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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリック出来ます。出来ない場合は最新の AdobeReader をダウ

ンロードして下さい。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転

売等する事を禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものである為、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部を如何な

る手段においても複製、転載、流用、転売等する事を禁じます。 

著作権等違反の行為を行なった時、その他不法行為に該当する行為を行なった時は、関係法規に基づ

き損害賠償請求を行なう等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行なう場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂

正、情報の最新化、見解の変更等を行なう権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・

パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わない事をご了承願います。 

このレポートを利用する事により生じた如何なる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提

携者は、一切の責任を負わない事をご了承願います。 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html


【ファーストステップＦＸ】 Ｐａｒｔ１ 第１章 ヴィジョンを描く事 

- 3 - 

Copyright （C）  Chart Master Incorporated All Rights Reserved 

 

目次 

※目次の見出しをクリックすると、その見出しのページに移動します。 

第０章：「一流トレーダーへの道を進む為に」の流れ ......................................... 4 

（１）このマニュアルの利用の仕方 ........................................................ 8 

（２）Ｐａｒｔ１とＰａｒｔ２の目次 ...................................................... 9 

第１章：ヴィジョンを描く事 ............................................................. 10 

（１）―― 夢を描けないのは何故か ―― ............................................... 10 

（２）―― お金があれば何でもできると思う罠！？ ―― .................................. 12 

（３）―― マズローの欲求段階説とは何か ――.......................................... 14 

（４）―― 死の恐怖から逃れる為に ―― ............................................... 15 

（５）―― 生きている事に精一杯 ―― ................................................. 16 

（６）―― お金とは何か ―― ......................................................... 17 

（７）―― お金で何をやりたいのか？ ――.............................................. 20 

（８）―― 夢が叶わない理由 ―― ..................................................... 22 

（９）―― 夢を叶える為に、どうしたらいいの？ ―― .................................... 23 

①目標金額を調べる ................................................................... 24 

②目標を叶えるステップを考える ....................................................... 26 

③目標に向かって、スタートを切る ..................................................... 28 

（１０）―― 本当にその夢を叶えたいのか？ ―― ........................................ 30 

（１１）☆★☆ 第１章のまとめ ☆★☆ ................................................. 32 



【ファーストステップＦＸ】 Ｐａｒｔ１ 第１章 ヴィジョンを描く事 

- 4 - 

Copyright （C）  Chart Master Incorporated All Rights Reserved 

 

第０章：「一流トレーダーへの道を進む為に」の流れ 

 

■はじめに 

ＦＸでリベンジをしようとしているみなさん、そしてこれからＦＸを始めようとしているみ

なさん、こんにちは、チャートマスターの根崎優樹です。チャートマスターに興味を持って

いただき、また、このマニュアルを手に取っていただきありがとうございます。 

 

ＦＸで稼ぐことはそれほど難しいことではありません。ＦＸには稼げる王道があります。 

それはたった２つ。テクニカル分析とリスクコントロールです。 

 

私たちの住んでいる日本では、あまりこの２つについて教えてくれません。 

 

 

この業界はまだまだ虚構の世界と言われていて、投資顧問業のライセンスを持たず、 

当たり前の顔をして教材を売っていたり、教えている人が多くいます。 

 

人の弱みにつけこんできますので、騙されるのも無理ありません。 

 

「勝率 99％！」 

「あなたにもすぐできる！！」 

 

このように謳った教材があふれるほど世に出回っていますが、見てみるとなんのことはない。 

 

 

チャネルラインの上で売って、チャネルラインの下で買うだけ。 

こんなレベルです。そこで疑問に思うのが、 

 

「チャネルラインの引き方は？」 

「こうなったらどこから線引けばいいの？？」 

「ポジションサイズは何％ですか？」 

 

気になってメールしても、返事はなくちょっと滅入ります。 
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テトリスで例えると、「30万点のハイスコアが誰でも取れますよ！」と大きなこと言ってい

