
北浜投資塾 
ライブウェビナー 

第１回 Weeklyオプション戦略 

【Weeklyオプションによる損失限定・短期トレード】 

【内容】  

 ①オプションとは 

 ②日経225オプションの基礎 

 ③Weeklyオプションの特徴 

 ④満期前日買い 

 ⑤デビットスプレッド 

 ⑥Q&Aセッション 



アンケート① 
過去の北浜投資塾ライブウェビナーをご覧になりましたか？ 
 
１．ライブで見たことがある   
２．北浜投資塾Webサイトで見た   
３．今回が初めての参加 



アンケート② 
日経225先物・日経225miniを取引したことがありますか 
 
１．頻繁に取引している   
２．たまに取引している   
３．取引したことはない 



アンケート③ 
日経225オプションを取引したことがありますか 
 
１．頻繁に取引している   
２．たまに取引している   
３．取引したことはない 



アンケート④ 
日経225Weeklyオプションを取引したことがありますか 
 
１．頻繁に取引している   
２．たまに取引している   
３．取引したことはない 



視聴者のみなさんへ 
 

コンテンツ満載 しっかり学べる 
 
 
 

ウェビナー専用サイトを開設しています 
※

※一般社団法人オプショントレード普及協会が提供するWebサイトです 

https://225option.net/vi


オプション取引＝拘束力のある株の売買の予約 

A社株 
オプション取引 
（売買の予約） 

株の売り手 株の買い手 
「将来のある時点（満期）において、 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を売ります」 

「将来のある時点（満期）において 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を買います」 

売買契約成立 

A社株 株の移転 
代金の移転 

権利行使により通常の株式の売買へ 

通常の株式取引へ 

1-1 そもそもオプションとは＝株の受け渡しのための制度 



オプション取引＝拘束力のある株の売買の予約 

A社株 
オプション取引 
（売買の予約） 

株の売り手 株の買い手 
「将来のある時点（満期）において、 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を売ります」 

「将来のある時点（満期）において 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を買います」 

・のちに上昇したら、さかのぼって安かった価格で買いたい。 
・のちに下落したら、さかのぼって高かった価格で売りたい。 
 

これを実現する方法が 

オプション契約 

1-2 そもそもオプションとは＝株の受け渡しのための制度 



コールオプション 
（株の買い手に売買契約を成立させるイニシアチブがある） 

A社株 

オプション取引 
（売買の予約） 

株の売り手 株の買い手 

「将来のある時点（満期）において、 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を売ります」 

「将来のある時点（満期）において 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を買います」 
一方的に 
買うかどうかを決められる 

