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要点整理 

 

1 オプションとは 

 

① ある商品（原商品）を、 

② あらかじめ定められた期日（満期日）または期間内に、 

③ あらかじめ定められた価格（権利行使価格）で、  

④ 買うことができる権利（コール・オプション） 

または売ることができる権利（プット・オプション） 

 

2 権利行使のタイプ 

 

◎アメリカン・オプション ･･･ 満期日までの期間中であれば、いつでも権利行使が可能なオプショ

ン。  

◎ヨーロピアン・オプション ･･･ 満期日にのみ権利行使が可能なオプション。 

 

3 オプション取引の参加者 

 

◎オプションの価値または価格をプレミアムという。 

◎買い手はプレミアムを支払うことで権利を取得し、売り手はプレミアムを受け取ることで、買い手

の権利行使に応じる義務を負う。 
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4 銘柄（シリーズ） 

 

オプションは、原商品の種類、権利行使のタイプ（アメリカンかヨーロピアンか）、コールとプットの

別、満期日、権利行使価格などによって分類され、それぞれがひとつの銘柄またはシリーズとして扱

われる。 

 

5 原商品価格と権利行使価格との関係 

 

① アット・ザ・マネー 原商品価格 ＝ 権利行使価格  

→ 権利行使をしてもキャッシュ・フローは発生しない。  

 

② イン・ザ・マネー 

コール・オプションの場合：原商品価格 ＞ 権利行使価格  

プット・オプションの場合：原商品価格 ＜ 権利行使価格  

→ 権利行使により買い手にプラスのキャッシュ・フローが発生する。  

（売り手にはマイナスのキャッシュ・フローが発生する。） 

 

③ アウト・オブ・ザ・マネー 

コール・オプションの場合：原商品価格 ＜ 権利行使価格  

プット・オプションの場合：原商品価格 ＞ 権利行使価格  

→ 権利行使により買い手にマイナスのキャッシュ・フローが発生する。  

（買い手は権利行使をせずに権利放棄すればキャッシュ・フローは発生しない。） 

 

6 オプション取引の損益 

 

① コール・オプションの買い手 

・損益分岐点 ＝ 権利行使価格 ＋プレミアム 

・利益が発生する場合：原商品価格 ＞ 損益分岐点 

利益 ＝ 原商品価格 － 損益分岐点（ 権利行使価格 ＋プレミアム ） 

・損失が発生する場合：原商品価格 ＜ 損益分岐点 

損失 ＝ 損益分岐点（ 権利行使価格 ＋プレミアム ）－ 原商品価格（ ただし損失はプレミ

アムの金額が上限 ） 

 

コール・オプションの買い手は、損益分岐点を基準に原商品価格が上昇していけば、利益はどこ

までも大きくなる。一方、原商品価格が下落しても、その損失はプレミアムの金額に限定される。 

→後に記載の図 ① 
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② コール・オプションの売り手 

・利益が発生する場合：原商品価格 ＜ 損益分岐点 

・損失が発生する場合：原商品価格 ＞ 損益分岐点 

 

コール・オプションの売り手には、コール・オプションの買い手の反対の損益が発生する。 

損益分岐点を基準に原商品価格が上昇していけば、損失はどこまでも膨らんでいくこととなる。一

方、原商品価格が下落すると利益が出るが、その利益はプレミアムの金額に限定される。 

→後に記載の図 ② 

 

③ プット・オプションの買い手 

・損益分岐点 ＝ 権利行使価格 － プレミアム 

・利益が発生する場合：原商品価格 ＜ 損益分岐点利益 ＝ 損益分岐点（ 権利行使価格 

－ プレミアム ）－ 原商品価格（ ただし利益は損益分岐点の金額が上限 ） 

・損失が発生する場合：原商品価格 ＞ 損益分岐点  

損失 ＝ 原商品価格 － 損益分岐点（ 権利行使価格 － プレミアム ）（ ただし損失はプ

レミアムの金額が上限 ） 

 

プット・オプションの買い手は、損益分岐点を基準に原商品価格が下落するほど、利益は拡大す

る。一方、原商品価格が上昇しても、その損失はプレミアムの金額に限定される。 

→後に記載の図 ③ 

 

④ プット・オプションの売り手 

利益が発生する場合：原商品価格 ＞ 損益分岐点 

損失が発生する場合：原商品価格 ＜ 損益分岐点 

プット・オプションの売り手には、プット・オプションの買い手の反対の損益が発生する。 

 

損益分岐点を基準に原商品価格が下落すると、損失は膨らんでいくこととなる。一方、原商品価格が上

昇すると利益が出るが、その利益はプレミアムの金額に限定される。→後に記載の図 ④ 
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≪損益の基本パターン≫ 

金の先物市場を原商品とするオプション取引において、 権利行使価格は 2,900 円、プレミアム

は 40円である場合の損益関係。 
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7 オプション取引の決済方法 

 

 

 

◎権利行使 

買い手は、権利行使価格で原商品を買う（コール・オプションの場合）または売る （プット・オプ

ションの場合）ことによって、取引を決済する。 

 

◎権利放棄 

満期日（ヨーロピアン・タイプ）に、または満期日まで（アメリカン・タイプ）に、買い手によって権

利行使されなかったオプションは、自動的に失効し、買い手と売り手の権利義務関係（ 注 1）は

消滅する。 

 

（注 1）：商品取引所において成立したオプション取引については、清算機関が取引の相手方

となって取引の決済の履行を保証するため、買い手と売り手の権利義務関係は直接的なものでは

ない。ただし、本テキストにおいては説明の簡略化のため、特に明記しない限り、買い手と売り手の

直接的な取引を仮定して説明している。 

 

◎反対売買（転売・買い戻し） 

買い手は転売、売り手は買い戻しを行うことによって、取引を決済する。 

 

8 プレミアムの考え方 

 

プレミアム = 本質的価値 +時間的価値 

 

① 本質的価値 

◎イン・ザ・マネーのとき 

・コール・オプションの本質的価値 ＝ 原商品価格 － 権利行使価格 

・プット・オプションの本質的価値 ＝ 権利行使価格 － 原商品価格 

（ イン・ザ・マネーの状態では、本質的価値は原商品の価格に比例して増大する。） 
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◎アット・ザ・マネーまたはアウト・オブ・ザ・マネーの状態 

・本質的価値はゼロになる（オプションのプレミアムは時間的価値のみから構成される）。 

 

② 時間的価値 

◎イン・ザ・マネーのとき 

・オプションの売り手が負担する、原商品価格の変動という不確定要素（リスク）に対するリスク・プレ

ミアム。 

・満期までの期間、価格変動率、金利（安全利子率）が決定要因となる。 

 

◎アット・ザ・マネーまたはアウト・オブ・ザ・マネーの状態 

・アット・ザ・マネーのとき最大になる。アット・ザ・マネーから遠ざかるに連れて減少する。 

 

9 プレミアムの決定要因 

 

◎オプションの本質的価値とその決定要因 

 

 

◎オプションの時間的価値とその決定要因 

 

＊先物オプションにおいては、コール・オプションのプレミアムは金利が高い場合は減少し、低い場
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合は増加します。 

 

 

10 オプション取引の利点 

 

① リスク限定 

買い手については、損失は支払ったプレミアムに限定。この場合、思惑が外れても支払ったプレミ

アム以上の損失は生じない。 

 

② レバレッジ効果 

少額の資金で大きな利益。 

原商品の価格より少額のプレミアムでその商品の取引と同様の利益をあげることができる。 

 

③ 多種多様な取引戦略 

新しい取引手法の提供。 

オプション取引と原商品（先物取引）を組み合わせたり、複数のオプション取引を組み合わせる

ことにより、多様な取引戦略を組むことができる。 

 

11 先物オプション 

 

① 先物契約を原商品とするオプションである。 

 

② 先物オプションの買い手と売り手 

◎買い手 ･･･ プレミアムを支払うことにより、リスクが限定される。 

◎売り手 ･･･ 履行義務を保証するための担保として、先物取引と同様、証拠金を取引所ま

たは清算機関に差し入れることが義務づけられる。オプション取引のために預託

された証拠金は、プレミアムの変動に応じて増減される。 

③ 先物オプションの権利行使をした場合、原商品である先物契約を約定することになる。 

（注）TOCOM の金先物オプションについてはヨーロピアン・タイプであり、満期日においてイン・ザ・マネー

の場合は自動的に権利行使され、権利行使価格と原商品である先物価格との差額を受け取ることで

終了し、原商品である先物契約に取引が移行しない。 

④ 先物オプション取引の特徴 

 

◎先物取引にオプション取引が加わることによって、単に価格の上げ下げだけでなく、価格変動の

増減を対象とした戦略など多種多様な取引戦略が可能となる。 
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12 多様な取引戦略 － プロテクティブ・プットを例として－ 

 

【設 例】 

・X年 5月 8日に X+1年 2月限の先物を 2,780円で買い付けました。 

・その後、12月 5日には、先物価格は 2,900円まで上昇し、結果、その差額となる 120円が

（含み）益となりました。 

・今後、更に先物価格の推移については上昇を期待しているものの、価格が下落した場合の損

失を限定するために、同限月（X+1 年 2 月限）の権利行使価格 2,900 円のプット・オプ

ションを 84円で買い付けました。 

 

 

 

◎ 2,900円を下回った場合の最低利益を 36円（120円 － 84円 ）に限定することがで

きます。   
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先物取引のみを行う場合に比べると、利益はプレミアムの 84円分少なくなります。 

 

◎オプション取引を行わない場合には、2,780円を下回れば損失が発生することになります。 

 

注）前ページの例では、以下の表に示されるオプション・プレミアムの理論価格を用いました。 
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第１章 オプション取引の基礎 

 

第１節 オプションとは何か 

 

オプションとは 

 

オプションとは、  

① ある商品（原商品）を  

② あらかじめ定められた期日（満期日）または期間内に  

③ あらかじめ定められた価格（権利行使価格）で  

④ 買うことができる権利（コール・オプション）または売ることができる権利（プット・オプション） 

将来において、ある商品を一定の値段で「買うことができる権利」または「売ることができる権利」の

ことを「オプション」といい、これらのオプションを取引の対象として取引するのがオプション取引です。 

 

＜原商品、現物オプションと先物オプション＞ 

①のオプションの対象となる「商品」のことを、「原商品」といいます。この原商品には、農産物や金

属や石油などの有形商品のみならず、株式や債券などの金融商品や、株価指数のような経済指

標まで含まれる点は先物の場合と同様です。 

これらに加えて、さらにオプションの場合には、先物取引も原商品になります。原商品が先物であ

るオプションを「先物オプション」といいます。これに対し、原商品が（先物でない）現物である場合に

は「現物オプション」といいます。 

 

＜満期日と権利行使のタイプ＞ 

オプションには普通、有効期限がついています。この「将来」の有効期限のことを「満期日」といいま

す。 

オプションは権利ですから、その権利を行使して原商品を買ったり、売ったりすることができるわけで

すが、この権利行使ができる時期はオプションの種類によって 2通りのタイプがあります。 

 

一つは、満期日までの期間中であれば、いつでも権利行使が可能なタイプで、このようなオプショ

ンを、「アメリカン・タイプのオプション」または「アメリカン・オプション」といいます。 

もう一つは、満期日にのみ権利行使が可能なタイプで、これを「ヨーロピアン・タイプのオプション」ま

たは「ヨーロピアン・オプション」といいます。 
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＜権利行使価格＞ 

③の「あらかじめ定められた価格」は「権利行使価格」または「ストライク・プライス」と呼ばれています。 

 

＜コール・オプションとプット・オプション＞ 

④の買うことができる権利のことを「コール・オプション」、売ることができる権利のことを「プット・オプシ

ョン」といいます。 

 

買うことができる権利 

 

【 設例 1】  

現在、金の価格が 1g あたり 2,900 円であるとします（言い換えれば金を買いたいと思う人は

2,900円/gで買うことができるし、売りたいと思う人は自分が保有している金を2,900円/gで売る

ことができるということです）。 

 

今ここに「今から一ヶ月後に金を 1g あたり 2,800円で買うことができる権利」というものが存在し

たとします。この権利には一体いくらの価値があるでしょうか。 

普通なら 2,900円/g 出さないと買えないものを 2,800円/g で買えるわけですから、この権利

の価値は、 

 

2,900円/g－2,800円/g＝100円/g 

 

であると答えれば、とりあえずの正解と考えてよいでしょう。 

「とりあえずの」と言ったのは、金の価格は変化する可能性があるからです。つまり、今現在は

2,900円/gかもしれませんが、1ヶ月後には2,950円/gに値上がりするかもしれませんし、2,850

円/gに値下がりするかもしれません。または、 2,700円/gにまで下落する可能性だってあるわけで

す。 

 

上の考え方を適用すれば、金価格が 2,950円/g に上昇すれば、この権利の価値は、 

 

2,950円/g－2,800円/g＝150円/g 

 

ということになりますし、2,850円/g に下落した場合には、 

 

2,850円/g－2,800円/g＝50円/g 

 

になります。 
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また、2,700円/g まで下落した場合は、計算上は、 

 

2,700円/g－2,800円/g＝－100円/g 

 

となりますが、対象としているのはあくまで「買うことができる権利」であって「買わなければならない

義務」ではありませんから、このような場合にこの権利を行使することは普通はないはずです（2,700

円/g で買えるものを 2,800 円/g 出して買う人はいないでしょう）。したがって、この場合の権利の

価値はゼロということになります。 

なお、本設例は、オプション取引の用語では、「原商品が金の現物で、満期日が 1 ヶ月後で、権

利行使価格が 2,800円/gの、ヨーロピアン・タイプのコール・オプション」と表現することができます。 
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売ることができる権利 

 

【 設例 2】 

現在、金の価格が1gあたり2,900円であるとします。「今から一ヶ月後に金を1gあたり3,000

円で売ることができる権利」というものが存在したとします。この権利にはいくらの価値があるでしょう

か。 

金の価格に変化がないものとすれば、普通では 2,900 円/g でないと売れないものを 3,000 円

/g で売れるわけですから、この権利の価値は、 

 

3,000円/g－2,900円/g＝100円/g 

 

ということになります。 

金価格が変化した場合を検討してみると、先ず金価格が 2,950円/gに上昇すれば、 

この権利の価値は、 

 

3,000円/g－2,950円/g＝50円/g 

 

になりますし、2,850円/gに下落した場合には、 

 

3,000円/g－2,850円/g＝150円/g 

 

になります。 

また 3,100円/g まで金価格が上昇した場合は、計算上は、 

 

3,000円/g－3,100円/g＝－100円/g 

 

となりますが、対象としているのはあくまで「売ることができる権利」であって「売らなければならない

義務」ではありませんから、このような場合にこの権利を行使することはありません（3,100 円/g で

売れるものを 3,000円/g で売る人はいないでしょう）。 

したがって、この場合の権利の価値はゼロということになります。 

なお、本設例は、オプション取引の用語では、「原商品が金の現物で、満期日が 1 ヶ月後で、権利行使

価格が 3,000円/gの、ヨーロピアン・タイプのプット・オプション」と表現することができます。 
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第 2節 オプション取引の買い手と売り手 