るのに、やり方を教えてくれないようなもので、「どうやったらブロックを回転できるか？」

という初歩的なことから、「５列いっぺんに消せば得点が 1.５倍」など、教えてくれないの

と一緒です。 

 

これじゃ勝てなくて当たり前です。 

 

 

 

ＦＸにおける王道とは、前述したとおり、テクニカル分析とリスクコントロールなのですが、

相場には必ず「壁」が存在していて、この壁（ターゲット）を目指して、リスクを見ながら、

「ターゲット・トレーディング」をしていきます。 

 

 

壁を見つけるのがテクニカル分析で、上下両方にある壁（ターゲット）に向かって、どっち

の壁に動くか？をトレンドで見極めます。そして可能性の高い方に投資していくだけです。 

 

ここで大事なのがリスクについての考えで、自分の許容できるリスク（ポジションサイズ）

でトレードしなくてはいけません。 

 

 

しかし私たち人間や動物は、本能的にリスクを取れない生き物なので、投資やトレードをす

るなら、意図的にリスクに対する意識を変えていかなくてはいけません。 

 

例えば、 

 

①必ずもらえる８００万円 

②１５％の確率でもらえない場合もある１０００万円 

 

という状況になった時、あなたはどちらを選ぶでしょうか？ 

多くの方が①を選んでしまうのですが、これは本能なので仕方ありません。 

 

しかし、トレードで成功しようと思ったら②をとらなくてはいけません。 

これは、「期待値」と呼ばれるものです。 
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他にも、もしあなたが３日なにも食べてないとして、 

 

①目の前に食べ物があるから今すぐ食べる 

②もう少しいけばもっと美味しいものがあるから我慢する 

 

という風に置き換えても、①を取る人が圧倒的に多いと思いますし、それが当たり前なので

すが、投資／トレードの世界では②を取らなくてはいけません。 

 

これがいかほど難しいことかご理解いただけたかと思います。 

 

 

チャートマスターでは、こういった学校では教わってこなかった、投資の正しい知識、すな

わち、「投資のキホン」を１０年間教えています。 

 

とにかく、本能に逆らわないと成功できないわけですから、ルール化して、そのとおりやっ

ていくしかありません。 

 

 

私を含めて、トレーダー全員に当てはまる、「ＦＸで勝てるようになるまでの段階」という

のがあるのですが、これらのステップを順にクリアしていくことで、トレードで成功するこ

とができます。 

 

 

ステップは以下の通りです。 

 

①勝ち負けを繰り返して大きく負ける。テクニカルを学ぶようになる。聖杯を探す。 

②カッとなって大きく張る。飛ぶ。怖くてトレードできなくなる。メンタルが重要だと気

づく。 

③経験を積む。自分のトレードが確立される。トレードが単純な作業になる。やり続けれ

ば勝てることに気づく。 

 

この３つです。あなたは今どこに立っていますか？ 
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「あーまた使えない教材買っちゃった」と繰り返している人はステップ①です。 

 

インディケータージャンキーで、テクニカルツールをあさり、聖杯を探している状態です。

この人たちに言ってあげられることはただ一つ。 

 

「時間とお金がもったいないので、王道を学びましょう」 

 

 

ステップ②の、怖くてトレードができない人は、きっかけさえあれば大丈夫です。だからこ 

そ「信じられる王道」を学びましょう。 

 

 

最近、1番多いのは、自分のトレードを探して頑張っている、ステップ③の人だと思ってい

ます。 

 

「トレードは、スタミナ切れにならず、やり続けることができれば勝てる」 

 

実はこれが一番のキーポイントであり、一番難しいポイントなのです。 

 

 

経験がある方もいらっしゃると思いますが、途中で挫折して辞めてしまう方が多いのです。 

勝てないのだから仕方ないと思います。まずはこの無料教材で、きちんと知っておかなけれ

ばいけない知識を学んでください。 

 

マインド的な部分もありますが、リベンジを誓った方には響く部分もあると思います。 

原点から振り返ってみてください。 

 

 