（買わなくてもいい） 

買いたいといわれたら 
売らないといけない 

権利者 義務者 

権利金 

権利者には強力な権利が付与される 
権利金を義務者へ払う（拘束力） 

（イニシアチブ） 

1-3 株オプション（かぶオプ）の基本＝株の受け渡しのための制度 



プットオプション 
（株の売り手に売買契約を成立させるイニシアチブがある） 

A社株 

オプション取引 
（売買の予約） 

株の売り手 株の買い手 

「将来のある時点（満期）において、 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を売ります」 

「将来のある時点（満期）において 
あらかじめ決めておいた価格で 

株を買います」 

一方的に 
売るかどうかを決められる 

（売らなくてもいい） 
売りたいといわれたら 
買わないといけない 

権利者 義務者 

権利金 

権利者には強力な権利が付与 
権利金を義務者へ払う（拘束力） 

（イニシアチブ） 

1-4 株オプション（かぶオプ）の基本＝株の受け渡しのための制度 



金銭を受け渡す 

日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 

権利行使価格 

20,000円 

日経平均 

SQ値19,200円 

800円 20,000-19,200＝800円 

プットオプション＝日経平均の●●円以下の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

受け渡し額＝権利行使価格－SQ値 
 

利益＝受け渡し額ー当初支払額 

2-1 日経225プットオプションとは  



日経225プットオプション  
       ＝日経平均が下落すればするほど受け渡し額が多くなる。 
       ＝日経平均の下落で逆に価格が上昇する商品           

買い手 
受取額 

日経平均下落 日経平均上昇 

横軸：日経平均の水準 

縦軸：受取額 

０円 

権利行使価格 

【プットオプションの受け渡し額】 

2-2 日経225プットオプションとは  

買い手＝日経平均が下がれば下がるほど受取が多くなる商品を買って大きな利益を狙う 
売り手＝日経平均が下がらければ無価値になる商品を売っていくらかのお金をもらう 



日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 

権利行使価格 

23,000円 

日経平均 

SQ値22,000円 

1,000円 

23,000-22,000＝1,000円 

プットオプション＝日経平均の●●円以下の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

2-3 日経225プットオプションとは  

支払った額 VS 方向性＋下落量（ボラティリティ） 

買い手支払額（売り手受取額）＝500円 
 

買い手損益＝受渡額1,000円ー支払額500円=+500円（利益） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝500円-1,000円＝-500円（損失） 

P23000＝＠500円 



日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 

権利行使価格 

23,000円 

日経平均 

SQ値22,700円 

300円 23,000-22,700＝300円 

プットオプション＝日経平均の●●円以下の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

2-4 日経225プットオプションとは  

支払った額 VS 方向性＋下落量（ボラティリティ） 

買い手支払額（売り手受取額）＝500円 
 

買い手損益＝受渡額300円ー支払額500円=-200円（損失） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝500円-300円＝＋200円（利益） 

P23000＝＠500円 



日経225オプション 

買い手受取額０円 
（売り手支払額０円） 

権利行使価格 

23,000円 

日経平均 
SQ値23,200円 

23,000円を下回っていないので受け渡し無し 

プットオプション＝日経平均の●●円以下の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

買い手支払額（売り手受取額）＝500円 
 

買い手損益＝受渡額0円ー支払額500円=-500円（損失） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝500円-0円＝＋500円（利益） 

2-5 日経225プットオプションとは  

支払った額 VS 方向性＋下落量（ボラティリティ） 

P23000＝＠500円 



金銭を受け渡す 

日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 

権利行使価格 

21,000円 
日経平均 

SQ値21,500円 

500円 

21,500-21,000＝500円 

コールオプション＝日経平均の●●円以上の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

SQ値-権利行使価格 

2-6 日経225コールオプションとは  



日経平均が上昇すれば価格が上昇する＝指数ロングポジションの代用！ 

日経225コールオプション  
       ＝日経平均が上昇すればするほど受け渡し額が多くなる。 
       ＝日経平均の上昇で価格が上昇する商品           

買い手 
受取額 

日経平均下落 日経平均上昇 

横軸：日経平均の水準 

縦軸：受取額 

０円 

権利行使価格 

【コールオプションの受け渡し額】 

2-7 日経225コールオプションとは  



日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 

権利行使価格 

21,000円 
日経平均 

SQ値21,500円 

500円 

21,500-21,000＝500円 

コールオプション＝日経平均の●●円以上の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

買い手支払額（売り手受取額）＝200円 
 

買い手損益＝受渡額500円ー支払額200円=+300円（利益） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝300円-500円＝-300円（損失） 

C21000＝＠200円 

支払った額 VS 方向性＋上昇量（ボラティリティ） 

2-8 日経225コールオプションとは  



日経225オプション 

買い手受取額 
（売り手支払額） 権利行使価格 

21,000円 
日経平均 

SQ値21,100円 

100円 

21,100-21,000＝100円 

コールオプション＝日経平均の●●円以上の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

買い手支払額（売り手受取額）＝200円 
 

買い手損益＝受渡額100円ー支払額200円=-100円（損失） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝200円-100円＝+100円（利益） 

