマグロウヒル

から出版されました。テクニカル分析への

貢献に対して名誉ある MTA アワードやサ

ンフランシスコ・テクニカル証券アナリスト

協会のライフタイム・アワードなど、数多く

の受賞歴があります。世界におけるテクニ

カル証券分析に対する貢献が評価され、

ブルックスは英国テクニカルアナリスト協

会(STA)フェローとして任命されました。 

 

過去の受賞者 

2010 年: Mohamed Elaasar, MFTA 

2009 年: Pavlos Theodoulos Ioannou, 

MFTA, CFTe 

2008: Francesco Caruso, MFTA 

 

祝 MFTA の新合格者 

 
Stephan Belser, VTAD 

Christopher Krause, VTAD 

 

祝 CFTe の新合格者 

 
Daniel Alig, VTAD 

Frederik Altmann, VTAD 

Louis-Clément Azaïs d’Uhart, 

AFATE 

Mahmoud Ali Jaffal, 非会員 

Juan Luis Lopez Martinez, AEAT 

Sascha Mämecke , VTAD 

Karsten Mattes, VTAD 

Luke He O’Brien, STA 

Alfred Wallace Parker, ATAA 

David Leo Price, STA 

Philipp Schmutzhard, VTAD 

Wolfgang Stockmeyer, VTAD 

Matteo Stoppa, SIAT 

Yuanheng Zhang, STA 

Jean-Pierre Zingraff, AFATE 
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金融市場における強欲と恐怖 

Mario Kfoury 

レバノン・テクニカル分析協会(LSTA) 執行委員、ベイルート、レバノン  

 

強欲と恐怖について語るためには、いく

つかの概念を定義しなければなりませ

ん。人間の感情とは何か、それらが我々

の日常的な相互活動、とりわけ我々の大

きな関心事である、株式市場とそのデリ

バティブ（派生商品）に及ぼす作用・影響

は何か。 

 

人間のすべての行動は感情に支配され

ています。さまざまな感情の両極端には、

強欲と恐怖という重要な感情があります。

これは心理学では生と死の衝動、すなわ

ち心理学用語でいうリビドーとモルティド

に相当します。売り買いしようとしている

証券の値段がスクリーン上で上がったり

下がったりすると、我々の心拍数も上が

ったり下がったりします。しかし、我々は

感情に支配されているのか、それとも感

情を制御しようとするのか？ここに、金融

市場で勝つか負けるかの違いがありま

す。一度投資の世界に足を踏み入れた

ら、そこは危険な環境であり、準備もなく

そこに行くのは、実際、熊や雄牛といった

荒々しい野生動物と対峙するようなもの

です。その動物を知り、手なずけなけれ

ば、大怪我をするでしょう。 

 

強欲とは、行きすぎた欲望にほかなりま

せん。恐怖はその反対の力であり、両方

とも、不合理な過度の期待から生まれま

す。初めて投資の世界に足を踏み入れた

とき、我々はみな大きな夢、野心、高い期

待を持っていました。しかし、初めて武道

場に足を踏み入れた初心者は、最初の

試合では手足が冷たくなり、恐怖で身動

きがとれなくなります。たった今行った投

資が崩壊しはじめ、パソコンの画面で価

格がどんどん下がっていくのを見た時の

我々の運命はこれと同じです。 

 

 

もう一度厳しい訓練をつみ、それ以上に

勉強して、スキルと知識を磨いて完璧なも

のにしてから――試行錯誤によって多く 

の試練をくぐり抜け、絶えず教訓を学び、

完璧な計画・戦術・戦略を立ててから戦い

に戻らなければ、良い戦士、投資家であ

ることを超えチャンピオンや大富豪を目指

すことはできなかったでしょう。しかし、こ

の広大で変化の激しい金融市場という荒

野で、何を、どこから始めればいいのでし

ょうか？ 

 

ここで、現在はテクニカル分析と呼ばれる

巧妙で効率的な研究分野が存在すること

は、言及する価値があるでしょう。 

うまく適用すれば、金融市場で客観性や

制御、有利な立場を手に入れることがで

きる技、「それほど厳密ではない」科学で

す。そのベースは人間の心理や感情の

研究であり、チャートはその表象、視覚化

にすぎません。 

 