それから王道に沿って、最低半年、長くて数年かかる人もいらっしゃいますが、自分のトレ

ードを確立していってください。 
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（１）このマニュアルの利用の仕方 

 

このマニュアルは、２部構成になっています。 

 

Part1 では、【一流トレーダーへの道を進む為に】 

Part2 では、【トレーダーとしてのレベルアップの為に】 

 

というテーマで書かれています。何故か？ 

 

Part2では、かなり突っ込んで色々な事を説明していますが、 

先ず、「トレーダーになる為の流れ」を知って貰いたかったんですね。 

 

 

優れたトレーダーになる為には何が必要なのか？ 

それを分かった上で細かい事を知って貰いたかったのです。 

 

ですから、Part1からじっくり見て下さい。 

 

 

何か良く分からないと思った箇所は、繰り返し読む事で身に付いて行きます。 

こんな事は当たり前だ、知っている、と思う箇所は飛ばして頂いて構いません。 

 

Part1と Part2でダブって来る所もありますが、重要であると認識して頂いて結構です。 

それでは、Part1と Part2のそれぞれの目次を紹介しましょう。 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（２）Ｐａｒｔ１とＰａｒｔ２の目次 

Part1 

【一流トレーダーへの道を進む為に】 

第 1章 ヴィジョンを描く事 

第 2章 自分の生活環境を考える 

第 3章 投資の世界を知る 

第 4章 システムトレードを作る 

第５章 システムを調べる 

第 6章 仮想トレードを行なう 

第 7章 ライブトレードへ向かう 

第 8章 終わりの始まり 

 

 

Part2 

【トレーダーとしてのレベルアップの為に】 

第 1章 基本的なＦＸの知識 

第 2章 注文方法 

第 3章 マインド 

第 4章 ファンダメンタルズ分析 

第５章 テクニカル分析 

第 6章 ポジションサイジング 

第 7章 チャートパターン 

第 8章 システム構築 

 

 

楽しみにしていて下さい。 

 

それでは、Part1では、【一流トレーダーへの道を進む為に】第 1章、始まります。 

 

▲目次へ戻る▲ 



【ファーストステップＦＸ】 Ｐａｒｔ１ 第１章 ヴィジョンを描く事 

- 10 - 

Copyright （C）  Chart Master Incorporated All Rights Reserved 

 

第１章：ヴィジョンを描く事 

（１）―― 夢を描けないのは何故か ―― 

 

多くの人が進学や就職について遅かれ早かれ悩む時期があったと思います。 

 

「自分のやりたい仕事とは何か？」 

「夢は？」 

「大学に行って勉強したいことは？」 

 

自分が思い描いた夢への決意が強いほど、その夢を達成する可能性が高いのは間違いありま

せん。 

 

 

でもほとんどの人が本当に自分のやりたいことを見つけられない、または一歩踏み出す勇気

がないまま時間を過ごし、なんとなく周りの人達と同じように生きていくのです。時間が経

っていくほど思うことが出てくるはずです。 

 

「あの時こうしていれば・・・」 

「もう一歩踏み出していれば・・・」 

 

人生は変わっていたかもしれない！！ 

 

本気で踏み出せば人生は変わります。これを読んでいるということは、ＦＸで成功したいと

いう願望があるのだと思います。 

 

自慢するわけではなく、私たちに出会ったことでトレードで成功した方は多くいらっしゃい

ます。専業トレーダーとなって自由に過ごしている人もいます。トレードで勝てるようにな

るためには、トレードで勝っている人に教わるのが一番早いです。 

 

もちろん私たちもトレードで勝っている人のやり方や話を聞いたおかげで、トレードで勝て

るようになっています。 

 

 

 



【ファーストステップＦＸ】 Ｐａｒｔ１ 第１章 ヴィジョンを描く事 

- 11 - 

Copyright （C）  Chart Master Incorporated All Rights Reserved 

夢を描けないのは何故か。 

 

トレードで成功している人が周りにいないと勝つイメージができません。 

そしていつしか夢や志を諦めてしまうものです。 

 