 

オプション取引のプレーヤーと役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜オプション取引の参加者＞ 

オプションを取引の対象として売買するのがオプション取引です。オプションは原商品を「買う」 また

は「売る」権利ですから、例えばコール・オプションを「買う」という行為は、「原商品を買うことができる

権利」を「買う」ということになります。 

 

＜オプションの買い手と売り手（注 2）＞ 

コール、プットどちらのオプションにも共通する「買い手」と「売り手」の立場を考えます。オプション取

引は権利の売買ですので、この権利に価格がつきます。価格は商品の価値に見合ったもののはずで

すから、オプションの権利としての価値がその価格になります。このオプションの価値または価格を「プレ

ミアム」といいます。前の設例 1 と 2ではオプションのプレミアムを考えてみたわけです。ただし設例で示

した考え方はプレミアムの計算としてはかなり荒っぽいものですから、この点については後でもっと詳しく

説明します。ここではオプションにはその価値に見合ったプレミアムがあり、オプションの買い手は売り手

に対してオプションの代金として、このプレミアムを支払ってオプションを購入するのだということを頭に入

れておいて下さい。 

 

（注 2）： 取引所取引においては、「買い手」と「売り手」は相対で売買契約をするのではなく、
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取引所を介して売買を行う。また、プレミアムの受払いも清算機関を介して行う。（以下、本文中

において特に明記しない。） 

 

さて、買い手はプレミアムを支払って、売り手からオプションを取得します。オプションは権利ですから、

買い手は権利を取得することになります。売り手は、これとは反対に、プレミアムを受け取って、買い

手が取得した権利を行使してきた場合に、これに応ずる義務を負担します。売り手にとってプレミアム

とは、義務を負担する見返りなのです。オプションそのものは権利ですが、この権利を取得するのは買

い手であって、売り手は義務を負担するのです。 

オプションは、あくまで権利であって義務ではありませんから、オプションを取得した買い手は、必ず

しも権利を行使する必要はありません。権利行使を行うことが自分にとって不利であると判断すれば、

権利を放棄することも可能なのです。ただしこの場合には、売り手に支払ったプレミアムが買い手の損

失となります。 

 

＜コール・オプションの場合＞ 

コール・オプションの買い手と売り手について考えてみます。設例１で取り上げた「原商品が金の現

物で、満期日が 1 ヶ月後で、権利行使価格が 2,800円/g の、ヨーロピアン・タイプのコール・オプシ

ョン」について考えてみましょう。 

買い手は所定のプレミアムを売り手に支払ってコール・オプションを購入します。買い手は満期日に、

売り手から 2,800円/g で金を購入できる権利を取得したことになります。 

一方、売り手はプレミアムを手にしましたが、その代わりに満期日に買い手がオプションの権利を行

使してくれば、金を調達して 2,800 円/g で買い手に売却しなければならない義務を負います。この

ような義務を負うことの対価がプレミアムなのです。 

 

＜プット・オプションの場合＞ 

プット・オプションのケースを設例 2 を用いて考えてみましょう。設例 2で取り上げたのは「原商品が

金の現物で、満期日が 1 ヶ月後で、権利行使価格が 3,000円/gの、ヨーロピアン・タイプのプット・

オプション」でした。 

このプット・オプションの買い手は、やはりプレミアムを売り手に支払ってプット・オプションを購入しま

す。買い手は満期日に、売り手に対して 3,000円/gで金を売り付けることができる権利を取得した

ことになります。 

売り手はプレミアムを手にしましたが、満期日に買い手が権利を行使してくれば、購入代金を用

意し、買い手から 3,000円/g で金を購入しなければならない義務を負っています。 

 

＜用語上の注意＞ 

オプションは「権利」であって、コール・オプションは「買うことができる権利」、プット・オプションは「売る

ことができる権利」であると説明してきましたが、これらはいずれもオプションの買い手からみた表現であ
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ることに注意して下さい。オプションの売り手は「義務」を負担するのであって、コール・オプションに対し

ては「売らなければならない義務」を、プット・オプションに対しては「買わなければならない義務」をそれ

ぞれ負担しているのです。 
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第３節 オプション取引の銘柄 

 

オプション取引の標準化 

 

取引所では、オプション取引を種類・属性により分類し標準化します。 

これを、「銘柄」または「シリーズ」と言います。 

 

（例）金オプション取引の一銘柄 

・原商品：金先物 X年 6月限 

・権利行使タイプ：ヨーロピアン・タイプ  

・取引種類：コール 

・満期日：X年 5月 31日 

・権利行使価格：2,800円/g 

 

 

オプションは、原商品の種類、権利行使のタイプ（アメリカンかヨーロピアンか）、コールとプットの

別、満期日、権利行使価格などによって分類されます。 

特に取引所で取引されるオプションは、これらの属性によって分類され標準化された「銘柄」または

「シリーズ」ごとに取引されます。これらの属性が一つでも異なれば、それらは全く別の商品になってし

まうので、別の銘柄として取引されることになります。ですから同じ金先物のヨーロピアン・タイプのオプ

ションであっても、コールとプットの区別はもちろんのこと、満期日や権利行使価格が異なれば、それぞ

れ別の銘柄として扱われるのです。 

今、仮に、ある取引所で金先物のヨーロピアン・タイプのオプションが取引されているとします。コー

ル・オプションもプット・オプションも取引されており、満期日はそれぞれ６種類、権利行使価格はそれ

ぞれ４１種類あるとします。すると、この金先物のヨーロピアン・タイプのオプションは全部で４９２

（＝2×６×４１）もの銘柄から構成されることになります。 

このように、取引所で取引されるオプションは、一般に銘柄数が多くなる傾向があります。 



18 

 

第４節 オプションを権利行使した場合のキャッシュ・フローの発生 

－原商品価格と権利行使価格との関係－ 

 

オプションを権利行使した場合のキャッシュ・フローの発生 

 

買い手がオプションを権利行使した場合にどのようなキャッシュ・フローが発生するかは、そのときの原商品

価格と権利行使価格との関係で決まります。 

 

（1）アット・ザ・マネー  

原商品価格＝権利行使価格 

→ 権利行使をしても買い手、売り手ともにキャッシュ・フローは発生しません。  

 

（2）イン・ザ・マネー  

コール・オプションの場合：原商品価格＞権利行使価格  

プット・オプションの場合：原商品価格＜権利行使価格  

→ 権利行使により買い手にプラスのキャッシュ・フローが発生します。 

（売り手にはマイナスのキャッシュ・フローが発生します。） 

 

（3）アウト・オブ・ザ・マネー  

コール・オプションの場合：原商品価格＜権利行使価格  

プット・オプションの場合：原商品価格＞権利行使価格  

→ 権利行使により買い手にマイナスのキャッシュ・フローが発生します。  

（この場合、売り手にはプラスのキャッシュ・フローが発生しますが、買い手が権利行使をしなければ、買い

手、売り手ともにキャッシュ・フローは発生しません。） 

 

 

＜アット・ザ・マネー＞ 

「原商品価格＝権利行使価格」の場合は、コール・オプションであれプット・オプションであれ、権

利行使をしたところで、何らキャッシュ・フローは発生しません。 

「権利行使価格が 2,800 円/g の金現物のコール・オプション」を例にとると、原商品である金の

現物価格が権利行使価格と同じ2,800円/gであれば、買い手が権利行使をして、誰もが2,800

円/gで買えるものを2,800円/gで買ったところで、買い手にも売り手にも何の利益も損失も発生し

ません。 

「権利行使価格が 3,000 円/g の金現物のプット・オプション」のケースも同様です。原商品であ

る金の現物価格が権利行使価格と同じ 3,000円/g であれば、買い手が権利行使をして、誰もが
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3,000円/g で売れるものを同じ 3,000円/g で売ったところで、買い手にも売り手にも何の利益も

損失も発生しないことはコール・オプションの場合と同様です。 

このようなオプションの状態を、「アット・ザ・マネー」といいます。アット・ザ・マネーのオプションを権利

行使してもキャッシュ・フローは発生しません。 

 

＜イン・ザ・マネー＞ 

権利行使で買い手にプラスのキャッシュ・フローが発生するのは、どのようなケースでしょうか。まず、

コール・オプションの場合から考えてみましょう。 

金の現物価格が 2,900円/gの状態で、対象となるオプションは、「権利行使価格が 2,800円

/g の金現物のコール・オプション」です。このオプションをこの時点で権利行使すると、オプションの買い

手は、普通なら 2,900 円/g 出さないと買えない（逆に言えば 2,900 円/g で売れる）ものを

2,800円/gで買えるわけですから、権利行使によって、2,800円/gで買った金を 2,900円/gで

売って 

 

2,900円/g－2,800円/g＝100円/g 

 

という、プラスのキャッシュ・フローを手にすることができることになります。金価格が 2,900円/gでな

くても（例えば2,850円/gに値下がりした場合であっても）、それが権利行使価格を上回っている

以上、オプションの権利行使と原商品の売却によってコール・オプションの買い手にプラスのキャッシュ・

フローが発生します。 

それでは、プット・オプションの場合はどうなるでしょうか。 

金の現物価格は 2,900 円/g で、対象となるオプションは「権利行使価格が 3,000 円/g の金

現物のプット・オプション」です。このオプションをこの時点で権利行使すると、オプションの買い手は、

普通なら 2,900 円/g でしか売れない（逆に言えば 2,900 円/g で買える）ものを 3,000 円/g

で売れるわけですから、2,900 円/g で買ってきた金を、権利行使によって 3,000円/g で売り付け

れば、 

 

3,000円/g－2,900円/g＝100円/g 

 

というプラスのキャッシュ・フローを手にすることができることになります。この例で分かるように、プット・

オプションのケースでは、原商品の価格が権利行使価格を下回っている場合に、原商品の購入とオ

プションの権利行使によって買い手にプラスのキャッシュ・フローが発生します。 

以上のように、権利行使をすると、買い手にプラスのキャッシュ・フローが発生するようなオプションの

状態を、「イン・ザ・マネー」といいます。この場合、オプションの売り手にはマイナスのキャッシュ・フローが

発生します。 

なお、イン・ザ・マネーの状態で、原商品価格と権利行使価格の差（プレミアムを考慮すれば、 
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原商品価格と損益分岐点との差）が非常に大きい（イン・ザ・マネーの程度が深い）状態を「ディ

ープ・イン・ザ・マネー」といいます。 

 

＜アウト・オブ・ザ・マネー＞ 

最後は、権利行使によって買い手にマイナスのキャッシュ・フローが発生するケースです。まずは、コ

ール・オプションです。金価格が 2,700円/gの状態で、「権利行使価格が 2,800円/g の金現物

のコール・オプション」を権利行使することを考えてみましょう。この時点で権利行使すると、オプション

の買い手は、2,700円/gで買える（逆に言えば 2,700円/g でしか売れない）ものを 2,800円

/g で買うわけですから、あえて権利行使をして 2,800円/g で買った金を 2,700円/gで売れば、 

 

2,700円/g－2,800円/g＝－100円/g 

 

というマイナスのキャッシュ・フローが発生してしまいます。 

このように、原商品価格が権利行使価格を下回っている場合に、コール・オプションを権利行使す

ると、オプションの権利行使と原商品の売却によって買い手にマイナスのキャッシュ・フローが発生して

しまうのです。 

プット・オプションの場合も、見ておきましょう。金の現物価格が 3,100 円/g で、「権利行使価格

が 3,000 円/g の金現物のプット・オプション」を権利行使してみます。すると、オプションの買い手は

本来、3,100円/gで売れる（逆に言えば 3,100円/g出さなければ買えない）ものを 3,000円

/gで売るわけですから、3,100円/g支払って調達してきた金を、あえて権利行使をして 3,000円

/g で売り付ければ、 

 

3,000円/g－3,100円/g ＝－100円/g 

 

というマイナスのキャッシュ・フローが発生してしまうことになります。 

このように、原商品の購入とオプションの権利行使によって買い手にマイナスのキャッシュ・フローが

発生してしまうようなオプションの状態を、「アウト・オブ・ザ・マネー」といいます。しかし、前にも説明し

たとおり、オプションは権利であって義務ではありませんから、オプションの買い手が権利放棄をしてしま

えば、買い手にも売り手にもキャッシュ・フローの発生する余地はありません。 

なお、アウト・オブ・ザ・マネーの状態で、原商品価格と権利行使価格の差（プレミアムを考慮す

れば、原商品価格と損益分岐点との差）が非常に大きい（アウト・オブ・ザ・マネーの程度が深い）

状態を「ディープ・アウト・オブ・ザ・マネー」といいます。 

ここで説明しているものは、あくまでオプションの買い手から見た「権利行使をした場合のキャッシュ・フロ

ーの発生」ですが、オプションの買い手にとっての「損益」ではない点に注意して下さい。この二つは密接に

関係しますが、同じものではありません。損益については次の項目で説明します。 
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第５節 オプション取引の損益関係 

 

権利行使が行われた場合、原商品の価格の動きによって、オプション取引の参加者に、それぞれ

どのような損益が生ずるかを見てみましょう。 

 

コール・オプションの買い手の損益関係 

 

コール・オプションの買い手は、原商品価格が上昇していけば、利益はどこまでも大きくなりますが、

原商品価格が下落しても、その損失はプレミアム分に限定されています。 

 

このように、損失が限定されているところが、オプションの大きな特徴であり、また「損失限定、利益

無限大」と呼ばれる所以です。  

 

損益分岐点＝権利行使価格＋プレミアム 

 

利益が発生する場合：原商品価格＞損益分岐点のとき 

 

利益＝原商品価格－損益分岐点 

＝原商品価格－（権利行使価格＋プレミアム） 

 

損失が発生する場合：原商品価格＜損益分岐点のとき 

 

損失＝損益分岐点－原商品価格 

＝（権利行使価格＋プレミアム）－原商品価格 

 

ただし、損失はプレミアムの金額が上限となります。  
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●利益をプラス、損失をマイナスで表し、x と yの小さくないほうの値（つまり大きいほうの値または等

しい場合の値）を Max［x，y］と表現すると、上の式は次のように一つの式にまとめることができま

す。 

 

損益＝Max［原商品価格－損益分岐点，－（プレミアム）］ 

 

 

 

以下の設例で取り上げるオプションは全て、原商品は金の現物、権利行使価格は 2,900 円/g、

プレミアムは 50円/g とします。 

コール・オプションの買い手にとっての損益関係について、検討を始めましょう。 

買い手ですから、50 円/g を支払って「権利行使価格 2,900 円/g の金現物のコール・オプショ

ン」を買ったという想定です。 

コール・オプションを権利行使した場合、オプションの買い手のキャッシュ・フローの発生の様子は、こ

の事例では次のようになります。 

 

 

 

