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本章では、ストップ注文とリミット注文を紹介します。ポ

ジションを保有したり清算したりするうえでどのようにこ

れらの注文を使用できるかを見ていきます。また、トレー

リングストップ注文に関しても解説しています。
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注文方法

「第一章：CFDの概要とオンラインでの取引方法」で挙げた例では、現在価格で行
う取引について見てきました。市場価格は常に変動しています。その価格が
取引したい水準であればマーケット注文（現在価格）で取引を行うことにな
ります。一方、ある水準に到達した時に売買したい場合は、その水準をあら
かじめ設定する必要があります。 

このような設定による注文方法はリーブオーダーとして知られています。新しいポ
ジションを建てるか、既存のポジションを清算させるために取引条件を設定
することができます。これは、IG証券の取引プラットフォーム上で、また
は、IG証券のヘルプデスク（電話）を通じてリーブオーダーを出すことも可能
です。

実際の市場で取引を行う場合、例えば、先物取引や現物株式の取引を行う場
合、様々な注文方法があります。

IG証券の取引プラットフォームを利用する場合、主要な注文
方法は ストップ注文とリミット注文です。

ではリミット注文とストップ注文の違いについて見ていきましょう。

• ストップ注文とは、価格が現在価格よりも不利な方向で一定水準に達した場合
の取引指示です。

• リミット注文とは、価格が現在価格よりも有利な方向で一定水準に達した場合
の取引指示です。

ですから、BP社の株式が現在436pで取引されており、400pで売却する注文を出
した場合、この注文はストップ注文となります。この理由は、400pで売却すること
は、436pで売却することよりも悪い価格（不利な価格）で取引することになるから
です。

同じ状況で、460pで売却する指示を出した場合、これは436pよりも有利な価格で
売却することになるので、リミット注文となります。



第三章 注文方法

4

問題

以前に、BP株1,000株を440pで保有するポジションを建てました。ポジションを保
有してから数日後、BP株は419pで取引されています。BPの株価が425pに達した
場合、1,000株を売却してポジションを閉じる注文を実行します。

これはリミット注文でしょうか、それとも、ストップ注文でしょうか。

解答
これはリミット注文です。IG証券でのリミット注文の定義は、価格が現在価
格よりも有利な方向で一定水準に達した場合の取引指示です。現在の価格が
419pで、425pで売却する注文を出しています。425pで売却することは419p
で売却することよりも有利なことなので、リミット注文となります。 

ストップ注文とリミット注文の違いが分からない人は、ポジションを保有した価
格の440pを見て、425pでの売却をストップ注文と誤解してしまうことがよくありま
す。それがポジションを持ち始めた価格よりも不利な価格だからです。440pが現
在の価格で、ポジションが開始された時に注文を出してしていたのであれば、これ
はストップ注文になったでしょう。ですが、上記の問題において注文がリミット注
文なのかストップ注文なのかを決定するうえで、最初にポジションを建てた価格
は現在価格ではないため、実際には無関係となります。

注文方法
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条件付注文と条件なし注文

注文は新しいポジションを保有するか、既存のポジションを清算させる場合に出
します。

既存のポジションを清算させるためのストップ/リミット注文を出す場合、そ
の注文は、ポジションに対して「条件付き」とみなされます。注文が約定とな
る前にポジションが清算された場合、条件付注文は自動的にキャンセルされま
す。一つのポジションに対し、リミットとストップの両方の条件が付けられて
いることもあります。

注文の期限

「リーブオーダー」とは、特定の取引設定条件が満たされた場合に執行される注
文方法です。取引設定条件には、希望する注文執行価格、ストップ/リミット注文お
よび「売り」「買い」の指示といった情報が含まれます。
注文を開始する際には、上記の取引設定の他に、希望する注文の有効期限の
情報が必要となります。希望する有効期限は数時間や1日だったり、無期限（GTC/

「Good Till Cancel」の略）だったりと、色々なケースがあるかと思います。これは、
注文の有効期限として知られています。期限は、GTC（期限なし注文）か、または指
定日時まで有効な有効注文かのいずれかです。

GTC（期限なし注文）とは、取引設定条件が満たされるか、お客様ご自身がキャン
セルするまで有効であり続ける注文方法です。 

一方、日時を指定する注文とは、取引設定条件が満たされた場合、お客様ご自身
がリーブオーダーをキャンセルした場合、または設定日時を過ぎた場合に自動的
にキャンセルされる注文方法です。 

