
コラム トレードのアルゴリズム 

信用取引のシステムトレード 

 

 

1．はじめに：信用取引とシステムトレードの相性は良い 

 

トレードステーションには 2種類の口座あります。現物株式取引口座と信用取引口座で

す。 

トレードステーション利用者は現物株式取引口座を開設していますが、そのうち信用取引

口座を開設している利用者の割合はまだまだ少ないかもしれません。 

現物株式のみを取引しているトレーダーは、信用取引と聞くと「空売りのポジションを取

った場合に損失が無限大で怖い」という恐怖感が先に立つようでなかなか参入しにくいよ

うです。 

しかし信用取引には現物株式取引には無いメリットが複数あります。私はトレーダーとし

ては信用取引を行わないと勿体ないといえるほどだと考えています。「信用取引って何か難

しそう」という方も、この後にご紹介する動画やサイトでメリットと仕組みが詳しく説明

されていますので、一度触れてみてはいかがでしょうか。学んでみると食わず嫌いだった

ということもきっとあると思います。 

年に数回は発生する株式市場の大暴落の場合にも、信用取引の技術を持っていれば傍観し

ている必要はなく、むしろ稼ぎやすい相場状況としてトレードを積極的に実行できます。 

裁量トレードでももちろん信用取引のメリットを十分享受することは可能ですが、トレー

ドステーションのストラテジー運用による自動売買で信用取引を行うことにより、更にそ

れらのメリットを増幅できます。信用取引とシステムトレードは大変相性が良い組み合わ

せです。 

例えば、人間の裁量トレードではメンタル的になかなか踏み切れない空売りの踏み上げに

よる損切りをストラテジーが自動で（ひとりでに）行ってくれますので、自己資金が致命

的な損失を被ることを回避できます。その結果生き馬の目を抜くマーケットで生き残り次

のチャンスに備えることができます。 

裁量トレードが自らの足で歩くようなものだとすると、システムトレードは自動車に乗っ

て移動するようなものです。どちらも目的地に向かって進めますが、その速度が異なりま

す。その速度を更に倍速で早めてくれるのが信用取引であると言えます。 

今回のコラムでは、トレードステーションの自動売買で信用取引を活用するための基本的

な解説を行います。 

 

  



2．信用取引の仕組みを基礎から学んで苦手意識を克服 

 

信用取引を経験したことがない方に信用取引のイメージをお伝えするのは難しいです。な

ぜなら現物株式と異なる用語や分類が出てくる結果、現物株式の取引より複雑となるため

です。 

私も信用取引を始めるまでは大変苦手意識がありました。現物取引だけで充分だと根拠な

く自分を納得させていました。今から考えるともっと早くに始めておけばよかったと思い

ます。 

このとっつきにくさを克服するには、まずは①信用取引のメリットを理解しモチベーショ

ンを上げ、次に②基礎的な仕組みを理解することです。後は③信用取引口座を開設し、④

実践あるのみ、です。 

マネックス証券のウェブサイトでは信用取引とは何かを分かりやすく解説してありますの

で、信用取引について初めて取り組む方は以下のサイトをご一読ください。文章を読むの

が苦手、という方も東京証券取引所の方が丁寧に解説されている動画講座「信用取引はじ

めて口座」やテクニカル分析の大御所、福永さんが解説されているセミナー動画も用意さ

れていますのでこちらを視聴すると良いでしょう。これらの基礎知識を得るために数時間

自分の時間を充てるだけで、トレードの世界が広がります。将来役に立つ有用な時間投資

となるでしょう。 

マネックス証券「信用取引」サイト 

https://info.monex.co.jp/margin-trade/index.html 

 

動画「信用取引はじめて口座」 

https://info.monex.co.jp/margin-trade/lecture.html 

https://info.monex.co.jp/margin-trade/index.html
https://info.monex.co.jp/margin-trade/lecture.html


 

動画「信用取引入門セミナー」（講師：福永 博之氏） 

ページ下部に全 3部構成の動画リンクがあります。 

https://info.monex.co.jp/margin-trade/merit/point01.html 

  

 

 

なお、以下の本コラムの解説は、信用取引の基礎的な仕組みを理解していただいている前

提で進めていきますので用語解説等は省略いたしました。 

 

 

  

https://info.monex.co.jp/margin-trade/merit/point01.html


3．信用取引をシステムトレードで行うメリット 

 

