
北浜投資塾 特別対面セミナー② 
～実際に活用できる投資戦略を体得！オプション取引の魅力と可能性～ 

 

【今日の内容】  

  ①カバードコール・カバードプットの意図・効果 
  ②個人投資家でもできるカバードコール・カバードプット戦略 
  ③個人投資家におすすめ「デビットスプレッド」 

＜CONTENTS＞ 
・前回の復習とあてはめ（セミナー後の相場に適用してみる） 
・カバードコールとは 
・カバードコールの具体例（目先の底・IV急騰後のIV下落のタイミング）＜２０１８年２月５～６日の暴落の後＞ 
・カバードコールの意図・メカニズム 
  ①損切りラインを遠くできる  
   ＋ちょっとだけオプション理論の話～損切り時のコール価格を算出してみる（ギリシャ指標の話） 
       ②ゼロコストヘッジの話（＋土日対策） 
  ③相場が上昇してもコールが上昇しなければ・・・IV低下とタイムディケイ 
・カバードプットとは 
・カバードプットの具体例（二番底を狙って）＜２０１８年3月中旬＞  
・カバードプットの面白さ（①構造的損小利大 ②損失限定化） 
・個人投資家におすすめ「デビットスプレッド」～個人投資家がリスクを抑えながら、相場観を生かした投資ができる 



1-1 前回の復習 
・IVの低いときに買う方がIVの高騰の利益が大きい 

・天井付近からの急落は相場変動からの利益＋IV高騰の利益 
 

 

①日経平均の上昇が一服＝天井を示唆（ざっくりテクニカル分析） 

②底を打ったIVが少しずつ上昇し始めたタイミング（日経VIチャート） 

③ほどほどアウトのプットで＝投資に回せるお金の５％以下で買えるもの 

④利食い＝利益目標設定、機械的に満期勝負、ミニ・別のオプション戦略をあてる 

     （デビットスプレッド等）  

          

★イベント前に先回りしてプットを買ってみる（イベントドリブン）のも有効。 
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1-2 前回の復習 日経平均と日経VI 

データ出所：Quick 
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1-3 日経225先物 日足チャート 

前回セミナー 

データ出所：Quick 

1,000円近い下落 
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1-4 日経VI 日足チャート 

前回セミナー 

データ出所：Quick 



1-5 5月21日⇒5月30日 @39⇒220（5.6倍）  
 mini売り1枚分相当⇒mini売り5枚分相当へとポジションが変化した  



2-1 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

日経225先物１枚買い 
（日経225mini10枚買い） 

＋ 
コール１枚売り 

 