トレーディングはゲームではありません。

それは真剣なビジネスです。トレーディン

グと投資の世界に入るためには、知識、

自己訓練、自制、忍耐、資金管理など、

多くの規範や前提条件が必要とされま

す。皆様に安全で利益の出るトレーディ

ングをお祈りするとともに、この非情であ

ると同時に素晴らしい世界で、生き延び

て学び続けるようお願いします。 
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2012 年 IFTA 理事候補者 
（任期 2013 - 2015 年） 
 

IFTA は 2012 年 8 月 10 日の期限までに、8 名の理事の空席に対して 11 名の理事候補者の推薦を受理しました。理事選挙は 2012 年

10 月 10 日（水）16:00～17:30 に開催される年次総会(AGM)で、比例投票の形で行われます。各正会員協会は投票用紙に会員協会名

を裏書きし、空席の数までの候補者を選びます。議長が指名した集計係が投票用紙を調べ、IFTA 副定款の第 3 条第 5 項(d)に従って

比例投票を適用し、各候補者の最終的な得票数を決定します。候補者は得票数が多い順、あるいは得票数で決まらない場合は投票

用紙に書かれた順に、ポストや長い任期に割り当てられます。 

 

推薦候補者のいずれかと連絡を希望される場合は、E メールで IFTA スタッフ（admin@ifta.org）までお申し込みいただければ、喜んで

コミュニケーションのお手伝いをさせていただきます。推薦された候補者は以下の通りです。 

 

Ralf Böckel, CFA 
推薦者： ドイツ・テクニカルアナリスト協会

（VTAD）—ドイツ 

現在の理事職： 無 

 

ラルフは 2006 年 12

月、社債担当のシニ

ア・ポートフォリオ・マ

ネジャーとしてユニオ

ン・インベストメントに

入社しました。 

 

保険会社と銀行の分析を担当していま

す。2000 年 8 月～2006 年、ミュンヘンの

MEAG ミュンヘン・エルゴ・アセット・マネジ

メントに確定利回りファンド・マネジャーと

して勤務。最初は欧州の国債、2003 年か

らは社債と、銀行・保険会社の信用調査

を担当。その前は 1999 年 1 月から 2000

年 ま で 、 Bayerische Hypo- and 

Vereinsbank の確定利回り営業部に勤務

しました。金融の資格を得た後、フランク

フルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネ

ジメントとアイルランドのダブリン大学で経

営学を学びながら、在学中もドレスナー銀

行に勤務、個人および企業向け金融を担

当しました。CFA 協会認定証券アナリスト

（CFA）。 

 

東野幸利、MFTA 
推薦者： 日本テクニカルアナリスト協会

（NTAA）—日本 

現在の理事職： 無 

 

東京の投資情報会

社、T&C ファイナンシ

ャルリサーチの日本

株調査チームのチー

フ・テクニカル・ストラ

テジスト。 

 

先物、ETF、CFD などを取引する証券会

社をクライアントとして、テクニカル・スト

ラテジーの立案を主導しています。カバ

レッジはアジアや世界の市場の主要指

数の分析から、時には個別の株式まで

及びます。 

 

以前は、外国証券会社にてストック・レン

ディング・トレーダー、みずほ信託銀行に

て自己株式トレーダー、中央証券にて株

式トレーダー、新光証券にてマーケット・

アナリストも経験しています。日本テクニ

カルアナリスト協会（NTAA）理事。桃山

学院大学経済学部卒。MFTA(国際テク

ニカルアナリスト連盟 国際検定テクニカ

ルアナ リスト )。日 本 FP 協会 会員、

CFP®。 

 

Deborah Owen, FSTA, CFTe 
推薦者：英国テクニカルアナリスト協会

（STA）—英国 

現在の理事職： 無 

 

デボラ・オーウェンは

インベストメント・リサ

ーチ・オブ・ケンブリ

ッジ（ IRC）のマネー

ジ ン グ ・ デ ィ レ ク タ

ー。 

 