アット・ザ・マネーの状態、つまり原商品価格が権利行使価格に等しい場合には、権利行使をし

ても、原商品を時価で買うだけの話です。この例では、時価 2,900円/gの金を 2,900円/gで買

うわけですから、キャッシュ・フローの発生はゼロです。 

しかし、損益という観点から見ると、オプションの買い手は既に 50円/g というプレミアムを売り手に

支払っているので、新たにプラスのキャッシュ・フローが発生しないということは、支払ったプレミアム 50

円/gがそのまま買い手にとっての損失となるということを意味します。 

したがって、オプションの買い手の場合、アット・ザ・マネーの状態で権利行使をすれば、プレミアム

分だけ損失が生ずるということです。 

それでは、イン・ザ・マネーの状態、つまりコール・オプションの場合、原商品価格が権利行使価格

よりも高い場合はどうでしょうか。例えば、原商品価格が2,930円/gの状態で、この権利行使価格
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2,900円/gのコール・オプションを権利行使したとすると、 

 

2,930円/g－2,900円/g＝30円/g 

 

のプラスのキャッシュ・フローがオプションの買い手に発生します。 

しかし、買い手は 50円/gのプレミアムを既に支払っているので、損益という意味では、  

 

30円/g－50円/g＝－20円/g 

 

で、20円/gの損失がオプションの買い手に発生することになります。 

金の価格が上がれば上がるほど、権利行使をした場合の利益は大きくなります。そこで、このオプ

ションの買い手にとっての損益分岐点を求めてみると、権利行使によって発生するプラスのキャッシュ・

フローが、支払ったプレミアムをカバーできるところまで原商品価格が上がればよいわけですから、コー

ル・オプションの場合は、権利行使価格にプレミアム分を上乗せした価格を求めればよいわけです。 

したがって、 

 

2,900円/g＋50円/g＝2,950円/g 

 

が、このコール・オプションの買い手の損益分岐点になるわけです。 

この 2,950 円/g を上回るまでに、金価格が上昇して初めてコール・オプションの買い手に利益が

生ずるのです。例えば、金価格が 3,100円/gに値上がりした場合を考えると、この時点でオプション

の買い手が権利行使をすれば、 

 

3,100円/g－（2,900円/g＋50円/g）＝150円/g 

 

だけの利益が得られるわけです。 

以上のように、イン・ザ・マネーのオプションでも、必ずしも買い手に利益が生ずるわけではありませ

ん。コール・オプションの買い手に利益が発生するのは、損益分岐点である「権利行使価格＋支払

ったプレミアム」を原商品価格が上回ったときです。 

それでは、アウト・オブ・ザ・マネーのコール・オプション、つまり原商品価格が権利行使価格よりも低

い状態はどうでしょうか。例えば原商品価格が 2,800 円/g の状態で、この権利行使価格 2,900

円/gのコール・オプションを権利行使したとすると、 

 

2,800円/g－2,900円/g＝－100円/g 

 

という、マイナスのキャッシュ・フローがオプションの買い手に発生することになりますが、オプションの買
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い手が、わざわざ自分に不利になるようなアウト・オブ・ザ・マネーの状態で権利行使をしなければ、キ

ャッシュ・フローは発生しないことになります。 

したがって、アウト・オブ・ザ・マネーの場合に買い手が権利行使をしなければ、アット・ザ・マネーのと

きと同様、支払ったプレミアム分（この例では 50 円/g）だけが、オプションの買い手の損失となりま

す。 

原商品の価格と権利行使によって生ずる損益を示す図を、オプションの「損益図」、または「ペイオ

フ・ダイヤグラム」といいますが、この事例で取り上げたコール・オプションの買い手の損益図は、以下の

ようになります。 

 

 

 

この損益図は、権利行使をした場合のキャッシュ・フローの発生の様子を描いた折れ線グラフを、

プレミアム相当額である 50円/g分だけ下方に平行移動したものとなっています。 

 

コール・オプションの売り手の損益関係 

 

コール・オプションの売り手は、原商品価格が上昇していけば、損失はどこまでも膨らんでいきます

が、原商品価格が下落しても、その利益は、プレミアム分に限定されています。このように、コール・オ

プションの売り手は、買い手と反対に「利益限定、損失無限大」の立場に立つのです。 
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損益分岐点＝権利行使価格＋プレミアム 

 

利益が発生する場合：原商品価格＜損益分岐点のとき 

 

利益＝損益分岐点－原商品価格 

＝(権利行使価格＋プレミアム)－原商品価格 

 

ただし、利益はプレミアムの金額が上限となります。  

 

損失が発生する場合：原商品価格＞損益分岐点のとき  

 

損失＝原商品価格－損益分岐点  

＝原商品価格－(権利行使価格＋プレミアム） 

 

●利益をプラス、損失をマイナスで表し、x と y の大きくないほうの値（つまり、小さいほうの値または

等しい場合の値）を Min［x，y］と表現すると、上の式は次のように一つの式にまとめることができ

ます。  

 

損益＝Min［損益分岐点－原商品価格，プレミアム］ 

 

 

 

コール・オプションの売り手と買い手の間には、「買い手の利益は売り手の損失、買い手の損失は

売り手の利益」という関係が成立しており、両者の損益関係は逆転しています。 

したがって、コール・オプションの買い手の損益図の折れ線グラフを、原商品価格を表す横軸に関

して対称移動すれば、コール・オプションの売り手の損益図が得られます。 
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プット・オプションの買い手の損益関係 

 

プット・オプションの買い手は、原商品価格が下落するほど利益が拡大します。  

ただし、実際には原商品価格が負の値をとることはありませんから、利益の上限は、損益分岐点

の金額に限定されます。  

損失がプレミアムに限定される点は、コール・オプションの買い手の場合と同様です。 

 

 

損益分岐点＝権利行使価格－プレミアム 

 

利益が発生する場合：原商品価格＜損益分岐点のとき 

 

利益＝損益分岐点－原商品価格 

＝(権利行使価格－プレミアム)－原商品価格 

 

ただし、利益は損益分岐点の金額が上限となります。 

 

損失が発生する場合：原商品価格＞損益分岐点のとき 

 

損失＝原商品価格－損益分岐点 

＝原商品価格－(権利行使価格－プレミアム） 

 

ただし、損失はプレミアムの金額が上限となります。 

 

●利益をプラス、損失をマイナスで表し、記号 Max［x，y］を用いると、上の式は、次のように一

つの式にまとめることができます。 

 

損益＝Max［損益分岐点－原商品価格 , －（プレミアム）］ 
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プレミアム50円/gを支払って「権利行使価格 2,900円/gの金現物のプット・オプション」を買っ

たという設例を考えてみましょう。 

プット・オプションの権利行使をした場合の、買い手のキャッシュ・フローの発生の様子は次のように

なります。 

 

 

 

コール・オプションの検討からも分かるように、オプションの買い手は既にプレミアムを支払っているわ

けですから、その損益は、権利行使をした場合のキャッシュ・フローの発生から、そのプレミアム分だけ

差し引いたものになります。したがって、上の損益図は、キャッシュ・フローを描いた上の図の折れ線グ

ラフをプレミアム相当額 50円/g分だけ下方に平行移動した下の図のようになります。 

 

プット・オプションの買い手は、原商品価格が下落するほど利益が拡大します。ただし、実際には

原商品価格が負の値をとることはありませんから、コール・オプションの買い手の場合のように、利益が

無限大になることはありません。プット・オプションの場合、利益の上限は、損益分岐点の金額に限

定されるのです（この事例では 2,850円/g ）。 

損失がプレミアムに限定される点は、コール・オプションの買い手の場合と同様です。 



28 

 

 

プット・オプションの売り手の損益関係 

 

プット・オプションの売り手は、原商品価格が下落すると、損益分岐点の金額を上限として損失が

膨らんでいきます。また、原商品価格が上昇して損益分岐点を越えると利益が出ますが、その利益

はプレミアム分に限定されます。 

 

 

 

損益分岐点＝権利行使価格－プレミアム  

 

利益が発生する場合：原商品価格＞損益分岐点のとき  

 

利益＝原商品価格－損益分岐点 

＝原商品価格－(権利行使価格－プレミアム） 

 

ただし、利益はプレミアムの金額が上限となります。 

 

損失が発生する場合：原商品価格＜損益分岐点のとき 

 

損失＝損益分岐点－原商品価格 

＝（権利行使価格－プレミアム）－原商品価格  

 

ただし、損失は損益分岐点の金額が上限となります。 

 

● 利益をプラス、損失をマイナスで表し、記号 Min［x，y］を用いると、上の式は、次のように

一つの式にまとめることができます。 

 

損益＝Min［原商品価格－損益分岐点，プレミアム］ 
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コール・オプションと同様、プット・オプションの場合も、売り手と買い手の損益関係は逆転していま

すから、プット・オプションの買い手の損益図の折れ線グラフを、原商品価格を表す横軸に関して対

称移動すれば、プット・オプションの売り手の損益図が得られます。 
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第６節 オプション取引の分類 

 

オプション取引の種類 

 

オプション取引については、次のような種類に区分されます。 

 取引所取引 取引所外取引 

現  物 オプション 

●取引形態： 

   取引所における競争売買 

●権利行使： 

   現物契約を履行する 

   （現物を実際に売買する） 

［例］ 

株券オプション 

日経２２５オプション他    

●取引形態： 

 相対による交渉売買 

●権利行使： 

 現物契約を履行する 

（現物を実際に売買する） 

［例］ 

為替オプション 

金利オプション他 

先  物 オプション 

●取引形態： 

   取引所における競争売買 

●権利行使： 

   満期日時点で本質的価値がある場

合は権利行使により決済が行われます。

決済方法には原資産がある先物建玉を

受渡す受渡決済と TOCOM 金先物オプ

ションのように原資産価格と権利行使価

格との差金により決済を行う差金決済が

ある。           

 

 

 

＜オプション取引の種類及び特徴＞ 

オプションの取引を行う場合には、その取引がどういう種類のものでどういう性格を持っているかを知

っておく必要があります。オプション取引の種類を大別すると、取引所取引の現物契約を原商品とす

るオプション取引及び先物契約を原商品とするオプション取引、また取引所外取引の現物契約を原

商品とするオプション取引になるといえます。  

それでは、これらの取引種類の特徴を見てみましょう。 
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【 現物契約を原商品とする取引所におけるオプション取引 】 

現物契約を原商品とする取引所におけるオプション取引は、オプション取引に係る約定締結ルー

ルに基づき取引所において行われます。 

買い手が権利行使を行った場合には、その時点で実際に現物商品を売買することとなります。つ

まり、買い手は権利行使価格相当の対価により、コール（プット）・オプションであれば現物を受け

取る（渡す）ことになるわけです。 

また、市場の性格については、取引所で行われていることから、「流動性」「透明性」「原商品との

価格連動性」が高く、基本的に「取引相手に対する信用リスク」がないことが挙げられます。しかし一

方では、取引が約定締結ルールにより標準化されていることから、取引所外市場のように当事者間

で自由に契約条件を設定できるわけではありません。 

例： 株券オプション取引、日経 225 オプション取引等（大阪取引所）他 

 

【 先物契約を原商品とする取引所におけるオプション取引 】 

先物契約を原商品とする取引所におけるオプション取引は、オプション取引に係る約定締結ルー

ルに基づき取引所において行われます。決済の方法としては、買い手が権利行使を行った場合には、

権利行使価格と原資産である先物価格との差額の受け渡しを行うことで決済する方法（例：東

京商品取引所の金先物オプション取引）と、買い手が権利行使を行った場合には、その時点で先

物市場において約定させる方法があります。 

また、どちらの決済方法であっても市場の性格については、取引所で行われていることから、上記

の現物取引を原商品とする取引所におけるオプション取引と同様になります。 

 

 

【 現物契約を原商品とする取引所外におけるオプション取引 】 

現物契約を原商品とする取引所外におけるオプション取引は、あくまでオプション取引の当事者

同士の合意に基づいて行われます。 

買い手が権利行使を行った場合については、その時点で実際に現物商品を売買することとなりま

す。つまり、買い手は権利行使価格相当の対価により、コール（プット）・オプションであれば現物を

受け取る（渡す）ことになるわけです。 

また、市場の性格については、取引所におけるオプション取引と比べて、特に「透明性」「流動性」に欠

け、「取引相手に対する信用リスク」に晒されていることが挙げられます。しかし、一方では、契約に係る条

件等については当事者で自由に設定できるという利点があります。  

例： 為替オプション取引、金利オプション取引他 
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第７節 オプション取引の決済方法 

 

オプション取引の決済方法 

 

 

 

＜ 契約関係に入るまで － 取引所オプションの場合 － ＞ 

まず、オプションの取引を行う場合には、取引所で取引されているオプションであれば、先物取引と

同じように、希望する銘柄を取引している市場に注文を出せばよいわけです。 

注文を出す際に指定しなくてはならないことは、この「銘柄の指定」と、「売り買いの別」と、「プレミ

アムについての条件」の三点です。 

まず銘柄ですが、オプション銘柄を構成する要素として、原商品、満期日（限月）、権利行使

価格、買うことができる権利（コール・オプション）・売ることができる権利（プット・オプション）の別、

があります。これらの属性が一つでも異なれば別の銘柄となります。 

次に売り買いの別ですが、指定した銘柄のオプションを新規に買うのか、売るのか、すでにオプショ

ン契約がある場合はそれを転売するのか、買戻しするのかを決めなくてはなりません。 

最後はプレミアムです。プレミアムはオプションの価格ですから、価格に係わる注文の発注条件を

明示するということです。指定した銘柄のオプションを自分は一体いくらで売りたいのか、あるいは買い

たいのかという意思表示の問題です。もちろん成行注文のように、価格を指定せずにいくらでもよいか

ら売りたい、または買いたいという注文についても、その旨指定する必要があります。 

以上の条件を全て満たした注文を出せば、オプション取引が始まります。 

 

＜ 契約関係からの離脱 － 取引所オプションの場合 － ＞ 

このように取引所オプションに関して契約関係に入る場合には、取引所に注文を出して注文を約

定させればよいのですが、オプションの契約関係から離脱する場合には、権利行使、権利放棄、反

対売買という三つの方法があります。 
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【 権利行使 】 

オプションの買い手は、原商品価格がイン・ザ・マネーにある場合、例えば、金（原商品）価格が

2,900 円/g の状態で「権利行使価格が 2,800 円/g のコール・オプション」を取得し、その後、満

期日に金（原商品）価格が 2,950円/gに値上がりした場合、権利行使をすることで利益を得る

ことができます。 

ただし、権利行使については、原商品が現物であるかもしくは先物であるかによって、取引の決済

に至るまでの過程が異なっているので、この点を認識することが大切です。 

 

〔 現物オプション 〕 

この条件においてコール・オプションの買い手が権利行使を行った場合、買い手は権利行使価格

の 2,800円/g で、金の現物をオプションの売り手から買うことになります。一方売り手は、反対に同

価格で金の売却という履行義務が発生しますが、その義務を果たせばこのオプションは消滅します。

なお、現物オプションにおいて権利行使をした場合は、現物の取引を行うことになるので、買い手は

権利行使価格に取引数量を乗じた金額（金 1kg ならば 280万円）を売り手に支払うことになり

ます。一方売り手は、買い手の権利行使に応じるため、金の現物（1kg）を用意しなければなりま

せん。 

また、現物オプションの中には、日経 225 オプション取引等の指数取引を原商品としたオプション

取引がありますが、これらについては、買い手が権利行使をした場合には、売り手の履行義務は、

（現物の売却ではなく）差金決済により果たされることになります。 

 

