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本章ではレバレッジを効かせたCFDについて説明

します。
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レバレッジと証拠金

株式のブローカーまたは従来の方法で株式を購入する場合、株式の購入金額す
べてを支払う必要があります。

例えば、HSBC社の株式を£5.91の価格で2,000株購入することを決めたとしましょ
う。手数料を無視して考えた場合、購入金額は£11,820（2,000 x £5.91）となります。 

HSBC株を株式CFDで取引する場合、原資産の株式価値の総額を支払う代わ
りに、総取引金額の一部をご用意いただくことになります。これは維持証
拠金と呼ばれるものです。

HSBC株の場合、必要な証拠金率は20%となります。これは、イギリスの主要株式
を含む、世界中の流動性の高い株式に適用される証拠金率となります。ほとん
どのFTSE 100とFTSE 250の株式では20%の証拠金が必要ですが、流動性が
低い株式や値動きの激しい株式の場合はより高い証拠金率が求められる場
合があります。

結論として、HSBC株を株式CFDという形式で取引する場合、入金に必要な
のは20% x £11,820 = £2,364のみとなります。 

ここまでの復習：

現物株式の取引の場合は2,000株を購入するのに総額で£11,820を支払うことに
なります。 

それに比べて、HSBC株をCFD取引を利用して株式CFDとして購入する場合は、同
等額のポジションを保有するのに必要な金額は£2,364となります。 

いずれの取引でも全く同じ価格変動に対する投機機会を得ることができま
す。HSBC株は1ペンス上がった場合、いずれの取引でも£20が得られます（2,000
株で計算した場合：2000 x 1ペンス =2000ペンス/2000ペンス＝ £20）。 
※1£＝100ペンス
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CFD取引ではレバレッジを効かせることにより、実際に投資している金額よりも大き
な価格変動に対する利益獲得チャンスを得ることが可能です。これは、少ない元手
で大きな額を取引することが可能になることを意味します。

よってレバレッジを効かせることにより、利益と損失が大きくなる可能性がありま
す。以下の例で、ポジションの収益や損失が初回の支出額と比較して株価変動に
どう影響されるかを見ていきましょう。例では、単純化のため、手数料とスプレッド
は考慮しておりません。

シナリオ1：ソフトバンク社の株価が上がったケース
ソフトバンク株を7,248円で2,000株購入したとします。望んだ通り、ソフト
バンクの株価が上がったとしましょう。株価が53円上がった後、7,301円で売
り、利益を確定することにします。現物株式の場合、2,000株を売却して、1
株につき7,301円を受け取ることになります。この売却による収入は2,000 x 
7,301円= 14,602,000円となります。

最初に株式を購入した際には14,496,000円を支払ったので、実現利益は
14,602,000円-14,496,000円=106,000円になります。

最初の現物株式の購入価格、14,496,000円に対するリターンを見ると、 
106,000円/14,496,000円 x 100 = 0.73%となります。堅実なリターンですが、特に
リターンがとても大きかったわけではありません。

それではCFD取引の場合はどうでしょうか。2,000株と同等の取引で53円増えた場
合、利益は53円 x 2000 = 106,000円となります。これは、現物株式を購入した場合
の利益と絶対的に等しくなります。ですが、これを、CFD取引を実行するのに必要
な金額の割合として考えた場合、格段の違いがあります。

必要な証拠金は2,899,200円でした。よって、最初の投資額（証拠金）に対す
る利益のリターンは、106,000円/2,899,200円 x 100 = 3.65%となります。
（※小数点第三位以下は切り捨て）

支出した金額の割合とに対するリターンをみた場合、CFD取引は、レバレッジをか
けていない現物投資よりも大きいリターンをもたらすことがわかります

レバレッジと証拠金



レバレッジと証拠金第四章

5

シナリオ2：ソフトバンクの株価が下がったケース
前述のシナリオ１のように利益を上げられなかったため、ポジションをホールド
することを決めたとしましょう。株価の上昇幅は徐々に縮小し、最終的にポジショ
ンは含み損を抱えます。22円下がった時点で、損切りすることを決めたとします。
売却してポジションを閉じます。

