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＜大学＞ 

 3 時限目 運用方針の確定（1） 

運用方針の確定 

（資金配分） 

運用方針を決めていくにあたって、まず資金の配分を確定させておく必要があります。それはどのく

らいの資金を使ってどれくらいの利益を取りにいくのかを明確にするということのほかに、運用をギャ

ンブルにしないために余剰資金をどれ位確保しておくのか？またいかにこの取引の特徴であるスワップ

を効率的に獲得していくことにも影響してきます。 

様々な考え方がありますが、①長期運用資金、②余剰資金、③短期運用資金の 3つに資金を配分する

のがよいでしょう。 

① 長期運用資金 

長期運用と表現していますが、この取引の特徴であるスワップの獲得を主眼とした運用のた

めの資金になります。スワップは日々ポジションを持ち続けることにより発生しますから、必然

的に長期保有が必要条件となります。 

スワップはその絶対値自体もそれほどボラタイルに変動しませんし、２国間の金利差が逆転

しない限り、日々の収益として計上できます。つまり安定収益として考慮することができるとい

うことです。近年ではオセアニア圏のオーストラリアの高金利情勢下では、価格が動かない前提

で考えると（平成 23 年 6 月 16 日現在）、年間での収益率は、スワップだけで証拠金額の年間

21.4％にもなります。 

つまり値動きの波動で収益を取りに行くのではなくポジションを持つことによって安定収益

のみを狙いにいくということです。ここでのリスクは、値動きの波動によってポジションがもて

なくなる、つまり買いポジションを持っていたところ値下がりによってロスカットもしくはマー

ジンコールが発生し、追加資金の必要が発生することになります。 

そこで次の余剰資金が必要となります。 

② 余剰資金 

長期運用のポジションを維持するための資金。投資家個々の運用方針やスタンスによってそ

の絶対値は違いますが、ヒストリカルの安値に下値の限界を設定する方法もあります。ヒストリ

カルの安値でなくてもマーケットのサポートレベルで想定される安値設定して、その価格を示現

してもポジションを維持できるように余剰資金を確保していく必要があります。なお、余剰資金

は短期運用資金やスワップの獲得状況によって変動しますので定期的に見直していく必要があり

ます。 
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③ 短期運用資金 

純粋にマーケットの波動を狙いにいく売買のための運用資金になります。高そうであれば買

って、安そうであれば売るという売買の資金ということです。 

運用資金効率を上げるために、このカテゴリーの資金が必要となり、運用パフォーマンスは

このカテゴリーの成績如何によって左右されます。 

短期運用資金に対する余剰資金の考え方ですが、毎回の売買に対する余剰資金を考える必要

はありません。毎回売買を行ってパフォーマンスが、右肩下がりになってきた場合、運用を補て

んするために必要となります。 

ただし、長期にわたって運用を継続させるために、節目においてはロスカットなどを多用し

たほうがよいということになります。 

 

このように３つのカテゴリーに資金を配分していくことは、それぞれの資金に目的をもたせかつ運用

方針を明確にし、リスクや運用効率を追求していく上で重要なことになります。 

 

（利益按分比の確定） 

前回で運用目標、計画の確定ができ、運用資金の配分の概要にふれてまいりましたが、後ひとつ運用

方針の確定で必要なことが残されています。 

それは長期運用、短期運用での割合を決めなければならないということです。つまり長期でいくら、

短期でいくら証拠金と使用して、いくら稼ぎ出すのかという利益の按分比率を決めるということです。 

これは投資家の運用スタイルを決めるということにもなりますが、短期売買が好きな投資家であれば、

その 100という全体の利益目標の 70を短期で、残りの 30を長期で稼ぎ出すという目標をたてるという

ことになります。もちろんそれとは別に余剰資金を確保しておく必要があります。 

この利益按分比は投資家のスタイルによって依存されますので、推奨する割合というのはありません

が、資金配分にも影響をうけます。 

もちろん投資家の思考とは別にマーケットのトレンドにも比重は左右されます。どうしても長期運用

では、ポジションを保有し続けなければいけませんから、マーケットのトレンドが右肩下がりであった

り、週足や月足で見た場合値位置が高かったりした場合には、長期 30：短期 70 であったり、20：80

の割合で考慮するのがよいでしょう。 
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（運用方針の確定） 

流れに沿ってここまで決めていきますと、実は具体的にどのような運用をするのかが全て固まってい

ますので、具体例を挙げてみてみましょう。 

 

運用資金

月間運用益 7.0%

利益再投資（月） 50%

年換算運用益 ######

利益
配分 金額 按分比

長期運用資金 30% ¥1,500,000 25% ¥1,277,672

短期運用資金 40% ¥2,000,000 75% ¥3,833,015

余剰資金 30% ¥1,500,000

利益目標金額

¥5,110,687

¥5,000,000

資金

 