〔 先物オプション 〕 

上と同様の条件において買い手が権利行使を行った場合、今度は、買い手は権利行使価格の

2,800 円/g で、金の先物取引を約定させて（買い）建玉をつくるか、もしくは既に先物市場に反

対ポジションとなる（売り）建玉がある場合には、この（売り）建玉と相殺することで先物取引の

決済を行うことができます。一方、売り手は同価格で先物の売り約定という履行義務が発生し、そ

の義務を果たせばオプションは消滅します。また、このように権利行使により約定された原商品の建

玉は、先物取引により差金決済することもできます。 

このようにオプションの買い手は、権利行使をして、権利行使価格で原商品を買うことによって

（コール・オプションの場合）または売ることによって（プット・オプションの場合）、オプション取引を

決済することができ、その反対に、オプションの売り手にとっては、その取引の相手方として履行義務

を負うこととなります。なお、権利行使をすることは、先物取引を約定させることになるので、証拠金を

支払うことが必要になります。 

また、先物オプションの中には TOCOM の金先物オプション取引のように、権利行使後に先物取

引に移行せずに、権利行使価格と原商品価格との差額を受け払いすることで取引を終了するルー

ルになっているものもあります。 
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【 権利放棄 】 

次に、金価格が 2,900円/g の状態で「権利行使価格が 2,800円/gの金現物のコール・オプ

ション」を取得したら、買い手の予想に反してオプション購入の翌日から金価格が下落してしまった場

合を考えましょう。金価格は下落を続け、1 ヶ月後の満期日には 2,700円/gまで値を下げてしまっ

たとします。ここで買い手が権利行使をすると、既に売り手に支払ったプレミアムに加えて 100 円/g

の損失を上乗せすることになってしまいます。そこで買い手は損失を支払ったプレミアムに限定するた

めに、オプションの権利を放棄しました。権利放棄といっても特別の意思表示をする必要はありませ

ん。満期日まで権利行使の意思表示をせずにほおっておけば、このオプションは自動的に失効しま

す。 

このように満期日に（ヨーロピアン・タイプのオプションの場合）、または満期日までに（アメリカン・

タイプのオプションの場合）、買い手によって権利行使されなかったオプションは、自動的に失効し、

買い手と売り手の権利義務関係は消滅します。 

 

【 反対売買 】 

また、金価格が 2,900 円/g の状態で「権利行使価格が 2,800 円/g の金現物のコール・オプ

ション」を取得したら、買い手の予想が外れ 2,600 円/ｇに下落してしまいました。このまま満期まで

待っていると、さらに金価格が下落してしまう可能性も懸念されます。このような場合、オプションの買

い手は取引所のオプション市場で反対売買を行うことによって差金決済をすることができます。 

反対売買というのは、市場に建てているポジションを解消する行為です。買いポジションを保有し

ているのであれば、そのポジションを解消するような取引行為、つまり売りを意味しますし、売りポジシ

ョンを建てているのであれば買いを意味します。このように既に建ててあるポジションを解消する「売り」、

「買い」を、それぞれ「転売」、「買い戻し」ということがあります。 

さて、このオプションの買い手が問題のコール・オプションを転売すると、その対価としてのプレミアム

を受け取ることになります。プレミアムの評価については後で詳しく説明しますが、プレミアムの時間的

価値を無視すれば、金価格が 2,600 円/g まで下落しているのですから、当初、このオプションを購

入したときに支払ったよりも少ないプレミアムを受け取ることになります。 

ここで注意したいのは、転売行為ではオプションの売り手として振舞いますが、これは既に保有して

いる権利を売るだけなので、この場合の売り手は買い手の権利行使に応じる義務はありません。

（義務を負っているのは、最初に新規でオプションを売った売り手です。）また、もう一つ注意すべき

ことは、この反対売買による決済は、オプションの買い手のみならず、売り手も能動的に行うことがで

きる決済方法だという点です。権利行使と権利放棄は、いずれもその権利たるオプションを保有して

いるオプションの買い手のみが実行できる決済方法です。新規でオプションを売った売り手は、買い手

の権利行使や権利放棄に対して受身で応ずるだけで、自ら権利を行使したり放棄することはできま

せん。その意味で、買い手さえいれば、反対売買はオプションの売り手が能動的に契約関係から離

脱する唯一の決済方法といえます。 
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第８節 オプションのプレミアム 

 

プレミアムの仕組み 

 

プレミアムの考え方  

オプションのプレミアムは、オプション取引の買い手と売り手を公平な立場に立たせるような水準で

決まっています。 

・プレミアムの構成要素 

プレミアム＝本質的価値＋時間的価値 

・コール・オプションの本質的価値＝原商品価格－権利行使価格 

・プット・オプションの本質的価値＝権利行使価格－原商品価格 

 

ただし、アット・ザ・マネーまたはアウト・オブ・ザ・マネーの状態では、 本質的価値はゼロですから、

この場合のオプションのプレミアムは、時間的価値のみから構成されることになります。 

 

・Max［x，y］の記号を用いれば次のように表現できます。 

・コール・オプションの本質的価値 

＝Max［（原商品価格－権利行使価格），0］ 

・プット・オプションの本質的価値  

＝Max［（権利行使価格－原商品価格），0］ 

 

 

＜プレミアムの考え方＞ 

オプション取引において、買い手は、損失が限定されていて、利益は無限大ではないにせよ、かな

りの利益を上げる可能性が与えられています。しかも、オプション取得後の原商品価格の動きを睨み

つつ、自らの判断で、一方的に権利行使や権利放棄をすることができます。 

これに対して、オプションの売り手は、利益の上限は初めから決まっていて、利益の上限と比較す

ると相当大きな損失を被る可能性があります。しかも権利行使や権利放棄は認められず、一旦、オ

プションの売り手となったら、そのオプションの満期日が来るまでは、反対売買をする以外に、そのよう

な状態を抜け出す方法がないのです。特にアメリカン・タイプのオプションの場合、原商品の相場次第

で買い手はいつ権利行使をしてくるか分かりません。それでも取引所オプションなら反対売買の方策

が残されていますが、取引所外オプションでは、そのような選択肢もありません。その代価として、オプ

ションの売り手はプレミアムを受け取っているわけです。したがって、プレミアムは、オプション取引の買い

手と売り手を公平な立場に立たせるような水準で決まります。 

このようなプレミアムの捉え方が、オプションのプレミアムを計算する場合の基本的な考え方になる
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のです。 

 

＜プレミアムの本質的価値と時間的価値＞ 

原商品価格が2,900円/gの時点で「原商品が金の現物で、満期日が１ヶ月後で、権利行使

価格が 2,800 円/g の、ヨーロピアン・タイプのコール・オプション」のプレミアムを考えてみましょう。この

時点での原商品価格 2,900円/g と権利行使価格 2,800円/g との差である 100円/g を「とり

あえず」のプレミアムとします。ただし、時間が経過して原商品価格が変動すると、このプレミアムも変

化することを考慮しなくてはなりません。 

ここで、原商品価格が2,900円/gの時点でも、このオプションのプレミアムを100円/gと評価す

るのは誤りです。 

このことを実感をもって理解していただくために、条件を少し変えて、原商品である金価格が権利

行使価格と同じ 2,800円/g だとしましょう。その他の条件は同様です。 

仮に、プレミアムを原商品価格と権利行使価格の差と定義すれば、このアット・ザ・マネーのコー

ル・オプションのプレミアムは 0円/g、つまりタダになるはずですが、一ヶ月後、金を 2,800円/g で買

える権利がタダということがあるのでしょうか。 

確かに満期日までに金価格は上昇するかもしれませんし、下落するかもしれません。その確率は

上昇・下落の幅を考慮しても五分五分と考えてよいでしょう。だからといって、この時点でのオプション

のプレミアムはゼロだといってよいのでしょうか。 

オプションは権利ですから、オプションの買い手は権利者であり、売り手は義務を負うことになります。

これが先物取引の買い手と売り手との関係と大きく異なる点です。先物取引の買い手と売り手は、

損益関係のみならず権利義務関係も対称的です。オプション取引の買い手と売り手は、損益関係

こそ対称的ですが、権利義務関係は非対称的なのです。 

この例で言えば、このコール・オプションの買い手は、金価格が上昇した場合には権利行使をして

利益を上げることができ、下落した場合には権利放棄をすれば何ら損失を被ることはありません。こう

した権利を無償で取得できるのは、不合理です。 

オプションの売り手の立場から考えてみましょう。金価格が上昇すればコール・オプションの買い手

は権利行使をしてくるでしょうから、この売り手には損失が発生します。しかし、金価格が下落した場

合でも、オプションの買い手は権利放棄してそれで終わりですから、売り手は何の利益も手にする可

能性がありません。このような不利な立場を無償で引き受ける人間は普通いない、と考えるのが自

然です。やはり一定の見返りを要求するのが普通でしょう。 

このように、満期までの原商品価格の変動は、オプションの買い手にとって不利に働くことはなく、

売り手にとって有利に働くことはないのです。こうしたオプション取引における売り手と買い手の権利関

係の非対称性を、プレミアムの評価に反映させる必要があるのです。 

つまり、オプションのプレミアムを計算する場合は、原商品価格と権利行使価格との関係から算出

される価値に加えて、その後の原商品の相場の動きという不確定要素に対してオプションの売り手が

負担するリスク分を上乗せしなければならないのです。 
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以上のことを頭に入れた上で、もう一度、本設例を考えてみましょう。 

この時点での原商品価格 2,900円/g と権利行使価格 2,800円/g との差である 100円/g

をそのままプレミアムとするのは、上の検討から誤りであることはお分かりになったと思います。この 100

円/g だけでは、満期までの１ヶ月間の原商品価格の動きに関連してオプションの売り手が負担する

リスクを考えると十分とは言えないからです。 

しかし、この原商品価格と権利行使価格との差がオプションのプレミアムを構成する重要な要素で

あることは間違いありません。この原商品価格と権利行使価格との差は、オプションの「本質的価

値」と呼ばれ、コール・オプションの本質的価値は次の式で求めることができます。 

 

コール・オプションの本質的価値＝原商品価格－権利行使価格 

 

ただし、アウト・オブ・ザ・マネーの状態では、権利行使はされませんから、本質的価値はゼロになり

ます。つまりオプションの本質的価値は、権利行使をした場合に発生するプラスまたはゼロのキャッシ

ュ・フローと考えることができます。Max［x，y］の記号を用いれば、これは次のように表現すること

ができます。 

 

コール・オプションの本質的価値＝Max［（原商品価格－権利行使価格），0］ 

 

問題は、原商品価格の変動が、オプション取引における売り手と買い手の権利関係の非対称性

を反映して、プレミアムの評価に影響を及ぼす部分です。これは、その後の原商品の相場の動きとい

う不確定要素に対してオプションの売り手が負担するリスクに対する見返りですから、上で説明した

本質的価値に上乗せされるべきプレミアムの一部と考えることができます。 

この部分は、満期日までの時間と深く係わってくるので、オプションの「時間的価値」と呼ばれてい

ます。オプションの時間的価値を含めたプレミアムの計算方法の理論を理解するには、高度な数学

的知識が必要となります。ここでは、オプションのプレミアムは本質的価値と時間的価値という二つの

要素から成り立っているという点を頭に入れておいて下さい。これを式で表すと次のようになります。 

 

プレミアム＝本質的価値＋時間的価値 

 

したがって、コール・オプションのプレミアムは、本質的価値である 100 円/g に時間的価値αを加

えた、つまり（100＋α）円/g になります。 

以上の議論はプット・オプションについても同様にあてはまります。 

オプションの本質的価値は、権利行使をした場合に発生するプラスまたはゼロのキャッシュ・フロー

ですから、プット・オプションの本質的価値は次の式で求めることができます。 

 

プット・オプションの本質的価値＝権利行使価格－原商品価格 
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アウト・オブ・ザ・マネーの状態では、本質的価値がゼロになるのも、コール・オプションの場合と同様

です。Max［ｘ，ｙ］の記号を用いれば、これは次のように表現できます。 

 

プット・オプションの本質的価値＝Max［（権利行使価格－原商品価格），0］ 

 

次に、原商品価格が 2,900 円/g の時点で「原商品が金の現物で、満期が 1 ヶ月後で、権利

行使価格が 3,000円/gの、ヨーロピアン・タイプのプット・オプション」のプレミアムを考えてみましょう。 

このプット・オプションのプレミアムの本質的価値は、 

 

3,000円/g－2,900円/g＝100円/g 

 

となり、これに時間的価値βを加えた（100＋β）円/g が、このプレミアムの適正プレミアムという

ことになります。 

ちなみにアット・ザ・マネー、アウト・オブ・ザ・マネーのオプションの本質的価値はゼロですから、これらの状

態におけるオプションのプレミアムは、時間的価値のみから構成されていることになります。 
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第９節 プレミアムの決定要因とその変化 

 

プレミアムを決定する個々の定性的要因とプレミアムの変化を構成要素別に見てみましょう。 

 

プレミアムの決定要因 － 本質的価値 － 

 

オプションの本質的価値とその決定要因を整理すると、次のようになります。 

 

 

 

＜ 本質的価値 ＞ 

先ず、本質的価値の復習をしておくと、イン・ザ・マネーの場合は原商品価格と権利行使価格と

の差であり、アウト・オブ・ザ・マネーの場合にはゼロになります。アット・ザ・マネーの場合も本質的価値

はゼロですが、これはイン・ザ・マネーとアウト・オブ・ザ・マネーのどちらに含めて考えても同じことです。 

このことを式で表現すると、次のようになることも既に説明したとおりです。 

 

コール・オプションの本質的価値  

＝Max［（原商品価格－権利行使価格），０］  

 

プット・オプションの本質的価値  

＝Max［（権利行使価格－原商品価格），０］ 

 

このことから、オプションの本質的価値を決定するのは、原商品価格と権利行使価格という二つの

要因であることが分かります。 

この二つの要因の変化によって、オプションの本質的価値がどのように増減するかを整理したのが

上記の表です。 
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プレミアムの決定要因 －時間的価値 － 

 

オプションの時間的価値とその決定要因を整理すると、次のようになります。 

 

 

 

*先物オプションにおいては、コール・オプションのプレミアムは金利が高い場合は減少し、低い場合

は増加します。 

 

時間的価値は、将来の原商品の相場の動きという不確定要素に対してオプションの売り手が負

担するリスクに対する見返りです。あるいは、将来の原商品の相場の動きからオプションの買い手が

期待できる収益に対する対価と言っても同じことです。 

このようにオプションの時間的価値は、将来の原商品の相場の動きに対する不確実性を反映した

ものですから、満期日までの期間が長ければ長いほど不確実性は高まりますから、時間的価値も大

きくなります。このことを実感するために、満期日までの期間が極端に短い例を考えてみましょう。仮に

有効期間が、たった今、この瞬間だけに限定されたオプションを想定します。このようなオプションの将

来に対する不確実性は皆無ですから、時間的価値がゼロになることは容易に理解できると思いま

す。 

オプションの時間的価値を決定するもう一つの大きな要因は、原商品価格の変動率です。価格

変動率はボラティリティとも言いますが、要するに値動きの激しさのことです。原商品の価格変動率が

大きいほど、将来の不確実性が高まりますから、オプションの時間的価値も当然、高くなります。反

対に価格変動率が小さければ時間的価値は小さくなります。例えば、満期日までの値動きが全くな

いことがほぼ確実な商品を原商品とするオプションがあるとします。このようなオプションも不確実性は

ほとんどゼロですから、時間的価値もゼロに近い値になることは明らかでしょう。 
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最後にもう一つ、オプションの時間的価値を決定する要因として、金利を挙げることができます。と