一度信用売り取引に慣れてしまうと、それ無しのトレード戦略は考えにくくなります。 

自動車で言えば、左折も右折もできる自動車の運転が信用取引、右折しかできない自動車

の運転が現物株式取引という程の違いです。 

現物では単純に買いだけしかできないトレードが、信用取引では売りと買いの両方できる

という選択肢が 2倍に広がるというのがその理由です。 

ほんとうにそう言えるかについては、このあとにサンプルストラテジーを使ってデータで

検証しますのでそちらで確認していただきたいと思います。 

 

それ以外の多くの信用取引の一般的なメリットは、前項のウェブサイトや動画で学んでい

ただけますが、それに加えて信用取引を裁量取引ではなくシステムトレードで行う場合の

追加的メリットもご説明します。 

a)取引チャンスが倍増 

買建取引だけではなく売建取引ができるため、ストラテジーの取引機会が単純

計算で約２倍になります。その結果、資金運用パフォーマンスも同じ期間で２

倍になることを期待できます。もちろん資産の増加スピードが 2倍となる場合

もありますが、減少スピードが 2倍になる場合もありますので注意が必要で

す。 

b)心理バイアスによる取引リスク消滅 

裁量トレードで行うことが最も困難な損切り、特に空売り（信用売り）で困難

な、踏み上げ＝予想に反して株価が上昇した場合の損切を、ストラテジーが自

分に代わり然るべきロスカット水準で然るべきタイミングで適切に行います。 

c)相場の上げ下げに関心が無くなる 

ストラテジーを使って信用取引を行うと、株式の「買い」の方向だけにポジシ

ョンを取ることを正当化する「ロングバイアス」を避けることができます。現

物株式取引を行っていると将来株価の上昇だけを期待します。それは自分が株

を買っているからです。また、裁量トレードで信用取引を行う場合も、信用買

いが得意というトレーダーもいれば、信用売りしかやらないというトレーダー

もいます。信用買い、売りの両方を対等に行う裁量トレーダーはあまり聞きま

せん。どちらかに偏りがちです。 

ストラテジーの場合はプログラムで取引の方向やタイミングを記述しますの

で、その偏りを消すことができます。株価の方向がどちらに動いても、自分が

ポジションを取っている方向に株価が大きく動きさえすれば売りでも買いでも

ウェルカムな状態となります。 

その結果、株価の上げ下げには関心が無くなり、マーケットに対してニュート

ラルに向き合えます。上げ下げはどちらでも良い代わりに、どちらかの方向に



連続して大きく変動することを期待するようになりますので、いわゆる「ボラ

ティリティ（変動率の絶対値）」に関心が向くようになります。 

d)資金管理を自動で行える 

トレードステーションのステージ注文を使用すれば、発注時の株数をいちいち

毎回入力する必要は無く、快適に発注できます。 

ストラテジーを使えば発注自体を自動化できるのみならず、資金管理、すなわ

ち注文する株数を資金の増減や相場状況に応じて変更する場合もその計算と発

注を自動化することができます。 

e)複数銘柄の同時トレードが可能 

裁量によるデイトレードの場合は、1銘柄、多くても数銘柄のトレードを行う

のが限界でしょう。一方、ストラテジーを使って信用取引を行う場合には数十

銘柄、数百銘柄のデイトレードをリアルタイムで行うことができます。自分の

トレード手法にレバレッジを掛けることができるわけです。 

f)個別の取引に一喜一憂しなくなる 

ストラテジーを使って信用取引を行うことに慣れてくると、個別の取引に一喜

一憂しなくなります。一方、口座資金の増加という一点の目標に集中できる 

g)限られた自己資金の効率を最大化する 

g-1)ポジション保有期間の増加 

ストラテジーを使うと、マーケットでポジションを保有する期間を増加す

ることができます。すなわち自分が PCやスマホを見ていない時間もポジシ

ョンを取ることができます。また銘柄 Aにチャンスが無い場合は、銘柄 B

でポジションを取ることができ、しかもそれを自動で判断、実行できる。

これはすなわち限られた自己資金を効率的に活用することにつながりま

す。 

g-2)証券担保 

証券担保はストラテジー取引に限りませんが、信用取引での資金効率を上

げるための方法としてここで特筆しておきたい点です。 

これは現物株式で大きなポジションを取っている方が、現物株式の保有を

継続したまま信用取引に参入できるという大きな利点のある方法です。 

現物株式の配当や株主優待はそのまま受領できる方法です。 

なおマネックス証券の信用取引口座では自動的に現物株式が信用取引の担

