
システムトレードの視点（2） 資金管理 

 

 1. はじめに 軽視される資金管理 

 

あなたは小学生に株式トレードを教えるとしたら何が一番重要だと伝えますか？ 

一般的には「銘柄選定」と「売買タイミング」の 2 点が重要だと教えるのではないで

しょうか。 

もしそうだとしたら、もう一点重要な点があるので付け加えてください。 

それは「資金管理」という項目です。 

あなたはいつものトレードで資金管理をどの程度意識していますか？ 

 

トレードでの資金管理の影響度を知っている人は「資金管理 8 割、その他 2 割」と言

います。つまり、資金管理以外の要素である銘柄選択、売買タイミングその他は合計

しても２割ほどの重要度に過ぎないと言うわけです。資金管理はそれほど資産運用に

おいてインパクトが強いものであると考える人もいます。私もその一人です。 

資金管理について自分なりの考え方を構築できれば、どの金融商品をトレードしても

一発退場といった悲劇を経験する可能性は劇的に少なくなるでしょう。 

一方、資金管理は資産を爆発的に増加させる強力な方法論でもあります。複利運用は

資金管理の概念の一部として位置づけられます。 



今回のコラムでは資金管理のポイントとシステムトレードにおける資金管理について

解説します。 

 

 

 2. 資金管理のカテゴリ 

 

そもそも資金管理というテーマは、マネー雑誌の特集でもほとんど扱われることがな

く、書籍も少なく、話題になることが少なく、地味な印象です。 

また、一口に資金管理と言っても、人それぞれの意味合いで言及されますので、更に

厄介な現状になっています。 

そこで資金管理にはどんな種類があって、どうカテゴリ分けができるか一度整理して

みましょう。 

学術的な分類がなされているわけではないので、以下独断で資金管理をレベル別にカ

テゴリ分けしてみました。抽象的なものから順に具体的になるように並べています。 

 

 リスクマネー・セーフマネー 

自分の全資産のうち、投資に回すマネーです。投資家は自分の全資産のうち何

割を投資に回すかを意識するかしないかに関わらず必ず決めた上で投資してい

るはずです。 



リスクマネーとなり、基本的には無くなっても生活に困らない程度の割合にし

ます。銀行預金や国債として残しておくお金は「セーフマネー」と位置づけま

す。 

個人のリスク許容度、年齢、職業などによって状況は異なりますので、一概に

リスクマネーは自己資産の何割、と明言はできませんが、自己資産の全体像を

一旦紙に書き出してみて、そのうち何割をリスクマネーとするか考えて決める

と良いでしょう。ひとつのセルフトレーニングになります。 

お勧めの方針としては、まずは自己資産の 1 割を投資に回す、慣れてきたら 2

割、3 割と徐々に増やしていく、と徐々にスタートするのが良いかと思いま

す。最初の 1 割が仮に失敗したとしても傷が浅くて済みますし、再度立ち上が

ってチャレンジする気力を維持できるでしょう。 

このような整理は、トレーディングというよりは家計管理、個人資産管理とい

う分野に属するかもしれません。 

割合を決めるだけのシンプルな課題ですので、今すぐノートに書き出して考え

てみてはいかがでしょうか。 

 

 分散投資、アセットアロケーション、ポートフォリオ 

リスクマネーを一つの金融商品に全部突っ込むのではなく、２箇所以上に分け

て投資しましょうという概念が分散投資です。 



世の著名投資家のほとんどが共通して勧めているのではないでしょうか。 

次に「アセットアロケーション」の「アセット」は日本語では「資産」となり

ますが、その意味はお金で買えて、しかもプラスのキャッシュフローを生む財

産を意味すると捉えています。 

リスクマネーをどの資産にどの割合で投資するかを考えるという意味でアセッ

トアロケーションは分散投資の一部と言えますし、これも広い意味での資金管

理に含まれます。 

トレステユーザーは皆さん株式のトレードを行っているわけですが、資金の

100％を株式に割り当てるというトレーダーもいれば、分散投資を考えてリス

クマネーの半分だけを株式に投入することとして、残りの半分を不動産投資に

割り当てる（アロケート）とか、外国株、債券、暗号資産、日経 225 先物、FX

など他の資産に割り当てるとかをあれこれ検討することを意味します。 

「ポートフォリオ」もアセットアロケーションと同様の趣旨の用語ですが、個

別の資産の詳細に立ち入って資金を管理する場合にも使われる考え方です。 

ポートフォリオは金融工学では長年研究されている分野ですので金融工学の書

籍を紐解いてみてもよいでしょう。 

 