いうのはオプションのプレミアムは、将来、権利行使をすることによって得られると期待される利益を、

現在価値に引き直したものですから、権利行使価格の将来価値を現在価値に引き直すために金

利が問題となるのです。 

例えば、金利が年利10％であれば、現在の100万円は1年後の 110万円（＝100万円×

1.10）に相当します。5％なら 1年後の将来価値は 105万円（＝100万円×1.05）になりま

す。逆に1年後の100万円は年利10％なら、現在価値で約 91万円（＝100万円÷1.10）

に相当しますし、5％なら約 95 万円（＝100 万円÷1.05）に相当します。このように金利が高く

なると権利行使価格を引き下げる効果を持つのです。 

しかしながら、この金利がオプションのプレミアムに及ぼす影響は、満期日までの期間や原商品の

価格変動率と比べるとかなり小さいのが一般的です。実は厳密に言えば、金利まで考慮すると、満

期日までの期間が長くなった場合、それだけ権利行使価格の割引率が大きくなって権利行使価格

を引き下げる効果を持つので、プット・オプションについてはプレミアムを引き下げる効果が働きます。  

したがって満期日が長くなることによって不確実性が高まる効果と相殺し合うことになるので、プッ

ト・オプションの場合は両者の効果の大きさを比較しないと、一概に満期日までの期間が長くなったか

らといって、直ちにプレミアムも高くなるとは言えないのです。しかし金利の影響は一般的に極めて小さ

いので、一般的にはプット・オプションの場合でも満期日までの期間が長くなれば、プレミアムも高くな

ると考えてよいのです。 
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オプション・プレミアムの変化 

 

オプション・プレミアムは本質的価値と時間的価値から構成されますが、両者を合わせたプレミアム

全体が変化する様子を、コール・オプションのプレミアムと原商品価格との関係において図示すると、

次のようになります。 

 

図 1-9-1 コール・オプションのプレミアムと原商品価格 

 

 

コール・オプションのプレミアムと原商品価格との関係を図示する場合には、縦軸と横軸の交点か

ら権利行使価格までは横軸に重なり、権利行使価格を屈折点として右上がり45°に折れ曲がる折

れ線グラフが本質的価値を表していることは明らかでしょう。その上にある右上がりの曲線がプレミアム

全体の価値を示しています。したがって、この曲線と折れ線グラフとの縦方向の差が、このオプションの

時間的価値を表していることになります。 

この図で押さえておきたいのは、この時間的価値の変化の様子です。上の図を見て分かるように、

時間的価値はアット・ザ・マネーのところが最大で、そこから左右に遠ざかるに連れて減少して行きま

す。どうしてこうなるのか考えてみましょう。 

そもそも時間的価値というのは、将来の原商品の相場の動きによってオプションの買い手が期待で

きる収益を時間との関係で評価した価値と捉えることができます。コール・オプションの場合には、原

商品価格の値上がりによって期待できる利益が大きくなるほど、その時間的価値も大きくなります。ア

ウト・オブ・ザ・マネーの状態では、原商品価格が一度、アット・ザ・マネーの状態まで（つまり権利行

使価格まで）上昇して初めて、アット・ザ・マネーと同じ利益を期待できる状況になるわけですから、
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アット・ザ・マネーのほうがアウト・オブ・ザ・マネーの状態よりも時間的価値が大きくなるのは当然なの

です。 

反対にイン・ザ・マネーの状態では、既にアット・ザ・マネーの状態以上に原商品価格は上昇してい

るわけですから、それ以上にさらに上昇を期待できる余地は小さいと考えられます。したがって、イン・

ザ・マネーの場合と比較してもアット・ザ・マネーの方が時間的価値は大きくなるのです。 

さて、上記の図 1-9-1 に、オプション・プレミアムの本質的価値と時間的価値の大きさを明示して

おきました。この図は時間を一時点に固定して描いたわけですが、プレミアムの時間的価値は時間の

経過とともに変化します。また、満期日までの期間が短くなるにつれて時間的価値は減少していくわ

けですが、満期日になると時間的価値はゼロとなり、プレミアムは本質的価値だけになります。つまり、

図 1-9-1 で説明すれば、プレミアム全体を表す曲線が、時間の経過とともに次第に本質的価値を

表す折れ線グラフに近づいていき、満期日時点ではついにはこれに収斂することになります。 

このように、満期日に近づくにつれてオプションの時間的価値が減少していって、満期日時点では

ゼロになってしまう性質を、オプションの「タイム・ディケイ」（time decay）といいます。図1-9-1から

は分かりませんが、このタイム・ディケイのスピードは満期日に近づくほど加速することが知られています。

下の図 1-9-2のように、満期日まで十分な時間がある場合には、時間的価値の減少はそれほど目

立ったものではありませんが、満期日に近づくと時間的価値は急速に減少していくことになります。 
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図 1-9-2 時間の経過に伴うプレミアムの時間的価値の減少 

 

 

以上はコール・オプションのケースですが、プット・オプションについても同様のことが言えます。 

 

図 1-9-3 プット・オプションのプレミアムと原商品価格 

 

 



45 

 

第 10節 決済方法がプレミアムに与える影響 

 

権利行使と反対売買 

 

満期日前にオプションの契約関係から離脱を行う場合、その方法とプレミアムの関係は、次のとお

りです。 

 

・権利行使を行った場合（コール・オプション） 

キャッシュ・フロー：原商品の現在価格－権利行使価格   

＝ プレミアムの本質的価値  

→ プレミアムの時間的価値を放棄することになります。 

 

・反対売買を行った場合 

プレミアムの取引ですから、プレミアムの本質的価値及び時間的価値を維持することになります。 

 

アメリカン・タイプとは、満期日前であれば、いつでも権利行使が可能なオプションのタイプで、 ヨー

ロピアン・タイプとは満期日にのみ権利行使が可能なオプションのタイプでした。これまで、この両者を

あまり明確に意識せずに議論してきました。そこで以下では、両者の相違点について考えてみましょ

う。 

アメリカン・タイプのオプションで、このオプションがイン・ザ・マネーの状態にあるとすると、オプションの

買い手は今すぐ権利行使をしてプラスのキャッシュ・フローを手に入れることができます。権利行使をす

れば、オプションの買い手は権利行使価格でこの原商品を買うことができるので、原商品の現在価

格と権利行使価格の差額であるオプションの本質的価値を手に入れることになります。つまり、アメリ

カン・オプションはいつでも権利行使ができ、権利行使することで本質的価値を入手することができま

す。したがって、アメリカン・オプションの価値は本質的価値を下回ることはありません。 

ここで、アメリカン・オプションの権利はいつ行使されるかを考えてみましょう。  

このタイミングは、権利を満期日まで行使できないヨーロピアン・オプションと比較すると良く分かりま

す。金利やボラティリティなど他の条件が全く同じ、アメリカン・オプションと、ヨーロピアン・オプションを考

えてみます。このヨーロピアン・オプションにおいて時間的価値がマイナスとなった場合を想定します。こ

のときアメリカン･オプションであれば即座に権利が行使できるので、権利を行使してマイナスであった

時間的価値をゼロにし本質的価値を手にすることとなり、その後得られた利益を安全利子率で運用

する方が、満期日まで待つよりも大きな利益をあげることができます。なぜなら得られる額は同じであ

っても、満期日まで待っていると金利分の損をし、そしてさらに、時間的価値がマイナスということは、

待っていると損をするということを意味しているからです。 

このように、アメリカン・オプションの権利行使をするタイミングは、同じ条件にあるヨーロピアン・オプシ
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ョンの価値が本質的価値を下回る点で決定されます。 

即座に権利行使をする方が好ましいということは、そのオプションの価値がその時点で得られる利

益に等しいということを意味しています。その時点で得られる利益は本質的価値ですから、即座に行

使するほうが好ましいオプションの価値は、本質的価値と一致していることになります。したがって、即

座に行使した方が得かどうかは、同じ条件のヨーロピアン・オプションが本質的価値を下回るかどうか

によるわけです。 

アメリカン・オプションは、このようにヨーロピアン・オプションに即座に権利を行使できる分の価値を

加えたものとなっております。 

つまり、時間的価値がプラスのときに即座に行使をすることは、時間的価値の部分をむざむざ放

棄することを意味するのです。権利行使をする前はこのアメリカン・オプションのプレミアムは、本質的

価値に時間的価値を上乗せしただけの価値があったわけです。しかし、権利行使をしたことによって

オプションの買い手が手に入れたのは本質的価値の部分だけになってしまうからです。 

これは、コール・オプション、プット・オプションのどちらについても言えることです。 

したがって、時間的価値がプラスであるにもかかわらずオプションの契約関係からの離脱を考えるオ

プションの買い手は、プレミアムの時間的価値を損なうことのない反対売買（この場合は転売）を

行うのが普通です。残存期間をかなり残した時点で敢えて権利行使をするのは、現物入手の必要

性が差し迫っていたり（現物のコール・オプションの場合）、現金を手にする必要に迫られていたり

（現物のプット・オプションの場合）、あるいは既に先物市場に建てているポジションを仕切るために

権利行使によって先物約定を成立させる必要があるような場合（先物オプションの場合）といった

特殊ケースに限られると言ってよいでしょう。 

また、参考までに、権利行使は買い手にのみ与えられている権利ですので、売り手が主体的に市場離

脱を行う場合は、反対売買（この場合は買戻し）が唯一の方法となります。
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第 11節 先物オプション 

 

先物オプション 

 

先物オプションは、必ず取引所で取引される取引所オプションであることから、次のような特徴があ

ります。 

 

（1）契約条件の標準化  

（2）反対売買を容易にする高い市場流動性 

（3）信用リスクを排除するための清算制度の導入  

・買い手：プレミアムの支払い 

・売り手：証拠金の差し入れ 

先物オプションは、権利行使をすると原商品である先物の約定をすることになるものと、TOCOM

の金先物オプションのように、権利行使価格と原商品価格との差額の受け渡しを行うだけで先物に

取引が移行しないものがあります。 

 

ここまでは、特にことわりのない場合については、原商品が（先物取引でなく）現物である現物オ

プションを例にとって考えて来ましたが、原商品が先物取引である先物オプションも基本的な考え方

は同じです。しかし、先物オプションは、必ず取引所で取引される取引所オプションであることから導か

れるいくつかの特徴がありますので、それをここで簡単に整理しておきましょう。 

まず、取引所オプションの特徴については、（1）契約条件の標準化、（2）反対売買を容易

にする高い市場流動性、（3）信用リスクを排除するための清算制度の導入、にまとめることができ

ます  

（1）については第 3 節で、また（2）については第 6 節で既に述べたので、ここでは（3）につ

いて説明しておきます。 

 

取引所における取引では、取引相手の信用リスクを排除するため、独自の清算制度を導入して

います。オプション取引について言えば、オプションの買い手はプレミアムさえ支払ってしまえば後は何ら

の義務を負いませんから、取引所外における取引の場合と大差ありませんが、取引所オプションの売

り手は、その履行義務を保証するための担保として、先物取引と同様、証拠金を取引所または清

算機関に差し入れることが義務づけられています。つまり、オプション取引の原商品の種類（現物も

しくは先物）にかかわらず、取引所で取引される以上は、オプションの売り手は証拠金の預託が要

求されるのです。 

オプション取引のために預託された証拠金は、プレミアムの変動に応じて増減される点も先物取
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引と同様です。  

さて、先物オプションは必ず取引所で取引されることが義務づけられていますから、上の取引所オ

プションで述べたことは全て当てはまります。 

取引所オプションと現物オプションを比較して、先物オプションの特徴的なところは、権利行使をし

た場合の扱いです。 

現物オプションであれば、原商品である現物を代金を支払って取得するか（コール・オプションの

場合）、あるいは売却して代金を受け取るかすれば（プット・オプションの場合）、取引はそれで終

了です。他方、先物オプションの場合には、権利行使をすると原商品である先物の約定をすることに

なるものと、TOCOM の金先物オプションのように、権利行使価格と原商品価格との差額の受け渡

しを行うだけで先物に取引が移行しないものがあります。 

 

先物オプション取引の具体例 － コール・オプション － 

 

【 設例 3】  

原商品は金先物取引 X年 8月限、  

満期日は金先物取引 X年 8月限の納会日、 

権利行使価格は 2,800円/g のヨーロピアン・タイプのコール・オプション  

 

※先物取引にかかる取引手数料は無視します。 

 

コール・オプションの買い手は取引日の翌日（T+1）にプレミアム 60円/ｇを売り手に支払います。 

そのまま満期日を迎え、原商品である金先物取引 X年 8月限は 2,900円/ｇという値を付けている

時（イン・ザ・マネーの状態）、このコール・オプションの買い手が権利行使をしたケースを考えてみます。

（TOCOM の金オプションでは満期日においてイン・ザ・マネーの場合は自動的に権利行使になりま

す。） 

権利行使によって、このコール・オプションの買い手（売り手）は、権利行使価格と原商品である金先

物価格との差額を授受することになります。 

本例では、権利行使価格が 2,800円/ｇです。一方、原商品である金先物取引 X年 8月限の市

場で実際についている値段は2,900円/ｇですからその差額100円/ｇをコール・オプションの売り手から

買い手へと受け渡すことになります。 

この時、コール・オプションの買い手は 100 円/ｇを利益として計上します。一方、反対当事者である

売り手は、コール・オプションの買い手の権利行使に応じる義務を負っているため、コール・オプションの売り

手は 100円/ｇを売り手の損失として計上することになります。 

 そして、コール・オプションの買い手の利益として計上された 100 円/ｇと売り手の損失として計上された

100円/ｇが、権利行使約定差金として翌営業日に清算されることになります。 

プレミアムも考慮した最終的な損益は、買い手は40円/ｇ の利益、一方売り手は40円/ｇの
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損失となります。 

 

先物オプション取引の具体例 － プット・オプション － 

 

【 設例 4】  

原商品は金先物取引 X年 8月限、  

満期日は金先物取引 X年 8月限の納会日、  

権利行使価格は 3,000円/g のヨーロピアン・タイプのプット・オプション 

プレミアム 70円/ｇ 

※先物取引にかかる取引手数料は無視します。 

 