IRC（www.irc100.com）は1945年に設立さ

れた、英国で最初のテクニカル・リサーチ

を専門とする会社の一つで、その金融市

場分析の質の高さは世界的にも定評が

あります。デボラは大学で経済学を学ん

だ後、ユーロマネー（Euromoney）誌の金

融ジャーナリストとしてシティ（ロンドン金

融街）で働き始め、その後ケミカル・バン

クとチャーターハウス・バンクの通貨スト

ラテジストを務めた後、自身の金融出版

ビジネスを設立。2003 年にインベストメン

ト・リサーチ・ケンブリッジを買収しまし

た。著書に「Mapping the Markets」（Robin 

Griffiths との共著、エコノミスト、2006

年）、「EMU in Perspective」（Peter Cole と

の共著、1999 年）があります。英国テクニ

カルアナリスト協会（STA）フェローで、同

協会のジャーナルの編集にも携わってい

ます。現在、STA 会長。 
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 Roman Bogomazov 
推薦者： サンフランシスコ・テクニカル

証券アナリスト協会（TSAASF）—米国 

現在の理事職： 無 

 

ローマンはサンフラ

ンシスコのゴールデ

ン・ゲート大学の非

常勤教授で、サンフ

ランシスコ・テクニカ

ル証券アナリスト協

会 （ TSAASF ） の 理

事兼プログラム・コ

ーディネーター。 

 

1996年にトレーディングの世界に入り、以

来教育と職業訓練に力を注いできまし

た。テクニカル分析のクラスで「ワイコフ・

メソッド」を教えるほか、トレーディング計

画の立案、バックテスト、トレーディング成

績に焦点を当てた「トレーディングの戦略

と実践」を教えています。ゴールデン・ゲ

ート大学の「サイバーキャンパス」テクニ

カル市場分析プログラムのコンサルタン

ト・開発者。地元、国内、国際的イベント

でしばしばスピーカーを務めています。 

 

メリーランド大学で経済・経営学士、ゴー

ルデン・ゲート大学で金融学修士号取

得。ゴールデン・ゲート大学から CTMA

（ Certificate of Technical Market 

Analysis）を取得した最初の卒業生の一

人です。 

 

 
William Chin, MBA 
推薦者： カナダ・テクニカルアナリスト協

会（CSTA）—カナダ 

現在の理事職： 理事 

 
トロント（カナダ）の資

金 運 用 会 社 、 e3m 

インベストメンツのポ

ートフォリオ・マネジ

ャーで、投資委員会

の委員長。 

 

（BNP）パリバ、バンク・オブ・ノバスコシ

ア、ABN AMRO といった国際的大銀行、

バーンズ・フライ（現 BMO ネスビットバー

ンズ）などの投資会社のためのポートフォ

リオ・マネジメントとリスク管理において30

年の経験を持ちます。 

 

香港で生まれ育ち、キャリアの最初の 8

年間をそこで過ごしました。経験豊富な

マーケット・テクニシャンで、ローソク足チ

ャートや集団行動の研究に関するプレゼ

ンテーションは人気があります。 

 

複数市場アプローチを使ってファンダメ

ンタル分析とテクニカル分析を組み合わ

せ、投資ポートフォリオ内の資産配分・セ

クターごとの重み付け・証券の選択とい

った重要な決定を行います。 

 

また「ポートフォリオ・マネジメントにおけ

るテクニカル分析の役割」についてもたび

たびプレゼンテーションを行っています。 

 

12 年間にわたり、調査の結論や投資戦

略についてクライアントに伝える月刊ニュ

ースレター「Asset Allocation Architect」を

発行しています。10 年前からカナダ・テク

ニカルアナリスト協会理事を務め、現在

は副会長でファイナンス＆テクノロジー委

員会メンバー。 
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 Peter Scales, CPA, Dip TA 
推薦者：オーストラリア・テクニカルアナリ