C21000＝＠200円 

支払った額 VS 方向性＋上昇量（ボラティリティ） 

2-9 日経225コールオプションとは  



日経225オプション 

権利行使価格 

21,000円 

日経平均 

SQ値20,950円 

コールオプション＝日経平均の●●円以上の部分を金銭でやりとりする仕組み 
（権利行使価格） 

・ ・ 

買い手支払額（売り手受取額）＝200円 
 

買い手損益＝受渡額0円ー支払額200円=-200円（損失） 
売り手損益＝受取額ー受渡額＝200円-0円＝+200円（利益） 

C21000＝＠200円 

21,000円を上回っていないので受け渡し無し 買い手受取額０円 
（売り手支払額０円） 

支払った額 VS 方向性＋上昇量（ボラティリティ） 

2-10 日経225コールオプションとは  



2-11 オプション取引の本質  

当初のオプション価格 VS 方向性＋変動量（ボラティリティ） 

SQ値が 
①権利行使価格よりも上か下か＝方向性 
②権利行使価格からの距離がエントリー時点のオプション価格と比べて 
どれくらいになるか＝変動量（ボラティリティ） 
 
（方向性が当たることが前提で） 

買い手＝最初に支払った額＜権利行使価格との差 
売り手＝最初に受け取った額＞権利行使価格との差 

 
満期の受け渡しはきわめて単純な仕組み 

SQ評価は本質的価値の問題＝引き算で求められる 
※本質的価値＝｜原資産の水準-権利行使価格｜（客観的に決まる） 

 

オプション価格（プレミアム）＝本質的価値＋時間的価値 
（満期では時間的価値が０なので本質的価値だけが問題となる） 



復習テスト 
①プットオプションの性質として正しいものはどれでしょうか。 
 
１．SQ値が権利行使価格を割り込んだ場合に、SQ値と権利行使価格の差額を受け
渡す制度である。 
 
２．プットオプションの買い手の損失は無限大である。 
 
３．プットオプションの買い手は日経平均が下落すれば必ず利益となる。   
 
４．プットオプションは100倍単位で取引される。 



復習テスト 解答 
①プットオプションの性質として正しいものはどれでしょうか。 
 
１．SQ値が権利行使価格を割り込んだ場合に、SQ値と権利行使価格の差額を受け
渡す制度である。 
 
２．プットオプションの買い手の損失は無限大である。 
 
３．プットオプションの買い手は日経平均が下落すれば必ず利益となる。   
 
４．プットオプションは100倍単位で取引される。 



復習テスト 
②コールオプションの性質として誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．SQ値が権利行使価格を超えた場合に、SQ値と権利行使価格の差額を受け渡す
制度である。 
 
２．コールオプションの買い手の損失は当初の支払額に限定される。 
 
３．コールオプションの買い手は日経平均が上昇すれば必ず利益となる。   
 
４．コールオプションで利益をあげるためには、相場の上昇を予想するだけでなく、その上
昇量も考慮する必要がある。 



復習テスト 解答 
②コールオプションの性質として誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．SQ値が権利行使価格を超えた場合に、SQ値と権利行使価格の差額を受け渡す
制度である。 
 
２．コールオプションの買い手の損失は当初の支払額に限定される。 
 
３．コールオプションの買い手は日経平均が上昇すれば必ず利益となる。   
 
４．コールオプションで利益をあげるためには、相場の上昇を予想するだけでなく、その上
昇量も考慮する必要がある。 



オプション価格（プレミアム）＝本質的価値＋時間的価値 
 

期中評価は時間的価値をどう見積もるかの問題＝確率論 
 

・時間的価値の大きいものを扱うのがこれまでのオプションの戦い方 
 ⇒いかに時間的価値の減価を利益に変えるか 
 ⇒時間的価値が大きくなったり小さくなったりする（インプライドボラティリティの上下動） 
 ⇒買いの勝利はいかに時間的価値を支払わないかにかかっている 

 
・時間的価値が小さければ 
⇒時間的価値に翻弄されない戦い方ができる 
⇒買いの側からみれば支払う金額が小さいということ 
⇒インザマネーの方向（方向性が当たった場合）の先物化が速い＝先物取引のように戦える 
 

毎週時間的価値の小さいオプションを扱えるのが 
Weeklyオプション 

 

