
【２時限目】 

 

東大卒、株で年収 2 億円！与沢翼がウルフ村田の稼ぎの秘密に迫る。 

株で勝つために何をすべきか 

 

与沢：皆様こんにちは、与沢翼です。 

    

村田：ウルフ村田です。 

 

与沢：それではいよいよ 2 限目が始まります。 

   第一回目では、村田さんの生い立ち的なところも少し触れましたけれども、「株と人

生」ということで、勝ってる。東大首席卒業。大手メガバンクに入って、キャバ嬢、

それから専業トレーダー。 

なんというかジェットコースターのような華々しい人生を送られてきた、一トレーダ

ーですね。天才のお 1 人だと思いますけど。 

そういう村田さんが、株とどういうお付き合いをしているのかということで、概論が

皆様にお伝わりいただけたかなと思います。 

いよいよこの 2 限目では、株で勝つためには具体的に何をすればいいのか。 



いよいよ手法の片鱗に入っていけるのかなということで、2 限目はものすごい濃いと

思います。 

なるべくコンパクトに皆さんに届くように頑張っていきたいと思います。 

 

村田さんは、『ギャンの 28 のルール』というものを非常に大切にされているというこ

とですので、その中から特に重要なものを村田さんのほうで、3 つぐらいですかね。   

ピックアップをして、ちょっと今回お話しいただきたいなと思うんですけれども。   

もうお酒も結構ね。どれぐらいですか。 

すごいですよこれ、本当に皆さん。 

500ml ですよね。 

対談中にビール飲む方、私も 32 年生きてきましたけど、初めてですね。 

対談した人 100 人ぐらいいるんですけど、いやぁさすがだなと。 

カリスマ性がバシバシ伝わってきて、メイキングじゃないですけど、カメラが止まっ

てる間もすごいずっとお話しになられてるんで、本当にＴＶのまんまここに来られて

るなと。 

全然一切キャラが作られてないんで、ある意味ちょっとカリスマというか。 

ＴＶに出てて私も、変わってる、変だ、面白いと言われるんですけど、私から見ても、

かなり変で、変わってて、面白いので、相当なつわものです。 



ということで、村田さんが大事にされてる、ギャン 28 のルールのうち、今日は 3 つ

ぐらいですかね。お話しいただきたいと思います。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

村田：よろしくお願いいたします。 

３つということで申し上げますと、まずギャン 28 のルールというのは、小学館から

ギャンの 28 の法則というのが文庫で出てて、400 いくらぐらいかな。 

その中で 28 項目があって、「これをやると退場しちゃう、これを守ってないと退場し

ちゃうよ」というようなことが書いてあるんです。 

その中でわかりやすく 3 つ。 

まず 1 つ目、トレンドフォロー。 

ギャンに関しては、トレンドフォローということを言ってるんですね。 

トレンド、方向性が出た時にはそれに乗りましょう、ということなんですね。 

 

与沢：なるほどですね。 

まず第一番目は、トレンドフォローですね。 

いわゆる B・N・F さん、cis さんでいうと cis さんの方に近いというか、いわゆるト

レンドですよね。 



強い買いとかが入ったらそれに従う。 

大きな暴落、下落が始まった時には、しっかり、いわゆる買われているものを買い、

売られているものを売るということですよね。 

 

村田：そうですね。本当に、与沢さんがおっしゃったように、B・N・F さんは基本的には

下がってて、移動平均線から大きく下がって、これ以上下がらないだろう、ここから

反発するだろうというものを初期に買うのが逆張りスイング。 

cis さんがおっしゃってるのが、まさにトレンドフォローで、大きく方向性が出た時

に乗りましょう。 

ギャンについて、まあ絶対視というわけではないんですけど、ギャンの言っている方

法だとまず退場しなくてすみますよ。 

今回はちょっとあえて出さないんですけど、ナンピンはしちゃいけないよ。 

わかっていたらナンピンもしていいとは思うんですけど、ただ初心者の方が、わけも

わからずナンピン。 

自分の買ったところから安くなったら、平均単価を下げるためにナンピンするという

のは、初心者がやると、どこまで下がるかわからないものをナンピンしちゃうからだ

めだということで。 

そのあたりも含めて、まず初心者が絶対にやっては…というところも含めて 3 つある



中ではまず初心者の方は、トレンドフォロー、方向性がわかる時にやりましょう。 

 

