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はじめに 

このたびは「規制空売りの教科書」に興味を持って頂きありがとうございます。 

私はこの本を執筆するにあたって業界を敵に回すかもしれません。 

なぜなら、この本を読み終えたあなたは「勝率8割・平均10％近くの利益を出し続

ける投資戦略」を⼿にできるからです。 

この投資戦略には、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析などの難しい分析は

⼀切不要です。 

しかも、銘柄分析にかかる時間は「⼀⽇たった10分」で、短期投資・中期投資の

どちらでも利益を出し続けられるという優れモノです。 

「そんなオイシイ話があるはずがない！」と思ったあなた、安⼼して下さい。これ

はすべて本当の話です。この⽅法はすべて合法的なやり⽅であり、複雑なファイナ

ンス理論をわかりやすく噛み砕いて理論化したものです。 

私はこれまで、欧州系のプライベートバンクで富裕層向けのポートフォリオ・アド

バイザーとして働き、さまざまな分野のプロフェッショナルな⽅々との⼈脈を作り

ました。約20名ほどの各業界に精通したプロの⽅々と未来の⾦融のあり⽅を研究

するチームを形成し、現在も定期的に情報交換をしております。 

また最近ではフィンテックの研究会やAIを活⽤した⾦融サービスの未来を⼤学や

⺠間⾦融機関と共にディスカッションしています。 

最先端のトレード理論や⾦融⼯学を活⽤して数々の実績を残してきました。 
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経済の⼤局を⾒つつ、マーケットの歪みから利益をもぎ取るテクニックなど、幅広

い知識に裏付けされた斬新な投資⼿法は、業界でも右に出る者はいないと⾃負して

います。 

また、現在はこれらの知識と経験をベースに、プロのトレーダーや投資顧問会社へ

のコンサルティングや、⽇本でトップ5%に⼊る富裕層をメインに投資アドバイス

を⾏っています。 

クライアントの中には、現在も⽉収100万円の利益を出し続けている20代⼥性

や、株式投資を始めてわずか10か⽉で利益額が1億円を突破した50代男性などが

いらっしゃいます。 

これまで16,000⼈以上の個⼈投資家を⾒てきた経験から、個⼈投資家が何を悩

み、どんな失敗をしているかという⾏動原理についても精通しています。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



こんな声を読者から頂いております。 

•「こんなやり⽅があるなんて知らなかった」 
•「今まで投資で稼げなくて、悔しくてたまりませんでした。でもこの本を
読んで⾶躍的に利益をあげられて感激です」 

•「このやり⽅を知ってから毎⽇がワクワクしながら稼いでいます。⼈⽣を
⼤きく変えた投資理論に感謝の思いでいっぱいです」 
•「この理論は広めないで頂きたい。知っている⼈だけの秘密にしておき、
少⼈数で稼ぎ続けたいです」 

本書には、私がこれまで⻑年培ってきた「株式投資で利益を出してお⾦を増やし続

けるノウハウ」が余すところなく詰め込まれています。 

メインとなる投資戦略は「空売り」です。 

空売りとは、⼿元に持っていない株を借りて、その株を売り、価格が下落したとこ

ろで買い戻して利益を得る取引です。 

ただし、本書で紹介する投資戦略は、株の⼊⾨書に書かれているような単なる空売

りではありません。 

「株価が下がる可能性が⾼い銘柄」を簡単にあぶり出し、その銘柄をピンポイント

で空売りします。 

「今まで空売りなんてやったことがないから不安だ」というあなた。 

安⼼して下さい。全く⼼配ありません。 
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本書では、株式投資の初⼼者や空売り未経験者でも理解できるように、空売りに関

する基礎知識や取引⽅法をわかりやすく解説しています。 

本書を読めば、空売りに関する疑問や間違った認識がクリアになり、⾃動販売機の

ようにザクザク稼げるようになるでしょう。 

やることは拍⼦抜けするほどカンタンでシンプルです。 

1. 急上昇した銘柄を⾒つけること 
2. 国が規制をかけて下げる銘柄を⾒つけること 
3. 空売りを仕掛けて利益を出すこと 

以上、たったこれだけです。 

このシンプルな投資⽅法をこれからわかりやすく説明します。 

約束します。 

本書を最後までお読み頂ければ、3ヶ⽉以内に利益を出せることを実感でき
ます。 

それでは⼼の準備はよろしいですか？ 

これまでの空売りに対する常識を覆す、規制空売りの世界にあなたをご招待
します。 

では、次のページを開いて下さい。 
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▼購読者限定メルマガお申込みはこちら▼ 
https://ecmarketing.net/p/r/ARzajsOC 

• このメルマガに登録するとオンライン動画教材が無料で受講できます。 
• 最新の銘柄情報をメールで速報します。 

• 規制空売りの実践編として、「堀北式株価デトックス理論」「スリーコー
ル理論」「ギャップダウンの法則」「への字の法則」「群集⼼理学の裏側
にある錯覚理論」「プレミアムポジショニング理論」こういったものが学
べます。 

• 書籍には書けない裏ワザを公開します。 

【注意】 
このメルマガ登録は少⼈数制で配信しているため、今後募集を締め切る場合があります。必ずこ

の期間中にご登録下さい。 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投資実績 

私たちが開発した堀北式株価デトックス理論を活⽤した実績のほんの⼀部を
ご紹介します。 

まずはこちらをご覧ください。 
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■4287　ジャストプランニング 
注⽬株価 1,114円（2018/11/29） 
決済株価 1,039円（2018/11/29） 
＋75円 6.7％ 

 ■3956　国際チャート 
注⽬株価 599円（2018/11/21） 
決済株価 511円（2018/11/22） 
+88円 14.6％ 
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■2673　夢みつけ隊(株) 
注⽬株価 208円 (2018/09/19) 
決済株価 188円 (2018/09/21) 
+20円 9.6％ 

■3356テリロジー 
注⽬株価 1,500円 
決済株価 1,400円 
＋100円 6.6％ 
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■2191　テラ 
注⽬株価 386円（2018/10/02） 
決済株価 338円（2018/10/04） 
+48円 +12.4% 

■7034　プロレド・パートナーズ 
注⽬株価 14,530円（2018/10/02） 
決済株価 12,900円（2018/10/05） 
＋1,630円 ＋11.2％ 
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■3776　ブロードバンドタワー 
注⽬株価 388円（2018/09/21） 
決済株価 373円（2018/09/26） 
＋15円 3.8％ 

■2673　夢みつけ隊 
注⽬株価 208円 (2018/09/19) 
決済株価 188円 (2018/09/21) 
+20円 9.6％ 
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■2459　アウンコンサルティング 
注⽬株価 540円（2018/09/10） 
決済株価 450円（2018/09/11） 
＋90円 16.6％ 

■3627　ネオス 
注⽬株価 733円 (2018/07/25) 
決済株価 646円 （2018/07/26） 
＋87円 11.8％ 
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■3905　データセクション 
注⽬株価 954円 (2018/07/20) 
決済株価 886円 （2018/07/22） 
＋68円 7.12％ 

■3646　駅探 
注⽬株価 1,165円（2018/06/26） 
決済株価 1,033円（2018/06/28） 
+132円 12.7％ 
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■5940　不二サッシ(株) 
注⽬株価 152円（2018/06/13） 
決済株価 143円（2018/06/14） 
-9円 5.9％ 

■4764　ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ 
注⽬株価 615円（2018/06/12） 
決済株価 551円（2018/06/14） 
+64円 10.4％ 
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■4764　ＳＡＭＵＲＡＩ＆Ｊ 
注⽬株価 526円 (2018/05/23) 
決済株価 461円（2018/05/25） 
+65円 14.0% 

■3652　デジタルメディアプロフェッショナル 
注⽬株価 8,600円（2018/05/23） 
決済株価 8,010円（2018/05/24） 
+590円 6.8％ 
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■6177　ＡｐｐＢａｎｋ 
注⽬株価 738円 (2018/05/14) 
翌⽇決済 652円（2018/05/15） 
＋86円 11.6％ 

■3461　パルマ 
注⽬株価 8,500円（2018/04/25） 
現在株価 6,160円（2018/05/09） 
+2,340円 27.5％ 
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■3936　(株)グローバルウェイ 
注⽬株価 5,560円 (2018/04/23) 
現在株価 3,895円（2018/05/09） 
+1,665円 29.9％ 

■4287　ジャストプランニング 
注⽬株価 2,998円 (2018/04/23) 
現在株価 2,752円（2018/05/09） 
+246円 8.2％ 
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■3624　アクセルマーク(株) 
注⽬株価 1,930円 (2018/03/29) 
現在株価 1,380円（2018/05/09） 
+550円 28.4％ 

■2176　(株)イナリサーチ 
注⽬株価 1,390円 (2018/03/28) 
現在株価 1,098円（2018/05/09） 
+292円 21.0％ 
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■6034　ＭＲＴ(株) 
注⽬株価 2,866円 (2018/03/28) 
現在株価 1,899円（2018/05/09） 
+967円 33.7％ 

本書では書ききれないくらいの実績がありますが、ごく⼀部だけ掲載しまし
た。 

更新⽇：2018年12⽉1⽇ 

 / 21 112



 

お客様の声 
アンケートで頂いたお客様の声を原⽂のまま修正せず掲載しました。 

• • • • •
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初めての空売りで17.5万円の利益！初心者の私が年
間600万円以上の利益に感激です。 
熊本県在住 ⽥原幸多朗さま 

42年間酪農経営を⾏っており、現在は⾃家
⽤野菜を少々作付しています。 投資のス
クールにいろいろ通ってみたものの成績は
良くならず、むしろ悪化してしまいとても

悩んでいました。そんなときに「堀北式株
価デトックス理論」で規制銘柄が空売りが
できるという先⽣の理論に出会ったので
す。  

今までやっていた空売りは東証⼀部の貸借銘柄のみでしたが、6ヶ⽉の間い
つ下がるかとのんびりした気持ちが⼤損を招くことになってしまいました。 
⼀⽅、堀北先⽣の空売りはたった⼀⽇で結果が出るデイトレ⽅式なので、⼀
⽇真剣に取り組み決済することで、後腐れがない、含み損でイライラしない
投資法を知りました。 

⼼が晴れる思いでいっぱいです。 ここ⼀年間では600万円以上の利益を出す
ことができました。特に、初めてトレードしたテリロジーでは17万5千円の

利益を出すことができ驚きの連続です。 私も規制銘柄に対する空売りは初⼼
者です。しかし、貸借銘柄で取引する制度信⽤と違って⾔えることは、ワク

ワクした緊張感があり、⼀⽇が真剣勝負なので勝敗にかかわらず終了したあ

との安堵感があり、含み損を抱えないため、イライラ感がそんなに残らない
ことが気に⼊っています。  

メールをチェックしたら、まずその銘柄の取引数を確保すること。あとは上
がるか下がるかの⾒極め！この⼀⾔に尽きると思います。 素晴らしい投資法
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に巡り会えたことが今年⼀年の中で最も嬉しい出来事です。ありがとうござ
います。 

はじめての空売りで３万円の利益。不安と恐怖から開
放されました 
千葉県在住の秋元みなみさん 

私は専業主婦をしておりますが⼦育てが

⼀段落したためパートタイムジョブをは
じめました。メルマガを登録している関
係で堀北式株価デトックス理論に興味を
持ちました。 
この「株はあがりますよー」というのは