毎週やれる＝施行回数が増える＝期待値（優位性）の実現 

3-1 時間的価値はやっかい これが小さければ・・・Weeklyオプション 



3-2 常に時間的価値の小さいWeeklyオプション 



3-3 Weeklyオプションの状況 板の様子と出来高 
2019年11月18日 Weekly11月4週オプションC23500  日経225mini＝23,400円 

2019年11月18日 12月限オプションC23500  日経225mini＝23,400円 

Weeklyオプション 
C23500=@74 
（×1,000=74,000円） 

通常オプション12月限 
C23500=@250 
（×1,000=250,000円）  

データ：SBI証券HYPER SBIより 



3-4 Weeklyオプションの意義 

【満期までが短いことの意味】 
①日経平均の動きをダイレクトにとれる（うまくいった場合⊿がすぐに１に近づく） 
②プレミアムが小さいので手掛けやすい 
③時間的価値が小さいので、プレミアムが小さいだけでなく、時間的価値をどう評価するか 
という問題を避けることができる 
④デビットスプレッドやクレジットスプレッドが成功した場合にすぐに利益が実現する 
 

【毎週できることの意味】 
①期待値（優位性）の実現（施行回数が多くなるので確率に収斂しやすくなる） 
②小資金を回転させられる（1回当たりの投資金額を小さくして回数でカバーできる） 
③常にタイミングがあることになる（月末月初天井示唆でプット買いがいつでもできる） 
④ルーティン化により相場に翻弄されない 
 

【オプションであることの意味】 
①買いポジション＝小資金（最大損失分の資金があればよい）＋損失限定（逆に行っても最大損失が決まっている） 

②レバレッジが効く＝mini５枚分がいつしかmini10枚分になりうる 
③反対に行ったときに損切しなくても損失は限定的⇒ダマシに翻弄されない 



3-5 通常のオプションとWeeklyオプションの損益の出方 通常限月 

青線＝満期損益 
傾きが１（⊿＝１） 
日経225先物と同じ傾き 

緑線＝期中損益 
傾きが１ではない≒＋0.5（⊿＝0.5） 
日経225先物の半分の動き 
日経225先物が100円上がっても 
このオプションは50円程度の上昇にとどまる 

オプション価格が日経平均の変動のどの程度の割合で動くか＝⊿（デルタ）←傾き 
日経225先物⊿＝１、日経225mini⊿＝0.1と定義 
このC23375は⊿＝0.5 オプション価格（プレミアム）＝380円（×1,000＝38万円） 

 
日経平均が上がるとだんだんデルタが１に近づいていく（先物化） 
満期が遠いとデルタはなかなか１に近づかない（大きな変動が必要）。 
日経平均の変動をダイレクトにとれない。価格も高い。 

⊿＝0.7程度 

時間価値＝380円 

満期まで35日のオプションの姿 



わずか数百円の上昇で 
先物に近づく 
300円の上昇で⊿＝0.8 

WeeklyオプションC23375 価格（プレミアム）＝135円（13.5万円） 
時間価値が小さい。 
満期が近いと小さな日経平均の変動でデルタが１に近づく。 
日経平均の変動をダイレクトに取れる＝先物化 
すなわち、損失限定で小資金で先物取引のように短期売買ができる 

緑線＝期中損益 
⊿≒＋0.5 
すぐに⊿が１に近づく 
（満期青線にすぐに近づく） 

時間価値＝135円 

3-6 通常のオプションとWeeklyオプションの損益の出方 Weekly 
満期まで7日のオプションの姿 



翌日の朝が満期 
インザマネーならば 
⊿＝１ 

インザマネーならば⊿＝１ 
日経平均の変動をダイレクトに取れる＝先物化（1日で70円を失う可能性） 
最大損失はオプション購入額に限定（損失限定） 
小資金で先物取引のように短期売買ができる 

時間価値＝70円 
（最大損失） 

3-7 通常のオプションとWeeklyオプションの損益の出方 Weekly 
満期まで半日のオプションの姿 



復習テスト 
③Weeklyオプションの性質として誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．満期までの残存日数が少ないため、時間的価値が小さい分、オプションは低価格で
ある。 
 
