
ベルリンで開かれた IFTA 会議を世界

中から集まった代表者の皆さんが大い

に楽しまれたという報告に接し、とても

うれしく思います。様々な講演者が素晴

らしいお話をされ、しかもその内容は相

互に補完性があるものでした。具体的に

は、アルゴリズム取引、エネルギー市場

のテクニカル要因、一目均衡表、ローソ

クチャート手法、デマーク手法、行動経

済学、ニュースの影響、季節性、資金移

動分析、相対値手法などでした。参加者

は講演以外にも、講演者やお互いと会っ

て話す機会がたくさんありました。例え

ば、初日朝のセッションに関する従来型

の講話や素晴らしい昼食や夕食などで

す。会議最後の夜は、ベルリン中心部の

有名なマイスターザールにて夕食会が

開かれました。アトラクションとして、

「時代を歩いて」という音楽ショーが行

われ、過去100年にわたりベルリンで聴

かれた様々な人気音楽が演奏されまし

た。会議の締めくくりとして、伝統に沿

い IFTA の国際的活動を表すシンボル、

IFTAトーキングスティックがドイツ・テ

クニカルアナリスト協会のレゴール・バ

ウアー博士から市場研究協会（SMS）の

アーフラン・ポリマック氏に手渡されま

した（7ページ写真）。ポリマック氏は次

期 IFTA 会議開催地であるサラエボのメ

ンバーです。来期会議は2011年 10月6

日から 8 日まで同地にて開催予定です。

SMSと IFTA会議チームはすでに2011年

向けの計画を練っています。検討したい

議題や招きたい講演者について提案が

あれば、ご連絡ください。 

 
IFTA2010 年度年次総会(AGM)もベルリ

ンで開かれました。年次総会は IFTA の

最高意思決定機関であり、IFTA理事会は

その指示によって組織の日常活動を管

理します。今年の年次総会では、アダ

ム・ソラブ IFTA 会長およびマイケル・

スティール財務担当理事からの報告が

行われました。また改訂版に対する現在

の提案および IFTA の連盟規約・副定款

の改訂について討論が行われました。

IFTAリエゾンの皆さんが、さらに改訂す

べきところがないか改定案を検討する

こととなりました。オーストラリア・テ

クニカルアナリスト協会(ATAA)がその

作業を開始します。 
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IFTA Update 次号 

 ： 2011 年 3 月 

原稿提出期限 ： 3 月1 日 

提出先 ： admin@ifta.org Linda Bernetich 

UPDATE に広告を掲載すれば、世界中 

7,000 名超の IFTA 会員へ届きます。 

詳細は、HP をご覧下さい。 

 

 

IFTA Update は、1986年に法人登記さ 

れた非営利の職能団体、国際テクニカル 

アナリスト連盟 （www.ifta.org） の刊行物 

です。 

 

編  集  局  

国際テクニカルアナリスト連盟 

9707 Key West Avenue, Suite 100 

Rockville, MD 20850, U.S.A. 

E メール:   admin@ifta.org 

Phone     +1 240-404-6508 

 

国 際 テ ク ニ カ ル 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 

 
FTA 会員の皆様へ 

 



   
 

最終版は、会員が検討し投票に付せ

られるよう近々完成することと思い

ます。加盟担当理事は、ナイジェリ

ア・テクニカルアナリスト協会（STAN）

の加入を提案し、年次総会にて承認さ

れました。また、新たな IFTA 理事に

推薦されている候補者が IFTA 理事会

および会員代表者より承認されまし

た。IFTA 会員である各地の協会も活

動報告書を提出し、世界中の IFTA 会

員が発展と成長を続けているとの報

告に私はうれしく思います。ここでお

知らせですが、南アフリカ・テクニカ

ルアナリスト協会（TASSA）が 2010

年に IFTA の正会員となりました。ヴ

ィクトール・ユーゴー会長および同協

会の発展に尽力したすべての会員諸

氏、加盟おめでとうございます。毎年

新たに会員が増えていきます。次期年

次総会ではさらに多くの加盟会員に

ついて報告できると思います。 

 

新たに選ばれた IFTA 理事はすでに

業務を始めており、今後の方針と責任

分担について理解を一にするため、ベ

ルリンにて最初のミーティングを開

いています。全理事についての情報は

IFTA のウェブサイトに公表してあり

ます。ここで新たな理事の皆さんを紹

介します。 

 

モハメド・アシュラフ・モファーズ

はカイロのダイナミック証券テクニ

カル調査部長。以前は、エジプト・テ

クニカルアナリスト協会（ESTA）にて

通信、教育、倫理委員会に属していま

した。IFTA 理事会においては、中東・

アフリカ担当の副委員長に任命。その

役割は、中東・アフリカ地域における

IFTA 会員のサポートで、IFTA 理事会

と同地域の全会員協会との橋渡しを

積極的に行っていただきます。 

 