スト協会（ATAA）—オーストラリア 

現在の理事職： 無 

 
ピーターはファンダメ

ンタルおよびテクニ

カル分析のスキルを

駆使してプライベー

トなポートフォリオの

マネジメントを行う独

立トレーダー。 

1997年からこの職にあります。現在、オ

ーストラリア・テクニカルアナリスト協会

パース支部事務局長。以前はウィリア

ム・M・マーサー（オーストラリア）に勤務

し、管理部門、財務会計、退職年金基

金を担当しました。ミッチェル CAE（現チ

ャールズ・スタート大学）で経営（会計）

学士号取得、公認会計士。 

 

 

 
Aurélia Gerber, MBA, CFA 
推薦者： スイス・テクニカルアナリスト

協会（SAMT）—スイス 

現在の理事職： 無 

 
Aurélia はサラシン銀

行のディレクターとし

て、同行の資産を規

制の枠組みと ALM 戦

略に従って運用して

います。 

またルール制御運用や特別な委託資

産の管理をしています。機関資産運用

で 17 年間の経験があり、これまでに確

定利回り、資金市場、株式、バランス、

オルタナティブ・新興市場商品の構築

と運用を担当、フォローアップや取得提

案のためクライアントと定期的に連絡を

取っていました。テクニカルおよびファン

ダメンタル投資分析に熟達しています。

HSBC アセット・マネジメント・ロンドンで

グローバル新興市場チームの EMEA ア

ナリストとしてキャリアをスタートさせ、そ

の後、シーメンス AG オーストラリアの資

産運用部門に入って CEE 諸国の株式

のための投資プロセス全体を開発しま

した。 

 

 

その後、バワグ・インベスト・ウィーンでシ

ニア株式ファンド・マネジャーに転身、さ

らにサラシン銀行バーゼルで副社長とし

てアジア太平洋株式の運用を主導。後に

確定利回り担当シニア・マネジャーとな

り、信用分析ツールを開発しました。ミュ

ルーズ（フランス）の高校を卒業後、経営

学を学び、カナダのクイーンズ大学で

MBA（1994 年 4 月）、リヨン大学経営学大

学院で経営・財政学修士号（1994 年 9

月）を取得しています。 

 

CFA 協会認定証券アナリスト（CFA）、イ

ンベストメント・マネジメント・サーティフィ

ケート（IMC）の資格を持ち、スイス・テク

ニカルアナリスト協会（SAMT）会員。 

 

Ron William, CMT, MSTA 
推薦者：スイス・テクニカルアナリスト協

会（SAMT）—スイス 

現在の理事職： 無 

 
ロン・ウィリアムはス

イスのプライベート・

バンクのテクニカル・

ス ト ラ テ ジ ス ト と し

て、主要な FX、商品

／金およびクロスア

セット市場を担当し

ています。 

金融市場で 10 年以上の経験を持ち、以

前は大手の経済調査・コンサルタント会

社で、投資銀行、資産運用会社、ヘッジ

ファンドなどのプロフェッショナルなクライ

アントのために高頻度調査およびトレー

ディング戦略を策定。専門は市場サイク

ル／タイミング、パターン・セットアップお

よびデマーク™／プロプライエタリー指標

で、その調査は主要な出版物や金融メ

ディア・プログラムで定期的に特集され

ています。彼の仕事は世界中の業界で

高く評価され、2012 年最優秀テクニカル

アナリスト賞では最終選考に残りまし

た。以前ブルームバーグ 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 地域で 

 

のトレーニング／コンサルテーションと、ブ

ルームバーグ・プロフェッショナル・サービ

ス™のチャーティングと戦略テクニカル分

析プラットフォームの開発への貢献を担当

しました。IFTA のアクティブな会員であり、

中東アフリカ市場協会（MEA-MA）会長、

スイス・テクニカルアナリスト協会（SAMT）

ジュネーブ支部副会長。MSTA と CMT の

両方の資格を保持。2013 年初めにブルー

ムバーグ・ファイナンシャルとジョン・ワイリ

ー ＆ サ ン ズ か ら 処 女 作 「 Candlestick 

Charting and Strategies: New & Classical 

Techniques for Profitable Trading」を出版

予定。 

 