ちょっと違うなと思って、いつも不安ば
かりが積もっていました。確信をもって
ダイナミックに投資ができるトレード⽅
法を探していました。  

それまでは株式投資で⼤きく儲けることがなかたため、⾃分のエントリーが
いつも不安で躊躇ばかりでした。しかし、規制空売りの教科書を読んでから
は、⼤⼿証券会社ではできない空売りがあるんだなあと新しい発⾒にワクワ
クしました。はじめての取引では３万円の利益でしたが今まで利益を出せな
かったのにプラスに転じられたことに強い感動を覚えました。 データセク

ション、テリロジーいずれも翌⽇まで持ち越しギャップダウンの法則でさら
に利益を出すことができました。 トレードに不安を感じている⽅。堀北式株
価デトックス理論はブレのない投資⽅法だと確信しております。引き出しを

増やして不安をなるべく取り除けるトレードができると思います。 これから
も資⾦量を徐々に積み重ねていきコツコツと利益を積み重ねて⽣きたいで
す。 
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20万円の利益を出すことができ、驚きと感激でいっ
ぱいです 
⼤分県在住 ⾼⼭英嗣さま（男性） 

規制空売りの無料動画講座を⾒たのがきっか

けです。2018年2⽉にトレードを初めて、3
⽉にわけのわからない暴落を経験して途⽅に
くれていました。どのような銘柄を売り買い
したらいいのか全くわからず、銘柄選びにス
トレスがないトレードがしたいと考えいたと

ころたまたま堀北晃⽣先⽣の動画講座を⾒る
機会に恵まれました。 

はじめは、よくわかりませんでしたが、群集⼼理を突くという点で理にか
なっていると確信しました。その後も⾔われたとおりにやってみると最初は

うまくいきませんでしたが、徐々に空売りにコツを掴むことができるように
なりました。気づけばこの空売り理論だけで20万円以上の利益を出すことが
でき⼤変うれしく思っております。 
実際に空売りをして利益を出せた銘柄は、DMP、サムライ、不⼆サッシ、
appbank、駅探などです。 

これから堀北式株価デトックス理論を学ぼうと思っていらっしゃるのであれ
ば、空売りを極めて利益を上げるのは成功の近道だと思います。⼿法はシン
プルですが、利益を上げるのは奥深いものがあります。もちろんすべてうま
く⾏くというわけではありませんので、⾃⼰判断⼒が必要となりますが、効
率的に資⾦を増やすには最⾼の理論だと思います。 
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時期によってはたくさんの空売りチャンスがありますので、そこを⾒極めて
⾏きたいと思います。楽しみにしております。今後もよろしくお願いしま
す。 

高齢者の私でも25万円の利益を初月から出せました 
広島県在住 ⼩川 達夫さん（男性） 

2018年4⽉の初めにメルマガで紹介されて堀
北先⽣のことを知りました。今まではスイン
グトレードを中⼼に売買していましたが、後
期⾼齢前でチャートによる銘柄選びや⾃分に
合うテクニカル指標を探し、エントリーのタ

イミング、逆指値設定など複雑な作業に、な
かなかついていき⾟くなっていました。 

堀北式株価デトックス理論では銘柄選びの作業に困らなくなったのが嬉しい
ことです。連⽇ストップ⾼、出来⾼が少なすぎる、グローバルな話題など特

殊なケースを除けば、ほとんどの増担保規制候補は堀北式デトックス理論通
りの動きをすることに驚きました。 
今までは株を買っては塩漬け株になり、利益を出すどころか塩漬け株になる
ことが多かったのですが、理論を取り⼊れてからは初⽉で25万円ほどの利益
をあげられるようになりました。 

もしこの堀北式株価デトックス理論を学ぼうと思っているのであれば、私の
ように⾼齢者でも銘柄選択から決済まで特に複雑な処理もなくカンタンにト
レードできる上、何より⾼勝率が魅⼒です。 
利益獲得3パターンのうち、ギャップダウンの法則の狙いは翌朝、寄り付き
強制決済のためより慎重に判断すべきだと感じました。⼤きな利益を得たあ

と、味を占め規制後の翌⽇も空売りを仕掛けるなどルールから逸脱すること
は絶対に避けるべきだと感じました。 
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毎⽇が楽しみになったことが何よりも嬉しいことです。 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初月で14万円の利益　空売りってすごい！ 
東京都在住 ⼭本英司さま（男性） 

現在は定年退職し、週に2〜3⽇の契約社員とし
て仕事をしております。初めて知ったきっかけ
は株のセミナーに参加した際に、たまたま堀北

式株価デトックス理論を知りました。増担保規
制銘柄の空売りをすることで⼤きなパフォーマ
ンスがえられることで（勝率80％）受講しまし
た。  
株を始めた当初は、書籍を購⼊して⾃分で分析

をしながら投資をしておりましたが、連続続きで他のセミナーにも感化して
いました。思うようなパフォーマンスが出ず、資⾦が減少しておりました。
またスイングトレードですのと株価の動きが気になってしまい、精神上よく
ない状況です。 これまで空売りをしたことがなく、増担保規制⾃体も知りま
せんでした。現在、過去の増担保規制銘柄の値動きを分析しており、すべて

の規制銘柄の空売りはしておりませんが、勝率はかなり⾼いと感じておりま
す。 
うまく売値、買値を捉えれば⼤きなパフォマンスが取れると感じておりま
す。 この理論をはじめてすぐに約14万円の利益を出すことができました。
当然のことですが、勝率が⾼いと⾔え、損失することもありますので、トー

タルでプラスであれば良いと思います。 
空売りは怖いとの話を聞きますが、この堀北式株価デトックス理論は1⽇〜2
⽇ですので、たとえ損失が発⽣しても限定的です。 これからもいい銘柄に恵
まれて空売りで資産を増やしていけると思うとワクワクする思いでいっぱい
です。ありがとうございます。 
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理論を実践後アンケートより 

* これまで全く思いつかなかった⼿法でビックリです。 

* ⽬からウロコの情報で⾮常に驚きました。 

* 増担保規制についてわかりやすくまた、空売りが出来る事がわからなかっ

たので、とてもためになりました。 

* 上がりはなかなか上がらないですが、下がるときは、すごいスピードで、

下がり空売りが出来たら、すごいと思う。 

* 凄いと思いました。 

* そんな⽅法があったのかと驚いた。今まで上昇している銘柄で利益を出し

た試しがない為、発想を変えて逆の事をすれば良いのだと理解した。 

* 空売りに興味がわいてきました 

* シンプルですが、とてもおもしろい 

* 意外なやり⽅で驚いた 

* 究極の投資法だと思いました。 

* 増担保規制というのを初めて聞きました。とても⾯⽩そうだと興味を持ち

ました。 

* なんとしてでも、この⽅法をマスターしたいと思います。 

* 幸いまだ追証を経験したことないので、追証の画⾯や決済⽅法がわからな

かったので勉強になりました。 

* こう⾔う情報が存在すること事態知りませんでした。⼤変、参考になった

と思います。 

* ⼤変参考になりました。今⽉より半信半疑で空売り規制銘柄を始めました

が値上がり銘柄を探すよりシンプルで簡単ですね早く始めれば良かったで

す。* 短いながら、簡潔で有益な情報でした。 
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* 投資効果の⾼い⽅法について、簡潔に記述されていて⾮常に参考になっ

た。再現性があると感じた。 

* いつも負けているので、試してみたい 

* すばらしい！の⼀⾔。実践してみます。 

* これまで気にもしていなかった増担保割増規制が売買に⼤きな影響を与え

ている事を知り驚きました。 

* 具体性があり、試してみたいと思った。早速SBI証券の⼝座を作りたい。 

* 実際にこちらの⽅法で空売りし、試してみたい。 

* ⼈がやっていないことに、チャンスはあるということを学ばせてもらいま

した。今後の情報にも期待させて頂きたいです。 

* 増担保規制についてわかりやすくまた、空売りが出来る事がわからなかっ

たので、とてもためになりました。 

* 増担保になる銘柄の探し⽅がわからないので勉強しようと思いました。 

* しかし、経験上増担保規制になっても上がり続ける銘柄を何銘柄か⾒てい

るので踏み上げが⾮常に怖いのも事実です。 

* 上記のような銘柄を避ける⽅法はあるのか⾒分けるコツがあれば知りたい

です。 

* お陰様でもう利益確定しました。わかっていれば楽勝ですね。空売りは下

⼿をすると⻘天井という恐怖感から抵抗がありますが、今回は安⼼して松井

の空売りを使えました。ありがとうございました。 

* 参考になりました。 

* かなりの確率で下がりますね。 

* 増し担保規制の事を知っている⼈は少ないと思います。テクニカルを教え

てもらっている先⽣も以前聞いたところ知りませんでした。 

* 改めて勉強になりました。 
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* すごいです 素晴らしいと思います。 増担保は知っていましたが、株価急

落の要因として漠然としていたものが確信にかわりました。 ⼀年中、空売り

銘柄で利益を⽣んでくれるのは驚きでした。 

* 1⽇で10％強の利益を得ることが出来るのは⼤きな魅⼒と思います。 

* 確かにこの規制がかかると株価は下がっています。 

* 規制に空売り規制がありますが、この規制のことが 

* お陰様で昨⽇イメージワンをストップ⾼で売り抜けました。 素晴らしい着

眼点 

* 正直、今回の全体の暴落で余裕がなかったため、空売りを仕掛けることが

できずに残念したが、確実に使える⼿法だということが判明しました。 

* 素晴らしいですね。 

* ⾮常にシンプルだと思いました。多くの要因がある中で、即効性、⽇常性

にも優れていると感じました。 

* いい情報です。 全く想像もしていない内容だったので、今後の参考にした

いと思った シンプルでとても分かりやすく説明して頂き、腑に落ちた。 今

まで、増担保規制解除のタイミングは、よく狙っていました。買いオンリー

でしたが、、、 

* とても素晴らしく思いました。 

* 1.2⽇で結果出るの素晴らしく思います。今後のための参考にさせて頂き

ます。 

* ⽬から鱗なるほど、勉強になります。 規制の掛かった銘柄について、その

後の値動きを検証してみましたが、上げているものが多いですね。 急騰して

いる。 空売りとかすごい 初めて知ったことで感⼼しました。 知りたい そん

なものがあるとは知らなかった。とても興味深い話だ。 気になる わかりま

せん。こんな⼿法は、考えもつきませんでした。 
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* 元々225OPがメインなので増担保規制銘柄というルールがある事は知って

いましたが、さほど気にしていませんでした。 

* 規制がかかっているものを空売りするのは怖いような感じがします。ま

た、ある程度の資⾦が必要なのかなと。 確かに１⽇前に規制銘柄を知ること

がでこれば、かなりの確率で利益を得られるので、⼿堅い投資⽅法だと思い

ます。 増担保規制銘柄の空売り取引経験あります。ザラ場後の16:30に規制

実施銘柄を確認。当⽇の寄付きで空売りを仕掛けるので、遅いです。値幅が

思惑通りに取れない事も多く悩んで辞めてしまいました。前⽇に規制銘柄が

わかるなら、再チャレンジしたいです。  

* 今までに⾊々な投資法を⾒てきましたが、この⼿法にはすごく希望がもて

るものだと思い、アンケートを回答しようと思いました。増し担保規制・解

除のことは知っていましたが（よく出くわすので）、「⼀⽇はやく」知るこ

とができたら、こんな有利なことはありません。 実は知らない⼈も多いので

は！ こういう視点で相場を⾒たことがなかったのですごいと思います 今ま

で知りませんでした。 なにか、むずかしい感じですね！ なんとなくわかり

ます。 

*今まで上がり過ぎ銘柄を検索して チャートを⾒て１０年間の天井になっ

た物を空売りしてました。増担保規制銘柄を知る⽅法があれば、⻤⾦じゃ

ないですか。凄い事ですよ。 

*  このような規制があることを知らなかったので参考になりました。 

* ⾮常に興味があります。 

* 規制に⼊る銘柄の精度をどう上げていくかを知りたいと思います。 

*参考にしたい 売買できれば確⽴が上がるが資⾦的に躊躇してしまう ⽬か

らウロコでした ⾔葉すら知らなかったので、⽬からうろこです。 知らな

いことを知れて得した気分になった。でも、どうしたら銘柄はみつかるの
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だろう？ もっと知りたい ⾯⽩いです。 なるほど。 役に⽴った 増担保規