プット・オプションの買い手は取引日の翌日（T+１）にプレミアム 70円/ｇを売り手に支払います。 

満期日に原商品である金先物取引X年8月限は2,900円/gという値を付けているとき（イン・

ザ・マネーの状態）、このプット・オプションの買い手が権利行使をしたケースを考えてみます。

（TOCOM の金先物オプションでは満期日においてイン・ザ・マネーの場合は自動的に権利行使に

なります。） 

権利行使によって、このプット・オプションの買い手は、権利行使価格と金先物価格との差額を授

受することになります。本例では権利行使価格が 3,000 円/ｇです。一方、原商品である金先物

X年 8月市場で実際についている値段は 2,900円/ｇですから、その差額 100円/ｇをプット・オ

プションの売り手から買い手へ受渡すことになります。 

この時、プット・オプションの買い手は100円/ｇを利益として計上します。一方、反対当事者であ

る売り手はプット・オプションの買い手の権利行使に応じる義務を負っているため、100 円/ｇを売り

手の損失として計上することになります。 

そしてプット・オプションの買い手の利益として計上された 100 円/ｇと売り手の損失として計上さ

れた 100円/ｇが権利行使約定差金としてその翌営業日に清算されることになります。 

プレミアムも考慮した最終的な損益は、オプションの買い手は 30 円/ｇの利益、一方、売り手は

30円/ｇの損失となります。 

先物市場で約定が成立した場合、新たにポジションを建てる場合と既に建ててあるポジションを手

仕舞う場合と二通りの選択があります。先物オプションの権利行使であっても同様です。権利行使を

した買い手が、まだこの市場に何のポジションも保有していなければ、新たに売りポジションを建てるこ

とになりますし、既に買いポジションを保有していれば、この買いポジションを転売することによって相殺

することができます。 

プット・オプションの買い手は、権利行使価格が 3,000 円/g ですから、原商品である金先物取

引 X年 8月限の市場で実際に付いている値段は 2,900円/gではありますが、3,000円/gの売

り約定を成立させることができ、権利行使価格と原商品の金先物価格の差額となる 100 円/g は

権利行使をしたオプションの買い手の利益として計上することになります。 
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一方、反対当事者である売り手は、プット・オプションの買い手の権利行使に応じる義務を負って

います。この売り手は、原商品である金先物取引 X 年 8 月限の市場で買い手の「売り約定」に対

応する「買い約定」を成立させなければなりません。つまり、権利行使価格である 3,000 円/g の買

い約定を成立させるわけです。原商品である金先物取引 X 年 8 月限の市場で実際に付いている

値段は 2,900 円/g ではありますが、ここでは 3,000 円/g の買い約定を成立させることとなり、権

利行使価格と原商品の金先物価格の差額となる 100 円/g はこの権利行使に応じたオプションの

売り手の損失として計上されることになります。 

そして、プット・オプションの買い手の利益として計上された 100円/g と売り手の損失として計上さ

れた 100円/gが、権利行使約定差金として翌営業日に清算されることになります。 

なお、売り手の決済方法について、原商品において新たな買い建玉をつくる場合と、既に保有していた

売り建玉を買い戻して相殺する場合があることは、買い手のケースと同様です。
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第 12節 オプション取引の機能と意義 

 

オプション取引の機能 

 

オプション取引の機能については、次のとおりです。 

① 価格発見機能  

② 情報提供機能  

③ リスク移転機能  

④ リスクと収益性の配分調整機能 

⑤ 投資手段の提供 

 

オプション取引の機能は、先物取引の機能と基本的に重なるものと言えます。ただし、先物取引

しか存在しない場合よりも、より広汎な情報（①、②）、より多用なリスク・ヘッジ手段（③、④）、

また新たな投資手段（⑤）を提供することができます。 

これは、オプション取引によって多様なポジションを作成することが可能となるためです。 

例えば、先物取引の買いでは損失が限定されるということはありませんでしたが、コール・オプション

の買いであれば損失はプレミアムの金額に限定されます。また、オプション取引同士を組み合わせたり、

オプション取引と先物取引を組み合わせたりすることによって多種多様な戦略が考えられリスクを限

定させたり、先物のポジションのヘッジを行うことができます。  

このように、オプション取引を導入することによって、先物取引だけでは不可能だった新たな取引戦

略を提供することができるのです。 
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第 2章 オプション取引の戦略 

 

第 1節 オプション取引戦略の基本的考え方  

※本章の説明では、先物取引にかかる取引手数料は無視します。 

 

デルタとは 

原商品価格の変化に対するオプションのプレミアムの変化率のことをデルタといい、次式で表されま

す。 

 

 

 

上の図からも明らかなとおり、デルタはプレミアム曲線の傾きですから、以下のようになります。 

 

コール・オプションの場合 

ディープ・イン・ザ・マネーの状態  ： デルタは１に近づきます。 
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アット・ザ・マネーの状態  ： デルタは 0.5 に近づきます。   

ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーの状態 ： デルタは 0 に近づきます。 

 

（プット・オプションの場合は上記の符合が逆（－1～0）になります。）       

 

オプション取引戦略の基本的考え方 

 

デルタの絶対値は、上記のどの状態であっても1以下ですから、プレミアムの変化は理論上、原商

品の価格変動以上には変化しないことになります。つまり、原商品価格を予測して、原商品価格の

変動だけに着目して取引するのであれば、原商品に投資するほうが効率的であるということになりま

す。 

では、オプション取引は何に着目して取引をするかということが次の重要なテーマになります。第 1

章第 9 節「プレミアムの決定要因とその変化」に記載のとおり、プレミアムは本質的価値と時間的価

値から構成されています。本質的価値は原商品価格と権利行使価格との関係で決定されます。一

方、時間的価値は金利、満期日までの期間、原商品の価格変動率等によって決まります。 

ここで、本質的価値については、権利行使価格は予め決まっているわけですから、「原商品価格」

に着目して予測をすることになります。 

時間的価値については、金利や満期日までの期間、原商品の価格変動率の指標である「ボラテ

ィリティ」に着目してプレミアムを予測し、取引を行うことになります。満期日までの期間は必ず短くなっ

ていきますから、プレミアムは減衰していくことになります。また、ボラティリティが高ければ、プレミアムは

上昇し、ボラティリティが低下すれば、プレミアムは減少します。先物オプションでは金利が上がれば、

プレミアムは下がり、金利が下がれば、プレミアムは増加します。したがって、これらのすべての要因を

総合的に勘案して取引をするというのがオプション取引戦略における基本的な考え方になります。但

し、注意しなければならないことは、ひとつの要因の読みが的中しても、他の要因の読みが外れ、その

要因の影響の方が大きければ、プレミアムは予想と逆の方向に動くこともあるわけです。 

これらすべてを勘案するのは難しいと感じるかと思いますが、ある程度の方向性を見い出すことは

可能です。例えば、オプション 1単位と原商品ポジションをデルタの比率だけ保有することで、原商品

の価格変動に対し、リスク・ニュートラルな合成ポジションを作ることが可能になります（後述「ボラティ

リティ・トレーディング」参照）。また、金利が変動することは短期間ではあまり起こらないと仮定する

ならば、時間によるプレミアムの減衰を考慮しつつ、ボラティリティの変動に着目して取引することが可

能となります。オプションの取引がボラティリティの取引であるといわれる所以はここにあり、ボラティリティ

に注意して取引することが肝要です。 
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ボラティリティの種類 

 

○ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティ 

ボラティリティとは価格変動率のことで、原商品のボラティリティは、オプションのプレミアムを決定する

重要な要素です。常に動く可能性を意識するためには、原商品の実勢相場の方向感を持つほかに

ボラティリティの変化に注目する必要があります。 

このうち、過去の原商品の価格データから算出できるのがヒストリカル・ボラティリティです。 そしてイ

ンプライド・ボラティリティ（I.V.）はオプション・プレミアムから導き出される、オプション市場での取引

参加者の売り買いによって決定された、もうひとつのボラティリティ（値動き）評価です。 

このヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティを見ながら、今後の相場の変動や振幅の

可能性を考えます。 

 

デルタ・ヘッジ 

デルタ・ヘッジは、オプションの売り手がオプションと原商品のデルタ合計を 0（ニュートラル）として

資産価格の変動を防ぐ手法で、自らの損益合計をゼロ（ニュートラル）にしようとするものです。例

えば、デルタが 0.5（アット・ザ・マネー）のコール・オプションを 10枚買付けした場合、この手法を用

いてヘッジを行うとすると、原商品を 5枚売り建てれば良いことになります。 

 

コール・オプション（買い）10枚×0.5（デルタ値）＝原商品（売り）5枚  

 

ただし、原商品価格に対するオプション価格は線形ではなく、原商品価格が変化するとデルタも

変化するため、デルタ・ヘッジは短期的なものとなります。つまり、一旦、デルタ・ニュートラルなポジショ

ンを合成しても、原商品価格が変化するたびに、現実問題として、頻繁にポジションを組み直す必

要があります。 

 

デルタ・ヘッジとボラティリティ・トレーディング 

オプション・トレーダーは、原商品とオプションに対してデルタを用いることによってヘッジを行い、その

後トレーダーにとって有利なボラティリティのオプションの取引を行います。  

 

売買のポイント 

市場のボラティリティ ＞ 予測に基づくボラティリティ ・・・ 売り   

市場のボラティリティ ＜ 予測に基づくボラティリティ ・・・ 買い 
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第 2節 オプション取引の戦略 － 基本編 － 

 

コール・オプション 

 

【 設例 1 】 

 

・X年 4月 17日、X年 6月限の金の先物価格が 2,751円となっていますが、今後の先物価格につい

ては、大きく上昇するものと予想しています。  

・そこで、取引に要する費用を抑えつつ利益を得ようと、権利行使価格2,800円の金コール・オプションを

プレミアム 30円で買い付けました。  

 

 

 

・その後、先物価格は予想通り大きく上昇し、満期日には 2,900 円に到達したので権利行使を行いま

した。 

 

 

〔初期費用〕プレミアム代金：30円 ×100 ＝ 3,000円 ･･･ （1）  

〔損  益〕（先物価格 － 権利行使価格）× 倍率 ＝（ 2,900円 － 2,800円）×100 

＝10,000円 ･･･ （2）  

〔実現損益〕 （2）－（1）＝10,000円 － 3,000円 ＝ 7,000円  

つまり、この設例では、3,000円の取引資金（プレミアム代金）で70,000円の利益を得たこと

になります。 

 

 

プット・オプション 

 

【 設例 2 】  

 

・X年 2月 5 日、X年 4 月限の金の先物価格が 2,988 円となっていますが、今後の先物価格につい

ては、大きく下落するものと予想しています。 

・そこで、取引に要する費用を抑えつつ利益を得ようと、権利行使価格 2,900円の金のプット・オプション
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をプレミアム 21円で買い付けました。  

 

 

 

・その後、満期日には先物価格は予想通り大きく下落し、2,780円に到達したので権利行使を行いまし

た。 

 

 

〔初期費用〕 プレミアム代金：21円 ×100 ＝ 2,100円 ･･･（1）  

〔損  益〕（ 権利行使価格 － 先物価格 ） × 倍率 ＝（ 2,900 円－ 2,780 円 ）×100 

＝12,000円 ･･･ （2） 

〔実現損益〕 （2）－（1）＝12,000円 － 2,100円 ＝ 9,900円  

つまり、この設例では、2,100円の取引資金（ プレミアム代金 ）で 9,900円の利益を得たこ

とになります。 
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第 3節 オプション取引の戦略 － 応用編 （短期・中期）－ 

 

オプション取引の意義は、先物の売りまたは買いのみでは実現できないペイオフを達成することにあ

ります。  

さらに、オプション取引と先物取引を相互に組み合わせることで、より複雑なペイオフを実現でき、

より高度な取引戦略が可能となります。  

以下では、オプション取引と先物取引を相互に組み合わせた取引戦略を解説します。 

 

○ 保ち合い圏からの短期のブレイクを狙う――ロング・ストラドル（短期） 

 

    

 

保ち合い圏からのブレイク（離脱）を狙うケースです。 ボラティリティが「短期的」に上昇すると判

断する場合に有効な戦略です。 

同一限月、同一権利行使価格のコールの買いとプットの買いを行います。  

 

○ 短期天井と見て、反落ボラティリティ低下を狙う――ショート・ストラドル（短期）  

 

 

 

原商品の相場が短期急騰したものの、おそらくは天井打ちでボラティリティが「短期的」に低下する

とピンポイント的に判断した場合に有効な戦略です。  

同一限月、同一権利行使価格のコールの売りとプットの売りを行います。  
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○ 保ち合い圏からのブレイクを狙う――ロング・ストラングル（中期） 

 

    

 

保ち合い圏からのブレイク（離脱）を狙うケースです。 「中期的」に、原商品の相場がいずれは

どちらかに大きく動くと判断する場合に有効な戦略です。  

同一限月、異なる権利行使価格のコールの買いとプットの買いを行います。  
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【 設例 3 】  

 

・Ｘ年 2月 1日にＸ年 6月限の金の先物価格は 2,920円を付けています。  

・今後の先物価格の推移は上昇もしくは下落のどちらかに大きく変動すると想定されるために、同限月

（Ｘ年 6 月限）の権利行使価格 2,900 円の金のプット・オプションを 60 円で買い付けると同時

に、同限月（Ｘ年 6月限）の権利行使価格 2,950円のコール・オプションを 50円で買い付けまし

た。 
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〔プレミアム〕：110円の支払い         

（プットの買い 60円支払い、コールの買い 50円支払い） 

 

[Ｘ年2月1日以降の損益関係]

2,750円 2,790円 2,900円 3,000円 3,060円 3,100円

プット・オプション 買 +90円 +50円 -60円 -60円 -60円 -60円

コール・オプション 買 -50円 -50円 -50円 0円 +60円 +100円

+40円 0円 -110円 -60円 0円 +40円合成ポジション

売買

区分

金先物（原商品）価格

 

 

権利行使価格の低いプット・オプションの買いと権利行使価格の高いコール・オプションの買いを組

み合わせることで、金先物価格がいずれかの方向（上昇もしくは下落）に大きく変動した場合に、

損失を限定しながら利益を得られるポジションを組成することができます。 

 

・金先物価格が 2,790円を下回るか 3,060円を上回れば利益となります。 

・金先物価格が 2,790円から 3,060円の範囲内で推移すれば利益を得ることができません。この場合

の最大損失は 110円に限定されます。 
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○ 天井と見て、反落ボラティリティ低下を狙う――ショート・ストラングル（中期） 

 

 

 

原商品の相場が急騰したものの、おそらくは天井打ちでボラティリティが低下すると判断した場合

に有効な戦略です。  

同一限月で、異なる権利行使価格のコールの売りとプットの売りを行います。  
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【 設例 4 】 

・Ｘ年 2月 1日にＸ年 6月限の金の先物価格は 2,920円を付けています。 

・今後の先物価格の推移はほぼ現在の水準で推移すると想定されるために、同限月（Ｘ年 6 月限）

の権利行使価格 2,900円の金のプット・オプションを 60円で売り付けると同時に、同限月（Ｘ年6

月限）の権利行使価格 2,950円のコール・オプションを 50円で売り付けました。 
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〔プレミアム〕：110円の受取り   

（プットの売り 60円受取り、コールの売り 50円受取り）  

 