2-2 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

C22125売り 
＠210 

日経225先物１枚（mini10枚）買い 
＠21,170 

22,125 

21,170円⇒22,125円までの上昇益＝955円 
＋ 

C22125 売り210円 

22,125円を超えてくると、C22125の売り手には超え
た分の支払い義務が発生！ 
しかし日経225先物買いが全額をカバーしてくれる。 
（利益は頭打ち） 

日経225先物１枚買い＠21,170 
 （mini10枚買い） 

＋ 
C22125＠210 



2-3 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

日経225先物１枚買い 
 （mini10枚買い） 

225が1,000円上昇（右方向）すると 
1,000円の利益となることを示す 

横軸：日経225先物（mini）価格 

縦軸：ポジションの損益 



2-4 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

C22125 １枚売り 

日経225先物（mini）が22,125円以下ならば 
210,000円の利益 

横軸：日経225先物（mini）価格 

縦軸：ポジションの損益 

210,000円 

22,335円が損益分岐点 
ここを超えてくると、日経225先物を 
売っているのと同じ損失の出方となる。 



2-5 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

日経225先物１枚買い 
＋ 

C22125 １枚売り 

赤丸を拡大 
次のスライドへ 

日経225先物（mini）買い持ちがあるので 
22,125円を超えてきても損失にはならない 
利益が頭打ちになる。 

日経225先物（mini）買い持ち分は22,125円ま
では通常と同じ利益の出方 

逆行（下落）すれば当然損失は出るが 
コールの売りで210,000円を受け取っている分 
損失の出方が若干緩和されている。 



2-6 カバードコールとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

動かなくても 
210,000円の利益 

210円以内ならば 
逆行しても利益 

逆行（下落）すれば当然損失は出
るがコールの売りで210,000円を受
け取っている分損失の出方が若干
緩和されている。 

日経225先物１枚買い 
＋ 

C22125 １枚売り 

日経225先物単独の場合
よりも損失が少ない 



2-7 カバードコールとは まとめ 
• 日経225先物1枚（mini10枚）の買いに対しコールオプションを1枚売る。 

 （IVが上がったタイミングで「ボラを売る」ことを意味する。） 
 

• コールオプションを売ることで、相場に動きがなくても、その受取金額分は利益となる。 
 

• コールオプション売りの受取金額内の下落には耐えられる。 
 

• 予想通り上昇してくれたら、コール権利行使価格までの上昇の利益も確保できる。 
 

• コールオプションの権利行使価格を超えてくると、その超えた部分を支払わなければな
らないが、その分はすべて日経225先物（mini）がカバーするので上昇は問題ない（コー
ルを売らなければ得られたはずの利益を取り損ねる＝もっとも、その水準で利食いする
つもりだったのならば「得られたはずの利益」は無いので問題にはならないはず）。 
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3-1 カバードコールの具体例（2018年2月13日） 

 ＜最近の事例～2018年2月５～６日の暴落後の戻り＞ 

データ出所：Quick 
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3-2 日経ＶＩの状況 
    （日経225オプションの代表IVを指数化したもの） 

2/13 

データ出所：Quick 



3-2  日経225mini10枚買い＠21,170 
   C22125売り＠210  

ボラも高め 

上げても1,000円
ぐらいだろう 



3-3  日経225mini10枚買い＠21,170 
   ＋C22125売り＠210 の姿  



3-4-1 日経225mini10枚買い＠21,170 
     ＋C22125売り＠210 の期中損益の出方 



3-4-2 日経225mini10枚買い＠21,170 
     ＋C22125売り＠210 の期中損益の出方 



3-4-3 日経225mini10枚買い＠21,170 
     ＋C22125売り＠210 の期中損益の出方 



3-4-4 日経225mini10枚買い＠21,170 
     ＋C22125売り＠210 のSQ損益 



4-1  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる！ 

【相場観と考え方】 

日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

①下値は21,000円の攻防を想定 

②しかし一時的に21,000円を割る可能性もあるので（オーバーシュー
トすることはよくあること）、21,000円に損切ラインを置くとすぐに
損切りが発動されてしまう。 

③21,000円で損切りをした場合、先物からは170,000円程度の損。
よって、最大で20～25万円程度の損失までは覚悟すると・・・ 

④C22125の受取210,000円があるので、損切りラインを20,800円あた
りまで引き下げることが可能になる。 



4-2  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる！  

実はこの日の日中に20,900円をつ
けたが、損切りラインを下げたの
で損切りにならずに済んだ。 

利食い水準に到
達。しかしコー
ル売りが足を
引っ張っている 

【価格変化】 



4-3  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる！ 

【まとめ】 

①損切りラインを先物単独の場合よりも下げることができたた
め、実際20,900円まで下げた際にも損切りせずにすんだ。 

②上昇に転じ、数百円程度の上昇の時点でIVの低下がみられた
ため、コールの価格がそれほど上昇していないタイミングが
あった。ここで利食いするもよし。 

③比較的早期に大幅上昇で22,100円あたりまでくると、さすが
にコール側で損失が出てしまい足を引っ張る結果に。 

 



4-4  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる！ 

【注意】 

①比較的早期に大幅上昇で22,100円あたりまでくると、さすがにコール側で損失
が出る。 

②最終的に22,125円以上の上昇の利益を取り損ねる（210円を先にもらっている
ので実際は22,335円までの上昇益を先にもらっていると考えることもできる）。 

③受取210円（21万円）はあるが、下落による損失は限定されていないので損切
りの逆指値をいれておくべき。 

④損切り逆指値も時間外・週末など取引できないときの暴落には対応できない。 

⑤先物が損切りになった場合にはコールも決済すること！ 

⑥なお、実はカバードコールはプット売りと同じ！⇒次のスライドを参照 

 