制のタイミングがわからないので、お願いします。 

* 今まで⾒たことがない情報でした。 ぜひ過去を遡って検証したくなりまし

た。 

* 今まであまり意識してなかったけど 下がる可能性が⼤きければ チャン

スが、ひろがる可能性も⼤きくなるので是⾮知っておきたいと思います 随分

と気になっている事なのですが、私の知識と技術ではどうにもできず、⼿が

つけられていません。 実は取り組んでいます。 勉強になります 知らないこ

とがいっぱいでしたので、⽬から鱗でした。 下落しそう なるほど まだ取引

を始めたばかりで、たまたまこのページを知ったので、どういう⾵にやった

らいいのかよくわかりません。 

* その様な規制があるのは知らなかった。 

* そんなものがあったのかと驚きました 興味深かった。 

* そうな裏技があることに驚きました。 すごい。 すごい。 

* 勉強になりました。 

* 増担保規制で⼀気に下がり損失を出したことが、何回もあります。 

* 事前にわかれば勝てそう おもしろかったです。 ⾮常に期待できるお話し

だと思います ぜひ知りたいです 買い⽅ですが、コレにいつもやられていま

した 

* 裏ルートの⼊り⼝が有り？是⾮！ 

* そのような下がる株の⾒分け⽅があるのを初めて知りました。⾮常に興味

を持っています。 挑戦したい、 まだまだ知識不⾜の⾝ですが興味がありま

す。 

* ⽬から鱗でした。確かにいい⽅法 ⼿法としては、ありだと思います。 

* 増担保規制今まで知りませんでした。他の指標と組み合わせたらかなり有

効な⼿段になりそうなので興味を持ちました。 興味津々 どこに表⽰される
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のか ⾒つける条件によっては実践できないかもしれない 空売りのタイミン

グがつかめる 空売りのひとつの⽬安となりました。 

* 買いだと、上がる銘柄⾒つけることが、予想通りにはならないことが多

い。* 知ってる よくわかりません。 実際に取引を成功させるまでは、有効

な理論かどうか様⼦を⾒る 深く勉強したいと思った。 すごいの、⼀⾔で

す。 

* ⾒た事ないのでよく理解できない とても興味があります。ぜひ試してみた

いです。 

* 空売り規制が⼊るともう空売りは出来ないと思っていた。 

* 規制が⼊っても空売りが出来たら嬉しい。正直、まだそんないい⽅法があ

るとは信じれない。 

* 知らなかったので楽しみです まだ、よくわからないです。 株の売買はし

ていましたが、空売りは怖いので出来ませんでした。 

* 増担保規制銘柄空売りは初めて知りました。まだ良く理解できていません

が、知れば成果が出そうな気がします。 宜しくお願いします。 

* 増担保規制がかかると株価は下がる傾向にあることは知っていましたが、

やはり少数でも上昇する株もあるので空売りは興味があっても怖くて取り組

めない状況です。精度の⾼い増担保規制前、規制後の空売りの取り組み⽅法

があれば是⾮知りたいです。 

* すばらしい 素晴らしい⽅法だと思います。 

* 説明が、明確で勉強になりました。 

* 初めて聞きました これすごく知りたいです！！！！！！！！！ 

*本当に使える⼿法ならば、取引所の規制を逆⼿に取ったもので素晴らしい

ものだと思う。なぜ世の中で広まらないのか不思議だが・・・。 
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さあ、次はあなたの番です 
 

▼購読者限定メルマガお申込みはこちら▼ 
https://ecmarketing.net/p/r/hBCri009 

• • • • •
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なぜ個⼈投資家は株で勝てないのか？ 

投資の世界では、「個⼈投資家の8割が損をしている」といわれます。 

⽇本政府が掲げる「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、「⾃分もやっ
てみよう」と投資の世界に⾜を踏み出した⼈もいると思いますが、実際に個
⼈投資家は株式投資で買っているのでしょうか？ 

平均損失額はベンツクラス1台分 

投資助⾔会社アブラハム・プライベートバンク株式会社の調べで市場調査会
社と共同で実施したアンケートによると、すべての⾦融商品を合算した通算

損益において、利益を出している個⼈投資家は全体の20.6％、プラスマイナ
スゼロが7.0％、損失を出している層が72.4％だったことがわかりました。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



また、投資家の損益平均額は、メルセデスベンツクラス1台分に相当するマ
イナス525万円で、投資を開始した時期に関わらず通算平均損益率はすべて
マイナスとなっています。 

この調査結果からわかったのは、投資で儲かっている⼈はたった2割で、貯
蓄どころかベンツ1台分のお⾦を損しているという悲しい事実です。 

日本人の金融リテラシーはG7中第6位、世界で第38位 

アメリカの有⼒格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が、
2015年に世界各国を対象に実施した「グローバル・ファイナンシャル・リ
テラシー調査」を実施しました。 

（引⽤：http://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf） 
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「リテラシー」とは「与えられた材料から必要な情報を引き出し、活⽤する
能⼒」のことで、「⾦融リテラシー」は「お⾦やお⾦の流れに関する知識や
判断⼒」のことをいいます。 

この調査によると、⽇本はG7の中で第6位、世界で第38位で、新興国である
南アフリカとほぼ同じ⽔準です。 

なぜ日本人は空売りできないのか？ 

⽇本⼈のDNAには、「株は安く買って⾼く売るもの」と刷り込まれており、
株式投資の初⼼者には「売りから⼊る」という概念がありません。 

また、株式投資の経験者でも「買い」しかやらない⼈がほとんどで、「空売
り」をしている⼈はごくわずかです。 

これには、⽇本で⻑い間右肩上がりの相場が続いていたことも影響していま
す。 

⽇経平均株価は、1989年のバブル崩壊までは超⻑期で⾒ても右肩上がりの

チャートが続き、「株を買えば誰でも儲かる」という時代がありました。 

⽇本電信電話（現NTT）株の新規公開などでオイシイ思いをした⽐較的年齢
層が⾼い投資家の中には「買いで⼤儲けした」という成功体験が忘れられな
い⼈がたくさんいます。 

このような⼈たちは「株式投資=買い」と考えており、売りから⼊ることが
できないのです。 

 / 38 112



まだ不利なルールでトレードしたいですか？ 

相場は基本的に「上がる」か「下がるか」2つの局⾯しかありません。 

「持ち合い（=レンジ）」という状態もありますが、その持ち合いの中でも

上げ下げの動きを繰り返しています。 

相場が上昇トレンドに⼊っていれば、「買い」だけでトレードしても勝てる
確率は⾼いですが、下落トレンドの時に「買い」だけで勝つのは⾄難の業で
す。 

「空売り」と「買い」を両⽅使いこなし、どんな相場でも利益を出している
投資家がいる中、頑なに「買い」だけしかやらないのは、⼀⼈だけ⼤きなハ
ンデを背負っているようなものです。 

それでもあなたは、まだ不利なルールでトレードしたいですか？ 

このままだとあなたはどうなる？ 

本書をお読みいただいているということは、おそらくあなたは「空売りで利
益を上げる⽅法」に興味があり、「⾃分の⾦融リテラシーを⾝につけたい」

と考える意識の⾼い⼈だと思います。 

これまで空売りをした経験がない、あるいは株式投資そのものの経験がない
⼈にとって、空売りを始めるということは勇気がいることかもしれません。 

 / 39 112



もしかしたらあなたも、「空売りは怖い」「⼤きな損失を出したらどうしよ
う」と怖気づいているかもしれません。 

しかし、もしこのまま空売りを使わず、買いだけしかやらなかった場合、あ
なたにはこんな未来が待ち受けているかもしれません。 

大口投資家のカモにされる 

⼤⼝投資家とは、外資系証券会社、ヘッジファンド、海外年⾦基⾦など、⼤

量の資⾦を使って株式や債券で運⽤を⾏う投資家のことです。 

相場には「⼤⼝投資家に逆らうな」という格⾔がありますが、⼤⼝投資家は
以下の点において、個⼈投資家に⽐べて圧倒的に有利な⽴場にあります。 

① 潤沢な資⾦⼒がある 
② 投資先企業の重要な情報を⼊⼿できる 
③ 最新の情報端末・システムが使える 
④ 個⼈投資家が空売りできない株を空売りできる 

特に注⽬すべきなのが「④個⼈投資家が空売りできない株を空売りできる」
です。 

証券取引所に上場している銘柄の中で、個⼈投資家が空売りできる銘柄は限
られており、すべての銘柄を空売りできるわけではありません。 

しかし、⼤⼝投資家は「貸株」によって株券を調達し、ほぼ全銘柄を空売り
することができます。 
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「貸株」とは、証券会社が仲介役となって、株券を⼤量に保有する信託銀⾏
や⽣命保険会社などから株券を調達し、外資系証券会社やヘッジファンドな
どに株券を貸し出すことです。 

株券の借り⼿は、貸し⼿に貸借料として⾦利を⽀払い、株式市場を通じて株
券の売却が可能になります。 

⼤⼝投資家は、この貸株によって創業者の保有株や新興市場銘柄など、個⼈
投資家が調達できない銘柄を借りて株式市場で売ることができるのです。 

⼤⼝投資家にとってみれば、個⼈投資家の買いが殺到している新興銘柄など
は、空売りの格好のターゲットになります。 

⼤量の資⾦を使って売り浴びせ、個⼈投資家を⼼理的に揺さぶってロスカッ

トさせることなど朝飯前、まさに個⼈投資家は「いいカモ」なのです。 

相場の暴落で大きな損失も 

⻑期サイクルで⾒ると、相場には上昇トレンドもあれば下落トレンドもあ
り、世界経済の冷え込みなどにより⻑らく低迷することもあります。 

チャートや世界経済を分析し、こうした事態を事前にある程度予想すること
は可能かもしれませんが、相場には予期せぬ出来事で暴落が起こる場合もあ

ります。 
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このように、予期せぬ暴落が起きた場合、買いポジションと空売りポジショ
ンの両⽅を持っていれば、買いポジションの損失分を空売りポジションの利
益で相殺することができます。 

しかし、買いポジションしか持っていなければ、ロスカットする間もなく⼤

きな含み損を抱えることになるでしょう。 

塩漬け株の呪縛から抜け出せない 

株式投資の経験がない⼈でも、ロスカットという⾔葉は聞いたことがあると
思います。 

また、株式投資の経験がある⼈なら誰でも、ロスカット・ルールを厳守する
ことの重要性を理解しているはずです。 
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しかし、個⼈投資家でロスカット・ルールをキチンと守れる⼈はそれほど多
くありません。 

個⼈投資家は、許容範囲をはるかに超える含み損状態になってしまった場

合、少しでも損を減らそうとしてなかなか損切りができず、⾝動きが取れな
い状態になります。 

このようにして、あっという間に「塩漬け株」が出来上がってしまうので
す。 

⼀度塩漬け株を作ってしまうと、株価の値上がりを待っている間は売却でき
ず、また思ったように株価が上がらず保有株が連⽇安値を更新していても、
ただ眺めていることしかできません。 