注文方法
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EUR/USDを1ロット購入するGTCストップ注文（期限なし）を出した場合、注
文水準に一切達することがなく、かつ注文のキャンセル指示も出されない場
合、その注文は無期限で継続されます。

12月限の米国原油を1ロット購入するGTCストップ注文（11月16日に満期を迎え
る）を出した場合でも、注文水準に一切達することがなく、かつ注文のキャ
ンセル指示も出されないとしたならば、IG証券は11月16日までその注文を継
続することになります。

すると、12月限の米国原油の契約は11月16日に満期を迎え（この例では）、
お客様の注文は、契約が満期を迎えたためキャンセルされます。

リーブオーダー注文を出す場合、GTCなのか、あるいは特定の日時を指定するの
かを明確にする必要があります。注文に際してGTCを有効としていない場合、その
契約の満期の前の日付（満期がある場合）であればいつでも有効にすることがで
きます。

注文方法
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ストップ注文

上述の通り、ストップ注文は、市場の現在の水準よりも不利な価格で取引するた
めの指示です。

一見すると、現在利用できる価格よりも悪い価格で取引したいと考えるのは少し
変わっているように思えるかもしれませんが、トレーダーがこういった取引を行い
たいと考える事例はたくさんあります。

例えば、市場が逆方向に動いた場合に取引を終了させるための指示として、未決
済ポジションの条件にストップを追加することがよくあります。これはストップ・ロ
スと呼ばれるものです。予想とは逆に相場が動いたため、保有リスクが高まった
ポジションを終了させることが賢明な選択である可能性が高まった場合（レバレ
ッジ、証拠金、リスクへの態度、取引規則については第四/第五/第六章にて詳しく
説明しています）、または常にポジションを注視することが出来ない場合、ストッ
プ注文を付加すると便利です。

また、テクニカル面でのレジスタンスラインやサポートラインを突破したら、取引
を行いたいと望むお客様もいらっしゃいます。例えば、チャート分析に基づき、ウ
ォール街株価指数が、重要なサポートラインと考えられる12,350を下回ったら、同
株価指数をショートするのが良策であると考えたとします。この時、例えば12,325
で売却するというストップ注文を行えば、指数がそのサポートラインをブレイクし
た場合に売りポジションを取ることができます。 
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1既に、12,923.5でウォール街株価指数を1ロット購入して、ポジションを建てて
いたとしましょう。 

ポジションにストップ注文の条件を付けて、ポジションが予想と逆方向に動いた
場合に取引を終了させたいと決めました。 

そこで12,863.5でストップを設定することを決めました。 

2	「ポジション一覧」ウィンドウにある決済したい銘柄をクリックして、「条件変
更」を選択します。「ストップレート」の欄に12,863.5と入力します。ご希望の場

合、リミットレートについてもレベルを入力できます。表示される特定の最小のポ
イントの値幅よりも注文価格を現在の市場水準に近づけることはできません。 

次に、「送信」ボタンをクリックします。

3注文の受け付けを知らせるメッセージが表示されます。  

4これで「ポジション一覧」ウィンドウから注文が閲覧できるようになりました。

既存のポジションにストップ注文を設定
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ストップ注文は、指定したストップレベルに達したら、そのレベルの到達後に
その時点で利用できるビッド/オファー価格で取引するという仕組みになってい
ます。つまり、ご自分が指定したレベルで取引できると保証されていないことに
なり、実際の取引価格はそれよりも悪くなる場合もあります。 

指定した価格よりも不利な取引価格のポイントの数を「スリッページ」と言います。
価格動向の速さ、原市場の流動性の低さ、同様の水準付近で設定されているほ
かのストップの件数といった要素が、スリッページの有無やスリッページの幅
に影響します。

ウォール街株価指数の買いポジションを12,923.5で1ロット保有し、ストップを
1  2   ,    8     6   3   .    5 で設定しているとします。

ある日、価格を確認している際に、IG証券での株価指数のビッド/オファー価
格が12,906.5/12,907.5となっているのを見ます。価格はわずかにあなたの予
想と逆方向に動いていますが、自分のポジションに大きく不利な動きがあれ
ば自動的にポジションが清算されると分かっているため、安心しています。