これを Aという投資家が立てた運用の概要です。 

投資家 Aは、運用資金 500万円で年間 102.2％（月間 7.0％）の利益＝511万円を獲得する目標を

立てました。さらに長期運用資金を 500 万円の 30％（150 万円）、その余剰資金として 30％（150 万

円）、短期運用資金として 40％（200万円）、このように資金を分配との方針を固めました。なお、短期

運用資金で発生した利益の 40％を再投資に回すという計画です。 

月ごとの運用資金の推移は以下のようになります。 

運用期間 1M 2M 3M 4M 5M 6M

期初バリュー ¥5,000,000 ¥5,175,000 ¥5,356,125 ¥5,543,589 ¥5,737,615 ¥5,938,432

期末バリュー ¥5,350,000 ¥5,537,250 ¥5,731,054 ¥5,931,641 ¥6,139,248 ¥6,354,122

期間運用益 ¥350,000 ¥362,250 ¥374,929 ¥388,051 ¥401,633 ¥415,690

確保利益 ¥175,000 ¥181,125 ¥187,464 ¥194,026 ¥200,817 ¥207,845

再投資分 ¥175,000 ¥181,125 ¥187,464 ¥194,026 ¥200,817 ¥207,845

確保利益累積 ¥175,000 ¥356,125 ¥543,589 ¥737,615 ¥938,432 ¥1,146,277

目標Net Asset Value ¥5,300,000 ¥5,712,250 ¥6,087,179 ¥6,475,230 ¥6,876,863 ¥7,292,553

運用期間 7M 8M 9M 10M 11M 12M

期初バリュー ¥6,146,277 ¥6,361,396 ¥6,584,045 ¥6,814,487 ¥7,052,994 ¥7,299,849

期末バリュー ¥6,576,516 ¥6,806,694 ¥7,044,928 ¥7,291,501 ¥7,546,703 ¥7,810,838

期間運用益 ¥430,239 ¥445,298 ¥460,883 ¥477,014 ¥493,710 ¥510,989

確保利益 ¥215,120 ¥222,649 ¥230,442 ¥238,507 ¥246,855 ¥255,495

再投資分 ¥215,120 ¥222,649 ¥230,442 ¥238,507 ¥246,855 ¥255,495

確保利益累積 ¥1,361,396 ¥1,584,045 ¥1,814,487 ¥2,052,994 ¥2,299,849 ¥2,555,343

目標Net Asset Value ¥7,722,793 ¥8,168,090 ¥8,628,974 ¥9,105,988 ¥9,599,697 ¥10,110,687  
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そしてこの計画を達成するために、短期、長期の各カテゴリーの達成計画は次の表になります。 

 

 

運用期間 1M 2M 3M 4M 5M 6M
期間運用益 ¥350,000 ¥359,800 ¥369,874 ¥380,231 ¥390,877 ¥401,822