Rolf Wetzer, Ph.D. 
推薦者： スイス・テクニカルアナリスト協

会（SAMT）—スイス 

現在の理事職： シラバスおよびジャーナ

ル担当理事 

 
ロルフはバーゼル（ス

イス）にあるサラシン

銀行の機関投資家向

け資産運用で債券運

用とルール指定運用

の 2 つの部門を担当

しています。 

 

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、定量的トレーディング戦

略の講師を務めています。前職はミュンヘ

ン（ドイツ）のミュンヘン再保険アセット・マ

ネジメントの外国為替・金利ファンド担当シ

ニア・ファンド・マネジャー。その前はドレス

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、分散投資および確

定利付ポートフォリオを担当していました。

ベルリン工科大で経済学博士号、ベルリン

工科大（ドイツ）とトゥールーズ・ビジネス・

スクール（フランス）で大学院の学位（経営

学）を取得。VTAD（ドイツの IFTA 会員協

会）から、2006 年のドイツの最優秀テクニ

カルアナリストに、2007 年には同次点に選

ばれました。スイス・テクニカルアナリスト

協会（SAMT）、ドイツ統計協会会員。 
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Roberto Vargas, MSTA, CFTe 
推薦者： サンフランシスコ・テクニカル証

券アナリスト協会（TSAASF）—サンフラン

シスコ（米国カリフォルニア州） 

現在の理事職： 認定理事 

 

ロベルトは BBVA コン

パス（テキサス州ヒュ

ーストン）のプライベ

ート・バンカー。その

前はヒューストンでバ

ンク・オブ・アメリカの

コマーシャル・バンカ

ーを、そしてニューヨ 

ークでバンコ・ナシオナル・デ・メヒコの外

国為替マネジャーを務め、さらにその前は

ロンドン支店で同行の国際資金マネジャー

をしていました。それ以前の 11 年間は、外

国為替市場の自己勘定取引のトレーダー

としてロンドンのさまざまな国際的銀行に

勤務しました。ロンドン大学でラテンアメリ

カ研究と国際法の修士号取得。テクニカル

分析では MSTA と CFTe の資格を持ち、英

国テクニカルアナリスト協会（STA）会員。 

 

新見 明弘、MFTA 
推薦者： 日本テクニカルアナリスト協会

（NTAA）—日本 

現在の理事職： 無 

 
東京とニューヨーク

に本拠を置くファン

ド・オブ・ヘッジ・ファ

ンズ会社、AIFAM の

エグゼクティブ・ディ

レクター。 

 

その前はロンドンでクレディ・リヨネとドイツ

銀行の定量的ポートフォリオ・マネジャーと

して定量的投資モデルをベースとするポー

トフォリオの構築・運用を行っていました。

また三菱東京 UFJ 銀行でチーフ・ファンド・

マネジャーを務め、三井住友信託銀行で

はグローバル・マーケティング・チームのリ

ーダーとして日本のヘッジファンド商品の

インキュベーション、海外投資家へのディ

ストリビューションに努めました。大阪大学

で造船工学の学位を取得。MFTA（国際テ

クニカルアナリスト連盟 国際検定テクニカ

ルアナリスト）の資格を持ち、日本テクニカ

ルアナリスト協会（NTAA）会員。 

 

 

 

資格試験の日程 

 

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 

http://www.ifta.org/certifications/registration/ 

シラバスと学習ガイドのダウンロードは 

http://ifta.org/public/files/publication-downloads/CFTeI_Syllabus_2012.pdf 

 

CFTe II 

2013 年セッション 1 

実施日： 2013 年 4 月 24 日 

登録期限： 2013 年 3 月 8 日（登録は 2013 年 1 月から開始します） 

登録サイト： https://www.ifta.org/register/cfte2.php 

シラバスと学習ガイドのダウンロードは 

http://ifta.org/public/files/publication-downloads/CFTeII_Syllabus_2012.pdf 

CFTe プログラムに関する詳細は 

http://www.ifta.org/certifications/financial/ 

 

MFTA 

MFTA 通常受験、セッション 2 

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 https://www.ifta.org/register/mfta_session2.php/ 