デーヴィッド・スネッドンはロンド

ン、クレディ・スイスの国際テクニカ

ル分析部長。英国のテクニカルアナリ

スト協会（STA）元理事で、テクニカ

ル分析分野の教育と認定試験におけ

る経験が豊富です。ヨーロッパ地域の

副委員長に任命された同氏は、同地域

の会員協会と各地の会員協会を訪ね

たいとの意向です。 

大瀧太市は日本のユネスコにて勤

務し、元朝日生命専務取締役。現在日

本テクニカルアナリスト協会（NTAA）

会長で、今回 IFTA アジア担当副委員

長に任命されました。今後は、同地域

における全 IFTA 会員の利益が IFTA

理事会に反映されるべく取り組んで

いただきます。 

 

IFTA からのサポートを希望する地

域的な問題があれば各地域の副委員

長にご連絡ください。 

 

ダン・ヴァルスはトレーダーであり、

テクニカル分析の教育者でもありま

す。またルーマニア・テクニカルアナ

リスト協会（AATROM）創設者の一人で

あり、現在会長を務めています。今回、

加盟担当の理事を引き受けられた氏

は、IFTA への加盟申請をする協会の

支援と選抜を担当することになりま

す。氏が AATROM の設立および発展に

多大な貢献をしてきたことを考える

と、理事会は同氏がこの任務にうって

つけであると確信しています。 

 

 

会長レポートの続き 
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本間晶は東京、藍澤証券のクオン

ツ・アナリストおよびテクニカル・ア

ナリスト。また日本テクニカルアナリ

スト協会の評議員でもあります。今回、

IFTA 理事に任命された同氏は、アジ

ア地域の副委員長として同地域会員

のサポートを担っていただきます。 

 

デーヴィッド・フルサージはパリ、

サードウェーブコンサルト社のテク

ニカル戦略専門家。またフランス・テ

クニカルアナリスト協会の副会長で

もあります。今後、IFTA 理事として、

IFTA 会員の発展と全世界での教育に

対する IFTA の活動を担当していただ

きます。 

 

これを機に、退任される理事の方々

へ IFTA への貢献に対し感謝の意を表

したいと思います。今年、任期満了と

なった方々は、ジェリー・ブトリモヴ

ィッツ、羽田重年、ヴェロニク・ラシ

ンスキー、ラリー・ロヴレチッチ、マ

ルク・ミチエルス、マウリツィオ・ミ

ラノ、岡本博、ワン・タオ、マックス・

フォン・リヒテンシュタイン、アイマ

ン・ワケッドの諸氏。IFTA 理事会と

会員を代表して長年の勤労に感謝い

たします。 

 

理事会は引き続き連盟規約および

副定款の最終検討を行っています。詳

細については今後お知らせすること

になります。また IFTA の教育および

試験認定基準の強化についても引き

続き検討を続けます。そのために私た

ちは検定テクニカルアナリスト試験

(CFTe I)質問データベースの拡大に

取り組み始めました。これには、シラ

バスに新たな内容を加える作業も含

まれます。 

 

新規ウェブサイト開発チームは、

IFTA ウェブサイトに新たな機能と設

備を加えるため活発な作業を行って

います。グローバルテクニカル分析プ

レゼンテーションデータベースはも

うすぐ完成予定ですが、これによりメ

ンバーは発表と講義資料の共有が可

能になります。完成間近の IFTA グロ

ーバルテクニカルアナリスト資格デ

ータベースですが、これが使えるよう

になると、会員と雇用者が CFTe 検定

テクニカルアナリストの資格内容を

より簡単に検証することができます。

テクニカル分析講演者データベース

も現在作成中で、その完成により、

IFTA 会員、教育者、マスコミ各社が

テクニカル分析の分野における専門

家講演者を世界中から探すことがで

きます。こうしたデータベースを最も

効果的なものにするには、IFTA 会員

のインプットとサポートが必要です。

世界中の会員の積極的な協力があっ

てこそ、こうしたオンラインサービス

の強化が可能になり、IFTA 会員と準

会員が利用できる強力なデータベー

スが確立できるのだと確信していま

す。 

 

 

IFTA 会長 

アダム・ソラブ、FSTA、CFTe 

会長レポートの続き 
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祝 新 ＣＦＴｅ！ （姓のアルファベット順） 
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2011 年度日程一覧 
 