現物株式の取引でもCFD取引でも、損失額は44,000円（2,000株×1株あたり22
円）となります。

現物株式取引場合、購入額（投資額）に対して0.30%の損失（44,000
円/14,496,000円）となりますが、CFD取引の場合、対証拠金で計算すると
1.51%※の損失（44,000円/2,899,200円 x 100）と大きな損失割合になることが
わかります。（※小数点第三位以下は切り捨て）
損失や利益が投資額よりも効果的に大きくなるこの効果をレバレッジといいます。

では、CFD取引での株式購入は、従来のやり方である現物株式購入よりもリスクが
大きいのでしょうか。

ある観点からいえばリスクが大きいといえるでしょう。

上記のシナリオ2で考えた場合、証拠金として可処分所得をすべて投資金額
にまわし、それに不相応なレバレッジをかけて売買しているとすれば、間違
いなく重大なリスクを取っていることになります。

レバレッジと証拠金
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現物株式取引とCFD取引でも、価格変動に対する投機機会 (エクスポージ 
ャー)は全く同じだという点は理解しておくべきでしょう。どちらの場合でも、損失
額は44,000円でした。どちらの取引でも、最終的な損失額が44,000円を超えること
はありません。CFD取引の場合、必要な投資金額が少ないだけです。この点で言え
ば、CFD取引は、従来の株式取引よりもリスクが高くないと言えます。

2,899,200円を証拠金としたCFD取引により得られるエクスポ―ジャーと、現
物株式を株価2,899,200円で購入した場合のエクスポージャーを比較した場
合、CFD取引の方がエクスポージャーが大きくなり、リスクが大きくなりま
す。このケースでIG証券のCFD取引を行うと、20%の必要証拠金でレバレッ
ジ効果が生まれ、証拠金の5倍もの額の取引が可能となります。

このため、常に、原資産がどれくらい価格変動リスクがあるかをしっかり認識して
いなければいけません。ほとんどのCFD取引において、潜在的な損失は投入した
証拠金の金額に収まるとは限りません。 

レバレッジと証拠金
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投資家の予想と逆方向にポジションが動いた場合、IG証券に入金した金額を上
回る損失を生じる可能性があるため、追加資金を送金するよう依頼することが
あります。

証拠金としていつ、どれだけ追加で資金を入金する必要があるかをお伝えする
前に、まずはこういった問題を回避する施策について考えていきましょう。

ポジションに対して追加の証拠金が求められるのは、有効証拠金残高が維持証
拠金額を下回った場合です。つまり、商品により異なる維持証拠金率に沿った
十分な余剰金がある限り、それ以上の証拠金を求められることはありません。
この「最大損失額が維持証拠金額を超えない」商品として、リスク限定オプ
ションがあります。 
リスク限定オプションにおいて上昇オプションを買う（通常のオプション取引に
おけるコールオプションを買うに値します）場合の最大の損失額は、一定の入
金額 (原資産価格＋オプション料)で考えられる額を超えることはありません。
口座に十分な証拠金がある限り、たとえ最悪の場合のシナリオであってもさら
に入金を行うよう求められることはありません。

証拠金
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今まで、株式をCFDで取引するための必要証拠金についてお話しをしてきま
した。通常、この証拠金の比率は20%程度ですが、流動性が低い、または保
有ポジションが大きい場合には比率が高くなる場合があります。

必要維持証拠金については、各商品の契約詳細情報でご確認ください。

証拠金



レバレッジと証拠金第四章

9

証拠金の例

•  日本225種株価指数を２ロット購入するとします。当該銘柄の必要証拠
金が、1ロットあたり1,000,000円だったとしましょうその場合、2 x
1,000,000円＝2,000,000円の入金が必要になります。

•  次に、ミニ・日本225種株価指数を2ロット購入するとしましょう。当該銘柄の必
要証拠金は標準取引の5分の1ですので（標準取引銘柄で1ロットの必要証拠
金が1,000,000円とすると）、ミニ取引の1ロットあたりの必要証拠金は200,000
円になります。従って、2ロット分の必要証拠金額は400,000円（2 x 200,000円）
となります。

•  では、次に株式CFDでソフトバンク株を7,270円で750株購入する例を見てみ
ましょう。ソフトバンク株の証拠金率は20%です。取引の総取引金額は7,270
円 x 750 = 5,452,500円です。必要証拠金は5,452,500円の20%、つまり
1,090,500円です。•
 では、FXの場合はどうでしょうか。USD/JPYを123.60で1ロット買うとしましょう。当
該通貨ペアの場合、標準取引1ロットが10万通貨となります。従って、10万ドルを
12,360,000円で購入することになります。FX通貨ペアの取引に関する計算（損益
通貨）は、常に通貨ペアで右に表示される通貨（「建値通貨」または「カウンター通
貨」と呼ばれます）にかかるため、12,360,000円の4%、つまり494,400円が必要証
拠金になります。