相場で戦っていくために、トレードは 1人でやり続けていくものではないと私たちは考えて

います。私たちと一緒に、勝っている人と共に学んで相場で勝ち残っていきましょう！ 

 

夢を叶える、お金を稼ぐことですから、簡単に勝てるようになるとは言い切れません。 

 

 

それでも諦めず学んで、自分のスタイルに合ったトレードを掴めば、相場で楽に勝てるよう

になります。諦めなければ夢はいつも横にいます。勝ち残って夢やゆとりのある人生を過ご

していきましょう。 

 

      

 

      

       

    

 

▲目次へ戻る▲
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（２）―― お金があれば何でもできると思う罠！？ ―― 

 

自分の親、兄弟、友達、恋人…もしかすると自分も… 

       

自分も含め、周りにいる人達の発する言葉を注意深く聞いてみると、奇妙な共通点がある事

に気付きます。それは一体、何だと思いますか？ 

    

実は彼らの言葉の中には、必ずと言って良い程、「お金」に関係するキーワードが含まれて

いるのです 

 

      

 

例えば…、 

       

「え？ 今度の金曜日に飲み会？うーん、それはちょっと…今、お金ないんだよね…」 

「ごめーん、旅行には行きたいんだけど、今月ピンチなんだよね～」 

「ダメダメ、そんな高いもの買えないわ。お兄ちゃんでしょ！ 我慢しなさい！」 

       

などなど・・・。 

       

こうして注意深く聞いてみると、「お金」に関する言葉が、日常的に使われています。それ

もその筈、この資本主義の時代はお金という存在が、他の何よりも非常に重い価値を持つも

のになっているからです。 
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このご時世、何かを手に入れる為には、それの対価に等しいお金が必要となって来ます。車

を手に入れるのにもそうですし、家を手に入れるにもそうです。 

       

その為、 

       

「お金があれば何でも手に入れる事が出来る」 

 

と、考えるのも当然の帰結だと思います。 

 

そう…悲しいかな、愛さえもある意味でお金で買えてしまう世の中なのです。 

       

ところが、そんな何でも出来るお金の筈なのですが、お金のせいで、自分たちは手も足も出

ない状態になってしまっているのです。 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（３）―― マズローの欲求段階説とは何か ―― 

 

マズローの欲求段階説によれば、人間の欲求の段階には、以下の５つあると言われています。 

       

      1、 生理的欲求（physiological need） 

      2、 安全の欲求（safety need） 

      3、 所属と愛の欲求（social need/love and belonging） 

      4、 承認の欲求（esteem） 

      ５、 自己実現の欲求（self actualization） 

       

このうち、欲求が満たされていくと、高い次元…つまり、番号が大きい欲求に、段階的に求

めていくと考えられています。 

       

第 1の欲求、生理的欲求が満たされたら、第 2の欲求を満たしたくなる…という事です。こ

のうち、第 1の生理的欲求とは、生命維持の為の食欲、性欲、睡眠欲と呼ばれる本能的、根

源的な欲求の事です。 

 

 

つまり、この欲求が満たされないと、人は生きていく事が出来ない…という事になります。 

       

食べなければ餓死したり、睡眠を取らなければ生きていけません。性欲も子孫を残すために

必要な欲求です。そしてそれは、人間だけの特徴ではありません。 

       

この世に生きとし生けるもの全てが、それに当てはまるのです。 

 

▲目次へ戻る▲
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（４）―― 死の恐怖から逃れる為に ―― 

 

一週間、飲まず食わずで生活してくれ…と言われたら、あなたはどうしますか？ 

「そんなのしたくないよ！、と声を大にして叫ぶ事でしょう。 

       

人は誰だって死にたくありません。出来るだけ生きていたいと考えます。 

この時、マズローの第一の欲求はというと、まさしくその部分なのです。 

       

 