 

MFTA 特例受験、セッション 1 

「特例」出願期限： 2013 年 2 月 28 日 

出願／論文概要提出期限（認められた場合）： 2013 年 5 月 2 日 

論文提出期限： 2013 年 10 月 15 日 

登録は https://www.ifta.org/register/mfta_alt_session1.php/ 

 

MFTA 通常受験、セッション 1 

出願／論文概要提出期限： 2013 年 5 月 2 日 

論文提出期限： 2013 年 10 月 15 日 

登録は https://www.ifta.org/register/mfta_session1.php/ 

MFTA プログラムについての詳細は 

http://www.ifta.org/certifications/master-of-financial-technical-analysis-mfta-prog

ram/ 
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会員協会ニュース 

 

SAMT（スイス） 
ロン・ウィリアムズが組織する SAMT ジュネ

ーブ支部の再開が 2012 年 6 月 29 日、ブル

ームバーグのジュネーブ事務所で行われ、

ブルームバーグのテクニカル分析・チャー

ティングのグローバル・ヘッド、ユージーン・

ソレンソン氏を特別ゲストスピーカーとして

招き、データ可視化をテーマとする会員限

定セミナーが開催されました。 

 

プレゼンテーションとスライドショーは SAMT

の ウ ェ ブサ イト で見 る ことが でき ます。

http://www.samt-org.ch/samt_geneva_rela

unch.php） 

 

SAMT ジュネーブ支部は 7 月に、独立マー

ケット・ストラテジスト、ブルーノ・エスティエ

氏（MFTA）をゲストスピーカーに招き、会員

限定プレゼンテーションを開催しました。彼

はロンバー・オーディエのチーフ・テクニカ

ル・ストラテジスト、JP モルガンのシニア・テ

クニカル・アナリストを務めた人物。プレゼ

ンテーションのテーマは「長期サイクルの展

望と市場見通し： 米国株式の年央の修正

後のベーシング・フェーズ」です。 

 

ロン・ウィリアムがブルーノへのインタビュー

を行いました。以下はその抜粋です。インタ

ビューの全体は SAMT のウェブサイトで見

ることができます。 

http://www.samt-org.ch/samt_geneva_mee

ting_25th_July.php 

 

RW： 初めての人がサイクル分析を最もう

まく適用するにはどうすればいいでしょう

か？ 
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 BE： サイクルは不規則に見えることが多

いので、ピンポイントで示すのは多くの場

合難しいものです。決まったサイクルとい

うのは理論的な表現に過ぎません。初め

ての人は、トレーディングのレンジやトレン

ドを測る古典的なテクニカル分析ツールに

集中する方がいいでしょう。 

 

例えばトレーディング・レンジの状態を測る

ツールとしてはスロー・ストキャスティクス

があります。これはトップとボトム、すなわ

ちトレーディング・レンジを測定するもの。

一方、トレンドがどちらに向かっているかを

探るには移動平均や MACD を使うといい

でしょう。 

 

自分が発見したと思われるサイクルに過

度に集中することはリスクを伴います。時

には批判的なセンスを失い、そのサイクル

に関する自分の予想が間違っているのに

気づかないで、現在の市場の展開に適応

できなくなる可能性があるからです。あな

たが集中している唯一のサイクルに、他の

サイクルが影響を与える可能性が見えなく

なる恐れがあります。多様なサイクルの間

に多くの相互作用がありますから、発見し

た一つのサイクルが今後も重要な唯一の

サイクルであるとは言い切れません。 

 

時には偶然、あなたが完璧な逆張り投資

家になる機会を得る可能性もありますが、

次には別なサイクルによって状況が変わ

っているかもしれません。用心して自分自

身の見方にリスクマネジメントを持たない

と、自分が見つけたサイクルの予想される

次のボトムにこだわっていたら、市場は予

想されるボトムのタイムウィンドウを超えて

さらに下がり、バカを見ることになる恐れ

があります。だから、サイクル分析を使う

時は、用心して常にリスクマネジメントを大

切にし、最後は市場を見て決めるべきで

す。 

 