 トピック 主催 講演者 場所 時間 受付 

1 月 11 日 月例会議 - トピック

TBA 

STA TBA 英国銀行協会 

ロンドン、オールドブロード通り 105-108、ピナ

ーズ・ホール 

18:00 info@sta-uk.org 

13 日 エンベロープ AFATE ジャン=エティエ

ンヌ・レイズニー 

パリ経営大学院 

フランス、パリ、サン・アンブロワーズ通り 25 

18:15 secretariat@afate.com 

19 日 エリオット波動理論およ

びフィボナッチ・プロジェ

クション 

TASS アラン・タン TBA TBA tass@tass.org.sq 

20 日 デマーク指標 SAMT トレヴァー・ニー

ル 

ピクテ銀行（Pictet & Cie） 

スイス、ジュネーブ 1211、ノワレット通り 40 

18:00 スーザン・ストレイトン 

s.straiton@sunrise.ch 

2 月 7 日 2011/2013 の金・ドル・

米国株式サイクルに関

する検討 

SAMT イアン・マクビティ オー・プルミエール（Au Premier） 

スイス、 チューリッヒ、バーンホフプラッツ 15

（ハウプトバーンホフ） 

18:30 スーザン・ストレイトン 

s.straiton@sunrise.ch 

8 日 月例会議 - トピック

TBA 

STA TBA 英国銀行協会 

ロンドン、オールドブロード通り 105-108、ピナ

ーズ・ホール 

18:00 info@sta-uk.org 

9 日 二月講演 TASS Goh Mou Lih SCCCI、シンガポール 19:00 - 

21:00 

tass@tass.org.sq 

３月 8 日 月例会議 - トピック STA TBA 英国銀行協会 

ロンドン、オールドブロード通り 105-108、ピナ

ーズ・ホール 

18:00 info@sta-uk.org 

23 日 三月講演 TASS Tan Buck Koon SCCCI、シンガポール 19:00 - 

21:00 

tass@tass.org.sq 

４月 13 日 検定テクニカルアナリス

ト（CFTe）レベル 2 試験 

IFTA  複数会場 様々 admin@ifta.org 

13 日 四月講演 TASS Haw Hoe Pheng 

Raymond 

SCCCI、シンガポール 19:00 - 

21:00 

tass@tass.org.sq 

10 月 6～8 第 24 回 IFTA 年次総会 IFTA TBA ホテル・ヨーロッパ（サラエボ） 

Vladislava Skari a 5 

71000 Sarajevo, Boznia & Herzegovina 

+ 387(0)33 580 400 

http://www.hoteleurope.ba/ 

TBA admin@ifta.org 

IFTA 会員協会の皆様には、日程一覧に掲載しますので、今後のイベント詳細を admin@ifta.org に送っていただくようお願いします。

次の締切は 2011 年 3 月 1日です。 



 IFTA 検定テクニカルアナリスト制度(CFTe)は一次試験

と二次試験に別れています。二次試験まで合格すると、世界

的に認められたテクニカルアナリストの認定資格を得るこ

とができます。 
 
検 定 試 験 

 試験では、技術的な技能だけでなく国際的な市場に関する

知識も問われます。 
 CFTe I（一次レベル）：テクニカル分析の専門的知識と基

礎の理解などを問う多肢選択式試験で、通常実際の経験は問

いません。 
 試験言語は、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、アラビア語。受験者は、世界中の試験センター

で IFTA 契約のコンピュータ試験サービス会社 Pearson 
VUE による試験を1年を通して受けることができます。 
 CFTe II（二次レベル）：この試験では、分析による小論文

や答えを求める問が出されます。受験者は様々なテクニカル

分析手法を活用する際に必要な知識および経験を問われま

す。特定の市場（多くは株式市場）を例にした実際のチャー

トが複数出題され、受験者はファンドマネジャーのつもりで

分析することが求められます。 
 二次試験の言語は、英語、フランス語、イタリア語、ドイ

ツ語、スペイン語。試験は春（4 月）秋（10 月）の年二回

行われます。 
 
カリキュラム 

 本試験は独学者を対象としたものです。各地域の協会は、

受検を考えている方々に予備学習を行うところもあります。

シ ラ バ ス と 学 習 ガ イ ド は 、 IFTA の HP
（www.ifta.org/certifications/application）よりダウンロー

ドできます。 
 
登   録 

 登 録 に つ い て は IFTA の HP
（www.ifta.org/certifications/application）をご覧ください。 
 

費   用 

 IFTA協会の会員は、一次試験500米ドル、二次試験800
米ドル。非会員は、それぞれ700米ドル、1000米ドルです。 



第 24 回 IFTA 年次総会 

2011 年 10 月 6～8 日 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、サラエボ 

－開催：ボスニア・ヘルツェゴビナ・マーケット調査協会(http://trzisnestudije.org) 



   
 

 ATAA（オーストラリア） 

165 名の ATAA 会員と招待者の参加

者をもって、2010 年度 ATAA 年次全国

会議が 10 月クイーンズランド州ブリ

スベーンにて開かれました。今年で連

続開催 16 年目にあたる 3日間の会議

では、ATAA の創立 20 周年も祝われま

した。同会議のテーマは孫子の哲学か

らヒントを得た「商兵法(Art of 

Market Warfare)」です。 

 