権利行使価格の低いプット・オプションの売りと権利行使価格の高いコール・オプションの売りを組

み合わせることで、金先物価格が一定価格の範囲で推移した場合に、プレミアム収入による利益を

得られるポジションを組成することができます。 

 

・金先物価格が 2,790 円から 3,060 円の範囲内で推移すれば利益となります。この場合の利益は 

110円が上限となります。 

・金先物価格が 2,790円を下回るか 3,060円を上回れば損失となります。 
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第 4節 オプション取引の戦略 － 応用編 （先物との組み合せ）－ 

 

○ 先物ポジションの値上がり益を確保――プロテクティブ・プット  

 

金の先物を買い建てた後で、金の先物相場がさらに上昇した場合の収益機会を残しながら、そ

の一方で相場が下落に転じた時の利益を確保しておきたい場合に有効です。ある程度、先物ポジ

ションの含み益を確定してしまおうという戦略です。 

 

【 設例 5 】  

・X年 5月 8日に X+1年 2月限の金の先物を 2,780円で買い付けました。 

・その後、12 月 5 日には、先物価格は 2,900 円まで上昇し、結果、その差額となる 120 円が（含

み）益となりました。 

・今後、更に先物価格の推移については上昇を期待しているものの、価格が下落した場合の損失を限

定するために、同限月（X+1年 2月限）の権利行使価格 2,900円の金のプット・オプションを 40

円で買い付けました。 
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・2,900円 を下回った場合の最低利益を 80円（120円－40円）に限定することができます。 

・先物取引のみを行う場合に比べると、利益はプレミアムの 40円分が少なくなります。 

オプション取引を行わない場合には、2,780円を下回れば損失が発生することになります。 

 

○ 先物ポジションの値上がり益を享受しつつ、高値圏での保ち合いを予想―カバード・コール 

金の先物を買い建てた後で、金の先物相場が一旦、横ばい、若しくは中立に転じると予想し、コー

ルのプレミアムを受け取ります。そのまま横ばいであれば評価益を確保できます。 

しかし、受け取りプレミアムを越える相場下落となった場合は、損失領域へ移行します。 

 

【 設例 6 】 

・X年 5月 8日に X+1年 2月限の金の先物を 2,780円で買い付けました。 

・その後、12 月 5 日には、先物価格は 2,900 円まで上昇し、結果、その差額となる 120 円が（含

み）益となりました。 

・今後、先物価格の推移についてはやや上昇もしくは中立と想定されることから、 プレミアム収入を確保
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しながら運用利回りを高めるために、同限月（X+1年 2月限） の権利行使価格 2,900 円の金

のコール・オプションを 40円で売り付けました。 

 

・金先物価格が 2,740円（2,900円－120円－40円）を上回れば利益となります。ただし、 最大

利益は 160円に限定されます。 

・金先物価格が 2,740円 を下回ればその差額が損失となります。先物取引のみを行う場合に比べると、

損失はプレミアムの 40円分が少なくなります。 
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第 5節 オプションを利用したヘッジ例 

 

【 設例 7 】 

・半導体メーカーである A 社、B社と C社は、ともに X年 6 月に金地金を 1kg 購入する予定であり、

将来の金価格上昇リスクを抱えています。 

・A社は X年 2月に権利行使価格 3,000円/g の 6月限の金コール・オプションを１kg 、オプション・

プレミアム 10円/g で買い付けました。 

・B社は X年 2月に 6月限の金先物を 3,000円/g で 1kg 買い付けました。 

・C社は特にヘッジはせずに、6月時点で金を購入しました。 

・X年 6月における金価格が変動することで、どのような損益が発生するかを考えます。 

 

（ケース１：金価格が X年 6月に 3,500円/g に上昇した場合） 

A 社はコール・オプションを権利行使することにより、3,000 円/g で金を購入することができるため、

仕入コストは当初支払ったオプション・プレミアムを含めると、以下のようになります。 

 

A社の仕入コスト＝    

3,000 円/g ×1kg （金価格）＋10 円/g ×1kg （オプション・プレミアム）＝ 

3,010,000円 

 

（ケース２：金価格が X年 6月に 3,000円/gで変化しなかった場合） 

A 社はコール・オプションを権利行使しても、放棄しても結果は変わらず、3,000 円/g で金を購

入することになるため、仕入コストは当初支払ったオプション・プレミアムを含めると、以下のようになり

ます。 

 

3,000 円/g ×1kg （金価格）＋10 円/g ×1kg （オプション・プレミアム）＝ 

3,010,000円 

 

（ケース 3：金価格が X年 6月に 2,500円/g に下落した場合） 

A 社はコール・オプションを権利放棄することにより、2,500 円/g で金を購入することになるため、 

仕入コストは当初支払ったオプション・プレミアムを含めると、以下のようになります。 

 

2,500 円/g ×1kg （金価格）＋10 円/g ×1kg （オプション・プレミアム）＝ 

2,510,000円 

 

一方、B 社は、いずれのケースにおいても、先物市場で建てた買いポジションをそのまま保有し続
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け、受け渡しを行うことで、当初約定価格である3,000円/gで金1kg を購入することができます。

したがって、B社の仕入コストは常に一定となります。 

 

B社の仕入コスト＝ 3,000円/g ×1kg ＝ 3,000,000円  

 

また、C社はその時点の金価格で購入することになります。 

以上の結果を表にまとめると以下のとおりになります。 

 

 

 

上表のとおり、金価格の変動により、ヘッジをしなかった C 社の仕入コストは変動することになりま

す。一方、先物でヘッジを行ったB社は常に仕入コストが 3,000,000円となり、金価格変動による

影響を排除できたことになります。さらに、オプションでヘッジを行った A社は、オプション・プレミアムとい

う一種の保険料を支払うことで、価格が不利に動いた際の損を回避するだけでなく、有利に動いた

際の利益を享受することができたことになります。 

先物によるヘッジは売りヘッジであれ、買いヘッジであれ、現物取引と先物取引で利益が相殺され

るため、一方の取引だけ見ると損したように見えてしまいます。つまり、上の例では、価格下落時には、

ヘッジしなければ 2,500,000 円で仕入れることができたものをわざわざヘッジしたばかりに、

3,000,000 円で仕入れなければならないため、事後的な結果だけを見て、ヘッジしなければよかっ

たという「捕らぬ狸の皮算用」をしてしまいがちです。これはそもそも誤った認識ですが、得てしてこのよ

うな過ちを起こしやすいものです。そのため、先物によるヘッジよりもオプションによるヘッジのほうが受け

入れ易い側面があります。 
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第 6節 その他の利用例 

 

FIA（Futures Industry Association：全米先物業協会）が発表している世界の主要なデリ

バティブ取引所における出来高を商品グループごとに合算すると、最近の傾向として個別株式や株価

指数を原資産とするオプション取引の出来高が最も多くなっている。また、当該商品グループのオプショ

ン取引の増加率も他の商品グループの先物も含めたデリバティブ取引の中でも上位に位置づけられる

（下図「世界のデリバティブ商品の出来高」参照）。 
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2017 2018 Change

Futures

Agriculture 1,225,769,281 1,386,838,479 13.1%

Currency 2,163,244,504 2,763,215,221 27.7%

Energy 2,005,411,206 2,075,971,481 3.5%

Equity Index 2,504,076,273 3,430,695,777 37.0%

Individual Equity 1,284,275,104 1,536,958,051 19.7%

Interest Rates 3,183,614,340 3,679,707,538 15.6%

Non-Precious Metals 1,729,732,237 1,512,575,089 -12.6%

Other 479,444,433 488,714,934 1.9%

Precious Metals 267,185,790 276,642,827 3.5%

Future Total 14,842,753,168 17,151,319,397 15.6%

Options

Agriculture 80,299,218 100,891,147 25.6%

Currency 820,858,990 1,165,692,029 42.0%

Energy 165,795,559 161,757,141 -2.4%

Equity Index 5,011,919,689 6,551,862,251 30.7%

Individual Equity 3,469,889,685 4,250,978,137 22.5%

Interest Rates 784,380,973 874,487,880 11.5%

Non-Precious Metals 10,767,297 10,711,827 -0.5%

Other 275,165 303,332 10.2%

Precious Metals 11,948,154 14,494,153 21.3%

Option Total 10,356,134,730 13,131,177,897 26.8%

Futures and Options

Agriculture 1,306,068,499 1,487,729,626 13.9%

Currency 2,984,103,494 3,928,907,250 31.7%

Energy 2,171,206,765 2,237,728,622 3.1%

Equity Index 7,515,995,962 9,982,558,028 32.8%

Individual Equity 4,754,164,789 5,787,936,188 21.7%

Interest Rates 3,967,995,313 4,554,195,418 14.8%

Non-Precious Metals 1,740,499,534 1,523,286,916 -12.5%

Other 479,719,598 489,018,266 1.9%

Precious Metals 279,133,944 291,136,980 4.3%

Grand Total 25,198,887,898 30,282,497,294 20.2%

出典：FIA

世界のデリバティブ商品別出来高

 

個別株式や株価指数を原資産とするオプション取引の活性化の理由の一つとして、高頻度取引

（HFT：high frequency trading）の取引増大に伴って「指値注文の無料オプション性」に着目

した取引行動が金融市場で一般化していることが挙げられる。ここで言う「指値注文の無料オプション

性」とは、注文板に残る（流動性を供給する）指値注文は、キャンセルしない限り他の市場参加者

に自由にヒットされてしまうため、約定できる権利（機会）を無料で取引相手に与えているという指値

注文の特徴を指している。つまり、指値注文の出し手は、取引相手からプレミアムを受け取れないとい

う不利益を被ることに加えて、例えば、価格形成に影響を与える新たな情報が発せられた際に、キャン

セルして適正な指値に切り替えればよいが、キャンセルができない、あるいはキャンセルが間に合わない
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ような市場では、更なる不利益を被ることになる。 

近年、ミリ秒に満たないマイクロ秒単位のような極めて短い時間の間に、コンピューターでの自動的な

判断により発注・取消しを繰り返す戦略を実施するHFTが取引シェアの多くを占めるようになり、市場

の状況が極めて短時間に大きく変化する可能性が高まった。その結果、市場の状況に応じて指値注

文を適宜に修正することがこれまで以上に難しくなり、「指値注文の無料オプション性」に対する認識が、

HFTの取引シェアの高い金融デリバティブ市場を中心に急速に広まっている。 

こうした市場環境を反映して、少なくともプレミアムを受け取ることができないという不利益を回避しよ

うとする目的で、指値注文を出す代わりにオプションの売り注文を出す取引者が増加し、その結果、前

述のようにオプション取引が個別株式や株価指数において活発に利用されている。さらに、その反射的

効果として、原資産である個別株式や株価指数の先物取引も出来高が増加傾向にある。 

一般的にオプション取引では、プット・オプションの買い手は権利行使価格において原資産を売る権

利を取得する。逆にプット・オプションの売り手は権利行使価格において原資産を買う義務を負う。つま

り、プット・オプションの売り手は、プット・オプションの買い手が権利行使を行った際に、原資産の買いを

行うことになる。結果として、プット・オプションの買い手を売り手、プット・オプションの売り手を買い手とす

る原資産の売買が権利行使価格において成立することになる。つまり、権利行使後におけるプット・オ

プションの売り手の状態は、権利行使価格と同一価格を指値とする原資産の買い注文が成立した状

態と同じ結果となる。ただ、このとき、プット・オプションの売り手は、オプション取引が成立した段階でプレ

ミアムを受け取れる点において、原資産の単なる買い指値注文が成立したときよりも有利となる。換言

すれば、原資産で買い指値注文をするのであれば、指値と同値の権利行使価格のプット・オプションの

売りを行う方がプレミアムを取得できる点で有利となる。 

また、コール・オプションの場合は、プット・オプションと逆で、コール・オプションの売り手の立場に立てば、

権利行使後は、コール・オプションの売り手の状態は、権利行使価格と同一価格を指値とする売り注

文が成立した状態と同じ結果となるものの、コール・オプションの売り手はオプション取引が成立した段

階でプレミアムを受け取ることができる点で、単なる指値の売り注文が成立したときよりも有利である。

換言すれば、売り指値注文をするのであれば、指値と同値の権利行使価格のコール・オプションの売り

を行う方がプレミアムを受け取れる点で有利である。 

 

以上のオプション取引の特徴について、簡単な数値例をもとに整理したうえで、オプション取引の具

体的な取引戦略への応用を検討する。 

 

Ⅰ．買い指値注文の無料オプション性に着目したプット・オプション取引の具体的な取引戦略への応

用 

 

現在の原資産価格を 4,000円/g とし、3,900円/g を権利行使価格とするプット・オプションのプレミ

アムが100円/gであるとして、ある投資家が上記の取引戦略を念頭に置いて、下記の二通りの取引を

行う場合の事例を比較考察する。 
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＜単なる指値注文を行う場合の損益＞ 

3,900円/gで買い指値注文をし、その後 3,900円/gまで価格が下落しなかった場合、約定が成立

しないため、その後の損益は発生しない。 

一方、3,900円/g まで価格が下落して約定した後のペイオフのグラフは図 1 となる。 

 

＜図 1：3,900円/g で買い約定が成立した後のペイオフ・ダイヤグラム＞ 

損益 

 

 

 

 

 

                                原資産価格   

  0               3,900円/g 

 

 

 

＜オプション取引を利用する場合の損益＞ 

3,900円/gの権利行使価格のプット・オプションの売りが約定した後、3,900円/gまで価格が下落し

なかった場合、損益はプレミアムの＋100円/g となる。 

一方、3,900 円/g まで価格が下落して、権利行使が発生した後は、原資産の買いポジションが生

成されるため、ペイオフ・ダイヤグラムは図 1 となり、買い指値注文と同じになる。 

 

また、上記の指値注文とオプション取引の損益を比較すると下表 1 のとおりとなる。 
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＜表 1：指値注文とオプション取引の損益比較＞ 

 
3,900円/gに

達しない場合 

3,900円/gに達した後、

権利行使が発生し、

4,000円/gに値上がりし

た時の損益 

3,900円/gに達した

後、権利行使が発生

し、3,800円/g に値下

がりした時の損益 

指値注文の損益 ±0円/g 100円/g -100円/g 

オプション取引の損益 100円/g 200円/g ±0円/g 

 

上表１における 2 つの取引の比較からも明らかなとおり、単に買いの指値注文を行う場合と、指値

価格と同一値段を権利行使価格とするプット・オプションの売りのマーケットオーダー（成行注文）を

行う場合を比較すると、指値（＝権利行使価格）に達しなかった場合、指値に達した後、またオプシ

ョンにおいては権利行使価格に達したうえで権利行使が発生した場合のいずれの場合でも、オプション

取引を利用する方がプレミアムを受け取れる分だけ有利となる。 

上記の収益の差に着目して、指値注文は無償のオプションを取引相手に提供しているといわれるこ

とがある。 

 

 

Ⅱ．売り指値注文の無料オプション性に着目したコール・オプション取引の具体的な取引戦略への応用 

 