保として証拠金として充当されますので、特に意識する必要は無いです

が、自分の現物資産にレバレッジをかけて大きなポジションを取れるとい

うことを意識しておくと良いでしょう。 

マネックス証券以外の他証券で現物株式を継続保有している場合でも、「株

式移管手続」を行うことで、手数料無料で自分の株式を移管・入庫できま

す。書類の記載・提出手続は必要ですが、複数の銘柄をまとめて移管でき

ますのでやってみるのも良いでしょう。 



h)期限切れリスクを払拭できる 

制度信用取引ではポジションを建玉できる期間が 6か月と限定されています。

裁量でトレードする場合で特に含み損を抱えてポジションを放置する場合は、

期限切れで強制決済されてしまうこともあります。ストラテジーにトレードを

任せることでこのような自分にとって不本意で不利な決済を回避できます。 

  



4．信用取引のコストを理解する 

 

トレードにおいて手数料や金利はパフォーマンス全体に大きな影響を与えます。 

信用取引は便利なものですが、手数料以外に金利等のコストがかかります。現物株式とは

異なりポジションを建てているだけで放置しておいてもコストがかかります。 

この点においてトレードステーションで信用取引を行う大きなメリットがあります。 

それは一定以上の一定期間での取引や信用建玉残高の基準をクリアすることで、トレード

の実行にかかる手数料が無料となるプランがあることです。これにより自分にとってのコ

ストは信用金利等のみとなります。 

信用取引の手数料体系 

https://info.monex.co.jp/tradestation/fee/ 

 

トレードステーションの手数料体系をしっかり理解し、自分の運用資金量に応じたプラン

を申し込み、適宜プランを変更することが重要です。早速自分の手数料プランを見直して

みましょう。 

手数料プランの変更はマイページから申請できます。変更申請ページへの遷移（行き方）

は以下の通りです。 

「MY PAGE」→「保有残高・口座管理」→「登録内容の確認・変更」→「手数料コース変

更」 

  

  

https://info.monex.co.jp/tradestation/fee/


5．信用取引口座を開設しよう 

 

信用取引に興味が出てきた方は、信用取引口座を開設しましょう。 

トレードステーション利用者は、以下から追加で信用取引口座を開設できます。なお信用

取引口座開設にはトレード経験などの条件面で審査があります。 

トレステ信用取引利用ガイド 

以下のページの操作マニュアルページの「簡単操作マニュアル」中に「信用取引利

用ガイド」があります。口座開設方法も詳しく説明されていますので参考にしてく

ださい。 

https://info.monex.co.jp/tradestation-support/manual.html 

信用取引口座開設申込の流れ 

https://info.monex.co.jp/tradestation/order/ 

 

 

  

https://info.monex.co.jp/tradestation-support/manual.html
https://info.monex.co.jp/tradestation/order/


6．シンプルなストラテジーで買建と売建の違いを比較する 

 

（サンプルストラテジーの説明） 

信用取引をストラテジーで行う意義を実感していただくため、サンプルストラテジーを銘

柄に適用し、そのパフォーマンスをチェックしてみます。 

サンプルストラテジーとして、最もシンプルなトレンドフォロー型ストラテジーであるド

ンチャンブレイクアウトストラテジーをヒントに開発したものを使います。 

「ドンチャン」とは人名です。アメリカのトレーダー、リチャード・D・ドンチャンという

方です。彼が考案したと言われるトレード手法で、ルールは X日間の最高値を超えたら買

い、Y日間の最安値を下回ったら売りというシンプルなものです。 

古くからある大変シンプルなストラテジーですが、様々なテクニカル手法のストラテジー

を様々なマーケットに当てはめて検証した書籍（注１）では、他の複雑な手法と比べても

トップの成績をマークしています。トレンドが出るマーケットでは現在も通用する手法と

言えるでしょう。 

以下から ELDファイルとワークスペースをダウンロードしてご自身のトレードステーショ

ンにインポートしてお使いいただけます。 

▶https://info.monex.co.jp/tools-download/Tools/JPEQ/20191219_01_hongo.zip 

 