２．イベント等の短期間のヘッジを目的として利用されうる。 
 
３．比較的小さな日経平均の変動で日経平均の変動のインパクトが一気に高まりうる。   
 
４．残存日数が少ない分、日経平均の大きな値動きは起こりにくいため、売りポジションも
危険性は低いと言える。 



復習テスト 解答 
③Weeklyオプションの性質として誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．満期までの残存日数が少ないため、時間的価値が小さい分、オプションは低価格で
ある。 
 
２．イベント等の短期間のヘッジを目的として利用されうる。 
 
３．比較的小さな日経平均の変動で日経平均の変動のインパクトが一気に高まりうる。   
 
４．残存日数が少ない分、日経平均の大きな値動きは起こりにくいため、売りポジションも
危険性は低いと言える。 



4-1 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日にATMを買ってみる 

① 

③ ② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

戦略例１「単体買い」 
 Weeklyオプションを満期前日に大引けでATMのオプション買う。 
 方向性は各自の予想（リスクをとる）トレンド・テクニカル・ファンダメンタルズ 
 SQ損益図に近い取引になる＝成功した場合の利益の増え方は日経225先物と同じ。 
 損失は支払った金額まで（損失限定） 
 ※ただしIVが高いときは注意！ 
 

満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



インザマネー＝先物化 
支払額55円 
インした量＝373円 
差額318円の利益 

時間価値＝55円 
（終値は43円 IV補正） 

4-2 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日下落予想プット買い① 
満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



インザマネー＝先物化 
支払額62円 
インした量＝231円 
差額169円の利益 

時間価値＝62円 
（終値55円 IV補正） 

4-3 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日上昇予想コール買い② 

満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



全く動かず（やや下落） 
投下資金の全てを失う 
当初のIVも高め 

時間価値＝100円 
（終値120円 IV補正） 

4-4 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日上昇予想コール買い③ 

満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



やや下落 
支払額75円 
インした量＝112円 
差額37円の利益 

時間価値＝75円 
（終値＝71円 IV補正） 

4-5 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日下落予想プット買い④ 

満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



やや上昇 
支払額52円 
インザマネー量165円 

時間価値＝52円 

4-6 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日上昇予想コール買い⑤ 
満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



やや上昇 
支払額45円 
インザマネー量91円 

時間価値＝45円 
終値43円 IV補正 

4-7 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日上昇予想コール買い⑥ 
満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



やや上昇 
支払額48円 
インザマネー量106円 

時間価値＝48円 

4-8 戦略例「単体買い」 Weekly満期前日上昇予想コール買い⑦ 
満期前日大引け⇒翌朝SQ決済 



4-9 戦略例「単体買い」 まとめ・・・メリットデメリット 

戦略例１「単体買い」 
 Weeklyオプションを満期前日に大引けでATMのオプション買う。 
  
◎簡単明瞭 
◎損失限定なので相場に翻弄されない 
◎翌朝には結果が出る＝短期トレード 
◎逆に行っても一喜一憂しなくてすむ  
◎市場のノイズにイライラしない 
◎小資金でてがけられるし回転が効く（１回のロットを小さくしても回数でカバーできる） 
◎いつでもできる（ルーティン化）※高いIVに注意 
◎年間50回程度のチャンス（確率を味方に） 
◎満期清算なので成功すれば日経225先物（ラージ）のインパクト（⊿＝１） 
 
●半丁博打的 
●少額とはいえ無価値になる可能性（読みが外れたら購入価格の全てを失う） 
●方向性当てるのは非常に難しいうえ、購入価格よりも大きく動く必要がある 
●エントリー時の流動性の問題 
 



復習テスト 
④Weeklyオプション戦略「満期前日の単体買い」について誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．損失限定である。 
 
２.  残存日数が少ないため、オプション価格は通常満期のものに比べて低価格である。 
 
３．方向性の選択（上がるか下がるか）が当たれば利益になる。   
 
４．相場の変動量に利益が影響をうけるので、相場の変動量をどう見積るかも重要な要素
となる。 



復習テスト 解答 
④Weeklyオプション戦略「満期前日の単体買い」について誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．損失限定である。 
 