与沢：なるほど、素晴らしいと思いますね。 

本当に初心者の方こそ、いわゆる順張りですよね。順張りで僕も乗ったほうがいいな

と。 

両方それぞれ勉強して、両方僕もこの 1 年ぐらいですけどやってきて、本当にトレン

ドフォローほど儲けられるものというか、素直にしっかり稼げるものはないかなと。 

いわゆる B・N・F さんとか天才ですからね。 

移動平均乖離率のセクターごとを自分で分析して、さらにそこに地合いをかけて、い

つでも移動平均乖離ですね。 

皆さんちょっと難しいかもしれないんですけど、初心者の方もいると思うんで。 

移動平均線という株価の推移の平均値ですね。 

それを 25 日分平均した線があるんですよね。実際の株価より、もうちょっと緩やか

な動きになるんですけど。 

そこからどれくらい株価が、平均値からいわゆる乖離、離れてるか。 

それが例えば 20％、30％ってなる場合もあれば、地合いが強い時は 10％ぐらいしか

下がらなかったりとか。 

あとは、基本的に下げ相場なんですよね、B・N・F さんは。 



下げ相場の時に、逆張りをスイングをしていく。 

もうかなりこれ難しいなと。 

僕もやってみて思ってですね。本当にトレンドフォローがいかに素晴らしいか。それ

がわかるとつまり、トレンドの発生をしっかり見て、しっかりなるべく早くに、そこ

にエントリーをしていくということですからね。 

 

村田：今トレンドフォローと申し上げたのは、地合いも含めてのトレンドフォローで、い

い時期のいいトレンドに乗ると、いい時期のいい銘柄は最強ですからね。 

 

与沢：確かにアベノミクスとかが、初期値で始まった時も、ある意味でかいトレンドです

よね。 

個別銘柄というか、もう東証全体のトレンド。 

 

村田：日経平均が本当に最初の半年で 2 倍になる。 

あの地合いで、東証の全体の流れじゃなくて、個別銘柄だと、あの時ケネディクス、

アイフル。 

私もたまたま初動で入れて、それがちゃんとＧＯサイン。 

アベノミクスが始まりますよというのがあったこともあって、日経平均値より儲かる



強い銘柄っていうとケネディクス、アイフル。 

あと 12 月ぐらいから買って、良かったのは、野村證券。大和証券、野村證券ホール

ディングスなんですけれども。 

短期で 6 倍、8 倍になるものも、そういう時期だったら出るんですよ。 

びっくりですよ、東証一部ですよ。 

地味に上がるような新興銘柄ではなくて、東証一部で、しかも板が厚いんですよ。   

意外にどんどん上がっていく銘柄でも、100 万しか買えないですとか、板が薄いとい

うのはあるんですよね、時期によって。 

そういうトレンドフォローの時期が強い時というのは、例えばですけど何億円。   

その銘柄、一銘柄で 5 億円でも買えちゃうということで、いくらでも資金が入っちゃ

って。 

しかも一日で 5％、10％上がっちゃったりして、夢のような時期があるんで。 

そこまでいかなくても、こういう時期がナンバーワン。 

そうじゃなくても今いる時期が、地合いも含めてわかってないといけないんで、まず

トレンドフォローということが。 

 

与沢：素晴らしいですね。 

確かに、アベノミクスが始まった時とかも、結果論で見ると素直に上がってますけど、



上がり始めた時は誰もどこまでいくかわからないから、あのトレンドについていけた

人たちがすごいなと思うんですよね。 

よく今になって振り返ると、こんなに上がったと。 

8 千円から 2 万円までと、2.5 倍ですよね。 

でもあれにたぶんついていけた人たちっていないと思うんですね。 

なぜかというと、調整とかして押し目も見えるし、そういう時にずっとトレンド、上

昇なんかしっかり把握できた方々、プロのトレーダー。 

そこでしっかり稼げたのも僕はかなりすごいなと思ってて。 

相場全体のトレンドだったりというのは、村田さんどういう風に感じてるのか。  

あるいは情報を入れてるのか。 

出来高の増加とか、例えばいろいろあるとは思うんですけど、どんなところでトレン

ド変化したなって感じられるんですか。 

 

