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どんなマーケットレポートでも取引ガイドでも、リスク管理の重要さが強調されています。 

しかしリスク管理といっても、実際どのように始めればよいのでしょう。また、そもそもリスクを管理
するというのはどういうことなのでしょうか。このガイドは、金融トレーディングで最も重要なコンセ
プトのひとつであるリスク管理について、ステップごとに解説していきます。 

1 許容できるリスクの範囲を把握する 

どれくらいのリスクを見込むか。どのような金融商品を取引するにしても、これは個々人が決める領域といっ 

てよいでしょう。取引のレッスンやガイドでは、取引ごとに見込むリスクの金額として口座全体の資産のうち 
1%、2%、5%などの数字が提示されることがありますが、失うとしても納得できる範囲というのは実際には
個々人の経験のレベルによるところが大きいといえます。たとえば経験が浅い場合、取引に関する慣れや知識      
が十分でないことから、リスクの許容範囲は低いパーセンテージで抑えておくことが必要でしょう。 

 

相場や取引システムに慣れてくると、投資する資金の割合を高めてより大きな取引をしたくなるものですが、       
そこでしっかりと制限をかけていくことが大切です。どのようなトレーディング手法を用いていても損失が続       
くことはありますが、トレーディングの目的は、利益を得ることと同時に次の取引を続けられるようにするこ      
とにもあるのです。 

 

たとえば、あるトレーディング手法では平均1日に1回の取引を行い、あなたは毎回月初の口座残高の10%の
資金を投入するとします。すると、もし毎回すべて損失となる場合、理論的にはたった10回の取引で口座の
すべてを失ってしまうことになります。もしあなたが経験豊かなトレーダーであっても、一回一回の取引にこ      
れほど大きいリスクを負うのは不合理と言わざるをえません。 

 

それに対し、もし毎回の取引に当初資金の2%ずつを投入した場合、単純計算では残高がなくなるまで損失を      
出し続けても50回かかることになります。10回連続の損失と50回連続の損失、どちらが確率として高いで
しょうか？ 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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100,000通貨取引では、円ベース口座でドル円を取引した際に1pipあたり1,000円の損益 

10,000通貨取引では、円ベース口座でドル円を取引した際に1pipあたり100円の損益 

2 取引ロット数を見直す 

取引のリスク管理で大事なことは、どれくらいまで損失を許容できるかを見極め、それにもとづいて値動き 

1pipあたりの損失額がいくらなら耐えられるかを算出することです。 
さて、トレーディングの手法やロジックのパターンはほぼ無限にあるといってよいでしょう。あるものは利益       
確定や損切りのターゲットをひとつひとつのポジションについて具体的に指定し、またあるものは場合によっ      
てかなりの幅を持ったりします。たとえば、あるロジックが毎回20pips離れたところで逆指値注文を出すと
して、ドル円のみを取引する場合、設定した目標に対してどれくらいのポジションを建てればよいのかは計算       
できる範囲にあるといえます。一方で、逆指値注文や取引通貨ペアなどによってパターンを変えてあるロジッ      
クの場合、建てるべきポジションの量は読みにくくなります。 

 

つまり、一回一回の取引でリスクを見込む金額を自分でコントロールしやすくすることが重要です。そのため      
の最も簡単な方法のひとつは、値動き1pipあたりの損失額をもとに、ポジションのサイズを細かく調整する
ことです。 

ベース通貨が円の場合、ドル円で1pipは価格の0.01です。 
FOREX.comにおいてスタンダードロットで取引する場合、基準取引数量は100,000通貨ですので、ドル円で     
値動き1pipあたり1,000円の損益が出ることを意味します。なお、ミニロットでは基準取引数量が10,000で
値動き1pipあたりの損益は100円、マイクロロットでは1,000通貨の取引で値動き1pipあたりの損益は10円
です。 

 

もしドル円の取引において、1pipの値動きあたり500円の損益を想定するのであれば、100,000通貨では対
応できず、より大きいリスクを背負うことにもなるため、10,000通貨や1,000通貨で取引することになりま
す。同じように、1pipあたり250円の損失を見込むのであれば、100,000通貨や10,000通貨では対応できな     
いため、1,000通貨で取引を組み立てていくことになります。 

 

トレーディングの世界では、リスクに対して調節ができることが重要です。どのような調節がどのような時に      
必要なのかを把握し、手段を幅広く持っておくことが、成功への要因となっていくでしょう。 