RW： 金融市場での経験からあなたが学

んだ重要な教訓とは？ 

 

BE： 金融市場のアナリストとして重要なの

は、いくつかのシンプルな原則を使うこと

です。 

 

大きな理論もいいですが、最も重要なのは

金融市場の動きであり、金融市場で実際

に起こることによって理論が検証されるの

だということです。 

 

 

・価格の動きを分析する時、分析対象とな

る期間について、価格がトレンディング・モ

ードかトレーディング・レンジ状態のいず

れにあるのかを判断する必要がありま

す。そして、これら 2 つの異なる状況に適

用できる具体的なツールのメッセージを解

読しなければなりません。 

・サイクル分析に興味があり、ただ「トレン

ドを追う」市場分析をしているだけではな

いのなら、ターニングポイントを探す時に

は忍耐強く、早まらないようにすることが

大切です。つまり、極限状態に達したと判

断し、あえて大勢に逆らって逆張りするま

でには、十分な証拠が積み上がるのを待

たなければならないということです。 

 

これは通常、価格が行き過ぎてセンチメ

ントがどん底まで悲観的、あるいは非常

に楽観的である時に起こります。 

人々の感情は往々、市場での彼らのポ

ジションに反映します。つまり、彼らが深

いペシミズムを表明する時には大部分

の人は既に売った後で、長い幸福感の

後には大部分の人が既に買っていると

いうことです。従って、すべての人が買

った後にはもう買い手はおらず、前に買

った人の一部が売り始めて、価格は下

がるしかないということです。大底にお

いては、これと逆のプロセスが起こりま

す。 
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・シンプルな原則やテクニカル分析のツー

ルボックスの適用に加えて、市場感を制御

できるよう、リスクマネジメントを使用するこ

とが非常に重要です。その基本は自由裁

量または定量的ツールに対するマーケット

の現実で、主に市場価格によって示されま

す。市場は大部分の人の感覚を反映する

からです。もしあなたが間違っていれば、

その結果に対処する必要があります。あな

たが正しければ、その理論がもはや当て

はまりませんよと市場が教えてくれるま

で、その理論を維持していけばいいでしょ

う。 

 

 

 

つまり金融市場では、人生において多く

の場合そうであるように、予想を現実に

合わせて修正していく必要があるという

ことです。 

 

プレゼンテーション、スライドショー、ブル

ーノ・エスティエのインタビュー全体は、

以下のサイトで見ることができます。 

http://www.samt-org.ch/samt_geneva_m

eeting_25th_July.php  

 

TSAASF（米国） 
TSAASF はなぜ重要か 

TSAASF はサンフランシスコの団体として

それ自体非常に重要であり、会員のニー

ズと利益に奉仕する組織として非常に重

要です。 

 

TSAASF が非常に重要なのは、マーケッ

ト・タイミングが非常に重要だからです。マ

ーケット・タイミングの強力な理論的根拠

は、天才ベノイト・B・マンデルブロットの著

書「The (MIS) Behavior of Markets」の p. 

233 に示されています。「マーケット・タイミ

ングは非常に重要である—大きな利益や

損失が短い時間に集中する」  

トレーダーと投資家の両方にとって、良い

マーケット・タイミングに至る確かな道がテ

クニカル市場分析です。 

 

良いマーケット・タイミングを実践するため

に利用できる最良の概念とテクニックのセ

ットが、テクニカル市場分析のツールボッ

クスの中にあるというのが、私の長い間の

信念であり、TSAASF の同僚の観察でも

あります。TSAASF は毎月のプレゼンテー

ション、年次大会、TSAASF ウェブサイト、

TSAASF レビュー、パーソナル・ネットワー

キングの機会、そしてとりわけ TSAASF 会

員が教えるゴールデン・ゲート大学での

TA 教育によって、大きな価値を会員に届

けています。 

 