株価指数に影響を与える企業数社が、ニューヨーク証券取引所の取引時間終了
後に残念な決算結果を公表しました。その後、原資産の米国の指数先物（取引所
の取引時間終了後も売買が続けられます）が大きく下げました。米国の指数
先物は株価指数に大きな影響があることから、IG証券の気配値も下がりま
す。決算結果の発表前、IG証券での株価指数の呼値は12,881/12,882でした。
発表後、呼値は急速に下落し、あなたが設定したストップレベルを下回り、
ポジションが清算されることになります。

既存のポジションにストップ注文を設定
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ストップ水準に到達した時点で、株価指数のIG証券の呼値は以下のように
なっています。

時間（ニューヨーク時間） 

16:15:18 

16:15:23 

16:15:33 

16:15:35 

16:15:36 

16:15:38 

IG証券の株価指数価格

12873.5/12875.5 

12872.5/12874.5 

12865.5/12867.5 

12861.5/12863.5 

12859.5/12861.5 

12858.5/12860.5

16:15:33時点での売値は12,865.5。ストップにはまだ達していないのでポジション
はまだ清算されていません。16:15:35時点での売値は12,861.5です。ストップに達
したため、ポジションは決済されます。16:15:35時点での売値は12,861.5。お客様
の注文はこのレベルで執行されます。スリッページを2ポイント分支払ったことに
なります。 

翌日、株価指数のIG証券の呼値を確認すると、12,828/12,830となっていま
す。少しスリッページを支払ったものの、保有ポジションにストップ注文を
付けることで損失の拡大を防ぐことができました。 

12,923.5で買いポジションを開始し、12,861.5で終了しました。つまり、損失
は62ポイントとなります。1ピップあたりの損益は、1ロットあたり$10です。つま
り、62ポイントの損失を出した取引は62 x $10 = $620の損失となります。しか
し、もしポジションにストップを設定していなかった場合は、この額よりも
はるかに大きい含み損に直面していたはずです。

既存のポジションにストップ注文を設定
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1グラクソ・スミスクライン株の3ヶ月チャートを見たところ、1340pにあるレジ
スタンスラインの突破に成功した場合、同社の株価が続伸する可能性が高

まると判断します。そこで、1,350pでストップを設定して、同社の株式を購入
することを決めました。グラクソ・スミスクライン株のページに進んだら、ドロップダ
ウンメニューから「取引チケット」を選択して注文画面を開きます（画像を参
照）。 

2「取引チケット」をクリックした後に注文画面が開き、グラクソ・スミスクラ
イン株の現在のレベルが表示されます。

3次に注文水準を入力します。右図の通り、1,350pと入力します。注文の
方向については「買」を選択します。

文字は灰色表示になっています。注文がストップかリミットかは、購入なのか
売却なのか、および設定するレベルに基づいて選択します。この場合は、現在
の価格が1,350未満の時、1,350で購入する指示を出していることからストップ
になります（つまり、現在の価格より不利なレベルで購入しています）。

4注文サイズ、注文が執行された場合に開始したい取引ロット数についても指
定する必要があります。「取引ロット数」のボックスに2000株と入力します。

ストップ注文を利用して新しい
ポジションを保有する
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5画面の下半分は、注文に必要な最終的な詳細情報を指定するのに使用しま
す。つまり、有効期限のことです。これは、デフォルトでは、表示されて
いる通り、「GTC（期限なし注文）」となっています。

日時を指定する場合は、取引チケットの「日時」のチェックボックスをク
リックしてください。その後、注文の有効期限（日時）を設定してくださ
い。今回は「GTC」での取引例となります。 

スクリーンショットを見ると、ストップ/リミット注文の設定ができます
が、ここではストップ注文の設定のみを行います。

注文の詳細すべてを正確に入力したことを確認したら、「送信」をクリックします。

6メッセージが表示され、注文が受け付けられたことが分かります。これには、
注文詳細の要点と参照番号が記載されています。 

これでグラクソ・スミスクライン株を2,000株、1350pで購入するGTCストッ
プ注文を完了しました。 

その後数日間にわたり、グラクソ・スミスクライン株の株式は1,290pから
1,340pの間のレンジ相場で取引されました。

ある日、グラクソ・スミスクライン株の株価は最近のレンジを離れ、セッ
ション中盤には1,349pで取引されています。ロンドン証券取引所での株価は
1,355pとなっています。あなたのストップが発動され、1355pでポジション
を保有します。つまり、スリッページを5ポイント分支払ったことになります。