 

 

 

10,000通貨 
 

100,000通貨 
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3 タイミングを見極める 
トレーディングにおいて最もフラストレーションがたまるのは、利益が出るはずだったチャンスを逃した時で       
しょう。これは、利益の機会が発生していた時に、何らかの理由で取引できる状況になかったことを意味して      
います。24時間マーケットが続いているFX取引において、この問題は頻繁に起こっています。特に、短い時
間枠のチャートで取引している場合には要注意です。客観的に見てチャンスを逃さなくなるようにするための       
合理的な解決策は、感情な誤認に左右されない自動売買ロジックを作成するか購入するかでしょう。しかしテ       
クノロジーに対して懐疑的なトレーダー、取引のコントロールを手放したくないと感じるトレーダーも相当数      
おり、別の解決策も必要です。 

 

要はチャンスが発生した時に、自分で、心身ともにベストなコンディションでその機会を把握し、発注できる      
ようにしておくことが必要だといえます。2-3時間睡眠の体質にすでになっているのでなければ、午前3時に 
起きて注文を出すスタイルは結果としてあまり報われないでしょう。つまり一般的な生活、仕事や、子どもや、
サッカーの練習や、社会生活や、刈り取らなければならない芝生がある人間は、取引に集中すべき時間帯につ
いて賢明な判断をする必要があるのです。これはプラットフォームに向かう時間帯の話だけではなく、具体的
には使うチャートにもかかわってきます。4時間足、8時間足、または日足チャートなどでの取引が忙しい生 
活の中ではより適しているといえるでしょう。時間とは、トレーディングの充実感に対して最も重要な要素か      
もしれません。 

 

また、プラットフォームにアクセスできない時の効果的なリスク管理方法として、トレーリングストップ注文       
の活用があります。どのようなトレーディング戦略においても、トレーリングストップは最も重要なポイント       
といえるかもしれません。この注文は逆指値注文ながら、利益の出る方向に価格が推移した際にはそれを追う       
のですが、逆に突然損失方向に値動きがあった際には、価格の上がったレベルからの値幅で自動的に損切りを      
してくれるのです。 

ユーロドルを1.0745で買い、 

トレーリングストップを30pips幅で発注。 

価格が上昇する(利益が出る方向に動く)につれて

逆指値レベルもつりあがりますが、 

価格が発注後トータルで30pips下がる(損失が出る

方向に動く)とその時点の逆指値で決済されます。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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マーケット価格が利益の出る方向に動いた際（買いポジションでは値上がり、売りポジションでは値下がり）、
逆指値の損切りレベルはマーケット価格にあらかじめ設定した値幅を保ちながらついていきます。その後マーケ
ット価格が損失を出す方向に動くと、近づいていった逆指値レベルはその位置のままとどまっているため、マー
ケット価格との値幅がせばまります。マーケットが損失を出す方向に動き続けると逆指値で決済されますが、最
初に出した逆指値注文のレベルよりは利益のある方向に動いていたため、確定損失を軽減することができるので
す。もちろん発注後に一方的に損失方向に値動きがあった場合は通常の逆指値注文と同じですが、トレーリング
ストップ注文は無理なく確定損失を軽減することができる可能性のある戦略といえるでしょう。 

 

4 週末のギャップ（窓開き）に備える 
マーケットの参加者にとり、ほとんどのメジャーな通貨ペアのマーケットが米国東部標準時（ニューヨーク時       
間）の金曜日午後にクローズすることは取引の大前提となっています。投資家は週末に向けていわば荷造りを       
し、世界中のチャートは止まり、それぞれの価格は次回取引可能になるまで同じ位置でとどまっているかのよ       
うになります。しかし、そのとどまっているように見える価格と現実とは違うのです。週末にも様々な要因で       
価格は事実上動いており、前週のマーケットクローズから週明けにマーケットがオープンし値動きが「見える      
ように」なる時で劇的に変動することもありうるのです。 

 

このような値動きはチャートにおける価格の「ギャップ」（窓）を作り出し、ストップロスや利益確定のため       
に置いておいた注文のレベルを一気に超えてしまうこともあります。後者の場合は良いことですが、前者の逆       
指値注文を超えた値動きは好ましいものではありません。逆指値注文は、そのレベルにマーケット価格が達し       
てからベストな価格で執行されるため、このように一気にレベルを超えるケースでは予想していたよりもはる     か
に大きな損失が出ることもあります。 