村田：そのあたりは、個人のネットワークの情報と、あと証券会社でプロの人たちがいて、

単に末端の営業マンで、トレードやってない人じゃなくて。 

私も担当者の人なんかで、相場歴長くて、例えば当時アベノミクスで一番上がった

4321 のケネディクスですとか、8515 のアイフルというのは、大和証券が一番最初

に 1 万円のころから目標株価 2 万円ってやって、それを 2 万 6 千円にして、6 万円



にして、野村證券が 10 万にするという感じで。 

とにかくあおってくるわけですよ。 

もともと 1 万ちょっとのですよ、2012 年の。 

10 万円って言っちゃうって感じで、ふかしまわっても、そこまで目標株価って、株

の世界でいうと 5 千円ぐらいのものを 6 千円、7 千円って上げてくとかだったら普通

なんですけど、まさかのまさかで、むちゃむちゃ強気ということは、野村證券もお客

さんに、お金持ちのお客さんたちいますから、どんどん買わせてたのを見て、これは

やるなと気が付きました。 

 

与沢：相当な確信を持って。 

なるほどね。 

 

村田：1 万円、2 万円、6 万円、10 万円ですよ。6 万の次が 10 万なんですよ。 

びっくりですよね。 

 

与沢：やばいですね。 

これは間違いないだろうと、堅いだろうろと。 

 



村田：やばいですよという感じで。 

実際には 10 万円までいかなかったんですけど、8 万 4 千 9 百円。 

でも上げてくという意思が非常に見られたんで、これはやるなと。 

 

与沢：確かにそうですよね。相場というのは期待値ですからね。 

皆が上がってくといって上を見て、期待が高い時は皆の買いが入るから、本当に実態

株価もそこに行っちゃうし。 

 

村田：ゴールドマンサックスのコンビクションリストという強い買い推奨もそうなんです

けど、例えばポーラですとかグリコですとか。 

強い買い推奨ってやると、ゴールドマンサックス自体が最初に買ってんじゃないかと

いう噂もありますけど、それは別にして、エッーこんなに目標株価上げちゃうのって

いうと、そこまでついてくるように株が上がるんですよね。 

あれあれって感じで。 

そんな感じで、そういうことも含めて、トレンドフォロー。 

 

与沢：なるほど。じゃあ仲間とか、今までの人脈からの、一応総合判断してこれは堅そう

だと。 



 

村田：これはやるなという相場の時には、疑いも持ちつつも、まず乗ってみるというのも 1

つで、まあ注意は大事なんで、そのあたりもギャンのルールにはのってくるんですけ

ど。 

まず方向性としては、１つトレンドフォロー。 

 

与沢：なるほど、しっかりと上昇、下落。 

まあ、下落トレンドでは空売り売れればいいだけですからね。 

まったく一緒ですよね。 

 

村田：一緒です。 

 

与沢：あと下落なんて、上昇より数倍早く値動きがあるから。 

 

村田：早いですね。 

下落だったら、空売りすればいいですし。 

 

与沢：ものすごい儲かりますよね。 



 

村田：そうですね。トレンドに確信が持てない時には、売買しないこと。 

まず１つ目のギャンのルール、トレンドフォロー。 

トレンドに確信が持てない時には売買しないこと。 

２つ目ということで、これは迷いは禁物で、わかんない時に、トレンドしないという

のもとっても大事なんですよね。 

 

与沢：勘になっちゃうんですよね。 

 

村田：ポジポジ病という言葉もあるんですけど。 

 

与沢：ポジポジ病？ 

 

村田：ポジポジ病って、ポジションを取りたい病気ということなんですけど。 

 

与沢：取らなくてはいられないと。 

 

村田：９時から 15 時の間で、まず相場を見ました、パソコン開きました。 



いい相場で、力を入れて思いきり買えばいいのに、わからないのに買う銘柄がないか

らとりあえず買ってみようみたいな。 

あんまり良くないですよね。 

 

与沢：確かに、当てずっぽうですからね。 

 

村田：例えば、飲み会とか行って、とりあえず好みの女の子がいないのに声かけてみよう

とかね。 

 

与沢：手当たり次第、とりあえず、ポジション取ってみようみたいな。 

 

村田：よくわからないけど、声かけようみたいな。後から痛い目にあっちゃう。 

 

与沢：確かにね、あんまりいい結果にならないですよね。なるほどね。 

 

村田：それはちょっと気をつけなきゃいけないですよね。 

２つ目は迷いは禁物で、迷った時にはポジションを持たないこと。 

 



与沢：休みも相場という言葉もありますしね。 

 