異なる資産に資金を何割ずつ割り当てるかはもちろんのこと、例えば株式の個

別銘柄 A に X%、銘柄 B に Y％などと同種の資産のうち個別にどの程度資金を

割り当てるかをも決めることができる資金管理の概念です。 

 

 リスク管理 

上記のアセットアロケーションやポートフォリオを組む際に、どの程度のリス

ク（損失）まで許容できるかを定量的に決め、管理する方法です。 

特定資産への資金の割当比率を発生可能性のある損失から逆算して決めます。

実際に何％の含み損が発生した場合にポジションを損切りするかといった管理

も含みます。 

株式投資で言えば、どの銘柄にいくら投資するか、という投資前の意思決定

と、投資した銘柄がどの程度価格が下落したら損切り決済するかを決める投資

後の意思決定の両方を含む概念と考えられます。 

 

 ポジションサイジング、エクスポージャー 

リスク管理の概念のうち「一回のトレードにいくらの資金を投下するか」を決

める基準です。 

文字通り「ポジション」の「サイズ」をどのように決めますか。 



普段のトレードでこれに悩む方も多いのではないでしょうか。欲を掻きすぎれ

ばポジションが大きくなり莫大な損失、びびってリスクを取らなさすぎればポ

ジションが小さくなり利益の機会損失、となってしまいます。この両方を避け

るためのルール決めがポジションサイジングです。 

「エクスポージャー」もポジションサイズと同様の概念です。英語の原義とし

ては資金をマーケットに「晒す」という意味合いです。 

 

今回のコラムで重点を置いて説明したいのがこのポジションサイジングです。 

トレードにおいて資金管理という場合は、かなりの割合でポジションサイジン

グを指します。 

ポジションサイズのルールを決める手順には色々あります。詳しくはコラム末

に掲載する参考文献を参照いただきたいのですが、私が使っている方法として

「固定比率方式」を説明します。 

この手法はシンプルで使いやすく、標準的なものですが十分効果を得られる手

法だと思います。 

 

固定比率でポジションサイズを決める方法おおまかな手順は以下の通りです

（現物株式を例に）。 

 



① 自己資金の額から 1 回の負けトレードで被る損失の比率を決める。 

---自己資金 200 万円で、損失比率を 2％と決めると 40,000 円 

 

② 損失リスクを取ることができるポジションサイズを決める。 

>>> 40,000 円までの含み損に耐えることができる。 

>>> 含み損は 20％まで許容したい。 

>>> 40,000 円 / 20% = 200,000 円相当の株式を購入すれば 40,000 円の

損失リスクで 20%の含み損まで許容できる。 

>>>株価 500 円の銘柄 A であれば、200,000 円 / 500 円で 400 株購入す

る。この「400 株」が今回のトレードのポジションサイズ。 

 

③ 40,000 円以上の含み損、株価で言えば 500 円 * (1- 0.2) = 400 円以下とな  

 ったら損切り決済する。 

 

④ トレードに勝利した場合、勝ちトレードの金額を自己資金に加えて①に  

 戻る。トレードに敗北した場合、自己資金から負けトレードの金額を引い  

 て①に戻る。 

 



自己資金の額が増加すれば、トレードする株数も増加します。減少すればそ

の逆に株数が減少します。このシンプルな固定比率の手法は「逆マーチンゲ

ール方式」とも呼ばれます。 

なぜ「逆」が付くかと言いますと「マーチンゲール方式」の逆を行う手法だ

からです。「マーチンゲール方式」とは負ければ負けるほど掛け金を増やす

手法で、カジノなど掛け金に上限があるギャンブルの場合はいずれ破綻する

手法です。 

固定比率方式は簡単な計算式で株数が決まりますのでトレードごとに株数に

ついて悩む必要は無くなります。 

固定比率方式のメリットは、負けトレードに対する守備が強化されるだけで

はなく、勝ちトレードの攻撃力も強化される両面にあります。これを実践す

るだけで自動的に複利運用が実現します。 

中長期的には資産の増え方が一次直線的に増加するか、二次曲線的に増加す

るかの違いが出てきます。10 年ほど固定比率方式で運用を続けると何もしな

い場合と比べて資産の増加額にもの凄い差がでます。 

トレステを使うとこのシミュレーションが便利に行えます。次節で説明しま

す。 



Microsoft Excel を使える方は、是非ご自分で計算式を作って資産の増減の仕

方を試してみることができます。やってみるとポジションサイジングの威力

を実感できると思います。 

 