GBP/USD 1時間チャート 

ギャップ（窓）は必ずしも頻繁に発
生するものではないものの、不意を
ついて起こるものです。右図の例の
ように、ギャップが非常に大きく発
生して逆指値注文を超えてしまうこ
ともあります。このようなケースを
防ぐには週末を迎える前に取引を一
旦手仕舞っておくことですが、一方
で高度なギャップトレーディングの
手法で逆にチャンスを狙うという方

法もあるでしょう。 

  金曜クローズ  

  ギャップ(窓)  

  月曜オープン  

出典: FOREX.com 
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5 ニュースイベントに注意する 
指標発表などのニュースイベントは、リスク管理の観点  
から言っても特に危険性が高いものといえるでしょう。  
雇用統計、中央銀行の決定、インフレ率レポートなどの  
特定の発表が、異常に大きい値動きを引き起こし、週末  
ギャップのような価格のジャンプをより急激に発生させ  
ることがあります。週末にかけて指値や逆指値のレベル  
を超えてしまうようなことが、大きなニュースイベント  
後たった数秒で起こることもあるのです。もしニュース  
イベントの影響を見越して、戦略的にリスクを取ってあ  
えてイベント前から取引をしておくのでなければ、通常  
はボラティリティの高まるイベントの後に取引するほう  
が安全性の高い決断だといえるでしょう。 

6 資金の範囲を守る 
責任あるトレーディング関連機関が常に強調する教えが  
あります。それは、「失える範囲以上の投資を絶対にし  
てはならない」というもの。このモットーがこれほど広  
がっているのは、やはり理にかなっているからです。ト レ
ーディングは本来リスクのあるもので、難しいもので  す。
どのような動きを見せるかわからず予測も難しい 
マーケットに生活に必要な分までつぎこんでしまうのは、
ラスベガスのカジノのルーレットテーブルで赤か黒のどち
らかだけに全財産を賭けるのに等しいのです。あなたの取
引口座にあるものは、簡単に得られたものではありません。
その大事な資金を簡単に失うことのないように、常に長期
的な視野で、情報と戦略にもとづいたリスク管理で投資し
てください。 

 

さて、以上6つのリスク管理法、いかがでしたでしょうか。もちろん、投資の目標を達成し、トレー 

ダーとして成功するためには、まだ他にも考慮すべき要素があります。ただ、リスクの管理をあらかじ      
め積極的に進めることによって、長期的な成功の可能性は高めていけることでしょう。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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本レポートに記載されている情報や見解は、一般的な情報としての使用のみを目的としたもので

あり、通貨、CFD、その他あらゆる金融商品の、購入や売却に関する勧誘や依頼の意図は全くあ

りません。本文書に盛り込まれている、いかなる見解や情報も、予告や通知なく変更することが

あります。本文書は、特定の投資目的や、何らかの財務的背景、特定の受領者の意思などに沿っ

て書かれ配布されたものではありません。本文書内で引用・言及されている、あらゆる過去の価

格データ・価格推移データは、当社独自の調査や分析に基づいており、当社はそのデータの提供

元やそのデータそのものの信頼性につき、いかなる保証もせず、また筆者や訳者、各国の支社・

支店も、本文書の内容の正確性や完全性についても一切保証しません。本文書については英語版

を原版とし、翻訳版と原版で相違がある場合には、原版の内容が優先するものとします。本文書

の内容に基づく直接または間接の損失、そして本文書を信頼したことによる、いかなる人物や団

体が結果的に引き起こした損失についても、当社は一切その責を負いません。 

 

先物取引、先物オプション取引、外国為替証拠金取引（またはFX）、CFD、その他、入金額より

もレバレッジをかけて、より大きな金額で取引をする金融商品には、当初入金額を超える大きな 

損失を被るリスクがあり、すべての人に適するわけではありません。レバレッジを大きくして取 

引すると、その分リスクも高くなります。金スポットや銀の取引は、米国商品取引法（U.S. 