7人の主要講演者が非常に深いとこ

ろまで突っ込んだセッションを行い

ました。総会以外にも、「講演者と話

す」研修会、幅広い話題を扱うパネル

ディスカッションなど様々な行事が

行われ、参加側にとっては求められる

ものがきつく体力を消耗するプログ

ラムでした。 

 

同協会の創立20周年と20年来のメ

ンバー3名（コリン・ニコルソン、バ

ーナード・チャップマン、トレバー・

バイアット）を祝って、祝宴が開かれ

ました。長年の貢献を讃えられた 3

名のスピーチが、祝宴のハイライト。

またドーン・ボルトン＝スミス、ジョ

ン・スタンリー、ニール・コスタらの

協力によって同協会は多大な恩恵を

受けてきたことも報告されました。 

 

STA（英国） 

英国のテクニカルアナリスト協会

では、講演がビデオ撮影されています。

ですからロンドンでの会議に参加で

きなかった会員らは、オンラインにて

講演を聴くことができるのです。 

 

9月に開かれた同協会の年次晩餐会

には多くの人々が参加しました。ゲス

トスピーカーは、オブザーバー誌の上

級経済コメンテーターで英帝国勲爵

士のウィリアム・キーガン。彼の 40

年にわたる経済分野での報道生活が

生き生きと語られました。 

 

11 月は 2010/11 年度の基礎コース

が始まり、40 名以上の受講生がテク

ニカル分析の基本を勉強し始めまし

た。それに続き、STA 学位コースが 1

月に始まります。このコースの受講生

は2011年 4月 13日にSTA学位試験を

受けることになります。これら自宅学

習コースや学位試験（ロンドンまたは

海外）の詳細は、STA 事務局

（info@sta-uk.org）にお問い合わせ

いただくか STA ホームページ

（www.sta-uk.org）をご覧ください。 

 

TSAASF（米国） 

2010 年は当協会にとって素晴らし

い年でした。2010 年 1 月にマーティ

ン・プリングとジョー・ターナーが「失

われた 10 年」の広範囲な調査結果を

発表し、好調なスタートを切りました。

両氏は 2011 年 1 月にも再び素晴らし

い内容の講演を行ってくれます。 

 

2010 年 4 月、ワイコフ研修会が大

成功を収めました。これも強力なチー

ムワークの成せる技です。当協会の発

展に貢献した多くの方々に、感謝しま

す。目覚ましい成果を挙げられたのは、

ダフニ・マリノプロス、ウェンディ・

ギブリン、ジム・フォート、ローマン・

ボゴマゾフ、ブラッドフォード・バー

ニーズ、ジョウル・ローゼンバーグ、

フィリップ・ミトルドーフ、ブルー

ス・フレーザー、エレン・フレーザー、

チャールズ・バセッティ、クリス・グ

ロン、ブライアン・ジョンソンを始め

とする諸氏です。 

 

10 月に開かれた当協会の年次総会

は、一人の人間の輝かしい功績とチー

ムワーク力が合体し、素晴らしい結果

を残すことができました。会議のまと

め役・調整役として輝かしい仕事を成

し遂げたのが、ジム・フォートです。

そして彼の支えた有能なサポーター

たちが、ラリー・エイマーニック、ブ

レント・レナード、クリス・グロン、

ダフニ・マリノプロス、ウェンディ・

ギブリン、ローマン・ボゴマゾフ、チ

ャールズ・バセッティ、グレース・ラ

イアン、ブライアン・ジョンソン、ヴ

ィノドゥ・マダヴァンの諸氏。非常に

有益だった外部講演者の講演も大い

に総会を盛り上げてくれました。 

 

すべての会員に感謝します。協会と

して素晴らしい活動を成し遂げられ

たのは、素晴らしいチームワークと、

それを支えてくれた皆様のおかげで

す。 

 

TSAASF 会長 

ハンク・プルーデン博士 

 

ゴールデンゲート大学ビジネスス

クール教授のハンク・プルーデン博

士は、サンフランシスコ、マーケッ

トテクニシャン協会（Market 

Technicians Association）教育基金

から生涯功

労賞を受賞

しました

（2010 年 11

月 22 日）。 

世界が認

めるテクニ

カル分析の

専門家であ

るハンク・プ

ルーデン博

士は、ゴール

デンゲート大学アジェノ・ビジネスス

クール経営学博士。今週ニューヨーク

で開かれたイベントにて MTAEF より

マイケル・エプスタイン生涯功労賞を

授与されました。 

 

この賞は、学会および実社会におけ

るテクニカル分析に対し長年にわた

る貢献を行ったプロのテクニカルア

ナリストに贈られるものです。 

 

プルーデン博士がゴールデンゲー

ト大学にて教壇に立ち始めたのは今

から 30 年以上前。博士のおかげで同

校は世界で初めてテクニカル市場分

析の授業を行った高度教育機関とな

りました。1998 年、同校は世界的な

傾向および国家的な関心もあって、大

学院レベルでのテクニカル市場分析

認定制度を立ち上げました。これは大

学が行うテクニカル分析の認定制度

IFTA 協会ニュース 
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としては初めてのもので、同校は再度、