例えば、6 月の年次大会では「複雑なグロ

ーバル環境におけるトレーディングに関す

るテクニカルな知見」をテーマに、4 人の著

名なスピーカーを招きました。ジョン・モー

ルディン・カンパニーズのチーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー、ピーター・モース氏

による入門的な概観に続き、リシンク・グ

ループの創立者でリスク心理学の専門家

として世界的に有名な Denise Schull 女史

が登場。続いて TSAASF のスポンサーで

あるトレード・ステーション・セキュリティー

ズを代表して、機関トレーニング担当バイ

ス・プレジデントのマイケル・バーク氏が、

テクニカル・トレーディングの実践的知識

を披露しました。最後に著述家であり活発

なトレーダー兼トレーナーであるダブ・ラン

ドリー氏から、投資とトレーディングの成功

への真の道筋について示唆に富んだ話が

ありました。 
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ドクター・ハンク・プルーデン 

TSAASF 会長 

 

ハンク・プルーデンは 20 年以上の活発な

トレーディング経験を持つ、著名なテクニ

カルアナリスト。現在、テクニカル市場分

析研究所（Institute of Technical Market 

Analysis）エグゼクティブ・ディレクター、サ

ンフランシスコ・テクニカル証券アナリスト

協会（TSAASF）理事。ゴールデン・ゲート

大学（サンフランシスコ）教授も務め、同大

で 30 年間テクニカル分析を教えていま

す。MTA（米国テクニカルアナリスト協会）

（Market Technicians Association）理事、

IFTA 副会長の経験もあります。 

 

ゴールデン・ゲート大学のテクニカル市場

分析（TMA）認定が世界中で取得可能に 

 

認定大学による数少ないテクニカル市場

分析認定の一つがオンライン化され、この

専門知識認定が世界中どこからでも受け

られるようになりました。米国内では有名

なゴールデン・ゲート大学（GGU）の大学

院 TA プログラムは、テクニカル分析教育

の権威の一人であるヘンリー・プルーデン

教授により開発・設立されました。 

 

• CFTe や CMT の受験準備に 

• R・D・ワイコフ、エドワーズ、マギーのテ 

クニックの活用 

• さまざまなトレーディング・システムの構 

築と検証 

• 投資家心理・行動ファイナンスの最新理 

論の学習 

• トレーダー、アドバイザー、ポートフォリ 

オ・マネジャー、ブローカーとしてプロフェ 

ッショナルな能力を磨く 

• 株式、債券、デリバティブ、コモディティ 

の知識を習得 

 

開設講座 

FI 352—証券のテクニカル分析 

FI 354—ワイコフ・メソッド I 

FI 355—ワイコフ・メソッド II 

FI 358—トレーディングのテクニカル分

析： 戦略と実施 

FI 360—行動ファイナンス 

FI 498S—効率的なトレーディング・システ

ムの構築 

 

ゴールデン・ゲート大学（カリフォルニア

州サンフランシスコ）は WASC 認定校で、

金融とファイナンシャル・プランニングの

さまざまな学位を授与しています。 

 

 

 

 

詳細は GGU のウェブサイトへ 

http://www.ggu.edu/programs/finance/g

raduate-certificate-in-technical-market-

analysis 

 

2012 年 8 月 26 日または 2013 年 1 月か

ら最初の講座（FI 352）を受講する学生

は、それに続く講座がオンラインで順次

開始されるため、3学期制の1学期当たり

1～2 講座を受講して 4 学期で受講を完了

することができます。 
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『IFTA UPDATE』は国際テクニカルアナリスト連盟が年 4 回刊行する電子版のニュースレ

ターで、世界中の 7,000 人以上の IFTA 会員に配布されています。『IFTA UPDATE』は、

IFTA の会員協会や個人会員とのコミュニケーションを図るのに効率的で費用効果に優

れた手段です。 

 
刊行予定                                                  

 

冬号（広告提出締め切り 2012 年 12 月 1 日） 

春号（広告提出締め切り 2013 年 3 月 1 日） 

夏号（広告提出締め切り 2013 年 6 月 1 日） 

秋号（広告提出締め切り 2013 年 9 月 1 日） 

詳細及び広告掲載は、IFTA ウェブサイト 

http://www.ifta.org/publications/newsletter/をご覧下さい。 
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