２.  残存日数が少ないため、オプション価格は通常満期のものに比べて低価格である。 
 
３．方向性の選択（上がるか下がるか）が当たれば利益になる。   
 
４．相場の変動量に利益が影響をうけるので、相場の変動量をどう見積るかも重要な要素
となる。 



5-1 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら 上昇トレンド示唆事例 

戦略例２ 
 上昇すると思ったら「ブルコールデビットスプレッド」（ブルとは上昇目線のポジション） 
  
・方向性は各自の予想（リスクをとる）トレンド・テクニカル・ファンダメンタルズ 
・利益も少ないが損失額も小さくなる 
・短期の動きをとる←Weeklyオプションの醍醐味 

現在の原資産（日経平均）付近のコールオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのコールオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

最大利益＝検視行使価格の差－当初の支払額 
最大損失＝当初の支払額 

【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 



5-2 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら 上昇トレンド示唆事例 

現在の原資産（日経平均）付近のコールオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのコールオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

上昇トレンドに入るタイミングでエントリー（７日もの） 



5-3 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら 上昇トレンド示唆事例 

現在の原資産（日経平均）付近のコールオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのコールオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

C21875を買う（上昇目線） 
C22000を売る（22,000円を超える部分をあきらめる） 
 
C21875単体買いだと160円かかる 
C22000を売ることで100円を受け取れる 
⇒60円のコスト（最大損失） 
 
最大利益＝125円－60円＝65円（×1000） 



この区間は先物と同じ傾き⊿＝１ 

C21875買い C22000売り 

C21875買い＋C22000売り 
ブルコールデビットスプレッド 

損失限定60,000円 

最大利益65,000円 

5-4 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら 上昇トレンド示唆事例 



【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 

5-5 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら 上昇トレンド示唆事例 



5-6 通常限月のものと比べてみる 

C21875を買う@320＋C22000を売る＠265 
C21875単体買いだと320円かかる 
C22000を売ることで265円を受け取れる 
⇒結局55円のコスト（最大損失） 
最大利益＝125円－55円＝70円（×1000） 



【満期まで長いオプションだと】 
利益状態＝インザマネー⇒決済が難しい 
満額の利益になるまで時間がかかる 

5-7 通常限月のものと比べてみる 



5-8 戦略例「ブルスプレッド」 ～上昇すると思ったら2 トレンド継続事例 

現在の原資産（日経平均）付近のコールオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのコールオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

上昇トレンド中の一服でエントリー（７日もの） 



【Weeklyオプション残7日】 
C22500買い＠155 
C22625売り＠92 
支払＝63円（最大損失） 
最大利益＝125－63＝62 

（×1,000） 

【通常オプション残21日】 
C22500買い＠270 
C22625売り＠210 
支払＝60円（最大損失） 
最大利益＝125－60＝65 

（×1,000） 

5-9 Weeklyと通常限月の比較 トレンド継続事例 



【Weeklyオプション残7日】 
C22500買い＠155＋C22625売り＠92 
支払＝63円（最大損失）／ 最大利益＝125－63＝62（×1,000） 

【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 

5-10 Weeklyと通常限月の比較 トレンド継続事例 



【通常オプション残21日】 
C22500買い＠270＋C22625売り＠210 
支払＝60円（最大損失）／最大利益＝125－60＝65×1,000） 

【満期まで長いオプションだと】 
利益状態＝インザマネー⇒決済が難しい 
満額の利益になるまで時間がかかる 

5-11 Weeklyと通常限月の比較 トレンド継続事例 



復習テスト 
⑤相場が上がると予想した場合のWeeklyオプション戦略のコールデビットスプレッドについて
誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．必ず受取になることからデビットスプレッドとよばれている。 
 