教育およびテクニカル分析における

リーダーシップを発揮したわけです。

現在、同校は MBA 教科の一環としてテ

クニカル分析認定をおこなう公式学

校としては、この地域唯一の教育機関

です。 

 

プルーデン博士はテクニカル分析

の研究に専念されてこられ、業界にお

けるワイコフ手法の第一人者です。 

 

マイケル・エプスタイン賞は生涯に

わたる業績と学術的な功績に対して

与えられます。プルーデン博士は、中

南米、ヨーロッパ、アジア、中東など

の諸国を広く訪問し、テクニカル分析

に対する信頼を獲得してきました。 

 

MTA 教育基金は、テクニカル分析の

分野での教育プログラムを作成し資

金を提供することを目的とし、1993

年に設立されました。その後、世界中

の大学における正規科目としてテク

ニカル分析カリキュラムの生成およ

び支援を対象とするよう拡張されま

した。 

 

ゴールデンゲート大学は、過去 110

年間、学生たちに学問上、職能上、そ

して個人的な目標を達成するための

新しいツールを提供してきました。柔

軟性のあるスケジュール、受賞歴をも

つオンライン・サイバーキャンパスに

よる全世界的なアクセス、そして経理、

ビジネス、税制学、および法律におけ

る革新的プログラムにより、常に変化

を続ける市場に対応し、学生はそれぞ

れのペースで学士号や修士号を取得

するためのさまざまな資源と支援を

与えられます。カリフォルニア州で 5

番めの規模をもつ私立大学であり、非

営利機関であるゴールデンゲート大

学は、サンフランシスコの中心部にキ

ャンパスを構えています。また、西海

岸各地に支部があります。詳細につい

ては、www.ggu.edu をご覧ください。 

 

IFTA 会員協会ニュース（続き） 
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 年 次 総 会 

2010 年10 月7 日～9 日 • ザ・リッツ・カールトン ベルリン（ドイツ・ベルリン） 

会 議 の ハ イ ラ イ ト 写真提供： ロバート・グリッグ 

2011 年 IFTA 年次会議のホストであり市場研究協会

（SMS）の会長であるアーフラン・ポリマックが、IFTA 前会

長であり前回の議長であったエレイン・クヌースからトー

キング・スティックを受けとる。 

 

ザ・リッツ・カールトン ベルリン―ポツダム・プ

ラッツからすぐ近くの極上五つ星ホテル 

スピーカー兼議長のグレゴ

ール・バウアー博士（ドイ

ツ・テクニカルアナリスト協

会インディペンデント・ポー

トフォリオ・マネジャー） 

会議の終わりは有名なマイスターザールでさま

ざまな音楽を聴きながら皆でディナーを楽しむ 

スピーカーのトレ

ヴァー・ネイル氏

（ MCSI 、 MSTA 、

BETA グループ） 



会 議 の ハ イ ラ イ ト （続き） 

 年 次 総 会 

2010年10月7日～9日 • ザ・リッツ・カールトン ベルリン（ドイツ・ベルリン） 

ロバート・グリッグ氏（オ

ーストラリア・テクニカル

アナリスト協会会長） 

パヴロス・セオドロス・ロノ

ー 氏（ MFTA 、 CFTe ） が

IFTA 会長アダム・ソラブ

（FSTA, CFTe）から 2009

年ジョン・ブルックス賞（最

優秀 MFTA 研究論文）を授

与される 

ヒシャム・アブドゥラ A. アルクォヒ氏が IFTA会長アダ

ム・ソラブ（FSTA, CFTe）から 2009 年ブロンウェン・ウ

ッド賞（最優秀CFTe 修了論文）を授与される 

スピーカーのデ

ーヴィッド・リント

ン 氏 （ MFTA 、

Updata Plc） 
スピーカーのハーシュ・

シェフリン博士（サンタク

ララ大学ビジネススクー

ル） 



I F T A  会 員 協 会 
理   事   会 

IFTA UPDATE 刊行予定 
『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ズレターで、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 

春号 （広告提出締め切り 2011 年3 月1 日） 

夏号 （広告提出締め切り 2011 年6 月1 日） 

秋号 （広告提出締め切り 2011 年9 月1 日） 

冬号 （広告提出締め切り 2011 年12 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/をご覧ください。 