空売りはあなたの人生を変える 

もし、あなたがサラリーマンだったら、会社からもらう給料以外にもう⼀つ
収⼊源が増えたらどう思いますか？ 

アルバイトやサイドビジネス、家賃収⼊など、給料以外の収⼊源が増え、そ
れらの収⼊が給料と同等、もしくは給料以上だったらウキウキしませんか？ 

増えたお⾦で、おいしいものを⾷べに⾏ったり、海外旅⾏に⾏ったり、今よ

り⽴派なマンションに引っ越したり、⽣活レベルがワンランク上がるでしょ
う。 
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株式投資も同じです。 

これまで「買い」しかやっていなかった⼈が「空売り」を始めれば、トレー
ドする機会が2倍に増え、儲けるチャンスも2倍に増えるのです。 

あなたは、今すぐ空売りを始めて儲けるチャンスを2倍にしますか？ 

それとも、今まで通り買いだけで勝負しますか？ 

この本を⼿に取ってくださった賢明なあなたなら、どちらを選ぶべきかすぐ

にわかるはずです。 
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今すぐ空売りを始めるべき3つの理由 

相場の世界において、空売りはすでに利益を上げるための投資⼿法として広
く認知されていますが、実際に空売りをしている投資家はまだ少数です。 

空売りには、現物買いでは得られないメリットがあります。 

空売りを⽑嫌いし、現物の買いしかしないのは、⾃ら儲けのチャンスをつぶ
しているのと同じで、⾶⾏機で例えるなら⽚⽅のプロペラだけで⾶んでいる
ようなものです。 

この章では、なぜ私がこれほど空売りをおすすめするのか、その理由を3つ
紹介します。 

理由1、下落相場でも利益を上げることが可能 

どれだけ経験豊富な株式投資のプロでも、買い⼀辺倒のスタイルでは下落相

場で利益を上げるのは⾄難の業です。 

しかし空売りを使えば、株価が⾼い時に売って下落した時に買い戻すことに
より、株価の下落局⾯でも利益を上げることが可能です。 

買いだけの場合に⽐べて、利益を上げるチャンスが2倍に増えます。 

また、「相場の下落による保有株の値下がりリスクを少しでも抑えたい」と
いう⼈は、⽇経225やTOPIXに連動するETF（上場投資信託）を空売りすれ
ば、相場の下落による保有株の値下がりリスクを軽減できます。 
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理由2、塩漬け株を担保として利用できる 

空売りを使えば、個⼈投資家の⼀番の悩みの種である「塩漬株」を担保とし
て利⽤できます。 

現物取引のみの場合、⼀度塩漬け株を作ってしまうと株価の値上がりを待っ

ている間は売却できません。 

また、思ったように株価が上がらず、保有株が連⽇安値を更新している状況
でも、ただ眺めていることしかできません。 

しかし、空売りを使えば状況は全く違ってきます。 

保有株を担保にして空売りをすれば、相場が下落して保有株が値下がりして
も、空売りで利益を得るチャンスがあります。 

⼤きな評価損となって売るに売れなくなってしまった塩漬け株も、空売りの
担保として有効活⽤できるのです。 

理由3、空売りの方が儲けやすい 

そして、空売りをすすめる最も⼤きな理由が「買いより空売りの⽅が儲けや
すいから」です。 
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株の値動きは、上昇よりも下落の動きの⽅が強く、スピードも上昇よりも下
落の⽅が早くなる傾向があります。 

そのため、買いよりも空売りの⽅が儲けやすく、短期間で利益を上げるチャ
ンスがあります。 

相場の世界では、政治や景気に関する好材料で株価が上昇することはあって
も、その好材料で投資家が我先にと買いに⾛って暴騰が続くような場⾯はな
かなかありません。 

しかし、世界情勢不安や予期せぬ会社の不祥事、業績の下⽅修正などの悪材
料が出ると、投資家は先⾏き不安から売りに⾛り、「パニック売り」が起こ
りやすいのです。 

パニック売りは、相場が暴落している時だけに発⽣するのではなく、右肩上

がりが続いていた銘柄に⼤⼝の売り注⽂が出た時など、株価が好調な時にも
発⽣します。 

相場が急変している時や、株価が急落している時など、投資家が狼狽してア
タフタしている時こそ、空売りは効⼒を発揮するのです。 

空売りが儲けやすいカラクリ 

「買いより空売りの⽅が儲けやすい」と⾔われても、にわかには信じられな

いでしょう。 

 / 47 112



しかし株式相場において、上昇よりも下落の動きの⽅が強く、上昇スピード
よりも下落スピードの⽅が早いことは、専⾨家による⻑年の研究によって実
証されている紛れもない事実です。 

「相場が上がるか下がるかの確率は1/2、勝率は50％ではなのか？」と疑問

に思うかもしれませんが、相場はそんな単純なものではありません。 

相場は「⼈間の⼼理」が動かしており、上昇している時と下落している時で
は、⼈間の⼼理は⼤きく違うのです。 

人間は「得するよりも損したくない」生き物 

あなたは「プロスペクト理論」を知っていますか？ 

「プロスペクト理論」は、2002年ノーベル経済学賞を受賞した⾏動経済学
における理論で、ダニエル・カーネマンとエイモス・ドベルスキーによって
考案されました。 

「プロスペクト理論」とは、損失を回避しようとする⼈間の⼼の動きのこと

で、「⼈間は利益を得ることよりも損をしたくない思いの⽅が強い」という
理論です。 

例として、3つの有名な質問を紹介します。 
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プロスペクト理論をグラフ化した価値観数 

（引⽤：https://swingroot.com/prospect-theory/） 

質問①「利益の場合」 
A. 100万円を無条件でもらえる。 
B. 200万円を確率1/2でもらえる。 

あなたならどちらを選びますか？ 
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ほとんどの⼈はAを選びます。何も⼿に⼊らないより、確実に100万円をも
らう⽅がいい、と無意識に判断するからです。 

質問②「損失」の場合 

A. 200万円の借⾦が半分になる。 
B. 200万円の借⾦が確率1/2で帳消しになる。 

あなたならどちらを選びますか？ 

質問①で確実なAを選んだ⼈なら、質問②でもAを選びそうですが、実際は多
くの⼈がBを選びます。 

「借⾦（＝損失）が残るのはイヤだ」「リスクがあっても借⾦を帳消しにで
きる可能性がある⽅がいい」という⼼理が働くからです。 

質問③「利益と損失」の場合 
A. コイントスで表が出たら3万円もらえる。 
B. コイントスで裏が出たら2万円⽀払う。 

あなたなら、このコイントスゲームに参加しますか？ 

利益と損失のバランスで考えると、明らかに利益の⽅が上ですが、それでも
ほとんどの⼈はこのコイントスゲームに参加しません。 

⼈間の損に対する恐怖はそれほど強く、とにかく損したくないと考える⽣き
物なのです。 
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ちなみに、利益が損失の2〜2.5倍になると参加希望が半数にまで⾼まるとい
われています。 

この3つの質問から、⼈間は 

・利益を得られる状況では、利益を逃すリスク（＝損失）を回避する 
・損失を被る状況では、リスクを負ってでも損失を回避する 
・損得が分かれる状況では、利益を得ることより損失を被ることに敏感にな
る 

ということがわかります。 

株式投資における人間の心理 

それでは、株式投資において⼈間はどのような⼼理になるか考えてみましょ

う。 

例えば、株式投資で買った銘柄が値上がりし、含み益の状態になっている場
⾯を想像してみてください。 

利益になっているので、⼼理的には余裕があるはずですが、売り注⽂が続い
て株価が下落したり、急騰した直後に値を戻したりする場⾯を⾒ると、⼈は
急に不安になります。 

これは、過去に何度も「もう少し早く利⾷い売りしておけばもっと儲かった

のに！」という経験をしているためです。 
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こうした過去の経験が脳裏をかすめ、「とにかく⽬先の利益を確保した
い！」と早めに利⾷いをしてしまうのです。 

今度は逆に、買った銘柄がすぐに値下がりし、含み損の状態になっている場
⾯を想像してみてください。 

最初は⼿数料分ぐらいのマイナスだったのに、その後下落トレンドが続きズ
ルズルと値を下げている場⾯や、あるいは買った直後に株価が急落し、⼤き
な含み損になっている状態です。 

こうした場⾯では、⼈は「なるべく損失を出したくない」という気持ちが先
⽴ち、 

「もう少し待てば、株価は戻るだろう」 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より 



「できれば建値まで戻ってほしい」 
「せめて半値まで戻ってほしい」 

という希望的観測に頭の中を⽀配され、損失に耐えてしまいます。 

その結果、許容範囲をはるかに超える含み損状態になっているにもかかわら
ず、少しでも損を減らそうとしてなかなか損切りができず、⾝動きが取れな
い状態になります。 

こうして、損切りできないまま⻑期保有した株が「塩漬け株」となってしま

うのです。 

空売りの基本的な仕組みを知ろう 

空売りには多くのメリットがあり、買いよりも空売りの⽅が儲けやすいこと

が理解していただけたと思います。 

早く空売りがしたくてウズウズしているかもしれませんが、その前にまず
「空売りとは何か？」をよく理解しておかなければなりません。 

そこで、この章では空売りの基本的な仕組みについて解説します。 

空売りとは？ 

「空売り」とは、⼿元に持っていない現物を借りて売り、価格が下落したと
ころで買い戻して利益を得る取引です。 
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株式だけでなくFX（為替証拠⾦取引）や仮想通貨取引など、投資の世界で広
く⼀般に使われています。 

株取引で空売りする場合、証券会社（証券⾦融会社）から借りた株を売って 
株価が下落したところで買い戻せばその差額が利益になります。 
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空売り 

空売りを知れば利益の⻭⾞は加速する。 
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空売りは「信用取引」の一種 

株の取引⽅法には、⾃分の資⾦と株式で取引する「現物取引」と、証券会社
から資⾦と株式を借りて、⾃分の⼿持ち資⾦以上の⾦額で取引できる「信⽤
取引」があります。 

⼀般的な「株を安く買って⾼く売る」取引は現物取引に該当し、株価が下落
すると利益になる空売りは「信⽤取引」に該当します。 

信⽤取引は、証券会社が投資家に資⾦や株式を貸し付けることで成り⽴って

います。 

しかし、証券会社も資⾦や持ち株に限度があるため、それを超える場合には
証券会社が証券⾦融会社から借りてまかなっています。 

信⽤取引をするためには、証券会社で「信⽤⼝座」を開設しなければなりま
せん。 

信⽤⼝座の開設には、 

・投資経験はどのくらいあるか？ 
・資産はどのくらいあるか？ 
・信⽤取引について理解しているか？ 

などの審査があり、審査をパスして信⽤⼝座が開設できれば、「空売り（信

⽤売り）」と「レバレッジ取引」ができるようになります。 
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「レバレッジ」とは、少ない資⾦を元⼿に⼤きな⾦額の取引を可能にする仕
組みのことです。 