ストラテジーの仕様は以下の通りです。 

① 高値が過去 X日間の最高値を超えた場合に信用買い、安値が過去 X 日間の最安値を超え

た場合に信用売りを行う 

② 安値が過去 Y日間の最安値を下回った場合に信用決済売り、高値が過去 Y日間の最高値

を超えた場合に信用買い決済を行う（Xは Yの 2倍。Yが 10である場合は Xは 20。Yの

値は入力変数（インプット変数“len”）として変更可能です。Xは Yを変更することで

自動的に）変更されます。初期値は Y=10になっています。） 

③ 本ストラテジーはデフォルトではトレンドフォロー型ストラテジーです。しかし設定を

変更することで逆張りストラテジーに変わります。 

④ 日足での使用を想定しています。 

 

設定変更の方法は以下の通りです。 

（順張り←→逆張りの変更） 

① ストラテジーをチャートに適用します。 

② “trend”というインプット変数はデフォルトでは１となっています。これは順張りト

レードを行う状態です。この変数を-１に変更して設定します。 

③ 逆張りトレードを行うよう動作します。パフォーマンスレポートを確認ください。適用

した銘柄が順張りトレードでは利益が出ない場合逆張りをお試しください。 

（足の読み取り期間の変更） 

https://info.monex.co.jp/tools-download/Tools/JPEQ/20191219_01_hongo.zip


上記の通り、インプット変数“len”は初期値が 10になっています。すなわち 10日間の足

を基礎としてトレード実行の判定を行っています。これを任意の数値に変更（例えば”20

“）することで基礎となる足の本数を変更でき、ストラテジーのパフォーマンスを向上さ

せることができます。また最適化機能を使って最適化することもできます。 

 

（パフォーマンスレポートのチェック） 

では、サンプルストラテジーを使っていくつかの銘柄のパフォーマンスをチェックしてみ

ましょう。 

サンプルでダウンロードできるワークスペースでは、ホットリストとチャートがリンクし

ていますので、ホットリストの銘柄コードをクリックすると銘柄が切り替わります。 

 

(例１)ソニー（6758） 

時価総額が大きい銘柄から試してみることにします。まずはチャートにソニー（6758）の

株価を表示します。 

次にパフォーマンスレポートを表示します。パフォーマンスレポートはメニューバー「表

示」→「ストラテジーパフォーマンスレポート」で表示できます。 

なお、2019年 8月 29日時点でのパフォーマンスレポートは以下からダウンロードしてい

ただけます。なお、ソニーだけでなく、後程説明する日本たばこのパフォーマンスレポー

トも同梱します。 

 

パフォーマンスレポートダウンロードリンク  

▶https://info.monex.co.jp/tools-download/Tools/JPEQ/20191219_p_hongo.zip 

 

インターネットエクスプローラーで開くと文字化けしますので、「Fnキー」＋「F5キー」

で更新することで文字化けせずに表示させることができます。 

 

25 年間、1単元（100株）をストラテジーでトレードし続けた結果である損益曲線（パフ

ォーマンスグラフ）は以下の図のようになります（今回のコラムでのバックテストは手数

料、金利を加味していません。正確にテストを行うにはトレードステーション上でこれら

を加味した設定を行う必要があります。）。 

 

詳しくはご自身でダウンロードしていただいたレポートを確認していただきたいのです

が、ここで注意していただきたい点は、グラフを見るとリーマンショック時のような世界

市場の暴落時に右肩上がりで利益を上げていることです。この相場下落時にも利益を上げ

られるトレードができることこそ、信用取引を行う最大の理由です。他の銘柄でも是非こ

の時点のパフォーマンスを確認してみましょう。 

https://info.monex.co.jp/tools-download/Tools/JPEQ/20191219_p_hongo.zip


 

 

 

 

次にパフォーマンスレポートの一番左側のタブ「パフォーマンスサマリー」をクリックす

ると、パフォーマンスの詳細を数値で確認できます。 

パフォーマンスサマリーは大きく以下の 3部構成となっています。今回は「買い取引」と

「売り取引」の比較を行います。 

すべての取引（買い取引と売り取引のパフォーマンスの合計） 

買い取引（現物買い取引または信用買い取引のパフォーマンス） 

売り取引（信用売り取引のパフォーマンス） 

過去 25年間のパフォーマンスレポートを Excelの表に整理すると以下のようになりまし

た。 

 