なお、上記を包括する「資金管理」という用語は「マネーマネジメント」と呼ばれ

ることもあります。英語圏では"Money Management"ですので日本語に直訳されて

「資金管理」という言葉が生まれたのでしょう。 

上記のように資金管理については複数のレベルでの考え方があり、用語もたくさん

あり、混同しがちです。 

文献を読む場合は、筆者がどの意味で資金管理の用語を使用しているかを意識して

読む、自分の資金管理のプランを考える場合にはどのレベルのことかをしっかり意

識してプランを作る、などの対策を採りましょう。 

 

 

 3. システムトレードと資金管理 

 

では実際にどうやって資金管理を試して、実践すれば良いでしょうか？ 

ここでシステムトレードが活躍します。 



資金管理のシミュレーションと実践を簡単にできてしまうのがトレステです。使い

たいストラテジーに資金管理ロジックを組み込むことでシミュレーションできます。

またそれを使ってそのままライブでの自動売買に移行できます。 

 

資金管理をトレステで実装する方法は以下のとおりです。 

① まず売買ストラテジーを用意します。トレステに元々搭載されているビルトイ

ンストラテジーでも構いません。 

② このストラジーの売買発注部分のプログラムを変更します。ストラジーには必

ず発注に関するプログラムが組み込まれており、その部分で株数を決定するよう

になっています。この箇所に自分の口座データを元に計算する関数を入れ、株数

が自己資金の増減によって変動するようにプログラムを組みます。実際には前述

のポジションサイジングの項目で説明したように簡単な割り算で実装できます。

自分の口座データは EasyLanguage の GetBDAccountEquity 等の予約語を使うこと

で取得できます。 

③ 過去データを用いてバックテストを行います。ストラテジーパフォーマンスレ

ポートを見ると勝率や期待値、プロフィットファクターなどの統計を確認できま

すのでそれを読んで評価します。 

④ 上記までで問題がなければ、場中にストラテジーを稼働させてしばらくフォワ

ードテストを行います。その後ライブで自動売買をスタートします。 



 

 少しプログラミングが入りますが、そこさえ乗り越えられれば少なくとも現物株式 

に関しては思い通りに自動で資金管理を行えます。 

 

 

 4. おわりに 今後の資金管理の学習と実践 

 

資金管理ほど重要なのに軽視されている概念はなかなか無いのではないでしょうか？

という問題意識を共有できたとしたら今回のコラムは成功です。 

では、今後資金管理についてどのように学習していけばよいでしょうか？ 

世の投資助言業者も銘柄選びや売買タイミングのアドバイスには熱心ですが、資金管

理についてはあまりアドバイスを行っていないようです。その他個人に対して資金管

理のアドバイスを行っているとすればプライベートバンカーか信託銀行かと思われま

すが、両者とも大変敷居が高いです。 

 

結局は自分で学習し実践するしかありません。 

頼りとなる資金管理に関する書籍は日本語、英語ともにごくわずかです。金融工学に

関する書籍は大型書店には何百冊と並んでいますが、個別の金融商品の評価方法を学

ぶ色彩が強い学問です。 



資金管理が勝利の鍵を握る「ギャンブル」の分野でも関係書籍を探すことがあります

が、ギャンブルの分野でも資金管理について詳しく述べられている書籍を見つけられ

ていません。 

そんな中で個人投資家がどのように資金管理すればよいかについて一定の方針を与え

てくれる参考文献は本コラムの最後に掲載しました。 

 

情報が少ない中で個人投資家が資金管理を行っていくには、断片的な情報を取捨選択

し自分なりの仮説を構築し、トレステやエクセルなどでテストして身につける必要が

あります。 

資金管理の方針自体は本コラムで見たようにシンプルなもので構いません。 

納得の行くテストができたら実践していきます。 

 

機関投資家は、運用パフォーマンスは資金管理にかかっていることを十分理解してい

ます。さらにステークホルダーに対する説明責任を果たすために運用方針に応じた資

金管理ルールを必ず持って、守っています。なぜなら資金管理のルールを守らないで

運用を続けた場合、機関投資家が破産するためです。金融機関が破綻する場合は社会

的影響も大きいです。 

 



事程左様に投資やギャンブルで勝つために重要な概念である資金管理ですが、わかり

やすくまとまって提供されている情報が殆どない。この社会的ギャップがすごいなと

いつも思います。 

これを機会にあなたも資金管理についての研究を進めてみてはいかがでしょうか。 
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