【参考】カバードコール≒プット売り 

【カバードコール】 
日経225先物１枚買い 

＋ 
C22125 １枚売り 

【プット売り】 
P22125  1枚売り 

※そうはいうもののプット売りでこの場合のカバードコールと同じ形にするには 
ディープインザマネーのプットを売る必要があり、流動性に問題がある。 



4-5  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる～ちょっとだけオプション理論の話～ 

【オプション理論の話～一歩前へ】 

先物が損切りラインに到達した場合、コールも同時に決済する必要が
あります。この場合、コールはいくらで決済できるのでしょうか？ 

 

20,800円で損切り つまり21,170円⇒20,800円 370円の下落 

このときC22125はいくらになるのか？ 

これを簡易的に調べるために「デルタ」を利用することができます。 

 

デルタ（⊿） 

＝原資産の価格変動がオプション価格に与える影響を知るための指標 

 



4-6  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切りラインを遠くに設定できる～ちょっとだけオプション理論の話～ 

C22125 当初⊿＝0.267 「デルタによるオプション価格変化」＝原資産変動×⊿ 

-370×0.267＝-98.79 ∴210ｰ98.79＝111.21円（110円～115円で決済することになりそう） 

 

●IV固定・ポジション組成当日に損切りにかかった場合 

＜ブラックショールズ方程式から導かれる結果（IV固定・当日）＞ 

 

 

 

 

※⊿だけによる計算結果と５円ほどずれがある 

∵その他の指標の影響（ガンマは価格を維持・増加する方向、シータは価格を減じる方向） 

 

∴ポジションをとった日にロスカットとなった場合は、コールからの利益として210,000円
満額を期待することはできない。 



4-7  カバードコールの意図・メカニズム 
①損切ラインを遠くに設定できる～ちょっとだけオプション理論の話～ 

●１０営業日をかけて、ゆるやかに下落（IVも低下する）した場合 

＜ブラックショールズ方程式から導かれる結果（IV20・10営業日後）＞ 

 

 

 

 

 

時間がある程度経過してから損切りにかかった場合は210,000円の大部分を回収できている可能性がある。 

原資産の下落による減価、時の経過による減価、さらにはIV低下による減価により210円⇒21円という減価となった。 

〇原資産の変動の影響を知るための指標＝デルタ（⊿） 

〇時の経過による減価を知るための指標＝シータ＝セータ（θ） 

〇IVの変動による影響を知るための指標＝ベガ 

※オプションの変動の仕方が最初はミニ１枚程度だったのにだんだん影響が大きくなって最後にはmini10枚ぐらいのインパクトに
変化することを前回勉強しましたが、これはデルタが変化していることを示しており、このデルタの変化の仕方を知るための指標
がガンマ（Γ）です。 

＠210⇒21 189円の利益 



5-1  カバードコールの意図・メカニズム 
②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ！ 

2018年2月13日組成  

日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

①ポジションを組成した６営業日後に22,100円に到達。 

 

 

②この時点で決済してもいいが、２１０円の範囲内でプットを買っ
て保険を掛けつつも、もう少し利益を伸ばすことも可能。 

 

 

 



5-2  カバードコールの意図・メカニズム 
②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ！ 
2/13日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

2/19P21500買い＠210追加←この保険プットの21万円のコストをコール売りの受取から捻出 

 

 

 あと２０万円ほど伸ばせる可能性 

最低でも＋45万円は確保できている 

もともと先物で1000円程度の上昇
を狙っていたのであれば、100万
円程度の利益が出れば御の字のは
ず 



5-3  カバードコールの意図・メカニズム 
②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ！ 
2/13日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

2/19P21500買い＠210追加←この保険プットの21万円のコストをコール売りの受取から捻出 

 

 

 

最低でも＋45万円は確保できるので、
安心していられる。 

この日、日中に20,690付近まで下
落しており、ロスカット逆指値方
式だった場合はロスカットが発動
している。 



5-4  カバードコールの意図・メカニズム 
②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ！ 
                     ～週末だけプットを買ってヘッジする 
～ 
●週末だけプットを買って保険をかけておく方法 

 2/13日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

 週末2/16にP20750を1枚買う＠160＝何があっても20750円以下についてはヘッジされる 

                 ⇒この保険プットの週末保険料は？   

                  A.「シータ」を見ましょう。 

 

 