Commodity Exchange Act）の規制で保護されていません。また、差金決済取引（CFD）は米国

在住者の取引は許可されていません。外国為替証拠金取引（FX）や商品先物取引を行う前には、

投資目的、投資経験、リスク許容範囲等について十分検討する必要があります。本文書内にある、

いかなる見解、ニュース、調査、分析、価格その他についても、「本文書を読むいかなる人物や 

団体も、FOREX.comが、投資、法的、税務に関して助言するものではないことを理解している」

ことを前提として、一般的な情報として提供されるものです。いかなる投資、法的、税務に関す 

る事柄についても、適切な専門家や助言者に相談をしてください。FOREX.comは、米国の商品先

物取引委員会（CFTC）、英国の金融行動監督機構（FCA）、オーストラリアのオーストラリア証

券投資委員会（ASIC）、日本の金融庁の規制を受けています。 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
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【お取引に関する注意事項】 

 

• 当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているもので

はありません。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、

相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があ

ります。取引に必要な証拠金は、個人の場合は売買代金の4％、法人の場合は売買代金の 

1.0%～2.0%となっています。但し、リスク管理のため、特定の通貨ペアには上記より高い

証拠金率（＝低いレバレッジ）が適用されています（詳しくは当社HPをご確認ください）。 

 

• 当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカットや注文形態により発注

レートと約定レートが大きく乖離し、預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。 

 

• 取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引

契約書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただい

た上で、ご自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイト

のダウンロードセンターをご確認ください。 

 

• 取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）があ

ります。市場の動向によりスプレッドは変動し、重大な経済指標やニュースの発表時、流動性

が低下したとき、天変地異や戦争が発生した場合等に、スプレッドが拡大する可能性がありま

す。 

 

• MT4およびFOREXTraderには、長期間お取引の無い口座に対して口座管理料（2,100円）が

発生します。詳しくは「お取引前の重要事項説明」をご確認ください。 

 

• 市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期

せぬ事象の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。 

•当社の外国為替証拠金取引（以下、「取引」）は、元本および収益が保証されているものではあり

ません。レバレッジを利用して取引代金に比較して少額の証拠金で取引を行うために、相場の変動に

よる価格変動やスワップポイントの変動により、思わぬ損失が発生する場合があります。取引に必要

な証拠金は、個人の場合は売買代金の 4％、法人の場合は金融先物取引業協会が算出した通貨ペアご

との為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額（＝法定レバレッジで計算した必要証拠金額）以

上の証拠金額が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第

117条第 27項第 1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。但し、リスク管理のため、

特定の通貨ペアには上記より高い証拠金率（＝低いレバレッジ）が適用されています（詳しくは当社

HPをご確認ください）。  

•当社の取引は、相場の急変時や週初の取引開始時等に、ロスカット、注文形態、価格配信の停止・

再開により発注レートと約定レートが大きく乖離したり、停止時と再開時の配信価格にギャップが生

じる等の理由で預託証拠金以上の損失が生じる可能性があります。  

•取引の前に「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「お取引前の重要説明事項」「顧客取引契約

書」等の規程、約款、マニュアルを必ず熟読し、取引の内容、危険性等をご理解いただいた上で、ご

自身の判断と責任にてお取引ください。 各書類につきましては当社ウェブサイトのダウンロードセン

ターをご確認ください。 

•取引手数料は無料ですが、当社が提示するレートには、買値と売値に差（スプレッド）がありま

す。主要国政策金利の極端な変更や雇用統計など重要経済指標の発表前後、為替市場の流動性が著し

く低下した場合(年末年始・クリスマス時期など）や相場急変時(震災などの天変地異や戦争など)にお

いては、スプレッドが拡大することがあります。主要 10通貨ペア(USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・

AUD/JPY・EUR/USD・GBP/USD・AUD/USD・CAD/JPY・CHF/JPY・NZD/JPY)の表示スプレッド

の適用は日本時間午前 8：00～翌午前 3：00 (米国冬時間の場合は午前 9：00～翌午前 4：00)となり

ます。午前 3：00～午前 8：00 (米国冬時間の場合は午前 4：00～午前 9：00)は表示スプレッドの適

用外となります。  

•市場環境の急激な変化、パソコンの不具合、ネットワークの不具合、システム障害等、予期せぬ事

象の発生などにより、取引ができなくなることおよび損失が生じることがあります。  

 

https://www.forex.com/jp/terms-and-policies/risk-warning/
https://www.forex.com/jp/support/download-center/
https://www.forex.com/jp/support/download-center/