 全取引 買い取引 売り取引 

総損益 864,250 570,650 293,600 

総利益 6,666,800 3,397,600 3,269,200 

総損失 -5,802,550 -2,826,950 -2,975,600 

プロフィットファクター 1.15 1.20 1.10 

総取引数 950 502 448 



勝率 45.05% 47.41% 42.41% 

勝ち取引数 428 238 190 

負け取引数 495 254 241 

引き分け取引数 27 10 17 

平均損益 910 1,137 655 

平均利益 15,577 14,276 17,206 

平均損失 -11,722 -11,130 -12,347 

損益率 1.3 1.3 1.4 

最大利益 423,000 247,500 423,000 

最大損失 -220,000 -220,000 -197,000 

最大連続勝ち取引数 9.0 9.0 7.0 

最大連続負け取引数 10.0 9.0 8.0 

総取引における平均取引足数 6.4 6.2 6.5 

勝ち取引における平均取引足数 8.2 7.7 8.9 

負け取引における平均取引足数 4.9 5.0 4.9 

引き分け取引における平均取引

足数 

3.0 2.9 3.1 

最大ドローダウン -719,000 -671,000 -495,500 

最大日中取引ドローダウン -220,000 -220,000 -197,000 



 

表を見ながら各項目を評価していきます。あくまでソニーにサンプルストラテジーを適用

した個別ケースの評価であることをご注意ください。主要な項目について評価します。以

下で評価していない項目もご自分で比較して評価してみると理解が深まります。 

総損益 

最重要の項目である総損益から見ていきましょう。全取引の総損益は 864,250円で

す。買い取引は 570,650円のプラス、売り取引 293,600円のプラスで買い取引の利

益が売り取引の利益の 2倍ほど大きいですが、買い取引だけを行っていた場合より

も、買い売りの両取引を行ったほうが、総損益が 1.5倍になるという見方もできま

す。 

総損失 

損失の総額は売り取引の方が買い取引より若干大きいです。その意味で売り取引の

方が効率が悪いということは言えます。 

プロフィットファクター 

買い取引と売り取引のプロフィットファクターはほぼ同じです。 

総取引数 

買い取引数の方が売り取引数より 1割程度多いです。この点から、買い取引の方が

チャンスが多い、言い換えると株価はじわじわ上がってドカンと下がる傾向にある

と言えます。 

勝率 

買い取引の方が売り取引より 5％程度高いです。これを解釈すると前項の総取引数

の解釈同様、買い取引の方がチャンスが多い、言い換えると株価はじわじわ上がっ

て下がるときはドカンと下がる傾向にあると言えます。 

平均利益・平均損失 

平均利益、平均損失共にどちらも売り取引の方が絶対値が大きくなっています。こ

こでも株価がじわじわ上がり、ドカンと下がる傾向がはっきり見て取れます。すな

わち売り取引の方が 1取引当たりのインパクトが大きいことを意味します。  

最大ドローダウン 

買い取引のドローダウン（-671,000）の方が売り取引のそれ（-495,500）より大き

くなっています。すなわち資金管理の観点からは買い取引より売り取引の方がトー

タルリスクが小さいと解釈できます。この観点は一般的な常識と反する重要なポイ

ントですので、他の銘柄でも検証してみると良いでしょう。 

以上でソニーに関する評価を終了します。 

 

 

（例２）日本たばこ産業（2914） 



次にもう一銘柄サンプル的に見てみましょう。トレンドフォロートレードでは利益を出し

にくい内需銘柄の最たるもの、日本たばこ産業（2914）で試してみましょう。トレンドフ

ォロー型では以下の図のように 25年間のパフォーマンスグラフは右肩下がりです。 

 

 

 
ここでストラテジーの入力変数（trend）を―1に変更して設定してください。するとあら

不思議、ストラテジーは逆張り型のトレードを行い、綺麗な右肩上がりのグラフになりま

す。 

 

 

 
 



内需株でよくある傾向ですが、トレンドフォロー型の順張りトレードよりも、逆張りトレ

ードを行う方が有効なケースがあります。 

日本たばこ産業でもソニーと同じく表を見ながら各項目を評価していきます。 

 