村田：待ちが大事で。 

３つ目は、理由とルールに基づいた売買。 

これって本当に感覚で上がりそうだな。下がりそうだなって、勝ってる人というのは、

基本的に長く相場をやってても、勝ったり、負けたりで。 

やあ、僕 30 年相場やってるんだけど、勝ったり、負けたりなんだよって人が多いじ

ゃないですか。 

 

与沢：多いです、多いです。ものすごい多いです。私にもメールきます。 

 

村田：儲かりそうな時にお金を突っ込む。 

儲かりそうだ、なんとなく。 

それで繰り返すと、やっぱり負けてますよね。 

勝ってもトントンなので、なるべくそれはやめた方がいいかなという感じで。 

 

与沢：確かに、理由とルールがないとね。 

 



村田：何で買うのかということで、自分がわかって買わないと。 

何となくというのは何となくでしかないから。 

受験勉強も何でもそうなんですけど、何となくというのだと、ちゃんとわかってて、

たくさん本を買ってきて、勉強すれば勝てるもんでもないじゃないですか。 

ポイントだけわかってという感じで、理由とルール。 

 

与沢：そうですね。ルールに基づかない人多いですね。 

本当に毎回ルールが変わるというか。 

あと、アベノミクスで、１万９千円とか２万円から入ってくる人たちも常にいるじゃ

ないですか。 

そういう人たちも、買った瞬間に今回いきなり暴落したとか、本当についてないとか、

よく言いますよね。 

つかんだ瞬間、高値づかみだった。 

売った瞬間、反発が始まったとかね。 

 

村田：外国人の投資家が７月からもう売りに転じてるって、ニュースが出てるのに、個人

の投資家が買いから始まったって言って。 

なんか１テンポ遅いというところもあって、入るんだったら、外国人投資家が売って 



るということがわかった上でやれば勝てると思うんですよ。 

ベタッと買っちゃだめなんですよね。 

 

与沢：チャート上も結構、屈折というか、してましたからね。 

２万円でずっともんでたじゃないですか。 

１回サポートライン、ガッーと割りこんで、戻しましたけど、その後バーンって下が

りましたから。 

あのもみ合いだけ見てても、油断は禁物ですよね。 

まさにわかんないじゃないですか。 

１回調整するかもしれなかったから、ポジションそこで思いっきり取るところではな

かったですよね。 

 

村田：気をつけとかないとね、本当に。 

 

与沢：僕の友達でも 3000 万、今回ので損したとかいう話もありましたから。 

 

村田：私の周りでも、始めたばっかりの 30 ちょっとの女性で、コツコツドカンでちょっと

前の時には儲けてたのに、この８月の暴落で 2500 万損しちゃって。 



何やったのって言ったら、先物でそんなに下がると思わなかったからっていって、下

がるたんびに、まさか日本の政府が、政府がというか日銀かとかいろいろ頼っちゃっ

て。 

まさかそんな日経平均２万円から１万９千円、１万８千円、１万７千年台まで落とす

はずがないという勝手な思い込み。 

 

与沢：思い込みですね。 

まあ、噂流れてましたよね。ＧＰＩＦとか年金が買い支えるから大丈夫だとか。 

全然支えられなかったですからね。 

 

村田：実際、ふた開けてみたら、利益確定してて、ということがわかったんで。 

そんなのは最初から、ＧＰＩＦも買い支えてないです。実は売ってましたなんていう

のは、その時には言わないですけど、後から実はあの時、利益確定してましたみたい

な。 

買う、売るというのは、本当に自分の勝手な思い込みでやると、トントンになっちゃ

うから、それはちょっと良くないということで。 

トレンドフォローですとか、そういうのとともにちゃんとルールを決めてやりましょ

うということは強く言いたいです。 



 