レバレッジを利⽤すれば、保証⾦（委託保証⾦といいます）や保有している
株を担保として預け⼊れ、最⼤預け⼊れた担保の評価額の約3.3倍まで取引

できます。 

例えば、100万円を委託証拠⾦として預け⼊れた場合、最⼤で330万円の取
引が可能になります。 

レバレッジを使えば、少ない資⾦で⼤きな利益が期待できますが、その⼀⽅
で株価が予想と違う⽅向に動いた場合には、損失も⼤きくなります。 

信⽤取引を利⽤するときは、資⾦に⼗分な余裕を持って取引しなければなり
ません。 

「制度信用」と「一般信用」 

信⽤取引で借りた株は、期限までに返さなければなりません。信⽤取引に

は、「制度信⽤」と「⼀般信⽤」の2種類があり、それぞれ期限が異なりま
す。 

「制度信⽤」とは、証券取引所が制定している「制度信⽤銘柄選定基準」を
満たした銘柄を対象とした信⽤取引のことです。 

返却期限は最⻑6ヵ⽉と決められています。 
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制度信⽤の対象銘柄は、⼀定の基準を満たした「制度信⽤銘柄（買い建ての
み可能な銘柄）」と「貸借銘柄（たいしゃくめいがら：買い建てと売り建て
が可能な銘柄）」が、取引所によって選定されています。 

もし空売りをする場合、取引所に上場している銘柄すべてが空売りできるわ

けではありません。 

空売りができるのは、取引所に上場している銘柄のうち「貸借銘柄」に選定
されている銘柄のみです。 

「⼀般信⽤」とは、平成10年12⽉より導⼊された、投資家と証券会社の間
で直接結ばれる信⽤取引のことです。 

制度信⽤の返済期限は、最⻑6ヵ⽉と決められていますが、⼀般信⽤の返済
期限は証券会社によってまちまちで、中には原則無期限の証券会社もありま

す。 

⼀般信⽤は、ほぼすべての上場銘柄を買い建てることができますが、売り建
てが可能な証券会社はごくわずかな証券会社に限られ、返済期限や対象銘
柄、⾦利もまちまちです。 

株価が上昇すれば「空売り」は増える 

空売りは、株価が下落すれば利益が出る取引です。 

したがって、株価が上昇すればするほど「もうそろそろ株価が下がるだろ
う」と思う投資家も増えるため、株価上昇時には空売りの数は増えます。 
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株価上昇の期間が⻑くなればなるほど、空売りの株数もどんどん増えていく
ため、場合によっては「株不⾜」の状態になることがあります。 

「株不⾜」の状態になれば、空売りしている投資家には「逆⽇歩（ぎゃくひ

ぶ）」が課せられます。 

「逆⽇歩（ぎゃくひぶ）」とは、信⽤取引の売り⽅（売り⼿）が負担するコ
ストのことで、売り⽅から徴収して買い⽅に⽀払われます。 

証券会社が信⽤取引に必要な株式を借りる貸借取引において、株式を貸して
くれる証券⾦融会社に貸すための株不⾜が⽣じた際に、証券⾦融会社がその
不⾜する株式を外部から調達するコストです。 

逆⽇歩は品貸料（しながしりょう）とも呼ばれ、1株につき「0.05」や

「0.10」のように表記されます。 

0.05の場合、1株あたり逆⽇歩が5銭かかることを指し、0.10の場合は10銭
かかることを指します。例えば、 

信⽤売りをしている株数…1,000株 
1株あたりの逆⽇歩…0.10（10銭） 
対象の⽇数…2⽇ 

という場合、1,000株×0.1円（10銭）×2⽇ ＝ 200円の逆⽇歩を⽀払うこ

ととなります。 

逆⽇歩がどれだけかかるかは、その⽇の取引が終了するまで分かりません。 
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取引した銘柄の売買状況からある程度予測することはできますが、正確には
次の⽇にしかわかりません。 

なお、逆⽇歩の付いた銘柄は、翌⽇の新聞紙上などで確認することができま
す。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



 

増担保規制 

国が規制をかけて株価を下げるところを利益に変える⽅法 
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信用取引にかかる規制 

信⽤取引では、相場の過熱感を抑えるために取引が制限されることがありま
す。 

例えば、株価の上昇（下落）に伴って信⽤取引の買い（売り）が急増し、⾏
き過ぎとも思える株価⽔準をつけることはよくあります。 

このように、信⽤取引の売買が急激に変動すると、株価に与える影響が⼤き
くなりやすいため、投資家の予想外の損失拡⼤を防ぐ、もしくは要注意であ

る旨を周知するために実施されるのが信⽤取引規制です。 

ひとくちに規制といっても様々な種類がありますが、主な信⽤取引規制は以
下の3つです。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



日々公表（ひびこうひょう） 

信⽤取引は、投機的な取引に活⽤されやすいため、取引所は信⽤取引の過度
な利⽤を未然に防⽌するため⼀定のガイドラインを設けています。 

⼤幅な上昇や下落を繰り返すような投機的な値動きをしている銘柄など、ガ
イドラインの基準に該当した銘柄については、空売り・空買いなどによっ

て、⼤きな損失を被る可能性のある投資家に注意を喚起する⽬的で、毎⽇、
信⽤取引の残⾼（信⽤残）の公表を⾏っています。 

このような銘柄を「⽇々公表銘柄（ひびこうひょうめいがら）」、あるいは
「注意銘柄」といいます。 

増担保規制 

増担保規制（ましたんぽきせい）とは、委託保証⾦率が通常の30％から引き
上げられる規制措置です。 

信⽤取引を⾏う場合には委託保証⾦が必要ですが、増担保規制の対象になる

と通常の取引よりも委託保証⾦が多く必要となります。 

信⽤取引の利⽤が過度となった場合、取引所は新規の信⽤取引の利⽤を抑制
するために委託保証⾦率を引き上げることで相場の過熱感を冷まします。 
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通常、100万円分の信⽤取引を⾏うためには30万円（30％）の委託証拠⾦が
必要ですが、増担保規制が⾏われると委託証拠⾦率が50％に引き上げられま
す。（場合によっては70%に引き上げられることもあります） 

この場合、同じ100万円の信⽤取引を⾏うために50万円（70%の場合は70

万円）が必要になります。 

また、委託証拠⾦は現⾦の代わりに株式を差し⼊れる（代⽤有価証券）こと
もできますが、増担保規制が⾏われると、委託証拠⾦のうち20％は現⾦で差
し⼊れなければならないなどの制限も⾏われます。 

これは、「50万円の委託証拠⾦のうち、少なくとも10万円（20％）は現⾦

が必要になる」という意味です。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



なお、増担保規制が⾏われる前に既に⾏っていた信⽤取引は、規制の対象外
となります。 

委託証拠⾦率が引き上げられると、信⽤取引可能額が減少し、さらに委託証
拠⾦に対する⾦利も発⽣するため、より多くの利息（委託証拠⾦×⾦利）を

⽀払わなければなりません。 

増担保規制銘柄を取引する場合、通常より多くの資⾦が拘束されるため、ど
うしても投資家の投資意欲が下がります。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



増担保規制の実施基準 

増担保規制は、⽇々公表銘柄の中から取引所が定めるガイドライン「増担保
規制の実施基準」に関する4項⽬のうち、いずれかに抵触した銘柄が対象と
なります。 

次のいずれかに該当する場合 

イ．売残⾼の対上場株式数⽐率が15％以上で、かつ、売残⾼の対買残⾼⽐率
が70％以上である場合 

ロ．買残⾼の対上場株式数⽐率が30％以上で、かつ、③営業⽇連続して各営
業⽇の株価と各営業⽇時点における25⽇移動平均株価との乖離が30％以上
（各営業⽇の株価が各営業⽇時点における25⽇移動平均株価を超過している
場合に限る。）である場合 

ハ．取引所が「信⽤取引残⾼が継続的に増加している銘柄」として公表した
⽇の翌⽉の応当⽇以降において、売残⾼の対上場株式数⽐率が15％以上⼜は
買残⾼の対上場株式数⽐率が30％以上である場合 

1.残⾼基準 
3営業⽇連続して各営業⽇の株価と各営業⽇時点における25⽇移動平均株価
との乖離が30％以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合（各営業⽇
の売買⾼が1,000売買単位以上である場合に限る。） 

イ．3営業⽇連続して信⽤取引の新規売付⽐率が20％以上である場合（各営
業⽇の株価が各営業⽇時点における25⽇移動平均株価未満である場合に限
る。） 
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ロ．3営業⽇連続して信⽤取引の新規買付⽐率が40％以上である場合（各営
業⽇の株価が各営業⽇時点における25⽇移動平均株価を超過している場合に
限る。） 

2.信⽤取引売買⽐率基準 
1営業⽇の株価と当該営業⽇時点における25⽇移動平均株価との乖離が40％
以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

イ．当該営業⽇の売買⾼が上場株式数以上であり、かつ、当該営業⽇の信⽤

取引の新規売付⽐率が30％以上である場合（当該営業⽇の株価が当該営業⽇
時点における25⽇移動平均株価未満である場合に限る。） 

ロ．当該営業⽇の売買⾼が上場株式数以上であり、かつ、当該営業⽇の信⽤
取引の新規買付⽐率が60％以上である場合（当該営業⽇の株価が当該営業⽇

時点における25⽇移動平均株価を超過している場合に限る。） 

3.売買回転率基準 
①〜③の基準のいずれにも該当しない場合において、取引所が信⽤取引の利
⽤状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合 

⼀般的に、増担保規制に指定された銘柄は、信⽤取引に必要な資⾦が⼤きく
なることにより新規の買いが⼊りづらくなります。 

そのため、増担保規制をきっかけに出来⾼が減少し、株価が値下がりする
ケースが多く⾒られます。 
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⼀⽅、増担保規制が解除された銘柄には、新規の買いが⼊って出来⾼が増加
し、株価が上昇することも珍しくありません。 

増担保規制の解除基準 

増担保規制がかかった銘柄については、信⽤取引による売買の過熱感が冷
め、株価も落ち着いて来れば、それ以上規制する必要がなくなるため解除さ
れます。 

東京証券取引所では、増担保規制解除の条件として次のように定めていま
す。 

残⾼基準：次のイ．ロ．の両⽅に該当する場合 

イ．5営業⽇連続して、信⽤取引の売り残⾼が上場株式数に対して12％未満

となる。 
ロ．5営業⽇連続して、信⽤取引の買い残⾼が上場株式数に対して24％未満
となる。 

株価基準 

5営業⽇連続して、株価と25⽇移動平均株価との乖離が15％未満となる。 

ただし、これらの基準が満たされたからといって、必ずしも解除されるとは

限りません。 

規制を解除するか否かは、あくまで取引所の判断となります。 
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貸借取引の申込停止措置（売り禁） 

増担保規制が実施されても、さらに相場が過熱した場合や空売りが増え続け
た場合には「貸借取引の申込停⽌措置」が取られます。（⼀般的には「売り
禁」と呼ばれることが多い） 

売り禁とは、貸借銘柄（空売りができる銘柄）において、新規の空売りと信
⽤買いの現引きが禁⽌される措置のことをいいます。 

売り禁に指定された銘柄は、その措置が解除されるまでの間、新規の空売り

や信⽤買い分を現引きすることができなくなります。 

多くの場合、売り禁は貸借の売り⻑（信⽤買いの総数よりも信⽤売りの総数
の⽅が⼤きくなること）により、証券⾦融会社がこれ以上の貸株の調達・提
供が難しいと判断した場合に⾏われる措置です。 

通常、売り禁はその⽇の引け後（16時30分ごろ）に発表されることが多い
ですが、緊急性がある場合は、前場終了後に売り禁の措置がとられることも
あります。 

売り禁措置が取られた銘柄の情報は、⽇本証券⾦融（⽇証⾦）のホームペー
ジや東京証券取引所のホームページでも告知されます。 

株式相場には、昔から「売り禁に買い無し」「売り禁の⽟は⾦の⽟」という
格⾔があります。 

「売り禁に買い無し」は、売り禁になれば新規空売り注⽂が出なくなり、流
動性が低下するという意味で、「売り禁の⽟は⾦の⽟」は、売り禁になった
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後の売り⽟は貴重で、「近いうちに株価は⼤きく下がるから、簡単に⼿放す
べきではない」という意味です。 