 全取引 買い取引 売り取引 

総損益 988,650 518,850 469,800 

総利益 2,640,600 1,319,850 1,320,750 

総損失 -1,651,950 -801,000 -850,950 

プロフィットファクター 1.60 1.65 1.55 

総取引数 970 469 501 

勝率 56.60% 57.78% 55.49% 

勝ち取引数 549 271 278 

負け取引数 375 180 195 

引き分け取引数 46 18 28 

平均損益 1,019 1,106 938 

平均利益 4,810 4,870 4,751 

平均損失 -4,405 -4,450 -4,364 

損益率 1.09 1.09 1.09 

最大利益 48,800 48,800 45,300 

最大損失 -69,400 -53,300 -69,400 

最大連続勝ち取引数 11 7 11 



最大連続負け取引数 7 5 6 

総取引における平均取引足

数 

6 6 6 

勝ち取引における平均取引

足数 

5 5 6 

負け取引における平均取引

足数 

8 7 8 

引き分け取引における平均

取引足数 

5 6 4 

最大ドローダウン -110,300 -102,900 -100,900 

最大日中取引ドローダウン -100,950 -99,950 -100,950 

 

 

総損益 

全取引の総損益は 988,650円です。買い取引は 518,850 円のプラス、

売り取引 469,800円のプラスで買い取引の利益が売り取引の利益の 1

割増しです。買い取引だけを行う場合より買い売りの両取引を行うほ

うが、総損益が約 2倍になります。 

総利益 

総利益は売り取引と買い取引は同等です。 

総損失 

損失の総額は売り取引の方が買い取引より若干大きいです。ここでは

逆張りトレードを行った結果を見ていますが、ソニーのケースと同様

の傾向（売り取引の方が総損失が大きい）となっています。 

プロフィットファクター 

買い取引と売り取引のプロフィットファクターは買い取引の方が大き

いです。 



総取引数 

売り取引数の方が買い取引数より 1割程度多いです。これはトレンド

フォロー型のケースと逆になっています。トレンドフォロー型と丁度

逆方向のトレードを行いますので、株価はじわじわ上がってドカンと

下がる傾向にあると言える点はソニー同様です。 

勝率 

買い取引の方が売り取引より 2％程度高いです。全取引の勝率（56％）

は逆張りトレードの方がトレンドフォロートレード（45％）より高い

傾向にあります。 

平均利益・平均損失 

平均利益、平均損失共にどちらも買い取引の方が売り取引よりも絶対

値が大きくなっています。平均利益が平均損失より若干大きくなって

います。 

最大ドローダウン 

買い取引のドローダウンと売り取引のドローダウンはほぼ同額です。 

 

以上、異なるタイプのトレード手法で 2銘柄のパフォーマンスレポートを見てきました。

信用取引をストラテジーで行うイメージが徐々に構築できてきたのではないでしょうか。 

 

余談ですが、ストラテジーは銘柄によって合う、合わないといった傾向があります。私は

全ての銘柄で利益を出すストラテジーというものは存在しないと考えています。だからこ

そ数多くの銘柄に異なるタイプのストラテジーを適用してパフォーマンスをチェックする

検証作業が重要となります。その結果、ストラテジーを開発する時間より、検証する時間

を長く取るようになるでしょう。 

 

  



7．信用取引向けトレードステーションの操作と設定 

 

本節では、信用取引を行う場合のトレードステーションの操作と設定について説明しま

す。 

ログイン ID、口座番号 

トレードステーションでは現物株式口座と信用取引口座の資金は特に分けられてい

ませんので、シームレスに両方をトレードできます。口座間の資金移動の必要はあ

りません。 

トレードステーションにログインする場合にも、これまでのログイン IDがそのま

ま使用できます。1つの環境で現物株式取引と信用取引の両方ができます。 

 

チャート設定 

トレードステーションの信用取引の設定で最も重要なのがこのチャート上の設定で

す。ここを間違えると信用取引が行えません。信用取引を行ったつもりが現物株式

を買っている、という事態に陥りますのでご注意ください。私は過去にこの設定を

忘れて何度もミスした経験があります。 

チャートの左上にあるタブを該当銘柄の分類に従って切り替えます。 

「現物」「制度信用」「一般信用」のうち該当銘柄の然るべき分類に設定します。 

  