ストップ注文を利用して新しい
ポジションを保有する
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ギャランティーストップ

上記の例で説明した通り、ストップ注文はスリッページの対象となります。スリッペー
ジにより、注文水準よりも低い価値で取引が実行される可能性があります。

ここで、スリッページについて熟慮する必要があります。リスクを管理し、損失が一
定額を超えないようにするため、ストップを追加するケースは多いかもしれませ
んが、スリッページの可能性がある場合、ストップ水準の適用を保証する方法は
ないのです（CFDの専門用語では、上述のストップ注文は通常、ノン・ギャランティ
ーストップと呼ばれます）。

スリッページに加え、セッションの合間に相場が激しく上下する「マーケットギャ
ップ」にも注意が必要です。ギャップは通常、市場の引けと翌日の寄り付きの間に
生じることが多いですが、2015年1月に対ユーロの上限レートを撤廃したスイ
ス国立銀行(SNB)の予想外の決断のような異例の出来事が生じた場合にも発生
する可能性があります。 

IG証券では特殊なストップ注文であるギャランティーストップを提供してい
ます。このストップ注文では、必ずあなたの設定した水準で執行し、スリッ
ページが一切発生しないことを保証しています。

ギャランティーストップを付けた注文が通常のストップ注文よりも高いリスクヘッ
ジを提供するのは明らかです。このため、保険料のように高い安全性に対して追加
の費用がかかります（ギャランティーストップが発動し取引が執行された場合に保
証料が課されます）。
なお、IG証券では法人のお客様のみにギャランティーストップのサービスを提供し
ています。

例を見てみましょう。
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1中東で不安定な情勢が続いていることから、あなたは原油価格が現在の価格
（1バレルあたり約$86）よりも高くなると考えます。同時に、長期間にわたり、

市場のボラティリティが高くなっていることも認識しています。これを念頭に置い
たうえで、買いポジションを取ろうと決め、安全性を高める見返りとして小幅の追
加スプレッドを進んで支払います。

原油のセクションに進むと、取引可能な原油商品がいくつか用意されていま
す （画像を参照）。北海原油（英国で取引される先物契約に対して決済され
る期限付きCFD）取引を行うことも選択できますが、あなたはずっとWTI原
油価格をチェックしていたため、おのずとこの契約の取引を行う方が理にか
なっています。「2015年10月」限の契約の取引を行うことを決定します。 

緑のボタン（または市場の名前）をクリックすると「チケット」が開きます。 

2	「ギャランティーストップ」のボックスにチェックを入れると、その取引にはリ
スク限定プロテクションが付され、その取引に設定するストップ水準が保証さ

れることになります。 

ボックスにチェックを入れると、ギャランティーストップ約定時に支払う追
加のスプレッドが表示されます（この場合4ポイントです）。

ギャランティーストップ        注文でWTI原油を購入
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リミット注文

先程の定義で述べた通り、リミットは、価格が現在価格よりも有利な方向で一定水
準に達した場合の取引指示です。これは目標水準を捉えるのに便利です。

ストップ注文と同じく、リミット注文が有効になるには、IG証券の呼値の
ビッド（注文が「売」の場合）またはオファー（注文が「買」の場合）の値
が注文水準に達する必要があります。

ただ、リミット注文が約定するための要件はストップ注文よりもやや厳しく
なる可能性があります。その理由は、必要な場合にIG証券がエクスポー
ジャーをヘッジできるだけの取引量が相当する原市場に存在している必要が
あるためです。よって、リミット注文が約定されるには、IG証券はお客様が
取引を希望する「十分な取引量」のビッドまたはオファーを提示する必要が
あります。このため、取引ロット数が大きい場合、または、流動性の低い市
場で取引を行っている場合、リミット注文の一部だけしか受け付けない（ま
たは全く受け付けない）場合があります。

リミット注文が、お客様の注文水準より不利なレベルで約定されることは絶対に
ありません。
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1あなたはIG証券のCFD取引サービスを使って、スポット・金を1ロット購
入することにします。取引プラットフォームで当該商品に進み、「取引チ
ケット」を開きます。「ロット数」の欄に1と入力します。