売り禁になると、新規の空売りと信⽤買いの現引きが禁⽌されるため、確実
に売買参加者が減ります。 

空売りに適した銘柄 

株式投資の初⼼者には「空売りをしてみたいけど、どのような銘柄を選べば

よいかわからない」と悩んでいる⼈も多いと思いますが、空売り銘柄の選び
⽅は意外に簡単で、初⼼者でもすぐに実践できます。 

空売り銘柄を選択する際に、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を使
うことも⼤切ですが、分析できるようになるまでにある程度時間がかかり、

初⼼者でも簡単にできるものではありません。 

初⼼者はまず、「信⽤倍率が⾼い銘柄」を選びましょう。 

信用倍率が高い銘柄 

信⽤倍率とは、信⽤取引の「信⽤買い」と「信⽤売り」のバランスを数値で
⽰したものです。 

信⽤倍率は、ネット証券に⼝座をお持ちの⽅であれば、取引画⾯の個別銘柄
情報ページを⾒れば、信⽤倍率の数値を⾒ることができます。 
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ネット証券に⼝座をお持ちでない⽅は、Yahooファイナンスの信⽤倍率ラン
キングで確認できます。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



Yahooファイナンス信⽤倍率上位 
https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=17&mk=1&tm=d&vl=a 
Yahooファイナンス信⽤倍率下位 
https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=18&mk=1&tm=w&vl=a 
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広告



 

投資分析 

稼ぎ⽅を変える規制銘柄の空売り投資理論とは？ 
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大切なことですのでメモして下さい 

信⽤倍率は「信⽤買い残÷信⽤売り残」で計算され、値が1よりも⼤きけれ
ば、買い残が売り残よりも多いことを⽰し、逆に1よりも⼩さければ売り残
の⽅が買い残よりも多いことを⽰します。 

信⽤売り残が増えて1に近づいてくると、株価が上昇する可能性が⾼まるこ
とから相場では好感され、逆に倍率が⾼まると、買いが⼀⽅的で相場が過熱
しているといわれています。 

信⽤取引では、空売りをしている「売り⽅」と、現⾦や保有株式などを担保

に買い付ける「買い⽅」が存在します。 

信⽤倍率が⾼いということは、買残が多いということで、返済期限の6ヵ⽉
以内に売って決済しなければならない信⽤取引では、将来の売り圧⼒になっ
て株価の上昇を抑えます。 

信⽤倍率が⾼い状況を「信⽤取り組みが悪い」といい、信⽤倍率が⾼く上値
が重い銘柄は空売りに適しているといえます。 

逆に、信⽤倍率が低いということは、売り残が多いということで、返済期限

の6ヵ⽉以内に買って決済しなければならず、将来の買い圧⼒となって株価
を押し上げます。 

信⽤倍率が低い状況を「信⽤取り組みが良い」「取り組み妙味がある」とい
い、株価が上昇する可能性が⾼い売残の多い銘柄をあえて空売りする必要は

ありません。 

• • • • • • •
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空売り銘柄を選ぶ際には、「信⽤買い」と「信⽤売り」のバランスを⾒るこ
とが⼤切です。 

信用倍率と貸借倍率の違い 

信⽤倍率と似た指標に「貸借倍率」があります。 

信⽤倍率と貸借倍率のどちらも「信⽤買い残÷信⽤売り残」で計算されるた
め、指標が⽰す意味は同じですが、速報性に違いがあります。 

信⽤倍率が前週末時点の信⽤取引残⾼（制度信⽤取引と⼀般信⽤取引）で算
出しているのに対し、貸借倍率は⽇証⾦が制度信⽤取引のみを算出の対象と
して、毎⽇公表しています。 

どちらも空売り銘柄を選ぶ際の重要な指標ですが、貸借倍率は速報性はある

が制度信⽤取引のみのため信頼性は低く、信⽤倍率は速報性は劣るが信頼性
は⾼いと⾒るのが⼀般的です。 

禁断の裏技「規制空売り」 

それではいよいよ、実際に空売りする⼿順を説明してきます。 

ただしこの本で提案するのは、⼀般的に使われている空売りではなく「規制
空売り」です。 
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「規制空売り」では、信⽤規制がかかった銘柄、特に増担保規制銘柄にター
ゲットを絞って空売りします。 

なぜ増担保規制銘柄をターゲットにするのか？ 

増担保規制銘柄は、委託保証⾦率が30％から50％（あるいはそれ以上）に
引き上げられた銘柄です。 

増担保規制銘柄を取引する場合、通常より多くの資⾦が拘束されるため、ど

うしても投資家の投資意欲が下がります。 

投資家が資⾦の拘束を嫌がって増担保規制銘柄の取引を敬遠すれば、出来⾼
が減少し株価が下がる可能性が⾼くなります。 

つまり、増担保規制銘柄の空売りは、通常の銘柄を空売りするより儲かる可
能性が⾼いのです。 
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増担保規制銘柄の見つけ方 

増担保規制銘柄は、⽇本取引所グループ（JPX）のサイトに⾏けば誰でも無
料で⾒ることができます。 

⽇本取引所グループ（JPX）のホームページ（https://www.jpx.co.jp/）か
ら、「信⽤取引に関する規制等」のページ（https://www.jpx.co.jp/

markets/equities/margin-reg/index.html）に⾏けば、増担保規制銘柄の
⼀覧が掲載されています。 
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Googleアラートでもっと簡単に 

増担保規制銘柄は、⽇本取引所グループ（JPX）のサイトで⾒ることができ
ますが、新たに追加された増担保規制銘柄を確認するために、毎回⽇本取引

所グループ（JPX）のサイトにアクセスするのは⾯倒で、効率もよくありま
せん。 
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しかし「Googleアラート」を使えば、⼀度登録すればあとは何もしなくて
も増担保規制の情報を⾃動で受け取ることができ、毎回⽇本取引所グループ
（JPX）のサイトを⾒に⾏く必要もありません。 
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Googleアラートとは、Googleが提供している機能の1つで、特定のキーワー
ドを登録すると、そのキーワードが含まれる情報がWeb上に流れた際に⾃動
的に通知してくれる便利な機能です。 

通知⽅法はGmail、もしくは RSSフィードから選択することができ、通知の

頻度も調整可能です。 

このGoogleアラートで「増担保規制」と登録しておけば、⽇々更新される増
担保規制関連の最新情報が⾃動的にGmailフォルダ、もしくはRSSフィード
に⼊ってきます。 

Googleアラートを使えば、毎回⽇本取引所グループ（JPX）のサイトを⾒に
⾏かなくても、増担保規制の情報を漏らさずチェックできます。 

Googleアラートの使い⽅は以下の通りです。 

1. Googleの 無料アカウントを取得する 
2. Googleアラートのページ（https://www.google.co.jp/alerts）にアク

セスする 
3. ページ上部の⼊⼒ボックスに設定したいキーワード（例えば「増担保規

制」）を⼊⼒する 
4. ⼊⼒した キーワードで通知される情報の内容を確認する 
5. アラートの詳細設定で通知頻度を「その都度」にする 

たったこれだけのステップで、増担保規制に関連する最新の情報を漏らさず

チェックできます。 

Googleアラートは、Googleにアカウントを持っている⼈であれば誰でも無
料で利⽤できます。ぜひこの機会に利⽤してみてください。 
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実績 

この理論を活⽤した実績をご紹介 
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規制空売りシミュレーション 

それでは、「規制空売り」で増担保規制銘柄を空売りした場合、どのくらい
のパフォーマンスが期待できるのか、実際に増担保規制された銘柄でシミュ
レーションしてみましょう。 

ケース1：テリロジー（3356） 

まずはテリロジー（3356）です。 

テリロジー（3356）は、2018年10⽉16⽇の取引終了後に増担保規制銘柄
に指定されました。（実施⽇は翌17⽇から） 

増担保規制前後の株価推移は以下のようになっています。 

 

⽇⾜チャートの⾚丸で囲んだ部分が、増担保規制実施⽇の10⽉17⽇です。 

⽇付 始値 ⾼値 安値 終値 備考

2018/10/16 1,780円 1,836円 1,666円 1,816円
増担保規制銘柄

に指定

2018/10/17 1,835円 1,858円 1,773円 1,800円

2018/10/18 1,785円 1,809円 1,681円 1,714円

2018/10/19 1,650円 1,697円 1,592円 1,675円

2018/10/22 1,635円 1,675円 1,591円 1,592円

2018/10/23 1,619円 1,649円 1,403円 1,505円

2018/10/24 1,500円 1,518円 1,305円 1,341円

2018/10/25 1,191円 1,248円 1,041円 1,041円

2018/10/26 1,191円 1,284円 905円 1,009円
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増担保規制実施⽇の10⽉17⽇、1,835円で寄り付き、⼀時1,853円まで値を
上げたものの、1,800円で取引を終了しています。 

もし、10⽉17⽇の寄り付き1,835円で空売りし、⽇⾜チャートの⻘丸で囲ん

だ10⽉26⽇の安値905円で買い戻した場合、実に50.68％の利益を上げた計
算になります。 

実戦でここまで完璧にトレードするのは難しいですが、たった8⽇間でこの
パフォーマンスは凄まじい破壊⼒です。 
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ケース2：テラ（2191） 

次はテラ（2191）です。 

テラ（2191）は、2018年10⽉3⽇の取引終了後に増担保規制銘柄に指定さ
れました。（実施⽇は翌4⽇） 

増担保規制前後の株価推移は以下のようになっています。 

⽇付 始値 ⾼値 安値 終値 備考

2018/10/03 416円 424円 386円 393円 増担保規制銘柄に指定

2018/10/04 369円 375円 335円 338円

2018/10/05 335円 367円 321円 326円

2018/10/09 326円 333円 308円 309円

2018/10/10 309円 324円 303円 310円

2018/10/11 272円 303円 272円 289円
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⽇⾜チャートの⾚丸で囲んだ部分が、増担保規制実施⽇の10⽉4⽇です。 

増担保規制実施⽇の10⽉4⽇は369円で寄り付き、357円まで値を戻す場⾯
はあったものの、結局338円で取引を終了しています。 

もし、10⽉4⽇の寄り付き369円で空売りし、⽇⾜チャートの⻘丸で囲んだ
10⽉11⽇の安値272円で買い戻した場合、26.29％の利益を上げた計算にな
ります。 

たった5営業⽇でこのパフォーマンスは、なかなか優秀だといえるのではな
いでしょうか。 

もう一つの武器「一日信用取引」 

「規制空売り」では、増担保規制銘柄の空売りに加えて「⼀⽇信⽤取引」を
使います。 

「⼀⽇信⽤取引」とは、返済期⽇を当⽇に限定した⽇計り取引（デイトレー

ド）専⽤の信⽤取引です。 

もともとは、松井証券が証券業界で初めて導⼊したサービスですが、SBI証
券や楽天証券も名称は違いますが同様のサービスを提供しています。（SBI
証券：⽇計り信⽤、楽天証券：いちにち信⽤） 