 取引したい銘柄が信用取引の対象か、制度信用か一般信用か、貸借銘柄かを知る方

法は 2つあります。 

① インジケーターを使う 

以下のトレードステーション特設サイトの「最新情報」→「インジケーター

集」にある「スグ使えるインジケーター・ワークスペース集」からレーダース

クリーン用インジケーターをダウンロードします。 

  https://info.monex.co.jp/ts-info/news/workspace.html 

https://info.monex.co.jp/ts-info/news/workspace.html


  

 

② 日本取引所グループのウェブサイトから Excelファイルを取得する 

日本取引所グループ（JPX）のウェブサイトから、「制度信用・貸借銘柄一覧」

Excelファイルをダウンロードできます。Excelシートですので加工しやすく銘柄

選定に便利です。以下のページからダウンロードできますので、一度お試しくださ

い。 

https://www.jpx.co.jp/listing/others/margin/ 

 

トレードマネージャー 

トレードマネージャーの「ポジション」タブでは、「現物」ポジションと「信用」

ポジションを切り分けて表示できます（画面右上）。現物と信用をミックスして複

数銘柄トレードする場合にケアレスミスを防止するために「全て」を表示するので

はなく、「現物」か「信用」かのどちらを表示しておくと良いでしょう。この区別

トレードステーションの PC版だけではなく、スマホアプリ・タブレットアプリで

も同様に「現物」と「信用」を区別した表示が可能です。 

   

https://www.jpx.co.jp/listing/others/margin/


8．個別銘柄の取引制限（取引注意銘柄） 

 

信用取引の銘柄のうち、特に業績に不安のある企業や流動性が低い企業の場合には、様々

な形で信用取引が制限されます。その銘柄を「取引注意銘柄」と呼びます。 

新規売建停止、新規買建停止、貸株注意喚起など、トレードを行うにあたり、ポジション

が建てられない、逆日歩が発生するなどの取引の制限や注意事項が不定期に発生します。

信用取引で複数銘柄、特に小型株のトレードを行っていると結構頻繁に遭遇しますので、

この機会に知っておいてください。 

特にストラテジーで長期間ポジションを持つスイングトレードを行っている場合、取引制

限が課せられたにもかかわらず気づかずに数日経ってしまい、空売りポジションが建てら

れずエラーが出てから気が付いた、という事態も発生します。 

 

取引注意銘柄は取引所や日証金（日本証券金融株式会社）が発表します。それを毎日毎日

チェックするのは面倒ですが、トレードステーションでは簡単に気付く方法があります。 

 

(取引注意銘柄に気づく方法) 

取引注意銘柄に該当する場合、トレードマネージャーやレーダースクリーン、スキャナー

などに表示される銘柄コードの表記に変化があります。 

通常、4桁の銘柄コードの後ろに市場の略称が付きますが、取引注意銘柄に該当した場合

には、その略称の後ろに（M）の表示が付加されます。 

例えば「-TS(M)」のような表記となります。 

 

取引注意銘柄となっている期間は（M）が銘柄コードにくっついており、取引注意銘柄で無

くなれば銘柄コードの（M）が消えます。 

 

最初見たときにてっきり東証マザーズの Mかな？と考えたりしたのですが、銘柄によって

は JQ（M）（JQ＝ジャスダック市場）という表記もありました。そこで調べてみると（M）

が取引注意銘柄を指すものであることを知りました。 



なお、銘柄コードの後ろに（c）が付く場合もあります。これは監理銘柄指定がなされてい

る状態を指します。 

 

 

（規制内容の確認方法） 

取引注意銘柄にどのような注意がなされているかを確認するには、マネックス証券の「取

引注意銘柄ページ」に遷移して、該当ページを読む必要があります。そのページに辿り着

くには以下の 3つの方法があります。 

 

① ステータスバーから確認する方法 

トレードステーションの下部にある口座資金の状況などを表示するエリアをステー

タスバーと呼びます。 

銘柄コードに（M）がついている銘柄の銘柄コードをトレードマネージャーやレー

ダースクリーン、スキャナーオーダーバー上でクリックすると、ステータスバーの

右隅に「取引規制情報」という黄色いボタンが表示されます。こちらの黄色いボタ

ンをクリックするとダイレクトにマネックス証券の取引注意の詳細ページに遷移し

ます。  

ステータスバーは、メニューバーの「表示」→「ステータスバー」で表示されま

す。 

チャートを表示してアクティブになっているウィンドウに表示されている銘柄が取

引注意銘柄に該当する場合にはステータスバーに黄色いボタンが表示されますので

そこから気づくこともできます。 

この方法が最も簡単だと思われます。 

  
 