 
※月曜日の朝、高くスタートするとデルタからも損が発生
するので8,870円（×２）以上に損する場合がある（本体
は利益になっている）。 

P20750 θ＝-8.87 
１日あたり8,870円のコスト（×２日分） 



●【翌週】週末だけプットを買って保険をかけておく方法 

 2/13日経225mini10枚買い＠21,170＋C22125売り＠210 

 翌週末2/23にP20750を1枚買う＠90 ＝何があっても20750円以下についてはヘッジされる 

                    ⇒この保険プットの週末保険料を「シータ」から算出。 

 

 

 

※月曜日の朝、高くスタートするとデルタからも損が発生
するので9470円（×２日分）以上に損する場合がある（本
体は利益になっている）。 

P20750 θ＝-9.47 
１日あたり9,470円のコスト（×２日分） 
θの値がじわじわと大きくなってきている 

5-5  カバードコールの意図・メカニズム 
②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ！ 
                     ～週末だけプットを買ってヘッジする～ 



5-6  カバードコールの意図・メカニズム 
③先物上昇もIV低下と時の経過でコールが減価する！  

相場上昇にも関わらず 
★IV低下 
★時の経過（タイムディケイ） 
でコールの価格が低下！ 

①⊿から損失＝相場上昇によりコール価格は上昇する（＝売っているので価格上昇は損失の方向）。 
②Γから損失＝Γにより⊿の値が大きくなる。相場上昇につれてコール価格の上昇が大きくなっていく。 
③ベガとθから利益＝IVの低下と時の経過によりベガとθから利益が出ている。      ①＋②＜③  

先物が280円も上昇したのに 
コールは210円⇒170円 
と40円下落！ 



6-1  カバードプットとは 
  カバードコールの逆（先物売り＋プット売り） 

★下落相場でカバードコールと同じ発想で、日経225先物１枚（日経225mini10枚）を売って、プットを売る。
プット売りは決めた権利行使価格を割り込んだ分の支払い義務が発生するが、日経225先物がこれをすべて
カバーしてくれる。 

 

 

 

日経225先物１枚売り 
（日経225mini10枚売り） 

＋ 
プット１枚売り 

 



6-2 カバードプットとは 
    （日経225先物、オプションの場合） 

P21375売り 
＠385 

日経225先物１枚（mini10枚）売り 
＠21,730 

21,375 

21,730円⇒21,375円までの下落益＝355円 
＋ 

P21375 売り385円 

21,375円を割ってくると、P21375の売り手には割っ
た分の支払い義務が発生！ 
しかし日経225先物売りが全額をカバーしてくれる。 
（そのかわり先物の利益は頭打ち） 

日経225先物１枚売り＠21,730 
 （mini10枚売り） 

＋ 
P21375＠385 



6-3  カバードプットの意図・メカニズム 
  カバードコールの逆（先物売り＋プット売り）の意味 

カバードコールの逆＝カバードプット 

          （先物売り＋プット売り） 

考え方はカバードコールと全く同じ。 

⇒下落相場で先物を売り、ターゲットのプットを売る。 

⇒プット売りによりいくらかを先に受け取れる。 

⇒プット売りについては先物売りがあるので下落リスクは無い。 

⇒損切りラインを遠くにできる。 

 



6-4  カバードプット 具体例（2018年3月12日）  
 日経225先物１枚売り＠21,730 

 （mini10枚売り） 
＋ 

P21375＠385 

＋74万円 

日経225先物（mini）が 
21,375円以下ならば 
740,000円の利益 

22,125円が損益分岐点 
ここを超えてくると、日経225先物を 
売っているのと同じ損失の出方となる。 

相場が膠着して 
動かなくても 
385,000円の利益 
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6-5  カバードプットの面白さ  
 【カバードプットの面白さ】 

 ①構造的損小利大 

 ・500円上昇（予想が外れた） 

  ＝先物損益（－500円）＋プット受取（＋385円）＝－115円 

 ・500円下落（予想が当たった） 

  ＝先物損益（＋500円）＋プット受取（＋385円）＝＋885円 

 ・動かない（予想が外れた） 

  ＝先物損益（±０）＋プット受取（＋385円）＝＋385円 

 ・200円程度上昇（予想が外れた） 

  ＝先物損益（－200円）＋プット受取（＋385円）＝＋185円 

 