ポジション 100,000 200,000 200,000 300,000 300,000 400,000

運用資金 350,000 700,000 700,000 1,050,000 1,050,000 1,400,000

SWAP ¥33,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥132,000

SWAP累積 ¥33,000 ¥99,000 ¥165,000 ¥264,000 ¥363,000 ¥495,000

長期運用収益 ¥33,000 ¥99,000 ¥165,000 ¥264,000 ¥363,000 ¥495,000

運用資金 ¥2,000,000 ¥2,115,000 ¥2,235,750 ¥2,362,250 ¥2,497,375 ¥2,638,250

ポジション 400,000 420,000 440,000 470,000 490,000 520,000

必要収益率 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%

値幅 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58

確保利益 ¥115,000 ¥120,750 ¥126,500 ¥135,125 ¥140,875 ¥149,500

再投資分 ¥115,000 ¥120,750 ¥126,500 ¥135,125 ¥140,875 ¥149,500

長期運用収益 ¥230,000 ¥241,500 ¥253,000 ¥270,250 ¥281,750 ¥299,000

確保利益累積 ¥115,000 ¥235,750 ¥362,250 ¥497,375 ¥638,250 ¥787,750

長期運用収益累積 ¥230,000 ¥471,500 ¥724,500 ¥994,750 ¥1,276,500 ¥1,575,500

運用収益合計 ¥263,000 ¥570,500 ¥889,500 ¥1,258,750 ¥1,639,500 ¥2,070,500

運用期間 7M 8M 9M 10M 11M 12M

期間運用益累積 ¥2,665,677 ¥3,090,316 ¥3,526,845 ¥3,975,597 ¥4,436,914 ¥4,911,147

ポジション 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

運用資金 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

SWAP ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000

SWAP累積 ¥627,000 ¥759,000 ¥891,000 ¥1,023,000 ¥1,155,000 ¥1,287,000

長期運用収益 ¥627,000 ¥759,000 ¥891,000 ¥1,023,000 ¥1,155,000 ¥1,287,000

運用資金 ¥2,787,750 ¥2,945,875 ¥3,112,625 ¥3,290,875 ¥3,477,750 ¥3,676,125

ポジション 550,000 580,000 620,000 650,000 690,000 730,000

必要収益率 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%

値幅 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58 ¥0.58

確保利益 ¥158,125 ¥166,750 ¥178,250 ¥186,875 ¥198,375 ¥209,875

再投資分 ¥158,125 ¥166,750 ¥178,250 ¥186,875 ¥198,375 ¥209,875

長期運用収益 ¥316,250 ¥333,500 ¥356,500 ¥373,750 ¥396,750 ¥419,750

確保利益累積 ¥945,875 ¥1,112,625 ¥1,290,875 ¥1,477,750 ¥1,676,125 ¥1,886,000

長期運用収益累積 ¥1,891,750 ¥2,225,250 ¥2,581,750 ¥2,955,500 ¥3,352,250 ¥3,772,000

運用収益合計 ¥2,518,750 ¥2,984,250 ¥3,472,750 ¥3,978,500 ¥4,507,250 ¥5,059,000

SWAP ¥110 （1万通貨あたり）
運用証拠金　　　 長期 ¥35,000 （1万通貨あたり）

短期 ¥50,000 （1万通貨あたり）

短期運用

長期運用

長期運用

短期運用

 

 

出来上がった表より、まず長期運用では原則として値段が動かなかった場合を想定しています。手法

としては当初２か月に１回の割合で買い増しをし、後半は待機をするシュミレーションを行っています。

もともと価格が変動しなかった場合を想定していますので、価格が上昇した場合、ポジションをある程

度決済することも一つの手段です。そうしてこの長期運用でのカテゴリー内での収益を確保していきま

す。 

次に短期運用ですが、条件にあったように、毎月拠出される収益の 50％を確保し、残りの 50％を再

投資に回すやり方を取っています。そうした場合、投資額に対して毎月 11.5％の収益が必要となってき
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ます。月間 11.5％というと厳しい数字のように見えますが、獲得値幅に直すと１か月約２０営業日の中

でわずか０．５８円の獲得利益でよいのです。勿論損失も出ることもありますから、トータルで考える

といかに損失を抑えるかが肝要となってきます。 

そこでこの投資家 Aの各カテゴリーでの運用手法を示してみました。 

 

運用対象：豪ドル／円　　現値レベル85.00円　　証拠金率　4％　
40万AUD 運用資金 ¥1,500,000 余剰資金 ¥1,500,000

利回り換算 利益目標 期末総資産
85% ¥1,280,000 ¥2,780,000

利益按分比 1日/10万 年間／ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

25% ¥110 ¥1,280,000

利益目標 スワップ分 目標残 目標残/値幅 目標/値幅
¥1,280,000 ¥1,280,000 ¥0 ¥0.00 ¥0.00

２か月後 4か月後 6か月後 8か月後 10か月後

¥73.07 ¥77.74 ¥79.41 ¥79.25 ¥78.42

ポジション数 200,000 300,000 400,000 400,000 400,000

運用対象：ユーロ円　　現値レベル115.00円　証拠金率4％
40万EUR 運用資金 ¥2,000,000

利回り換算 利益目標 期末総資産
190% ¥3,800,000 ¥5,800,000

利益按分比 年間目標 月間目標 週間目標 日次目標

75% ¥3,800,000 ¥316,667 ¥73,076.92 ¥16,889

¥9.50 ¥0.79 ¥0.18 ¥0.04

長期運用

スワップ

目標金額

リスク

運用計画

目標金額

運用計画

短期売買

 

 

まず長期運用のパートでは、豪ドル円で運用しますと、資金の枠の中で（150 万円）現値 85.00 円

で最大 40万 AUD持つことになります。この 40万 AUDでこのパートの利益目標である年間 128万円

を獲得するわけです。 

リスクの部分では余剰資金の150万円も含めて、表下段に時系列でリスクポイントを明示しました。

このレベルにマーケットが到達しますとロスカットされてしまいます。 

ここでは、2 か月後、4か月後、6か月後に追加ポジションを持つように設定していますが、実際に

はマーケットの価格が下がったら追加するという手法を取ります。事前に指値を置いておくのもよいで

しょう。 

ただし、ビッグニュースが出るなどして、長期にわたって下落トレンドを築きそうなときには、この

カテゴリーの運用は不向きとなります。その際に勇気をもって撤退することも大切です。ここでは機械

的に設定していますが、実際にはマーケットのリスクポイントに合わせて、運用資金や余剰資金を調節

するようにしましょう。 

一方、短期運用のパートでは、ユーロ円で運用していくこととしますと資金の枠内（200万円）です
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と、当初 40 万ドル単位で売買することになります。その中で年間 380 万円の利益獲得を目標としてい

きます。その際の値幅は、40 万ドル単位で売買を行い年間で 9.50 円を獲得しなければなりません。こ

れを月単位、週単位、日単位で細分化していきますとそれぞれ、0.79円/月、0.18円/週、0.04円/日と

なります。つまり週単位で売買を行うスタンスで望むのであれば、18銭の利幅が見込めるマーケットに

のみ参入していくということになります。2011 年近辺のユーロ円のボラティリティーでは、一日でも

1.00 円くらいは平均して変動しますから、1 週間で 0.18 円を獲得するのは容易なはずです。もっとも

損失を出した場合は、その分を補てんしなければなりません。そのことを考慮に入れても損失をいかに

抑えていくかが重要なカギになることは間違いありません。 

 

（次回へと続く） 