② オーダーバーから確認する方法 

「オーダーバー」を表示した上で、銘柄コードに（M）がついている銘柄の銘柄コ

ードをトレードマネージャーやレーダースクリーン、スキャナーオーダーバー上で

クリックすると、オーダーバーに「取引規制情報」という黄色いボタンが表示され

ます。こちらの黄色いボタンをクリックするとダイレクトにマネックス証券の取引

注意の詳細ページに遷移します。 

オーダーバーは、メニューバーの「表示」→「オーダーバー」で表示されます。 



  

 

③ マネックス証券のマイページから確認する方法 

マイページにログインした上で、「MYPAGE HOME」の下部に取引注意銘柄の案内箇

所がありますので、検索窓に銘柄コードを数字で入力することで個別銘柄の状況を

知ることができます。 

 

 

（規制内容の具体例） 

では、具体的にどのような取引注意があるのでしょうか？ 

取引注意銘柄には主に「公的規制銘柄」と「社内規制銘柄」があり、取引注意銘柄ページ

を確認する際には両方をチェックしましょう。公的規制銘柄とは、東京証券取引所や大阪

証券取引所などの取引所や、日証金が決める規制がかかった銘柄です。一方、社内規制銘

柄とは、マネックス証券が規制を行うことに決めた銘柄を指します。 

 

公的規制銘柄 

貸株注意喚起 

貸株残高が増加した結果、逆日歩が発生する可能性のある銘柄への注意喚

起です。 

新規売建停止 

新規の売り建て取引ができないよう規制がかけられています。 

新規買建停止 



新規の買い建て取引ができないよう規制がかけられています。 

その他 

現引停止、監理銘柄(確認中)指定、増担保規制、日々公表、等 

社内規制銘柄 

新規買建停止、新規売建停止、代用掛目規制、特設注意市場銘柄指定、非取扱銘

柄、等 

  

 

  



9．信用取引の注文量の制限 

 

信用取引には、空売りの注文量に制限がかかっている場合があります。 

制限がある銘柄の場合、発注後に以下のようなメッセージがトレードマネージャーに表示

されます。 

 

（トレードマネージャーのメッセージ欄に表示される例文） 

新規売 6,400 4347-JQ ブロードメディア @ 成行 - 理由: 507:51単元以上の信用新規売

り注文では、成行、逆指値成行、指成注文を受け付けることはできません。 

 

発注は行っているので 51 単元未満、すなわち 50単元までは約定するかというとそうでは

なく、この制限にひっかかっている注文の場合は 1単元の注文も受け付けられず、結果的

に何も約定しません。 

単価の低い低位株では少しの資金ですぐに 51単元を超えてしまいます。 

ストラテジーで資金管理をプログラムで計算する場合には、発注量を 50 単元までにするな

ど、注意を払っておきましょう。 

売り注文の制限について詳しくは以下のヘルプページをご覧ください。 

https://faq.monex.co.jp/faq/show/687?site_domain=default 

  



10．おわりに 

 

エディタで EasyLanguage を記述し、検証を通過しても、自分が期待した通りにストラテジ

ーが動作するとは限りません。またトレードステーションは複雑な設定が可能ですが、そ

の設定の不備により運用開始当初は予期しない誤動作が起こりえます。プログラムや設定

の変更を繰り返すことで徐々に誤動作は減少していきます。 

例えばストラテジーが想定以上のポジションを取る、決済すべきタイミングで決済されて

いない、ポジションを取るべきところでポジションを建てていない等、システムトレード

開始直後には様々なトラブルに見舞われます。しんどいフェーズではありますが、その障

害を 1つ 1つクリアしていく中でストラテジー運用スキルが上がっていきます。その結

果、安定運用を行えるようになります。 

本コラムが信用取引でシステムトレードを行うきっかけになれば幸いです。 

 

（注釈） 

（注 1）トレーディングシステム徹底比較 第 2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き（ラ

ーズ ケストナー (著), 柳谷 雅之 (著), Lars Kestner (著)、パンローリング） 
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