２.  日経平均が大きく上昇しても利益は一定であるが損失も限定的である。 
 
３．通常限月のオプションで組成した場合に比較して、利益の出方がダイレクトである。   
 
４．短期のトレンドをとるのに適している。 



復習テスト 解答 
⑤相場が上がると予想した場合のWeeklyオプション戦略のコールデビットスプレッドについて
誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．必ず受取になることからデビットスプレッドとよばれている。 
 
２.  日経平均が大きく上昇しても利益は一定であるが損失も限定的である。 
 
３．通常限月のオプションで組成した場合に比較して、利益の出方がダイレクトである。   
 
４．短期のトレンドをとるのに適している。 



6-1 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら 

戦略例3 
 下落すると思ったら「ベアプットデビットスプレッド」（ベアとは下落目線のポジション） 
  
・方向性は各自の予想（リスクをとる）トレンド・テクニカル・ファンダメンタルズ 
・利益も少ないが損失額も小さくなる 
・短期の動きをとる←Weeklyオプションの醍醐味 

現在の原資産（日経平均）付近のプットオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのプットオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

最大利益＝検視行使価格の差－当初の支払額 
最大損失＝当初の支払額 

【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 



6-2 せっかく確率を味方につけるので・・・ 

プットサイドはアウトオブザマネーになる方向で割高／コールサイドはATMからややアウトが割安 
 
プットデビットスプレッドは 

割安なATMややインを買う＋割高なOTM（左側）のオプションを売る 
ことになるので少しお得（優位性） 

プットサイド コールサイド 

ATM 

一般的に各オプションのIVをプロットすると以下のようなカーブを描きます 
（ここではIVはオプションの割高割安を測る指標ととらえてください。） 



現在の原資産（日経平均）付近のプットオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのプットオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

天井示唆でエントリー（４日もの） 

6-3 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら１ 天井示唆事例 



P23500（中値175） P23375（中値110） 

日経225miniの水準が23400なので動かなくても利益（100円）。 
正規分布に従うとすれば利益になる可能性は高い 
（買いのポジションですでに損益分岐点をクリアしている） 

【Weeklyオプション残4日】 
P23500買い＠175+P23275売り＠110 
支払＝65円（最大損失）／最大利益＝125－65＝60（×1,000） 

【Weeklyオプション残4日】P23500買い＠175+P23275売り＠110 

6-4 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら１ 天井示唆事例 



6-5 せっかく確率を味方につけるので・・・ 

【Weeklyオプション残2日】 
P23500買いポジション＠377.5（中値） 
P23375売りポジション＠262.5（中値） 
差額＝115円（現在の交換価値） 
 
つまり 
スタート65円⇒現在115円  
現時点で＋50円（×1,000）＝50,000円 

P23500（中値377.5） P23375（中値262.5） 

【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 
年間50回以上施行できる（施行回数が多い）＝確率を味方につけやすい 



6-6 通常限月との比較 
【通常限月オプション残25日】 
P23500買い＠345+P23275売り＠290 

最大利益＝125－55＝70（×1,000） 

支払＝55円 
（最大損失） 

【満期まで長いオプションだと】 
満額の利益になるまで時間がかかる（Weeklyに比べて利益になるのが遅い） 



現在の原資産（日経平均）付近のプットオプションを買う。 
＋ 

それよりも125円アウトのプットオプションを買う。 
 

必ず支払い（デビット）になる＝デビットスプレッド 

下落トレンド入りでエントリー（残存3日もの） 

6-7 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら2 下落トレンド 



損小利大のポジション 
（損益分岐点も近い） 

【Weeklyオプション残3日】 P22000買い＠180+P21875売り＠125 

支払＝55円（最大損失） 

最大利益＝125－55＝70円（×1,000） 

6-8 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら2 下落トレンド 



【Weeklyオプション残3日】 P22000買い＠180+P21875売り＠125 

【Weeklyのメリット】 
短期で勝負が決まる＝すぐにSQが来る＝毎回SQ決済 
短期トレンドに乗れてすぐに決済 
反対売買の際のスプレッドを気にしなくていい 
年間50回以上施行できる（施行回数が多い）＝確率を味方につけやすい 