与沢：なるほど。シンプルですけど、これはマジで重要だと思いますね。 

僕も本当に、トレンドってすごい大きいたぶん波じゃないですか。 

あのでかい波、というか潮流にはたぶん逆らえなくて、事業やっててもそうなんです

よ。 

今後なくなりゆくマーケットで、ビジネス勝負をするというのは、本当にしんどいこ

とで。 

僕もそういうので、例えばアパレル、大学在学中に起業したんですけど。 

リアル店舗をやって、世界中のインポートデニムを輸入して売ろうかなとか思ったん

ですけど、ちょうど通販とかやっぱ出てきてて。 

その後、そういう路面店とか、店舗って、すごい個人店がどんどん潰れていってしま

ったんですよ。というのは、通販で買えちゃうようになるから、ああいう風にたぶん

ネット通販の潮流に、たぶんリアルの個人店では絶対に勝てない潮流だったし、そう

いう潮流ってあると思うんですよね。 

ソフトバンクの孫社長も、これから伸びる分野で自分が起業すれば 10 の努力、マッ

クスの努力ですね、10 まであって。そうしたら 100 でも 200 でも結果が出ると。 

でもこれから衰退していく産業。潮流に自分が乗っちゃって、10 の努力をして、12

の努力の努力をしても結果は８とか６しか出ないと。 



それと同じで、とんでもない時価総額も東証はあるし。 

なんか僕は、今度はドバイとかも興味があって、ドバイ証券とかの株もやろうと思っ

てるんですけど、実際はあんなに幅売りといってても、東証の 1％しか時価総額がな

くて、流通もすごい少ない。 

東証というか、日本の株式市場マーケットって、どんだけ恵まれてるんだろうと思っ

たんですよ。 

香港とかもそうですけど、流動性が、日本にもありますけど、全然動かない銘柄。   

ものすごい高い銘柄が、もうわんさかあるじゃないですか。 

あれとか、日本って恵まれてるんだなと。 

だからこそ、トレンドフォローですよね。 

これ、僕本当に、一番重要だと思います。 

あとは、迷いは禁物ですよね。 

確かに僕も最初の方、なんかポジション取ってないと、成長しないんじゃないかなと

か思って、適当にデイとかでもスキャルピング的なやつやってたんですけど、ものす

ごいそれで損しだしたので。 

迷ったり、わかんない時は、適当にやらないということですよね。 

で、理由とルールに基づいた売買と。 

これ本当にシンプルですけど、もう株やったことがある人は、是非自分の胸に手を当



てて、ちゃんとトレンド見てるかなと。 

でかい地合いですよね。上昇トレンドなのか、ボックスなのか、下落なのかとかね。 

それを見極めないで、個別のちょっとした上下動に一喜一憂すると、そうすると相場

に翻弄されちゃうので、本当に期待通りに動きませんからね。 

ただでかいトレンドは、期待通りに動くというかある程度一定のトレンドは、一定を

継続しますから、そのトレンドにしっかり乗った方が間違いなくいい。 

いつかトレンドも終わりますけど、そして新しいトレンドが始まるけど、絶対乗った

ほうがいいわけですよね。 

 

じゃあ続いてお話を聞いていきたいんですけど。 

ということは、逆に言っちゃうと、長年やってても、今言ったギャンの３つのルール

も含めて、しっかりとした売買ルールとかを持ってない人は、長年やってれば株って

いうのは勝てるっていうもんでもないということですかね。 

 

村田：ないですね。しかももったいないことに、私の周りでも、株でも大きな勝ちって意

外にもまぐれでも起こるんですよね。 

負ける時というのは必ず理由があって、意外にレバレッジかければ私の周りでも、も

ともとの小さいお金が、有名な B・N・F さんとかじゃないですよ。 



200 億になって瞬間に 0 になった人とか周りにいるんですよ。 

レバレッジかけて、それはたまたま証券会社の人たちですとか、業界で有名になるん

で聞くんですけど、ちょっと上手になってきて４億円貯まって、ちょうど 200 億円

になったのかな。それが一瞬にして０になった。 

ちゃんとルール守ってないんですよんね。 

 

与沢：やばいですよね。確かにビギナーズラック的なものと、たまたま乗ったトレンドが

あってれば、ガッーいって、そこでまあ結局０になっちゃったら意味ないですもんね。 

    

村田：それでまた再投資とかですね。いつまでも幸運は続かないから。 

ちょっとそこは、ちょっと現金をよけておくですとか、やり方がいくらでもあるわけ

ですよ。 

必ず元気よく再投資ってやると、200 億がまた 200 倍になるとは限らないじゃない

ですか。 

それはちょっと気をつけないといけないです。 

 

与沢：そういう意味でいうと、天狗になっちゃだめなんですね。 

俺天才と思いますからね。何億円、特に何百億ってなるとね。 



なるほど、そういうことですね。わかりました。 

 

じゃあ、あとは勝ちパターンというのを知っておく必要があると。 

正しい技術をしっかり持っていれば、株が確実にうまくなるということですよね。  

逆にそれがないと、何年やっても意味ないよと。 

なるほどですね、わかりました。 

 