国際検定テクニカルアナリスト

（MFTA）プログラム 
 IFTAの国際検定テクニカルアナリスト（MFTA）は、受

験者が高度な専門性を有しているかどうかをテクニカ

ル分析の専門家によって審査・認定するものです。 

 CFTe（Certified Financial Technician）または同等の資

格保有者であれば、だれでも MFTA に応募することが

できます。資格保有者には以下が含まれます。 

• 日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）から CFTe（2 

次試験合格）の認定を受けた者 

• オーストラリア・テクニカルアナリスト協会（AATA）か

らテクニカル分析ディプロマ（Dip.TA）を取得した者 

• エジプト・テクニカルアナリスト協会（ESTA）から

ESTA テクニカルアナリストプログラム（CETA）の修了

証を取得した者 

 MFTAは独自の研究を対象としています。テクニカル

分析の世界的基準に照らして高度なプロフェッショナリ

ズムを証明する必要があります。 

 上記の正式な資格は持たないもののテクニカルアナ

リストとしての他の資格や長年の経験を有するIFTA個

人会員のために、認定委員会では｢例外｣を設けており

ます。学問または実務の面でテクニカル分析に深くか

かわってきた実績を持つものであれば、CFTe 保有者

でなくても MFTA への応募が認められます。 

 以下の 3 つの条件のいずれかに該当していれば、

MFTA への応募が可能です。 

• Certified Market Technician（CMt）の資格、STA（テク

ニカルアナリスト協会）ディプロマなど、CFTe 以外の

TA の資格を持ち、かつ、テクニカルアナリストとして 3

年以上の経験を有すること。 

• CFA 協会認定証券アナリスト（米国証券アナリスト）

〈CFA〉、公認会計士（CPA）、経営学修士（MBA）など、

CFTe 以外の証券関係の資格を持ち、かつ、テクニカ

ルアナリストとして 5 年以上の経験を有すること。 

• テクニカルアナリストとして 8 年以上の経験を有する

こと。 

 これらの要件を満たす候補者は、「例外」として出願

することができます。出願が認められると、MFTA コー

スに登録し、論文の概要を提出できます。 

検  定 
 MFTA を修了しディプロマを取得するには、3,000～

5,000 ワードの研究論文を完成する必要があります。

この語数のほかに図表やグラフなどを追加することが

できます。 

 論文は以下の基準をすべて満たしていなければなり

ません。 

• 独自の研究であること。 

• 理由づけされた論理的な議論が展開され、かつ、妥

当な結論が導かれており、それを裏付けるテスト、研

究、分析が論文に含まれていること。 

• 実用的な研究テーマであること。 

• 世界的なテクニカル分析に知見をもたらすものであ

ること。 

 

日  程 
MFTA は以下のスケジュールで年 2 回（2 セッション）

行なわれます。 

セッション 1 
「例外」出願期限  2 月28 日 

出願、論文概要、費用支払い期限  5 月2 日 

論文提出期限  10 月15 日 

セッション 2 
「例外」出願期限  7 月31 日 

出願、論文概要、費用支払い期限  10 月2 日 

論文提出期限  翌年3月15 日 

 

コース登録 
詳 細 と 登 録 に つ い て は 、

http://www.ifta.org/certifications/application  をご覧く

ださい。 

 

費  用 
IFTA 個人会員  900 米ドル 

非会員  1,100 米ドル 



 
 

IFTAジャーナルは、国際テクニカル

アナリスト連盟が発刊した優れた年

刊物です。IFTA個人会員から成る委員

会が編纂しています。IFTAジャーナル

は、あらゆる領域で活躍するテクニカ

ル分析の実務家、学者、学習者にとっ

て必須の読み物です。テクニカル分析

に関心を持つすべての人にとって、豊

かな内容を持つ優れた情報源です。 

 
 
信頼と認知 

IFTAジャーナルは、グローバルな市

場のテクニカル分析の発展を題材と

して扱う唯一のテクニカル分析の国

際誌であり、すべての大陸からオリジ

ナルの原稿が寄せられています。本誌

は、世界中の一線級の実務家や研究者

が手にします。 

 

書籍の形式に製本されるIFTAジャ

ーナルは、メジャーな専門資料です。

本誌がIFTAのウェブサイトでオンラ

イン出版されると、お寄せいただいた

オリジナル原稿が、将来の情報資源と

してテクニカルアナリストのグロー

バル・コミュニティーに届くことにな

ります。2012年度版は10,000部が出版

され、全世界に配布されます。 

 
 
トピック 

IFTAでは、テクニカル分析の分野に

直接または間接的に影響を与える出

来事を紹介する原稿を募集していま

す。例えば、次のような分野が対象で

す。 

 

• 基本的な市場分析手法 

• 指標 ― センチメント、出来高分析、

モメンタム、その他 

• グローバルおよびイントラグロー

バルなTA 

• TAのスタイル 

• データ 

• 投資コミュニティーにおける TA の

役割の変化 

 

特に、以前に検討された例のない分

野を対象とする寄稿、またはテクニカ

ル分析に付随するトピックを募集し

ています。 

 

上記のリストは指針に過ぎず、決し

てこれらに限定されません。TAのあら

ゆる領域およびそれと関連分野から、

新しく画期的なアイデアを取り込む

ことのできるジャーナルにしたいと

願っております。 

 
 