 ②損切りラインを上げることが可能 

 例えば、最大損失をおおむね２０万円程度までと決めていた場合 

  「先物だけ」：損切りライン＝現在の水準21,730円＋200円＝21,930円 

  「カバードプット」：現在の水準21,730円＋385円＋200円＝22,315円 ∴385円も遠くなる 

日経225先物１枚売り＠21,730 
 （mini10枚売り） 

＋ 
P21375＠385 



7-1  損失限定カバードプット 
   

＋37万円 

－25.5万円 

動かなくても 
損失にはならない 

下げた場合と上げた場合とで 
リスクリターンに差ができる。 

★先物を売ってプットを売り、その受取の範囲内でコールを買う。 
 ⇒損失限定、ほったらかし、構造的損小利大ポジションが出来上がる 

【2018年3月12日組成】 
mini10枚売り＠21730 

＋ 
P21375売り1枚 

＋ 
C22000買い1枚 



7-2  損失限定カバードプット  
 

 

 【権利行使価格ごとにIVを座標にプロットした図】 

プット 
各権利行使価格ごとのIVの値 

コール 
各権利行使価格ごとのIVの値 

【オプション価格とIV】 

★アウトオブザマネーにおいては 
     コール側よりプット側の方がIVが高い＝価格が高い  （という特徴を利用する） 



7-3  損失限定カバードプット 具体例 結果 
   

・途中、おおむね想定利益に近づいたところで利食いしていれば利益。 
・大幅下落もプット売りのせいで下落益は限定的。 
・SQ勝負では小幅上昇のため負けてしまった。 

【2018年3月12日組成】 
mini10枚売り＠21730 

＋ 
P21375売り1枚 

＋ 
C22000買い1枚 



8-1  デビットスプレッド 
   先物売り＋プット売り＋コール買い＝プット買い＋プット売り（＝「買い玉」よりもアウトを売

る） （カバードプット） （デビットスプレッド） 

同じ姿をしている 

【2018年3月12日組成】 
mini10枚売り＠21730 

＋ 
P21375売り1枚 

＋ 
C22000買い1枚 

【2018年3月12日組成】 
P22000買い1枚 

＋ 
P21375売り1枚 



8-2 デビットスプレッド 

買ったオプション権利行使価格よりもアウトオブザマネーを売る。 

必ず支払いとなる＝デビット（「支払い」という意味） 

 

【コールの場合】～上昇狙い 

権利行使価格の低い方を買う＋権利行使価格の高い方を売る 

（例）Ｃ22000買＋Ｃ22750売 

 

【プットの場合】～下落狙い 

権利行使価格の高い方を買う＋権利行使価格の低い方を売る 

（例）Ｐ21500買＋Ｐ21000売 

損失限定のポジション 
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8-3 オプションをただ買う場合の問題点 
●IVが高い＝オプション価格が高いと、大きな資金が必要、失うのも怖く怯んでしまう。 

●方向性が当たっても利益になりにくい。 

●ＩＶ下落による減価と時間経過による減価とが苦しい。 

 

2018年2月5~6日の暴落後 
大底で逆張り（高IV時） 
2018年2月13日 
コール買い１枚 
C21750＠320 

データ出所：Quick 

【例】 



8-4 オプションをただ買う場合の問題点 
●そもそも830円も上のコールが245,000円もする。SQ勝負で負けたら245,000円全額を失う可能性あり。 

●2日間で280円も上昇したのにマイナス！３日間で570円も上昇したのにわずか＋35,000円。 

●3日間で見るとIV低下（24.63⇒18.92）による累計損＝-103,829円、時の経過による累計損＝-27,111円 

ベガ＝18.88 
１ポイントIV下落 
＝ｰ18,880円 
 
シータ＝-9.70 
１日経過 
＝ｰ9,700円 

2018年2月5~6日の暴落後 
大底で逆張り 
2018年2月13日 
コール買い１枚 
C21750＠320 



8-5 これを解決するのがデビットスプレッドです 

〇支払い額を下げることができる。 

〇ＩＶ下落・時の経過のインパクトを低下させることができる。 

〇相場観（上値目途・下値目途）を反映させられる。 

〇相場変動に一喜一憂しなくてすむ 

〇損切り不要＝自動的損失限定 

 