つまり、先ず「生きる事」。これは人間のみならず、全生物が持っている最大の欲求になり

ます。生きとし生けるもの全てが、この死の恐怖から逃げる為に、どうにかして生理的欲求

を満たそうと躍起になっているのです。 

 

 

 

ところでこの生理的欲求とお金について、一体、どんな関係があるのか？、 

疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。 

 

実は、物凄く大アリなのです 

 

食べ物を摂らなければ人はいずれ死んでしまいます。食べ物は、今の時代、お金を払う事で

手に入れる事が出来ます。という事は、その食べ物を手に入れる為には、それなりのお金を

持っている必要がある…という訳です。 

             

命の保障の為にお金を持つ…という意味になってしまうのです。 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（５）―― 生きている事に精一杯 ―― 

 

サラリーマンが仕事で稼ぐ収入は、手取りで約月収２５万円。人によってはそこそこの給料

で、そうでない人にはちょっと少ないかな…と思われる金額になります。 

 

そこで自分の毎月の支出を調べてみました。すると、月に大体２０万円使っているという事

が分かりました。そうすると、毎月ざっと５万円は余るという事が分かります。それ程、悪

くない生活を送っているようですね。 

 

 

ところが、ある時、事件が起こります。昨今の不況の煽りを受け、ここに来て給料が２０％

削減となってしまいました。２０%削減は大変なことです。 

       

給料が削減された事により、手取りが２０万円になってしまいました。 

       

 

 

生活費に２０万円、必要だった所に、手取りが２０万円になってしまった為、今までは５万

円の遊ぶお金が残っていたものが、残らなくなってしまった訳です。   

 

これがまだ減ってないので良い方ですが、もしここから更に給料が下がってしまったら…？ 

そうなった場合、生活費を削って行くしかありませんよね？ 

 

 

収入と支出がイーブンの状態、下手すると赤字になっているようだと、この状態で夢を持

て！、と言われても、とても持てそうにありませんよね。今を生きていく事だけに、自身の

心が強く束縛されてしまっているのですから。 

 

▲目次へ戻る▲
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（６）―― お金とは何か ―― 

 

お金とは、それを扱う人によって、色々な意味を持って来ます。 

例えば、お金とは自由の象徴だ…という意味。 

 

 
 

お金が無限にあれば、どんな事でも出来ますし、どんな場所にも行けます。自分が今いる束

縛された世界から、枷を外し、羽ばたいて行けると考えられます。 

       

けれども、もし自分に宝くじが当たったとしたら、その時の自分はその後、どうなるか想像

出来るでしょうか？今まで貧乏だった自分に突然、舞い降りてきた大金です。 

 

 

どうせお金があるんだから、これくらい良いや…と思って、どんどん使ってしまいます。 

幾ら使っても、まだまだお金は残っていますから、欲望の赴くままに使って行きます。 

 

ところが、ある時、ふと気付きます。あれ程、沢山あったお金が、気付いたら手元に一銭も

残っていない状態だと言う事を・・・。それだけならまだ良いのですが、今までの生活水準

を落とす事が出来ず、多額の借金をしてしまっている状態でした。このような生活を過ごす

事は、果たして良い事なのでしょうかね？ 
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例えば、お金は自立の証だ…という意味。 

 

 

自立するという事はどういう事でしょう？つまり、誰か人に頼る事なく、生活していく事で

す。例えば「子供」子供はそれまでは親の保護の下、生きて来ました。 

 

その為、自分が働かない限りは、基本的には親の財布の中から出て来ます。 

決定権は、親にありました。 

       

 

しかし、社会人になって、仕事をし、初めての給料を手に入れます。そのお金を手にした時

は、決定権が親から自分に移って来た瞬間です。 

       

そうしたら自然と、自分は保護されなくても生きて行ける、自分の力で生きていけるんだ…

と考えます。これは親や上司等から押さえつけられた経験が強ければ強いほど、その傾向が

あると言われています。 

       

       

他にも、色々な意味があります。挙げればキリがない程です。 

 