2	「取引チケット」の中央に「ストップ」と「リミット」の欄があります。これらの欄
に入力する値によりどの水準まで注文を出しておくかが決まります。 値はポジ

ションの建値水準と比べた値です。 

これらの欄のいずれかに値を入力することで、自動的に「両建て」欄にチェッ
クが入ります。マーケット注文を発注する際、清算のためのストップ/リミット
注文を付けることができます。これらは相場が条件を満たした場合、マーケッ
ト注文で新規に建てたポジシ ョンを清算する注文として執行されます。 

ストップまたはリミットを追加することは任意であることにご留意ください。そ
れぞれの欄に値を入力した場合のみ、ストップまたはリミットの条件が付けら
れます。

10ポイントの値幅のあるストップ注文と、6ポイントの値幅のあるリミット注文を
設定することにと決めたとします。この場合、表示されている通りに10と6を入力
します（ストップレベルだけ、または、リミットレベルだけを入力することもでき
ます）。 

その後、「買」をクリックします。

リミット注文
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3約定内容の要約を記載した受付メッセージが送信されます。 

ストップを1,710（開始水準との値幅は10ポイント）、リミットを1,726（開始水準と
の値幅は6ポイント）に設定して、スポット・金を1,720で1ロット購入しました。 

ストップ注文は、呼値が1,710に達した場合に、保有ポジションを損切する
清算注文となります。一方、リミット注文は保有ポジションの利益を確定する清算
注文となります。

4取引は「ポジション一覧」に表示され、「ストップ」と「リミット」の列で自分の注
文を見ることができます。 

それから数時間後、スポット・金がその日の高値で取引されており、ビッド/オファ
ー価格は1,726.7/1,727.2となっています。 

呼値のビッドが、あなたの売却のリミットに達したので、あなたの注文は執行さ
れます。1,726.7のビッドで1ロット売却し、取引を終了させます。 

1,720で開始して1,726.7で売ったので、6.7ポイント利益を上げたことになり
ます。スポット・金1ロットは100トロイオンスですので、1ピップあたりの
損益は$100です。 

あなたの利益は6.7 x $100 = $670となります。

リミット注文
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1あなたはVODAFONE株の株価をしばらくの間注視していました。株価は
現在161pレベル近辺で取引されており、170pレベル近辺でレジスタンス
ラインから反落する傾向があることに気付きます。そこで、170pで売る
ことに決めました。

注文画面を開くプロセスについては、取引プラットフォームの「ファインダ」上の空
欄に検索したい銘柄名を入力します。検索結果が出た後、ボーダフォンの銘柄名
をクリックすれば取引チケットが開きます。 

2取引プラットフォームの「ファインダ」から最も詳細なレベル（それ以上展開で
きないレベル）までフォルダを展開することで、ボーダフォンの銘柄を検索す

ることもできます。その後、銘柄名をクリックすれば取引チケットが開きます。

3直近レート」が取引チケットウィンドウのトップに表示されています。
「直近レート」の下に表示されている「売買」の欄では「売」を選択し、
「注文水準」には170pと入力してください。 

その後「取引ロット数」の欄には「3,000株」、注文タイプには「リミット」を選択して
ください。最後に有効期限を設定してください。 

VODAFONE株にリミット注文を設定
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4ここで、注文の有効期限を1週間に決めたとします。時間と日付ボックスの横
にある「日時」のラジオボタンにチェックを入れ、特定の日時を入力します。例

えば、10/11/12（DD/MM/YY）と19.30と入力したとします。注文がその日
の19.30までに約定されなければ、自動的にキャンセルされます。 

また、もし注文が執行された場合に、新しいポジションにストップの条件を
追加するか否かということも決めます。つまり、最初に行われたリミット注
文の約定成立を条件として、ストップ注文が有効となるよう指示しているこ
とになります。 
これを行うには、「ストップ注文」セクションに値を入力するだけです。このセクシ
ョンは任意です。新規のポジションを保有するために設定したリミット注文に条
件を付けたくない場合は、取引チケット内の「清算注文の条件」の欄は全て空白に
しても構いません。 

ストップ注文を付ける場合は、ストップのポイント値幅に15ポイントと入力
します。指値注文（リミット注文）が執行された場合、新たに保有したポジ
ションにはストップ注文という条件が付加されることになります。 