またこの他にも、株式の調達が難しい新興市場で⼈気の銘柄など、⼀般的に
は空売りできないような銘柄を対象としたサービスもあります。（松井証

 / 86 112



券：プレミアム空売り、SBI証券：HYPER空売り、楽天証券：特別空売
り） 

対象となる銘柄は各社違いますが、ヘッジファンドなどしか空売りできない
新興銘柄やIPO銘柄などを空売りできるため、利益を上げるチャンスが広が

ります。 

なぜ一日信用取引を使うのか？ 

「なぜ通常の信⽤取引ではなく、わざわざ⼀⽇信⽤取引を使うの？」と疑問

に思う⼈もいるでしょう。 

確かに、通常の信⽤取引で増担保規制銘柄を空売りするだけでも⼗分利益を
上げることができますが、⼀⽇信⽤取引を使うことによるメリットがありま
す。 

特に⼤きいのが、以下の3つのメリットです。 

理由1、空売り初心者に適している 

信⽤取引の空売りは、レバレッジを使って⼿元資⾦以上の取引ができます
が、使い⽅を間違えると⼤きな借⾦を背負ってしまう可能性があります。 

空売りで⼤ヤケドしないためには、厳格なロスカット・ルールとそれを守る
強い意志が必要ですが、投資経験者でもロスカット・ルールの厳守は難し
く、初⼼者であればなおさらです。 
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しかし「⼀⽇信⽤取引」であれば、返済期⽇が当⽇に限定されており、もし
ロスカットをためらって当⽇中に買い戻せなくても、翌⽇の寄り付きで強制
的に決済されます。 

⻑い期間ポジションを保有する必要がなく、「過度なリスクは取りたくな

い」という初⼼者にもおすすめできます。 

理由2、レア銘柄を空売りできる 

証券会社が独⾃で導⼊しているデイトレード専⽤のサービス（松井証券のプ
レミアム空売りやSBI証券のHYPER空売りなど）を利⽤すれば、「レア銘
柄」を空売りすることができます。 

「レア銘柄」とは、株式の調達が難しい新興市場で⼈気の銘柄や上場してか
ら数⽇しか経っていないIPO銘柄など、⼀般的には空売りできない銘柄で
す。 
特に、新興銘柄やIPO銘柄は個⼈投資家の買いが殺到して株価が急騰する

ケースが多く、このように過熱した銘柄を空売りできれば、下落幅も⼤きく
なる可能性があり、利益の値幅も⼤きくなります。 

理由3、資金を効率的に使える 

増担保規制銘柄をトレードする場合、通常より多くの資⾦が必要になり、⻑
期間ポジションを保有するとその間ずっと資⾦が拘束されてしまいます。 
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そのため、ある程度資⾦に余裕がなければトレードできる銘柄が限られてし
まいますが、⼀⽇信⽤取引であれば、返済期⽇が当⽇に限定されており、資
⾦拘束も⼀⽇で済みます。 

もし当⽇中に買い戻せなくても、翌⽇の寄り付きで強制的に決済されて資⾦

の拘束も解けるため、儲けるチャンスがありそうな銘柄に次々資⾦を移動さ
せ、効率的にトレードできます。 
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証券口座 

通常では空売りできない銘柄を空売りする3つの証券会社 
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一日信用取引が利用できる証券会社 

⼀⽇信⽤取引サービスを導⼊している証券会社は、「SBI証券」「楽天証
券」「松井証券」など数社に限られており、すべての証券会社で利⽤できる
わけではありません。 

これから証券⼝座を開設する初⼼者は、⼀⽇信⽤取引に対応し、オンライン
で簡単に⼝座開設の⼿続きができる「SBI証券」「楽天証券」「松井証券」
で⼝座開設することをおすすめします。 

この3社について、それぞれの特徴と重視すべきポイントをまとめてみまし
たので、ぜひ証券会社選びの参考にしてください。 

【1】 
SBI証券 ハイパー空売り  

https://www.sbisec.co.jp/ 

【2】 

楽天証券 いちにち空売り 
https://www.rakuten-sec.co.jp/ 

【3】 
松井証券 プレミアム空売り 

https://www.matsui.co.jp/ 

この3つの⼝座は無料ですのですべて開設されることをオススメします。な

ぜならば、空売りできる銘柄が証券会社によって異なります。 
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例えば、楽天証券では空売りが出来ないが、松井証券とSBI証券は空売りが
できるということがあり得るからです。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より

画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



一日信用取引シミュレーション 

それでは、⼀⽇信⽤取引を使って空売りした場合、どのくらいのパフォーマ
ンスが期待できるのか、実際にシミュレーションをしてみましょう。 

ケース1：ネオス（3627） 

まずはネオス（3627）です。 

ネオス（3627）は、2018年11⽉1⽇の取引終了後に増担保規制銘柄に指定
されました。（実施⽇は翌2⽇から） 

増担保規制前後の株価推移は以下のようになっています。 

⽇⾜チャートの⾚丸で囲んだ部分が、増担保規制実施⽇の11⽉2⽇です。 

増担保規制実施⽇の11⽉2⽇、寄り付きは1,420円で、⼀時1,230円まで値
を下げたものの、1,264円で取引を終了しています。 

⽇付 始値 ⾼値 安値 終値 備考

2018/11/01 1,478円 1,519円 1,427円 1,428円 増担保規制銘柄に指定

2018/11/02 1,420円 1,453円 1,230円 1,264円

2018/11/05 1,241円 1,260円 1,092円 1,100円

2018/11/06 1,130円 1,227円 1,048円 1,190円
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もし⼀⽇信⽤取引を使って11⽉2⽇の寄り付1,420円で空売りし、引けの
1,264円で買い戻した場合、たった⼀⽇で10.99％の利益を上げた計算にな
ります。 

デイトレードで、なおかつ1銘柄のトレードで上げた利益と考えればかなり

優秀なパフォーマンスです。 

ケース2：ALBERT（3906） 

次はALBERT（3906）です。 

ALBERT（3906）は増担保規制銘柄ではありませんが、⼀⽇信⽤取引では

⼀般的には空売りできない新興銘柄なども空売りできます。 

その代表例として、個⼈投資家の買いが殺到して株価が急騰したALBERT
（3906）をシミュレーションしてみます。 

ALBERT（3906）は、11⽉28⽇に上値抵抗線の14,000円をブレイクし、
翌29⽇には年初来⾼値を更新する16,730円まで急騰しました。 

⽇付 始値 ⾼値 安値 終値 備考

2018/11/28 13,860円 15,980円 13,800円 15,570円

2018/11/29 15,900円 16,730円 15,610円 16,680円

2018/11/30 16,420円 16,700円 14,450円 14,530円
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もし年初来⾼値を更新した翌30⽇に、⼀⽇信⽤取引を使って空売りをしたら
どうなるでしょうか？ 

3分⾜チャートで⾒てみましょう。 

チャートの⾚丸で囲んだ部分、寄り付きの1,6420円で空売りし、引けの
1,4530円で買い戻した場合、⼀⽇で11.51％の利益を上げた計算になりま
す。 

⼀⽇信⽤取引では、このように⼀般的には空売りできない、ヘッジファンド

が空売りしているような「オイシイ銘柄」を空売りすることもできます。 
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空売りでやってはいけない3か条 

実際の値動きに基づいたシミュレーションで、「規制空売り」と「⼀⽇信⽤
取引空売り」が優れた投資戦略だということはおわかりいただけたと思いま
す。 

しかし、どんなに優れた投資戦略でも必ず100％勝てるわけではありませ
ん。 
空売りは、使い⽅を間違えると⼤きな損失となり、場合によっては⼀発退場
となる可能性もあります。 

特に気をつけなければならないポイントを3つ紹介します。 

レバレッジのかけ過ぎ 

レバレッジのかけ過ぎは、破滅への第⼀歩です。 

「空売り」という単語をネットで検索すると、「空売り 怖い」「空売り 

借⾦」などの関連ワードが表⽰され、「空売りで失敗して何百万も借⾦がで
きた」「⾃⼰破産した」など、恐怖⼼を煽る体験談なども数多く⾒られます。 

空売りで多額の借⾦を作ってしまった理由で⼀番多いのが、この「レバレッ
ジのかけ過ぎ」です。 

空売りを始めたころは、慎重にトレードして順調に利益を積み重ねてきたの
に、だんだん欲が出てきてレバレッジを増やした結果、⼤きな損失を出して
しまった・・・というのは「空売りあるある」です。 
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少ない元⾦で⼤きな取引ができるということは、その分損失も⼤きくなると
いうことを忘れてはいけません。 

良く調べずにトレードする 

空売りする銘柄のことを良く調べずにトレードすると、思いがけない損失を
出すことになりかねません。 

増担保規制銘柄であれば、必ず株価が下がるわけではなく、規制を跳ねのけ
てグングン上昇する銘柄もあります。 

「規制空売りには難しい分析は必要ない」と説明しましたが、全く調べる必

要がないわけではありません。 

空売りする前にその銘柄に関するニュースが出ていないか確認しておきま
しょう。 

もし調べる時間が取れない場合は、空売りする銘柄をGoogleアラートに登録
して、情報を⼊⼿しておくのがよいでしょう。 

ロスカットをためらう 

トレードする際には、必ず利益確定するポイントとロスカットするポイント
を決めておきましょう。 
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⼀⽇信⽤取引は、返済期⽇が当⽇に限定されており、もし当⽇中に買い戻せ
なくても翌⽇の寄り付きで強制的に決済されますが、だからといってロス
カットしなくてもよいわけではありません。 

デイトレードでも⻑期トレードでも、損失が膨らまないようにロスカットす

ることが重要であることに変わりありません。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



 

上級編 

投資を趣味から収⼊の柱にする 
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規制空売り「上級編」 

「信⽤取引にかかる規制」の章で解説した通り、増担保規制は取引所が定め
るガイドライン「増担保規制の実施基準」に関する4項⽬のうち、いずれか
に抵触した銘柄が対象となります。 

ということは、ガイドラインの規制実施基準に抵触しそうな銘柄を監視して
おけば、増担保規制される銘柄を事前に予想することができるのです。 

ガイドラインの実施基準で⼀番重視すべき項⽬は、「①残⾼基準」の 

ロ．買残⾼の対上場株式数⽐率が30％以上で、かつ、③営業⽇連続して各営
業⽇の株価と各営業⽇時点における25⽇移動平均株価との乖離が30％以上
（各営業⽇の株価が各営業⽇時点における25⽇移動平均株価を超過している
場合に限る。）である場合 

です。 

⽇々公表銘柄の中で、この項⽬に抵触した銘柄を探して規制前に空売りすれ
ば、増担保規制後に⼤きくマドを開けてギャップ・ダウン（前⽇の終値より

も当⽇の始値が安値で寄り付くこと）した値幅分もまるまる利益となりま
す。 

増担保規制された銘柄は、規制当⽇の寄り付きから⼤きくギャップ・ダウン
する場合がありますが、規制前に空売りしておけば、⼀番おいしいギャッ

プ・ダウン部分の利益を取りこぼすこともありません。 
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あとは一歩踏み出すだけ 

本書は、私がこれまで⻑年培ってきた「株式投資で利益を出してお⾦を増や
し続けるノウハウ」を余すところなく詰め込みました。 

あなたも、規制空売りでガンガン儲けるイメージが湧いてきたのではないで
しょうか。 

あとは、あなたが勇気をもって⼀歩踏み出すだけです。 

どれだけ優れた投資戦略を持っていても、実際にトレードしないことには何
も始まりません。 

まだ証券⼝座を持っていないのであれば、証券会社で⼝座を開設してみま
しょう。ネット証券なら、オンラインで驚くほど簡単に⼝座を開設できま

す。 

これまで現物取引の経験しかないのであれば、信⽤⼝座を開設し、空売りに
挑戦してみましょう。新しく利益を上げるチャンスが増えて、あなたの投資
収益も⼤きく変わるでしょう。 