寄稿の方法 

登録および寄稿はwww.ifta.orgか

ら、または編集者のレジーナ・ミーニ

（Regina Meani- rjcmeani@idx.com.au）

までEメールでお願いします。 

 
 
言語 

原稿は必ずイギリス英語でお願い

します。 

 
 
文体 

論文スタイルでお願いします。下記

のリンクを参考にしてください。 

 

http: // www.cse.unsw.edu.au /  

~gernot / style-guide.html 

 
 
参照先 

原稿で言及する文献はすべて、文献

目録と後注で出典先を適切に示して

ください。脚注は不可です。下記の指

針に従ってください。 

 
 

http: // www.usq.edu.au / library / 

help / ehelp / ref_guides / oxford.htm 

http: // w2.vu.edu.au / LIBRARY / 

infolink / webref / styles / files / 

oxford.pdf 

 
参照文献と引用の正確を期するこ

とは、著者の責任です。参照文献と引

用については、提出前に著者が十分に

チェックしてください。 

 
参照文献はすべて後注としてくだ

さい。参照文献または文献目録を別途

のリストとして提出しないでくださ

い。 

 
 

図、チャート、表 

イラストとチャートには、通し番号

（Figure xx）を付け、出典（引用の

場合）を記してください。表には表番

号（Table xx）を付け、出典を記して

ください。 

 
 
原稿の長さ 

原稿は約1,200～3,000ワードの本

文に裏付けとなるグラフやチャート

を添えてください。 

 
 
形式 

MSワードまたはその他のテキスト

形式でお願いします。PDF形式は不可

です。チャートとグラフは gif また

は jpeg 形式でも構いませんが、印刷

用として必要となる場合が考えられ

ますので、tif 形式でも保存しておか

れるようにお願いします。原稿を裏付

けるためにExcelのスプレッドシート

を添えていただいても結構です。 
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編集スケジュール 

 

1月28日 「論文募集」を配布 

5月31日 すべての原稿の締切 

5月31日 校閲のために配布 

7月29日 
校閲者からのコメント

が編集者に 

8月15日 採否の通知 

8月29日 印刷原稿の提出 

2011年10月 
印刷版の出版、世界中

に配布 

2011年4月 ウェブ出版 

 

 

 

 

ライセンスと著作権 

原稿は本ページ下にある『出版契

約』の著者署名とともに提出してくだ

さい（『出版契約』をご覧ください）。 

ウェブサイトで出版する場合があ

ります。 

 

Creative Commons  Attribution - 

NonCommercial 3.0 

（http: // creativecommons.org / 

licenses / by / 3.0 /） 

に原稿をおいてください。 

 

他のライセンスの言及がない場合、

提出いただいた原稿は本ライセンス

の対象となります。 

 

 

原稿の選定 

原稿は、内容に基づいてIFTAジャー

ナル編集委員会が選定します。すべて

の原稿を採用することはできません

ので、あらかじめご了承ください。原

稿の数と質、および編集者の裁定によ

っては、選定結果を交渉によって変更

できない場合がございます。 

 
 
報酬 

国際テクニカルアナリスト連盟は

ボランティアによって組織、運営され、

会員協会によって支えられています。

原稿料をお支払いすることはできま

せん。どうかご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

 
 
質問 

詳細については、journal@ifta.org.

までお問い合わせください。 

 

出  版  契  約 
 

以下は、著者（および共著者） 

 

____________________________________________________ 

 

が執筆した原稿  

 

____________________________________________________ 

について、著者（および共著者）と国際テクニカルアナリ

スト連盟の間で締結される契約である。 

 

著者の権利付与 
著者（および共著者）は出版者に当該著作の排他的最優先

出版権を付与し、また、その他の方法で、著作権が有効な

期間、あらゆる媒体を使用して、あらゆる言語で、世界中

で当該著作を使用する非排他的ライセンスを付与する。 

 

出版者は当該原稿をIFTAジャーナルに発表することに同

意する。 

 

出版者は原稿に、「著作権は [著者（および共著者）の名

前] に帰属します」との表記を含めるものとする。原稿の

読者は、著作権所有者の許可を得ずに複製を作成すること

ができる。ただし、複製に著者と出版者の名前が明記され、

著者（および共著者）に帰属する著作権の所有権 
原稿の著作権は、引き続き著者（および共著者）に帰属する。 

 
原作者の保証 
著者（および共著者）は出版者に対し、原稿がオリジナルで

あり、自身が単独の著者（および共著者）であり、本契約を

結ぶ全権を有することを保証する。著者（および共著者）は、

当該保証の一切に関して、一切の申し立てまたは訴訟の最終

判決後に、出版者に対し、損失およびその他の経費のすべて

を補償する。かかる経費には、妥当な弁護士費用が含まれる。 

 

著者（および共著者）名  

 