5その後数日間にわたって株価は大きく上昇し、ロンドン証券取引所のセッショ
ン序盤に170.2の高値で取引されています。

VODAFONE株にリミット注文を設定

ビッドが170pに達した際にあなたのリミット注文が約定されます。170pで
3,000株の売りポジションを保有します。 
上記の「ポジション一覧」で保有したポジションの状況を確認することがで
きます。「ポジション一覧」内にある銘柄をクリックすれば、清算注文画面
が開きます。また、保有ポジションにリミット/ストップ注文を付けたい場
合は、「条件変更」タブをクリックしてください。その後、「清算注文の条
件」に必要な数値を入力し、最後に「送信」ボタンをクリックしてくださ
い。
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トレーリングストップ

トレーリングストップとは、マーケットがお客様に有利に変動した際、指定し
たストップ値幅とマーケット価格の差を維持しながら、自動的にストップ値幅を更
新する機能です。 

トレーリングストップはノン・ギャランティーストップに対してのみ有効で
す。

トレーリングストップは、デフォルトでは有効にはなっていません。利用できるよう
にするには、ワンクリック取引のように、取引プラットフォームの「マイアカウント」
セクションの「各種設定」＞「取引環境設定」に進みます。 

「トレーリングストップを有効にする」を選択し、最後に「取引環境の設定」をクリ
ックし変更内容を保存してください。設定完了後、取引チケットにトレーリングスト
ップの項目が追加されます。

トレーリングストップは、IG証券が提供しているどの市場でも利用できる訳
ではありません。トレーリングストップの利用を許可するよう設定していて
も、「トレーリング」のチェックボックスが表示されない場合は、トレーリ
ングストップがその市場では取引できない可能性があります。

 １ポジションに対し、ギャランティーストップとトレーリングストップ両方の
 設定はできないため、「ギャランティーストップ」ボックスにチェックを入れ
 ると、「トレーリング」ボックスは灰色に表示されて無効になります。
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1
EUR/USDのミニ取引を1ロット購入し、約定レートから20ポイントの水準
で損切りをする場合、「トレーリングストップ」ボックスにチェックを入
れます。

ポジションに通常の（トレーリングではない）ストップの条件を付ける場合、
指定する基準は1つだけとなります。つまり、開始レベルとストップ水準との
値幅のことです。IG証券のトレーリングストップの場合は、値幅（この例では
20ポイント）に加えて「ステップ値」と呼ばれる2つ目の条件を設定します。
これは、相場が有利な方向へ動いた場合、ストップ注文価格を変動させる値幅
(ポイント数)ことです。 
「トレーリングストップ」のボックスにチェックを入れると、ステップ値の入
力欄が表示されます（最小値は「チケット」に表示されています。ステップ値
の最小値は市況により異なりますのでご留意ください）。今回は10ポイントと
入力します。これでストップ注文の価格とステップ値が決定されました。

2「買」をクリックすると、取引に関する全ての詳細の確認が送信されます。 	EUR/USDのミニ取引を1.27544で、トレーリングストップを値幅20ポイ

ント、ステップ値10ポイントに設定して購入しました。

ポジションにトレーリングストップを設定
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3
取引は「ポジション一覧」のウィンドウに表示されます。ここで、現在のス
トップレベルを確認できます。1.27544で取引を開始し、ストップは20ポイ
ント（ポイント）低い1.27344で設定されています。「ストップタイプ」の
列には「T (10)」と表示されています。「T」はストップのタイプがトレーリ
ングであることを示し、カッコ内に記載されている「10」はステップ値を
示しています（「ストップ」の列にあるストップレベル、または、「ストッ
プタイプ」の列にある数字のどちらかをクリックすると「チケット」が開
き、ステップ値、値幅、現在の絶対値のストップレベルのいずれか、または
全てを変更できます）。

取引を開始してすぐ、EUR/USDは若干下落して1.27503/1.27513になったとしま
す。トレーリングストップは、あなたが思う方向の市場の動きだけを追う
ので、ストップレベルは修正されません。変更は行われず、1.27344の元々
のレベルのままです。

ポジションにトレーリングストップを設定
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4為替レートが1.27644（開始レベルである1.27544より10ポイント高い）に到達
すると、ストップ水準は修正されます。新しいストップ水準は、その時点の市場