それでもまだ⼀歩踏み出す勇気がないというあなたは、仮想トレードから始
めてみましょう。 

実際に売買するのではなく、板画⾯を⾒ながら「この銘柄を○○円で売っ

て、○○円で買い戻す」など、「売ったつもり」「買ったつもり」になって
仮想トレードするのです。 
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本物のお⾦は使ってないので、失敗しても気にする必要はありません。どの
タイミングでエントリーするのか、どこで買い戻すのかなど、じっくり検証
してみましょう。 

慌てる必要はありません。 

納得できるまで何度も検証し、「これなら⼤丈夫だ！」と思えたら、勇気を
もって⼀歩踏み出してみましょう。 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



増担保規制銘柄で稼ぐ方法 

増担保規制の銘柄を活⽤して利益を上げるためには、3つのキャッシュポイ
ントがあります。つまり、⼀つの銘柄で最⼤3回利益を出すことができるの
です。 

1. 増担保規制候補の相場で利益を出す 
2. 終値と翌⽇の始値の窓開けで利益を出す 
3. 増担保規制後に短期・中期で利益を出す 
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画像：堀北式株価デトックス理論マスター講座より



このような⽅法で利益を出すことが出来ます。これらを具体的に知りたい⽅
は、規制空売りの実践編である「堀北式株価デトックス理論」で学ぶことが
できます。 
への字の法則、ギャップダウンの法則、スリーコール理論、プレミアムポジ
ショニング理論に関しては、本書の最後に記載しております「購読者限定メ

ルマガ」に登録すると無料動画で学ぶことができます。 

今すぐ結果を出してみたい⽅は、本書に書ききれなかったノウハウを無料動
画講座で学んで下さい。 
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なぜこの理論を人に教えるのか？ 

この規制空売りの教科書は誰でもできる⾮常にシンプルな理論です。 
お客様の声をご覧頂ければおわかりになるように、まったくの株の初⼼者で
も初⽉から利益を上げています。 

よく読者から感想やご質問を頂きます。 
それが、 
「なぜこのような⽅法を⼈に教えるんですか？⾃分で稼いで秘密にしておい

たほうがいいんじゃないですか？」 
というご質問です。 

このことについて私は3つの理由があります。 

理由1：個人投資家もプロ投資家もフェアな条件で稼いで欲しい 

ひと昔前はプロトレーダーだけが使えていたチャートのツールなどがあり圧

倒的にプロが優位な時代がありました。しかし、個⼈投資家向けの分析ソフ
トは⽇々進化しており、プロトレーダーとほぼ同じような環境でトレードす
ることができるようになりました。 
しかし、未だに銘柄に関する情報や投資⼿法に関しては、プロと個⼈投資家
には⼤きな差があります。プロトレーダーが知っていて個⼈投資家が知らな

いこと。 

ここには⼤きな情報格差があります。それを埋めるために難しいファイナン
ス理論をわかりやすくまとめて提供したいと考えています。 
投資を通じて経済的に豊かになる⼈を増やしていきたい。そして、⼈⽣を謳

歌する⼈と共に付き合っていきたいと⾔うのが1つ⽬の理由です。 
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理由2：投資詐欺で騙される⼈を救いたいから 

ここからは私の⾮常に恥ずかしい過去の話をしなければいけません。私は過
去に投資詐欺にあってお⾦も信⽤も⼀気に失った経験があります。 
ニュースでは投資詐欺にあったことが今も昔も変わらず報道されています。 

何も経験がない⼈から⾒ると、 
「そんなうまい話に騙される⼈っているのかな？」 

と思うかもしれません。しかし、私は過去にそういった詐欺にあった経験を
持っているため、胸が締めつけられるような思いでいっぱいになります。 

また、ここ最近の詐欺は⾼度化しています。地⽅に済む⼀⼈暮らしの⾼齢者
を狙って、軽度認知症の⼈を対象に詐欺を繰り返しているそうです。 

たまに⾃分の名前も⾔えなくなるような⾼齢者が、孫を名乗って近寄り、あ
りったけのお⾦を盗み取る詐欺が増え続けておりますが、私はそういった事

件が許せません。 

⼀⽇でも早く詐欺事件がなくなることを祈っています。そして、今の⾃分に
できることは、個⼈投資家に正しい情報提供をして、稼ぐ⼒を⾝に着けてほ
しいと思います。 
また、何かあった場合、相談できるような関係性を作ることで⼈⽣の⼤きな

落とし⽳に落ちることはないのではないかと考えております。 

私がどのような詐欺にあったのか、そしてどうやってこの逆境を乗り越えた
のか？この続きは、本書最後に記載の「購読者限定メルマガお申込みはこち
ら」に登録してもらえれば詳細を知ることができます。 
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理由3：経済活動こそが社会貢献である 

私は経済活動こそが社会を⼤きく変える社会貢献だと考えております。 
現在、⽇本の銀⾏にある貯蓄額は約900兆円あると⾔われております。 
⽇本⼈は貯蓄に対して美学の意識を持っているのか、投資をしようという考
え⽅がありません。 

しかし、このわずか10％の90兆円が株式市場に流れたら・・・。 
イメージして下さい。 

恐らく消費税増税などしなくても⼗分に国家予算は潤うと思いませんか？ 

お⾦があるかどうかが問題ではなく、正しく流れているかどうかが問題で
す。 
常に新しいお⾦の流れを循環することで、国のお⾦は潤沢に周りそして多く
の⼈が豊かな⽣活を送ることが出来ます。 

「経済活動を通じて社会に貢献する」ということが、私の信念であり永遠に
変わらない理念です。 
それに共感できるような会員様がいらっしゃいましたら、これからも末永く
お付き合いしたいと考えております。 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最後に 

本書は、これまで全く株式投資の経験がない⼈、株式投資の経験はあるが、
空売りの経験がない⼈でも、規制空売りによって簡単に利益を上げる⽅法を
わかりやすくまとめた「空売り初⼼者のための教科書」です。 

「空売りは怖い」「空売りって何だか難しそう・・・」と空売りを避けてき
た⼈にとって、本書が空売りを始めるきっかけになれば、これ以上の喜びは
ありません。 

⽇本⼈の中には、万全に準備しなければ物事が始められない完璧主義者がた

くさんいます。 

空売りに関しても全く同じです。「テクニカルを勉強しなければ」「ファン
ダメンタルズ分析を理解しなければ」など、何かと理由をつけて空売りを始
めようとしません。 

もちろん、テクニカルやファンダメンタルズの勉強も⼤切ですが、最初から
完ぺきだった⼈間など⼀⼈もいません。 

とにかく実践してみて、トライ＆エラーを繰り返しながら学んでいけばいい

のです。 

これまで現物の買いしか経験がなかった⼈は、空売りをすることによって下
落相場でも利益を上げることができ、儲ける可能性が2倍に増えます。 
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また、塩漬け株を作ってしまい、売るに売れない状態でただ眺めていること
しかできなかった⼈も、塩漬け株を担保にして空売りすれば新たに利益を得
る機会が⽣まれ、⻑年苦しめられてきた塩漬け株の悩みから開放されます。 

本書をご購⼊いただいた⽅限定のメールマガジンに登録していただければ、

最新の空売り銘柄情報をメールで配信いたします。 

このほかにも、信⽤⼝座開設で失敗しないための⽅法や、書籍では書ききれ
なかった空売りのノウハウなどを、余すところなくご紹介します。 

ぜひこの機会にメールマガジンに登録してみてください。 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 
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著者プロフィール  
                            
堀北晃⽣(ほりきたあきお) 

群集⼼理と錯覚理論を組み合わせた投資戦略 
株の空売りを活⽤してマーケットの 
利益をもぎ取る独⾃理論を確⽴した株式投資家 

2003年より株式投資の世界で運⽤を開始した個⼈投資家。 

その後、資産運⽤会社、富裕層向けプライベートバンク、ヘッジファンドなどで運

⽤実績を積む。2008年の外国為替取引のコンテストでは500万円を15億円まで増

やしコンテストで優勝し表彰される。 

また群集⼼理学を研究する中で、多数の投資家がマーケットで悲鳴を上げる中、空

売りを事前に仕掛けて短期間で利益を出す⽅法を作る。また脳科学や錯覚理論を活

⽤して独⾃の理論を確⽴する。 

テクニカル分析もファンダメンタルズ分析も全く使わないで、⼀⽇10分で利益を

出す「堀北式株価デトックス理論」は現在も受講したいという⽣徒が後を絶たな

い。 

次のステージを狙いたい投資家からは 

「こんな投資⽅法があるなんって知らなかった」 

「もっと早く知っておけばよかった」 

「毎⽇相場を⾒るのがワクワクした緊張感で楽しいです」 

という声が続出する。 

現在は、経済研究所やAI⾦融の研究に携わりながら未来の経済発展に貢献してい

る。 

持続可能な開発⽬標（SDGs）の17項⽬のうち「貧困をなくそう」に貢献するた

め、「経済活動を通じて世界平和に貢献する」をビジョンに活動中。 

著書に「規制空売りの教科書」「空売りの特効薬」がある。 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【ご注意ください】  

当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資⼿法は元本や利益を保証するものではなく、相 場の変動や⾦利差
により損失が⽣じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについ て⼗分ご理解の上、お客様ご⾃⾝

の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げま す。 信⽤取引、外国為替証拠⾦取引、株価指数先物

取引、株価指数オプション取引、商品先物取引な どの保証⾦・証拠⾦設定のある投資対象については、 お客様がお預

けになった保証⾦・証拠⾦額以上 のお取引額で取引を⾏うため、保証⾦・証拠⾦以上の損失が出る可能性がございます。 

【免責事項】  

当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細⼼の注意を払って作成し ておりますが、 

その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。また、投資知識の学 習のための参考となる情報の提供

を⽬的としたもので、 特定の銘柄や投資対象について、特定の投資 ⾏動や運⽤⼿法を推奨するものではありません。

投資に関する最終決定はお客様ご⾃⾝の判断でお願 いします。 なお、投資によって発⽣する損益は、すべて投資家の
皆様へ帰属します。 当該情報に基づ いて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社は⼀切の責任を負うこ

とはありませんので、 ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社の許可なく転載・掲載するこ

とを禁じます。  

【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。著作権は堀北晃⽣オフィスに付随し、著作権者の許可なくレ

ポートの全部⼜は⼀部をいかなる⼿ 段において複製、転載、流⽤、転売等することを禁じます。 このレポートの内容

は作成時点での著者の経験や考えをまとめたものであ り、すべての⼈に対して同⼀の効果・影響を保証するものではあ

りません。 レポート内容を実践することで⽣じた損害についてスリームデザインは⼀切 の責任を負いません。  

このレポート内容の作成には万全を期しておりますが、万が⼀不正確な情報 や誤りがある場合には、著者の判断で訂

正、情報の最新化、⾒解の変更を⾏ うことがあります。  

堀北晃⽣オフィス 
horikita@ynem.org 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▼購読者限定メルマガお申込みはこちら▼ 

https://ecmarketing.net/p/r/ARzajsOC 

• このメルマガに登録するとオンライン動画教材が無料で受講できます。 
• 最新の銘柄情報をメールで速報します。 
• 規制空売りの実践編として、「堀北式株価デトックス理論」「スリーコー

ル理論」「ギャップダウンの法則」「への字の法則」「群集⼼理学の裏側

にある錯覚理論」「プレミアムポジショニング理論」こういったものが学
べます。 

• 書籍には書けない裏ワザを公開します。 

【注意】 
このメルマガ登録は少⼈数制で配信しているため、今後募集を締め切る場合

があります。必ずこの期間中にご登録下さい。
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