あと、よく僕も質問されるんですけど、センスとか頭の良さ、そういうのが関係ある

のかと。もちろん、センス、頭の良さがあればいいに越したことはないんでしょうけ

ど、どうですか。村田さんの今まで出会ってきた成功者トレーダーの頭の良さ、セン

スとか、そのへんというのは持って生まれた株に天性的なものとかってあるのかとか、

どう考えてますか。 

 

村田：そこは、最近感じたことなんですけど、もともとの天才的な人はそれに越したこと

はないんですけど、意外に勉強してく中で、これはやっちゃいけないだとか、自分は

そこまで反射神経が良くからだとか、キレが良くないだとか。 

自分の欠点がわかってれば、自分の勝ちパターンがつかめるから、生まれ持って天才

じゃなくても稼いでる人たくさんいるし。 



逆に恐ろしい話なんですけど、自信満々で自分が天才だと思ってると、まさに 200

億にして０になっちゃったり。 

自分が天才だからできると思い込んだ人の方が怖かったりするんで。 

 

与沢：なるほど。さっきのお話、すごい大事ですね。 

欠点を知ることができればいいと。 

だからもともと天才じゃなくても。面白いですね。 

 

村田：どこのパターンだったら勝てるかって感じで。 

決まったやつで、送りバントでもいいので。 

送りバントしかできないと思ったら、送りバントだけやっといても資産って結構増え

るもんなんで。 

ホームランを毎回狙っていくと、難しい時もあるし。 

 

与沢：それすごいだから先ほどのお話、２番目につながりますね。 

自分が勝ちパターンじゃないチャートの状態もあるじゃないですか。 

個別、日経、全体的に。 

だから、そういう時はもうやらないということですね。 



 

村田：そうですね。 

 

与沢：そしたら、マイナスが減りますもんね。 

   それで、勝てる時だけプラスで積み重ねていくと。 

 

村田：勝てる時にホームランをかっ飛ばすと、少なくとも 10 倍までいかなくても、２倍、

３倍、５倍になればいいじゃないかと思いますからね。 

 

与沢：確かに。そう考えると、欲もかきすぎも良くないんですね。 

 

村田：自信があって、自分でここのパターン出ったら勝てるってわかったらやっていいと

思うんですよ。 

わかんないのに勝手にやると、ほとんどの場合、１回目、２回目良くっても３回目で

コツコツドカンで負けて、お金がなくなっちゃうんで。 

自分の勝ちパターンを積み重ねて、わからない時には、小さい金額でホームラン狙い

にいくと、失敗した時にも被害小さいですからね。 

 



与沢：確かに。 

今日 2 限目のお話を聞いてきて思うのは、やっぱり村田さんは、バランスがすごく優

れてますね。 

トータルでやっぱり考えるということをしっかり解られてのかなと。 

 