レートと指定値幅に基づき決定されます。値幅は20ポイントですので、新しいレ
ベルは1.27644 – 0.00200 = 1.27444となります。今後、ストップ水準が再調整
されるのは、IG証券の提示ビッドがこの新しいレベルよりもステップ値であ
る10ポイント高くなった場合に限られます。

その後数分間で、ユーロはドルに対してさらに強くなり、最終的には
1.27793/1.28015になったとします。この時点で、ストップは市場に追随し
て、1.27544に達しました。取引プラットフォーム上部にある「取引状況一覧」をク
リックすると修正がどのように起こったかを詳しく見ることができます。クリックす
ると、取引や注文に関する具体的なことが詳しく記載されているウィンドウが開き
ます。

5ウィンドウに表示されている通り、EUR/USDは高くなり、ストップは10ポイント
の増分ごとに市場をなぞり、修正の時点で現在の市場の買呼値から20ポイン

トの値幅を常に維持しています。ストップが現在の1.27544からさらに上昇するに
は、ビッドが1.27844へ動く必要があります。ところが、市場は下降に転じ、1.27536
まで落ち込みます。レートがストップ価格に到達したため、保有ポジションが
1.27544で清算されました（市場動向は、スリッページを支払う必要がないほど安
定しています）。 

6取引の終了については「取引状況一覧」で見ることが可能です。1.27544で取
引を開始し、1.27544で終了しました。つまり、全体で見るとフラットで終えたこ

とになり、収益も損失も生み出しませんでした。

ポジションにトレーリングストップを設定
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まとめ
本章で主に以下について理解を深めていただけたかと思います。 

法方文注のれぞれそとい違の文注トッミリ/プットス •

• 新規注文方法（ストップ/リミットの条件なし）
•  トレーリングストップの使用方法

CFDはレバレッジ商品です。CFD取引は資金額を上回る損失が生
じる可能性がありますので、CFD取引に関する各種リスク要因を
完全にご理解いただいた上で、実際にお取引を行っていただけま
すようお願いいたします。 

第三章 注文方法

IG証券株式会社 

Email：info.jp@ig.com
03-4520-8500（代表）

フリーダイヤル：0120-257-734(ヘルプデスク)
http://www.ig.com/jp 

IG証券の入門プログラムに記載されている資料は定期的に更新し、正確性を保証するように努めておりますが、提供されている情報は、通知なく変更される
ことがあります。IG証券の最新の提供内容についてお知らせしていない場合があります。IG証券が紹介している事例は例示のみを目的としたものであり、実際

の市場での取引を表したものではありません。情報は手引きのみを目的としたものであり、正確性ついては一切の責任を負いません。  

※IGはIG Markets Limitedの商号です。

法令に基づく表記

●外国為替証拠金（FX）及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません。●ストップ注文及び強制ロスカット機能は、損失の限定
を保証するものではなく、外国為替、株式、株価指数、商品、債券等の相場急変等により証拠金以上の損失が発生する事もあります。●取引に必要な証拠金
（個人）FX：約定代金の4%以上、商品：同5%以上、株式：同20%以上、株価指数：同10%以上、債券：同2%以上、（法人）銘柄ごとに異なります。取引画
面にてご確認ください。ただしFXは一般社団法人金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率以上となります。為替リスク想定比率は金融商品取引業
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されます。（法・個人共）各種オプション：当該取引の最大損失額●未決
オーダーにも証拠金が必要です。●売値と買値には差があり、拡大することがあります。●各先物CFD・オプション取引には取引期限があります。●FX・
CFD取引の手数料等は次の通りです。株式CFD取引・両替・口座管理・出金の各手数料、ライブデータ・チャートの各利用料、スワップポイント、調達コス
ト、配当金相当額、借株コスト、ノースリッページ注文保証料、ノックアウトプレミアム。●契約締結前交付書面を熟読し十分に仕組みやリスクをご理解頂
いた上で、ご自身の判断にてお取引をお願い致します。【商号】IG証券株式会社 金融商品取引業 関東財務局長（金商）第255号 商品先物取引業 【加入協会
】日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会 ●弊社企業情報は、本店又は弊社Web及び日本商品先物取引協会Webにて開示
されております。●お客様相談窓口、0120-257-734、日本商品先物取引協会相談センター 03-3664-6243

金融商品取引業 関東財務局長（金商）第255号 商品先物取引業
加入：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号1168 日本商品先物取引協会

IG証券株式会社 IG Securities Limited.