ですが、ここで考えて欲しいのは、お金そのものに意味を与えたのは、我々人間なのです。

自分達が都合の良いように、お金に沢山の解釈を与えたのです。 
       

お金とは、何かと何かを交換する”何でもないただの紙切れ”引換券なんです。 

       

自分の財布からお札を取り出して目を凝らして、ジーッと見つめてみて下さい。 

そこには、こう書かれている筈です。 
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「日本銀行券」と。 

 

      
 

そう、これはあくまで「券」なんです。 

 

コンサートのチケットや遊園地の入場券と同じものなのです。本来はそれだけの価値しかな

いものなのですが、今まで書いて来た通り、お金そのものに色々な意味を持たせてしまいま

す。 

 

その為、お金そのものを極端に欲しがり、実際にそのお金の使い道を、ほとんどと言って良

い程、考える事をしていません。お金とは、ただの何物でもない、モノである…という事を

知っておく必要があります。 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（７）―― お金で何をやりたいのか？ ―― 

 

「もし、今の状態から抜け出せるとしたら、自分はどんな自分になりたいですか？」  

       

人は誰しも、心の奥底にやりたい事を、やれたら楽しいだろうなぁ…と考えている事があり

ます。子供の頃に思った事でも構いません。ぼんやりとでも思っている事を考えてみる時間

を作る必要があります。 

       

 

何故、それが必要なのか、不思議に思う方もいるでしょう…？どうしてそんなにまどろっこ

しいの？、と思われるかも知れません。 

 

というのも、ＦＸをやる意味を忘れて欲しくないからなのです。 

       

何の為にＦＸをするのか？これを考えて欲しいからなのです。 

ＦＸをやっていると、目の前でお金が増減して行きます。それを見ていると、ワクワクドキ

ドキしてしまい、つい感情的になってしまいます。 

 

そうなって来ると、本来の本当の目的を忘れ、ＦＸをする事自体が楽しくて仕方がない状態、 

つまり、トレード中毒になってしまうのです。 

 

 

 

確かに、ＦＸの目的はお金を儲ける事ですが、ＦＸをする事で、その先にある自分の夢や、

やりたい事を叶えて行ける…そう思っていた筈です。 
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それが、とにかくお金を増やしたい、お金持ちになりたいと思うようになり、最初に描いて

いた目的とブレて行ってしまうんです。 

       

そもそも、お金持ちの定義って何でしょう？１億円あればお金持ち？１０億円あれば？ 

       

 

 

ならばこう聞きましょう。あなたは幾らお金を手に入れたら満足するのでしょうか？ 

どうなったら十分と言えるのでしょう？ 

       

 

もしあなたが、どうしてもベンツが欲しい…と考えているとします。それを乗り回している

自分を想像すると、どうしようもなくワクワクして来るのですから。そんなベンツですが、

それでは実際にそれを手に入れようと思ったら、どうしたら良いのでしょうか？ 

       

【お金があれば良いんじゃない？】 

       

確かにお金は必要です。何かを手に入れる為には、必ずと言って良い程、お金がなければい

けません。ところが、これだけでは半分だけ正解だとしか言えません。 

       

「ええっ？ 半分だけ？ じゃあ、残りの半分は一体、何なの？」 

       

実は、最も大切な事を忘れているのです。 

 

ベンツどころか、今のままではあなたの夢は、何一つとして叶う事はないのです。 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（８）―― 夢が叶わない理由 ―― 

 

今自分の手元にあるもので、とても大切なモノがあったとします。 

指輪でも車でも何でも良いでしょう。 

       

そういうものって、どうやって手に入れましたか？ 

それを手に入れる為にはどうして来ましたか？ 

       

 

今の自分では買えない高価なものを買うとき、欲しいもの、手に入れたいものが幾らするの

かを意識的にも無意識的にもしっかりと調べています。 

 

そして、それを手に入れる為にどうしたら良いかの綿密な計画を立てています。 

       

 

何かを手に入れようと思ったら、先ず、手に入れるモノが具体的であり、更に、その為の計

画と行動が必要なのです。 

 