______________________________________________________ 

著者（および共著者）署名    日付 

 

______________________________________________________ 

 

[承諾いただけましたら、『出版契約』の必要事項をすべてご記

入の上、FAXまたはEメールにて下記までご送信ください。 IFTA 

Headquarters, (fax) +1 301-990-9771 or (email) admin@ifta.org] 
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編集および読者層のプロフィール 

年に一度刊行されるIFTAジャーナル

には、金融および商品市場のテクニカ

ル分析に関連する広範囲にわたるトピッ

クをカバーする論文や記事が掲載され

ます。内容は十分な裏付けを持つ独創

的なものばかりです。ジャーナルは、

IFTA会員や関係者にテクニカル分析の

継続教育を提供することを目的としてい

ます。幅広い内容の論説は、テクニカル

分析の最新情報や優れた研究を絶え

ず仕入れておくために役立ちます。 

IFTAジャーナルは、世界の金融界で

働く専門家やTAに関心を持つ人々を

対象に刊行されているTAの国際誌とし

ては唯一のものです。購読者は、世界

の金融界で働くアナリスト、ファンドマネ

ージャ、フィナンシャルライター、その他

の意思決定者です。  

IFTAジャーナルは、毎年行われる

IFTA国際会議で7000人以上の各国代

表団と会員に配布されている主要な印

刷物です。IFTA ジャーナルは、選ばれ

たミーティングやセミナーで紹介・配布さ

れ、お客様のメッセージをしっかりと広

め、認知度を高めます。 

発行部数と読者層 

編集委員会とスタッフ 

所属組織 

国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA） 

9707 Key West Avenue, Suite 100 

Rockville, MD 20850 USA 

電話      +1 (240) 404-6508 

Eメール    Journal@ifta.org 

広告料（価格は米ドル） 

指定位置料金 

2012 年号の投稿締切日 

2011年秋 

主な規格 

全ページ広告の判型=215x280mm

（8.5x11インチ）解像度300dpiのJPEG、

Tiff、EPS、またはPDFファイルで受け付

け可能です。 

印刷 

完全製本のジャーナル/書籍形式、

215 x280mm（8.5x11インチ）、80#グロス

ウェイト。表紙には湿式コーティング（クリ

アウォーターベースのコーティング。艶

仕上げによって保護が強化され、ジャー

ナルも印刷される広告も見栄えがよくな

ります。） 

その他 

IFTAジャーナルの広告における原則 

IFTA編集委員会が合同で策定したこ

の原則は、最高の広告倫理基準を確実

に守るために、また、IFTAの印刷と電子

出版に掲載する広告の製品とサービス

の適格性を判断するために、国際テク

ニカルアナリスト連盟（IFTA）が適用す

るものです。 

方針としてIFTAは、広告掲載がIFTA

の使命または目的の妨害にならない場

合に、自身の出版物内の広告スペース

を販売します。 

IFTAの出版物における広告の体裁

は、IFTAが保証するものでも承認するも

のでもありません。 

広告承認の方針 

広告の原稿はすべて書面で提出し、

IFTAの承認を受ける必要があります。

差別的な広告は掲載できません。また、

すべての適用法令に準拠する必要があ

ります。IFTAは自身の裁量で広告の謝

絶、回収、複写 / 編集を行う権利を留

保します。間違いを避けるために細心の

注意を払いますが、事務上の手違いや

印刷業者の間違いについては責任を負

いません。 

お支払い 

お支払いは必ず、小切手、クレジット

カード（Visa、MasterCard）または電信

送金でお願いします。銀行口座の情報

は、要請に応じてお知らせします。 

解約と変更 

ご注文を確認する受け取り通知をお

送りします。お申し込みの広告と日程が

正しいことをご確認いただく必要がござ

います。変更、キャンセル、または訂正

については、提出締切日よりも前に、書

面で、FAX、電子メール、または郵便に

てIFTAにお知らせください。 

ご注文、資料、お支払い 

ご注文、資料、お支払い、お問い合

わせ / ご連絡は、上記のIFTAの連絡

先にお願いいたします。 

IFTAJOURNAL  2012 年 料金表 

総発行部数 10,000 部（約 7000

部が会費による） 
配信範囲 全世界 
対象読者層 法人所属アナリスト、

アカウントマネージ

ャ、ファンドマネージ

ャ、投資家、学生 
刊行予定 2008 年秋 
 

全ページ $ 1,200.00 
2/3 ページ $1,056.00 
1/2 ページ $823.00 
1/3 ページ $545.00 
1/4 ページ $300.00 

 

裏表紙（表 4） $1,800.00 
インサイドバック（表 3） $1,500.00 
インサイドフロント（表 2） $1,300.00 

 

編集長 レジーナ・ミーニ 
編集者 ロルフ・ヴェッツァー 
編集者 ピーター・ポンティキス 
スタッフ リンダ・バーネティック 
 