僕もこれ株もカジノも同じなんですけど、カジノも負ける日もあるんですよ。 

僕はどういう風にやってるかというと、円にすると 50 万円おろすんです。フロント

に 1000 万を常に預けてあるんですよ。 

それで 50 万おろして、負けたらもう絶対帰るんですよ。 

200 万勝ったら、200 万以上勝てる時もあるんですね。 

500 万とか勝っちゃう時もあるんです。でもそこまでやろうとして、400 とか行っ

た時に全部のまれて、マイナスまで行ったんですよ。 

マイナス最大で 400 行って、つまり勝ちから下までのボラティリティが 800 万カジ

ノで入れちゃって。 

その時に学んだことがあるんですけど、負けは、いわゆる損小利大の考え方なんです

よ。 

勝てない時に言い訳ですよね。ああだこうだ、俺はもっと勝てるみたいな、よくわか

んない自信、大事な時もあるんですけど、それでやっちゃうと 50 をもっと下回って



負けてく。さらに勝った時に、欲張るんですよね。 

まだ元気だから、眠くないからみたいな感じで、もっと 1000 万行くぞ、みたいにや

ると、せっかく 400 勝ってたのに飲まれた。 

その経験から、僕はもう 50 万負けたら帰る。絶対に、理由が何があろうと帰る。 

逆に言うとだからもう、５万から 10 万ずつかけるんですけど、だから本当５回とか

しかできないんで、終わる時は一瞬、30 分ぐらいで帰るんですよ。 

わざわざ行って。だから勝った時は、200 万勝ったら絶対帰ると。そういう風にして

から勝てるようになって。 

でもこれ良くカジノを理解してない人は、1 日で 100 万勝ったとか、200 万負けた

とかって、一喜一憂してるんですけど、これ全然だめで。 

やっぱり株も同じなんですけど、月間損益ってやっぱり大事じゃないですか。 

月間あるいはもっと年次で見るという、場合によっては。 

結局ある程度の期間を見て、勝ってるか負けてるかを見ないと、実力がわからないと

いうところで、たぶん負けることもあるけど、もっと勝つこともある。 

たぶんそれの総合計値としてですよね。 

でかい、長い目で見てプラスなのか。 

たぶんそういうのを村田さんは、しっかり見てるから、あんまり一喜一憂したりとか、

そんなこともないのかなと私は感じることができました。 



 

そうですね、じゃああとは、だいたい今回聞いたんですけども、皆さんもたぶん気に

なっていると思うんですよ。 

ギャンのルールの 28 の内の、村田さんは特に事前の話ですと 13 を大事にされてる

んですかね。 

そのうちの今日３つをお話しいただきましたんで、ほかのギャンのルールについては、

今回の動画のコメント欄に、こちらも今回のしっかり頭に暗記しましたか。 

トレンドフォロー、迷った時は相場はしない。 

油断は禁物ということ。 

それから、理由、勝ちパターン、そういう自分の売買ルールに基づいてやる。 

この３つが絶対重要と。 

たぶんほとんどの人が、これ全部無視してるんですよ。よ～く考えてください。 

まあまた初心者で株をやったことがない人は、なかなかわかんないと思いますけど、

これがすごい重要と。 

自分のルールを持っていない人は勝てない。 

やみくもに、ポジポジ病ですね。 

村田さんの言葉でいうとポジポジ病の人も、常に買ったり売ったりしないと気が済ま

ない。 



この人も絶対に良くない。 

トレンド見てない人も全然ダメ。 

これ本当に頭に何回も入れていただいて、他のギャンのルール、めちゃめちゃ気にな

りますよね。 

こちらをコメント、メッセージしてくれた方に、特に大事にされている 28 個中の 13

個を抜粋して、村田さんからプレゼントをさせていただきたいと思います。 

 

そして次回、３限目ですね。 

３限目は、いよいよ株式投資で重要なお話。 

ファンダメンタルズをどういう風に使っているのか。 

ファンダメンタルズというのは、専門用語ですけれども。 

例えばその銘柄、会社の業績、開示情報だったりとか、あとは株式分割しますとか、

今度どこと提携しますとか。 

そういった企業の本当に重要な情報に基づいて、トレードを基本的にしていくという

ことをファンダメンタルズ分析といいます。 

ファンダメンタルって基礎という意味です。 

だからいわゆる基礎的情報。最も重要な株式にまつわる情報を、どう株式投資にいか

すか。 



それかもう１つは、テクニカル分析ですね。チャートにいろんな形があるんですよね。

その形をどう分析するか。 

いわゆる移動平均線の理論とかも、ロウソク足の形状ですね。 

こういうのもテクニカルの一種だと思うんですけども、すごいんですよ。出来高を見

る。サポートライン、支持線、抵抗線だったりとかね。 

それからテクニカルにもいろんなのがあるんですよ。 

ボリンジャーバンドだったり、エンベロープだったりとか、ＲＳＩとかね。 

そういうテクニカル指標という、いわゆるドンズバのテクニックがあるんですけど、

そういうのも含めて、どうテクニカル使ってるのか。 

実はテクニカルってたくさんあるんですけど、勝ってる投資家ほど、そんなに全部細

かい複雑なのを見てないんですよ。一目均衡表とかも、そんなに見てない。 

だからそのへん僕もすごく気になってるので、３限目はいよいよこのテクニカル分析、

ファンダメンタルズ分析について、村田さんにお話を伺うとともに、戦略の立案の仕

方ですね。それから情報収集の仕方。これは皆にとって非常に重要なことだと思いま

すので、是非３限目もじっくり見ていただきたいなと思います。 

 

それではコメント欄に、感想やメッセージを入れて、残りのギャンのルールも全部、

是非ゲットして欲しいなと思います。 



 

それでは村田さん、ちょっと今回コンパクトな時間でしたけれども、２限目もありが

とうございました。 

 

村田：ありがとうございました。 

 

与沢：皆さんありがとうございます。 

 