手に入れるモノが具体的に分からなければ、今、何をすれば良いのか、分からない状態の筈

です。そんな状態では、欲しいモノを手に入れる事は出来ません。 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（９）―― 夢を叶える為に、どうしたらいいの？ ―― 

 

何事にも、計画というものが必要です。 

 

行った事がない土地に行くのならば地図が必要なのと一緒で、夢に向かう道しるべを設定し

ておく必要があります。 

 

それでは紙と鉛筆を準備して下さい。共に考えて行きましょう！ 

 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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①目標金額を調べる 

もしあなたがベンツを欲しいのだとしましょう。 

 

ベンツの値段をあなたは幾らか分かりますか？ただベンツと言っても色々な型式がありま

す。その中で、どのベンツが欲しいのか…と絞って行く必要があります。 

 

例えば、カタログを見ていて、一つ、目を惹いたベンツのタイプがありました。 

E-Class Sedan 型式 E63 AMGというタイプです。 

 

ではこれを手に入れようと思ったら、一体、幾らするのでしょう？ 

 

 

 

目標を立てる上で大切なのは、より具体的に何が欲しいのか…これをしっかりと定めておく

必要があります。調べてみますと、メーカー小売価格で 14,950,000円と出ています。 

       

つまり、このお金さえあれば、自分はベンツを手に入れる事が出来るのです。 

では、自分がこれが出来たら良いな、これが欲しいんだよな。 

 

      

 

そう思えるものを、どんどん紙に書いて行って下さい。 
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そしてその紙に書いて行ったもの。それらを手に入れる為には幾ら必要なのか、調べて行き

ましょう。この情報化社会において、インターネットを駆使すれば、自分が描いているもの

の金額を簡単に調べる事が出来ます。 

       

調べなければ、欲しいものの金額は分かりません。そこに到達する為の費用が分かりません。 

       

その夢の値段、一体、幾ら必要なんですか？ 

 

 

▲目次へ戻る▲ 

 



【ファーストステップＦＸ】 Ｐａｒｔ１ 第１章 ヴィジョンを描く事 

- 26 - 

Copyright （C）  Chart Master Incorporated All Rights Reserved 

②目標を叶えるステップを考える 

 

人の数だけ夢があります。そんな夢を、出来たら良いなではなく、叶える為に出来るステッ

プを計画しましょう。夢を叶える為に必要な金額は①の作業をする事で見えて来たかと思い

ます。では、実際にどうやって手に入れて行くかになって来ますね。 

  

そこで手段の一つとして出て来たのが、今回のＦＸです。 

  

 

例えば、夢を叶える第一歩として、先ずは仕事を辞めたい…と考えたとします。 

仕事をしていては、とてもとてもその夢に向かえないと考えた為です。 

       

ならば、今までその仕事で稼いでいた金額を、ＦＸで稼げれば先ずはそれが達成出来ますよ

ね。仮にあなたが年収３００万円だったとします。 

       

すると、単純に考えて、毎月２５万円を稼げれば、少なくともその仕事を辞めても問題ない

…と考えられます。 

  

      

では、その２５万円をＦＸで毎月稼ぐ為には、どうしたら良いでしょう？ 

       

先ずは投資ですから、投資資金を準備する必要があります。月収２５万円ですから、投資資

金に対して、どの程度の利益率（投資資金に対しての資金増加率）を出せれば良いかを考え

る必要があります。 

       

仮に 1,000万円だった場合、毎月上げる利益率は２.５％です。 

 

 

しかし、これが１００万円だった場合、毎月上げる利益率は２５％にもなってしまいます。 

２.５％は何とかなるかも知れませんが、２５％はちょっと大変かも知れません。 

       

そうしたら、どう考えて行けば良いでしょうかね？ 

       

 

投資資金を 100万円じゃなく、５００万円まで上げようか…。 

その為には、５００万を先ず貯めないといけません。 
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でもそれ以上に、そもそも投資で儲ける事が出来るようにならないといけませんよね。 