6-9 戦略例「ベアスプレッド」 ～下落すると思ったら2 下落トレンド 



6-10 戦略例「デビットスプレッド」まとめ・・・メリットデメリット 

戦略例２ 
 上昇すると思ったら「ブルコールデビットスプレッド」（ブルとは上昇目線のポジション） 
戦略例3 
 下落すると思ったら「ベアプットデビットスプレッド」（ベアとは下落目線のポジション） 
  
◎損失限定なので相場に翻弄されない 
◎数日で結果が出る＝短期トレード＝短期トレンドに乗れる 
◎IVの高いタイミングでも入れる 
◎逆に行っても一喜一憂しなくてすむ  
◎市場のノイズにイライラしない 
◎小資金でてがけられるし回転が効く（１回のロットを小さくしても回数でカバーできる） 
◎いつでもできる（ルーティン化）※高いIVに注意 
◎年間50回程度のチャンス（確率を味方に） 
◎満期清算＝反対売買しなくてよいので楽 
 
●少額とはいえ無価値になる可能性（読みが外れたら購入価格の全てを失う） 
●方向性を当てるのは非常に難しい 
●エントリー時の流動性の問題 
●複数のポジションをたてることになるので慣れないうちは難しい 



復習テスト 
⑥相場が下がると予想した場合のWeeklyオプション戦略のプットデビットスプレッドについて
誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．日経225オプションのIVをプロットしたグラフによれば、日経225オプションは一般に下
落方向にアウトオブザマネーになればなるほど割高に評価されていると言える。 
 
２.  満期まで残存日数の多いオプションに比べて、満期の近いWeeklyオプションの方がダ
イレクトに損益が動くので、短期トレンドにのるのに適している。 
 
３．IVの高いオプションを買っても、IVの高いオプションを売るので、IVの影響を小さくする
ことができるため、IVの高低にかかわらずいつでもポジションをとることができる。   
 
４．買いポジションに売りポジションを当てるため、売りポジションの損失が大きくなる可能性
があるため、損失は限定的ではない。 
 
５.  一旦、予想に反して逆行してもポジションが利益になる可能性がある。 



復習テスト 解答 
⑥相場が下がると予想した場合のWeeklyオプション戦略のプットデビットスプレッドについて
誤っているものはどれでしょうか。 
 
１．日経225オプションのIVをプロットしたグラフによれば、日経225オプションは一般に下
落方向にアウトオブザマネーになればなるほど割高に評価されていると言える。 
 
２.  満期まで残存日数の多いオプションに比べて、満期の近いWeeklyオプションの方がダ
イレクトに損益が動くので、短期トレンドにのるのに適している。 
 
３．IVの高いオプションを買っても、IVの高いオプションを売るので、IVの影響を小さくする
ことができるため、IVの高低にかかわらずいつでもポジションをとることができる。   
 
４．買いポジションに売りポジションを当てるため、売りポジションの損失が大きくなる可能性
があるため、損失は限定的ではない。 
 
５.  一旦、予想に反して逆行してもポジションが利益になる可能性がある。 



無料メルマガも配信中！ 

【PR】一般社団法人オプショントレード普及協会は 

活動を行っています。 

オプショントレード普及協会 

視聴者のみなさんへ 
 

ウェビナー専用サイトを開設します 

※一般社団法人オプショントレード普及協会が提供するWebサイトです 

https://225option.net/vi


免責事項： 本資料は、大阪取引所の先物・オプション取引に関する情報提供のみを目的として提供されるもので、先物・オプション取引の
勧誘を目的としたものではありません。先物・オプション取引においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあり、
差し入れた証拠金の全部若しくは一部を失う、又は、差し入れた証拠金を超える損失を被ることがあります。また、相場変動等により証拠
金額に不足が生じた場合には、追加の差し入れが必要となります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交
付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に
御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で取引を行っていただきますよう、お願い申し上げます。また、本資料に含まれる記述などの使
用に関し、当社は一切責任を負いません。当社は本資料に記載の事項に関し、将来予告なしに変更することがあります。 

【本資料に関する注意事項】 