鉱山会社Aでは新たな金鉱脈について1年後に生産を開始するか否か検討している。現在、金価

格は 4,000円/gで、この水準では当該開発プロジェクトは利益が上がらないが、金価格が 4,500円/g

になれば 200円/g の利益が、5,000円/g では 700円/gの利益が上がる。 

そこで、1年後を期限とする権利行使価格 4,500円/gのコール・オプションの売りを行う。この時、当

該オプションのプレミアムは 100円/g であった。 

 

 1年後の金価格が以下の１～４のとおりであったとして、各状態における損益を求める。 

 

１．3,500円/g に下落。 

このとき生産は開始されない。したがって、金生産に係る損益は±0円/gである。 

一方、オプション取引の損益はプレミアムの 100円/gなので、トータルの損益は 100円/g となる。 

 

２．4,000円/g で変化なし。 

このとき生産は開始されない。したがって、金生産に係る損益は±0円/gである。 

一方、オプション取引の損益はプレミアムの 100円/gなので、トータルの損益は 100円/g となる。 

 

３．4,500円/g に上昇。 
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 このとき生産は開始される。したがって、金生産に係る損益は 200円/gである。 

一方、オプション取引の損益はプレミアムの100円/gなので、トータルの損益は300円/gとなる。 

 

４．5,000円/g に上昇。 

このとき生産は開始される。したがって、プロジェクトの損益は 700円/g である。 

オプション取引の損益は-400円/gなので、トータルの損益は 300円/g となる。 

 

上記の例ではオプションを利用してヘッジを行ったが、先物を利用する場合は、採算ラインに達しない状

態でヘッジすると損失が確定してしまうため、少なくとも一度は採算ラインである 4,500円/gを上回る価格

にならないとヘッジができない。 

一方、オプションを利用することで、採算ラインに達していない現時点においても生産が開始された際の

利益を事前に確定できる。また、生産が開始されない場合でも、プレミアムを受け取れるという副次的メリ

ットもある。 

以上の損益パターンをまとめると下表 2 のようになる。 

 

＜表 2：オプション取引と先物取引の損益比較＞ 

  1年後の金価格 

 

トータル損益 

3,500円/g 4,000円/g 4,500円/g 5,000円/g 

オプションを利用する場

合 
100円/g 100円/g 300円/g 300円/g 

先物を利用する場合 

価格が低迷して

いるため、ヘッジ

が実施できない 

価格が低迷して

いるため、ヘッジ

が実施できない 

4,500円/gに到

達した時点でヘッジ

すると+200円/g 

4,500円/gに到

達した時点でヘッジ

すると+200円/g 

 

Ⅲ．TOCOM金先物オプション取引への応用上の留意点 

 

以上の議論では、権利行使価格に達した時点で、権利行使が発生し、直ちに原資産にポジションが

移行することを前提にしていたが、TOCOM の金先物オプションのようにヨーロピアン・タイプでかつ納会日

において益が出ている場合にのみ、権利行使が発生し、なおかつ、現金決済で終了し、原資産にポジシ

ョンが移行しないルールとなっている場合は、結果が少し異なる。この点について注意が必要となるため、

以下で留意点について解説する。 

 

金価格が 4,100 円/g の時に、プレミアム 10 円/g で権利行使価格 4,000 円/g とするプット・オプショ

ンの売りを行ったとする。納会日の価格変動の結果、損益について、先物取引の指値注文との損益を比

較する。 
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１．4,000円/g に達することなく、価格が 4,500円/g に上昇した場合 

 

プット・オプションの売りの損益：＋10円/g 

先物での指値注文の損益：±0円/g（取引成立せず） 

 

２．4,000円/g に達した後、価格が 4,500円/g に上昇した場合 

 

プット・オプションの売りの損益：＋10円/g（※注） 

先物での指値注文の損益：＋500円/g 

 

（※）4,000円/gに達した時点で権利行使が発生しないため、利益はプレミアムのみとなる。

ただし、仮にアメリカン・タイプのオプションであっても、オプションの買い手が権利行使を行わない

限り、原資産にポジションが移行することはない。 

 

３．3,500円/g に下落した場合 

 

プット・オプションの売りの損益：-490円/g 

先物での指値注文の損益：-500円/g 

 

 上記の 3 つのパターンのうち、先物取引の指値注文との比較で不利なケースは上記の２番目のケース

（4,000 円/g に達した後、価格が上昇した場合）である。先物取引の指値注文の場合は、4,000 円

/g に達した時点で買いポジションが生成されるため、その後の価格上昇によって益が発生する。 

一方、金先物オプション取引は、ヨーロピアン・タイプの現金決済方式であるため、権利行使を受けるこ

となく、納会日に権利放棄されることでプレミアムのみが利益となり、値上がり益を享受することができない。

つまり、4,000円/gに値下がりした後、短期間で反転して値上がりする場合は、先物取引の指値注文に

比べるとオプション取引については収益機会を遺失するリスクがある。こうした不利益を極力小さくするには、

権利行使価格に達した時点から時間をかけずに、原資産でポジションをとることが望ましい。そのためには、

次善策ではあるが、納会日までの期間が短い期近のオプションを利用し、必要に応じて納会後に速やか

に原資産でポジションを建てる方法が考えられる。 

また、金先物オプションの最終清算価格は原資産である金先物取引の納会日の日中立会の始値と

なっており、オプション取引の最終清算日に権利行使が行われたならば生成されたであろうポジションを金

先物取引で建てたとしても、当日中に先物取引は納会を迎えるため、価格の反転による利益を得るには

限界がある。そこで、実質的に期限のない（ロールオーバーによってポジションが翌営業日に自動的に持

ち越される）金限日（通称「ゴールドスポット」）取引でポジションを建てること念頭に置いて、上記のオ

プション取引を行うといった対応が現実的である。このとき、両取引とも取引単位が 100g と同じであり、ポ
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ジション管理も容易である。 

オプション・プレミアムを受け取れる分、一方でこうした制約があると認識したうえで取引を行う必要があ

る。 
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 第 3章 オプションの理論価格 

 

オプション取引では、オプションの理論価格を一定の仮定をおいた評価モデルを用いて定量的に

求め、この理論価格を参考として取引を行うことが一般的です。また、このような理論価格は取引所

の帳入値段（セトルメントプライス）として採用されることもあります。 

 

2 項モデル（Binomial Model）によるオプション価格評価式 

 

1期間の場合の現時点（時点 0 ）における原資産の価格をＳ、権利行使価格をＫ、 単位

時間あたりの利子率を r としたときの、次の時点（時点 1）で満期となるヨーロピアン・タイプのコー

ル・オプションの時点 0 における価格 C0を求めましょう。 

但し、時点 0 から時点 1 に移行する過程において、この原資産がとり得る価格 変動は上昇と

下落の 2つしかなく、時点 1においては、確率 qで u（ ＞ 0 ） の割合で価格が上昇し、確率

（1－ q ）で d（ 0 ＜ d ＜1）の割合で価格が下落するものと仮定します。 

 

まず、時点 0 と時点 1 における原資産の価格変動は次のようになります。 

 

 

すると、この行使価格が K で、時点 1 で満期を迎えるヨーロピアン・タイプのコール・オプションの価

値は次のようになります。 

 

 

 

この行使価格が K で、時点 1 で満期を迎えるヨーロピアン・タイプのコール・オプションと、 同じ価

値をもつ、次のような複製資産を考えます。 
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複製資産：（ 原資産を x 単位購入 ）＋（ y円の借り入れ ） 

 

すると、この複製資産の価値は以下のようになります。 

 

 

 

この複製資産の価値が、上記のコール・オプションの価値（ 3. 2 ）と等しくなるためには次の式

が成立すればよいことになります。 

 

 

 

これをｘとｙについての連立方程式とみなして解くと、 

 

 

 

こうして求められたｘ単位の原資産、y 円の安全資産からなる複製資産は、コール・オプション と

同じ価値をもつこととなりますから、現時点において両者の間で裁定が生じないためには（無裁定条

件）、時点 0 におけるコール・オプションの価値は、複製資産の現在価値（ x・S － y ） と等

しくなるはずです。よって、x・S － y に式（ 3. 5）で求めたｘ、ｙの値を代入したものが、 時点 

0 におけるコール・オプションの価値となります。 

 

したがって、時点 0 におけるコール・オプションの価値は次のようになります。 
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2 項モデル（Binomial Model）によるオプション価格評価の数値例 

 

【 設例 7】  

現時点（時点 0 ）における原資産の価格を 100、権利行使価格を 80、単位時間あたりの

利子率を 10 ％としたときの、ヨーロピアン・タイプのコール・オプションの価格Ｃはいくらでしょうか。 

但し、次時点（時点1）においては、確率 qで1.5倍に価格が上昇し、確率（1 － q ）で

0.5倍に価格が下落するものと仮定します。 

 

時点 0と時点1における原資産の価格と、コール・オプションの価値については、以下のようになり

ます。 

 

 

 

このコール・オプションと同じ価値をもつ、次のような複製資産を考えます。 

 

複製資産：（原資産を x 単位購入）＋（ y円の借り入れ） 

 

すると、この複製資産の価値は以下のようになります。 

 

 

 

この複製資産の価値（ 3. 9 ）が、上記のコール・オプションの価値（ 3. 8 ）と等しくなるた

めには、次の式が成立すればよいことになります。 
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この式（ 3.10 ）を連立方程式とみなして解くと、 

 

 

 

したがって、このコール・オプションの価格は、38.2円となります。 

 

リスク中立確率 

 

コール・オプションの価格評価式（ 3. 6）をもう一度見てみましょう。 

 

 

 

この式（ 3.11）＝（ 3. 6）には、原資産の価格変動の確率ｑは含まれていません。 

これは、オプションの価格が原資産の変動確率と無関係であることを示しています。 

 

この式（ 3.11）において、 

 

 

 

コール・オプションの価格評価式（ 3.11）は、 

 

 

 

と書くことができます。 

この Pは、次の式、 
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を満たす値となります。 

また、式（ 3.12 ）より、d ＜1＋r ＜ u であれば、0 ＜ P ＜1 であるから、P は原資産の

期 待収益を利子率 r に等しくするような確率と解釈できます（ P を原資産の上昇確率、（1－ 

P ）を下落確率とみなす）。このような  P を「 リスク中立確率」（  risk neutral 

probability ）と言います。 

このリスク中立確率 P を用いると、式（ 3.13）より、オプションの価格  

は、リスク中立確率 P を原資産の上昇確率、（1－P）を下落する確率とみなした場合の期待収益を

利子率ｒで割り引いた現在価値と解釈することができます。この方法を用いると、オプションの価格を簡

単に求めることができます。 

 

【 設例 7】を、このリスク中立確率を用いて解いてみましょう。 

設例の条件によれば、u ＝1.5, d ＝ 0.5, r ＝ 0.1 ですので、この場合のリスク中立確率 

Pは、 

式（ 3.12 ）を用いると、 

 

 

 

原資産の価格が、確率 0.6で上昇し、確率 0.4 で下落するとした場合の期待収益は、  

0.6× 70 ＋0.4× 0 ＝ 42 となるので、オプションのプレミアムは、 

この期待収益を利子率 0.1で割り引いて、 

 

42 ÷（1＋0.1）＝ 38.2  

 

となります。 

これを式（ 3.13）を用いて表現すると、 

 

 

 

となり、【 設例 7】同様の 38.2円という結果を得ることができます。 
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ブラック ＝ ショールズ・モデル（Black Scholes Model）とブラック・モデル（Black Model） 

 

オプションの価格は、2 項モデルを拡張することによって求めることができます。  

しかし、より洗練されたオプション価格評価式として有名なのが、ブラック＝ショールズ・モデルです。 

このブラック＝ショールズ・モデルは、1973 年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズの 2 人が

開発・発表した現物オプション価格の評価モデルです。なお、先物オプション価格については、これを

修正したブラック・モデルが用いられています。 

このモデルは、確率過程や偏微分方程式などといった高等数学を用いて導入されたことから、デリ

バティブの難解さの象徴となっているきらいもありますが、これが操作性に優れた極めて実用性の高い

エレガントなモデルであることは多くの人が認めるところです。 

ここでは、ブラック＝ショールズ・モデル及びブラック・モデルの式を紹介するにとどめておくこととしま

す。 
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 第 4章 東京商品取引所金先物オプション取引について 

 

東京商品取引所金先物オプションの特徴 

項目 金先物オプションの特徴 

オプション

の種類 

ヨーロピアン・タイプ 

① オプションの買い手が権利行使できるのは満期日（権利行使日）においてのみ  

② 取引最終日は、原商品である「金先物（標準）」の納会日の前営業日、満期日は

「金先物（標準）」の納会日と同一日 

最終決済

方法 

現金決済 

① 最終決済日に権利行使されたオプション建玉は原市場（先物市場）の先物建玉に

移行せずに全て現金決済で終了  

② 最終決済価格は、「金先物（標準）」の当月限納会日における日中立会の始値  

③ イン・ザ・マネーのオプションについては、買い手の権利行使申告がなくても自動権利行

使により差金決済。ただし、買い手が権利放棄する場合は要申告 

取引単位 100g（小口からの取引が可能） 

限月 6限月制（最長で 1年間の取引が可能） 

 

東京商品取引所金先物オプションの魅力 

1：少額からの投資が可能 

・ オプション投資家からの強い要望を踏まえ、取引単位を小口化（100g）。これにより、数百円～数

万円程度で金オプション投資が可能 

・ 投資家は、様々な権利行使価格の中からリスクに見合ったものを選択 

・ これまで、他のオプション商品では出来なかった様々なストラテジー取引が可能 

 

2：オプション価格の大きな変動と高いレバレッジ性 

・ 金オプション価格は、①原資産である「金先物（標準）価格」、②ボラティリティ、③満期日までの

期間、④金利、の変化によって変動 

・ 権利行使価格の選び方によって変動の大きさに違い 

・ 初期投資金額の何倍にもなる可能性も 

 

3：オプションの買い手は損失限定 

・ オプションの買い手の最大損失は支払ったプレミアムに限定、利益の可能性は無限。証拠金も不

要。 
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・ オプションの売り手は最大利益は受け取ったプレミアム、損失の可能性は無限。証拠金を預託する

必要 

 

4：保有している金現物又は金先物建玉のヘッジとして利用可能 

・ 保有している金現物の価格下落リスクに対する保険として利用可能 

・ 保有している金先物建玉のヘッジ手段として利用。SPAN 証拠金の計算において証拠金の減殺も

可能 

 

東京商品取引所金先物オプション取引の使い方：様々なオプション戦略 

 

 戦略の例 

オプション単体 
・ コールの買い、コールの売り 

・ プットの買い、プットの売り 

オプションの 

組み合わせ 

コール又はプットで異なる権利行使価格の売り・買い ・ ブル/ベアスプレッド 

・ レシオ・コール・スプレッド 

・ レシオ・プット・スプレッド 

・ バタフライ 

・ コンドル 

コールとプットで同一権利行使価格の買い（売り）  

コールとプットで異なる権利行使価格の買い（売り）  

コール又はプットの異なる限月の売り・買い  

オプションと先物

の組み合わせ 

・ プロテクティブ・プット 

・ カバード・コール 

 

 

 

 

 

 

 