そうしたら、毎日 1時間くらいは本を読んだり、相場の勉強をする必要があるだろうか？ 

       

 

投資の本を買って読んだりする必要があるんじゃないか？ 

セミナーに行ってみるのも良いんじゃないか？ 

そもそも、この勉強法で良いのだろうか？ 

もっと他に良い勉強方法があるんじゃないだろうか？ 

       

・・・などなど、やる事は沢山出てきます。 

 

 

これらのアイディアを、どんどん紙に書いて行きましょう。 

今出来る事、今はまだ出来ない事など、色んな面が見えてくると思います。 

       

 

具体的にあなたの夢をかなえる為の、計画を立てるのです。 

 

▲目次へ戻る▲ 
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③目標に向かって、スタートを切る 

 

自分がやりたい事を紙に書き出した。その為の計画も出した。 

       

でも、それだけでは自分が描いていたものが手に入る事はありません。何故、そう言えるの

か？折角立てた計画も、実際に実行しなければ、スタートラインにさえ立っていない事と同

じ事なのです。 

 

 

 

この世の中、言うのは簡単だけれど、やるのは難しいものです。実際に、この一連の作業を

やったとしても、行動しない人が多いのです。 

       

それは今まで暮らして来た自分とは全く違う、見た事もない世界に飛び込もうとしているか

らです。人間は習慣の生き物です。普段やっていた事を繰り返す性質があります。 

 

 

その為、今まで目標すら立てて来なかった人間が、突然、目標を立てられるかと言ったら土

台無理な話。今まで行動に移せなかった人間が、突然行動出来るかと言ったら、これも無理

な話なのです。 

       

じゃあ、今までやってきた事は無駄だったの？そう思われる方もいらっしゃるかと思います。 

無駄ではありません。霧掛かっていた視界が、霧が晴れ、遠くの方まで見渡せるようになっ

て来た筈だからです。 
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自分がこれから歩んで行くステップが、より明確になったのではと思います。より明確にな

った事で、行動に移し易くなった筈です。 

 

大きな目標、例えば、「一億稼ぐぜ～」だけでは、実際に行動に移す事は難しいかも知れま

せんが、先ずは、ＦＸで稼ぐ為に、取引の仕方を覚えなくてはいけないという所まで落とし

込めたら、とても行動は楽になります。 

 

 

今回のワークでは、自分がやりたいと思っている事を思い出し、 

行動が移し易い状態に持って行く事だったのです。 

 

 

▲目次へ戻る▲
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（１０）―― 本当にその夢を叶えたいのか？ ―― 

 

～未来は自分の夢の素晴らしさを信じる人のものである～ 

       F・ルーズベルト（第 32代アメリカ大統領） 

       

  （参照：Wikipedia） 

 

人は何故、行動するか？これを突き詰めて考えると、それは 感情 になります。 

        

大好きな彼氏、彼女と一緒にいる事がとんでもなく楽しいだろうという感情。 

家族と世界一周旅行をする事が、物凄くワクワクするだろうという感情。 

        

それがあって初めて、人は行動するのです。 

 

 

自分が描いた夢があります。ではその夢は、本当に叶えたいと思っている夢なのでしょう

か？自分が望んでいるモノを考えて行くと、その感情がどこから来ているか見えて来ると思

います。 

        

何故、それを欲しがったのか？ 

何故、それを手に入れる必要があるのか？ 

        

この言葉をいつも覚えておくようにして行きましょう。 
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それが明確に説明出来た時、初めてスタートラインに立ったと言えるでしょう。 

 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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（１１）☆★☆ 第１章のまとめ ☆★☆ 

 

・お金との付き合い方をしっかりとしておく事！ 

        

・やりたい事を明確にする事！ 

        

・夢の達成に必要な金額を調べる事！ 

        

・計画を立てる事！ 

        

・何故、その夢がやりたいのか明確にする事！ 

 

 

 

▲目次へ戻る▲ 
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