必要証拠金は総取引金額の一部分のみとなるため、予測に反して価格が変動
した時のためにそれをカバーできる資金を準備していなかったということの
ないように、（そのような展開が予想される場合は）予め追加資金を用意し
ておくことが重要です。

証拠金
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例
次に、IG証券のCFD取引サービスで、スポット・金（円建て-JPY100）の買

値レートが1180.50の時に、2ロット買うとします。スポット・金 （円建て
＝JPY100）の1ロットあたりの1ピップ相当額は100円ですので、ポジショ
ンの総取引金額は1180.50×100円（1ピップ相当額）×2ロット＝236,100
円です。 
スポット・金（円建て-JPY100）の維持証拠金率は5%です。 

したがって、必要な証拠金は236,100円の5%、つまり11,805円となります。既に口
座には15,000円が入っています。この金額は必要証拠金をカバーしており、3,195
円の余力があります。 

レートが1179.50に下落します。これはポジションを保有したレベルより1ポイント
低く、200円の含み損になります。口座にある剰余金がこの額をカバーしているの
で、この時点では強制ロスカットになりません。

夜間、さらに金価格が下落し、朝には1160.5になりました。ポジションの含み損は
次のように計算されます。 1180.5（建値レート）－1160.5（現在レート） x 100円 

（1ピップ相当額） x 2ロット＝4,000円 

レバレッジが効いた商品性のため、レートのわずかな動きでも損益が大きくなり
ます。ポジションの直物価格がわずかに減少したため、必要証拠金も減少します。 

証拠金
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口座内は含み損となり、不足金が発生し、ロスカットルールが適用となりま
す。

IG証券の取引プラットフォームにログインすると、口座の状態（証拠金有効
残高、維持証拠金や含み損など）をリアルタイムで確認することができま
す。口座に十分な金額を入金していない場合、IG証券は状況に応じてお客様
のポジションを清算する権利を有します（上記は、IG証券の証拠金制度を
知っていただくことを目的とした一般的なガイドです。IG証券の証拠金制度
に関する正式な法律文書については、IG証券の関係文書をご覧ください）。

証拠金
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追加証拠金の入金依頼でIG証券からお客様にご連絡を差し上げる場合がある
かもしれませんが、基本的に口座にポジションを保有するのに必要な証拠金
を管理することはお客様ご自身の責任とお考えください。 

この責任により、お客様はレバレッジをかけたポジションを注意深く見守ったり、
保有ポジションが不利に動いていないかをより意識して確認するようになる
と思います。このような行為が結果として、急に追加で入金しなくてはいけ
なくなったり、急にポジションを清算せざるを得ないようなリスクを低下さ
せることにつながるでしょう。
お客様の余剰金がなくなりそうな時に、IG証券でお客様のポジションを強制
決済(ロスカット)させていただくのも、お客様の利益（損失を最小限に抑える
ため）を考えてのことです。お客様が世界で最も信頼できるカウンターパー
ティーと取引したとしても、市場のボラテリティが激しくなった際にそのカ
ウンターパーティーが損失の出ているポジションを強制決済しない場合、お
客様の資金が更に減ってしまう恐れがあります。お客様の資金を保護するた
めに何らかの代償(強制決済)は必要なのです。各取引所や優秀なCFDプロバイ
ダーが、合理的に厳重で分別ある証拠金要求ポリシーを備えているのはこう
した理由からです。

お客様がご自身の入金額にあった範囲で取引ができるように管理をするのは
IG証券の責務です。IG証券は、市場がお客様にとって不利な方向に動いた場
合、お客様がご自身で負担できない損失ポジションを抱え継続的に証拠金が
必要な事態に陥ることのないよう努めています。
お客様が追加でご入金された後にお客様のポジションに対して取引価格が有
利な状態に動いた場合は、余剰金額がプラスになります。 

証拠金
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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。 

• 証拠金とは
• 必要証拠金の計算方法

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。

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.