個人投資家がリスクを抑えながら、相場観を生かした投資ができる。 

これがデビットスプレッドです。 
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8-6 デビットスプレッドの具体例 
C21625買い＠160＋C21875売り＠80 支払い＝80円 

 2018年4月3日 
21,000円は固めたことを確認し上昇トレンドに乗りたいと考えた。 
満期まであと2週間  
損失限定のデビットスプレッドでやってみよう 
C21625買い＠160＋C21875売り＠80 
支払いは80円（最大損失額） 
最大利益はSQ値が21,875円を超えて着地した場合170,000円 

データ出所：Quick 



8-7 デビットスプレッドの具体例 
C21625買い＠160＋C21875売り＠80 支払い＝80円 

 

支払いは80,000円（最大損失額） 
最大利益170,000円 
 
 

ベガ＝＋2.73（１枚買いの1/5程度） 
シータ＝-3.53（1枚買いの1/3～1/4程度） 
 
※IVの低下やタイムディケイを気にしなくてよい 



8-8 デビットスプレッドの具体例 
C21625買い＠160＋C21875売り＠80 支払い＝80円 

 

最終損益＋148,000円／投下資金80,000円（最大損失額） 



8-9 【比較】コール単独買い 

C21875買い＠80 支払い＝80円 

 

支払いは80,000円（最大損失額） 
最大利益無限大！ 
 
最終的にはSQ値＝21,853円で損失となった。 
 

ベガ＝＋10.10（IVが１低下したら1万円の損失） 
シータ＝-9.92（１日経過で約１万円の損失） 
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9-1 プットデビットスプレッド 
C21625買い＠160＋C21875売り＠80 支払い＝80円 

 
2018年2月5日  
アメリカ発の大きな下げ。満期まであと１週間。SQまでにはさらに下に向かう
だろう。現在22,665円。 
22,500円は割るだろうが、1月の目先高値から1,500円も下げたので、22,000円
あたりで跳ね返すだろう。損失限定のデビットスプレッドでやってみよう 
P22500買い＠140＋P22250売り＠85   支払いは55円（最大損失額） 
最大利益はSQ値が22,250円を割って着地した場合195,000円 

データ出所：Quick 



9-2 プットデビットスプレッドの具体例 
P22500買い＠140＋P22250売り＠85 支払い＝55円 

 

支払いは55,000円（最大損失額） 
最大利益195,000円 リワード：リスク＝１：４ 
 
コールと比較すると、プットの方が有利に組めてい
ることがわかる（プットサイドはアウトの方が割
高） 
 

ベガ＝＋1.65（１枚買いの1/5程度） 
シータ＝-2.43（1枚買いの1/3～1/4程度） 
 
※IVの低下やタイムディケイを気にしなくてよい 

＋195,000円 

－55,000円 



9-3 有利に組めるプットデビットスプレッド 
P22500買い＠140＋P22250売り＠85 支払い＝55円 

 

【ポイント】 
プットデビットスプレッドにおいては、相対的に安いプットを買って、それより
も相対的に高いアウトオブザマネーのプットを売るため、リスクリワードバラン
スの有利なポジションが出来上がる。 



9-4 プットデビットスプレッドの具体例 結果 
P22500買い＠140＋P22250売り＠85 支払い＝55円 

 

最終損益＋195,000円／投下資金55,000円（最大損失額） 



9-5 【比較】プット単独買い 

P22000買い＠55 支払い＝55円 

 

支払いは55,000円（最大損失額） 
最大利益無限大！ 
 
最終的にはSQ値＝21,190円で大幅利益となっ
た！ 
 

55,000円を失う覚悟で入れば、θやベガは気にしな
くてよい。 

外の売りがない分大幅な利益となった。 
 
しかし、当初の相場観は22,000円で支えるだろう
というもの。 
この相場観を重視し、P22500ｰP22250のデビットス
プレッドを組みつつ、仮に22,000円を割ることが
あればもっと走るかもしれない、ということで
P22000等を入れておくというのも面白い。 



 

【今日のまとめ】  

  

   カバードコール＝先物買い＋コール売り（例）日経225先物１枚買い＠21,170＋C22125＠210売り1枚 

   カバードプット＝先物売り＋プット売り（例）日経225先物１枚売り＠21,730＋P21375＠385売り1枚  

   コールデビットスプレッド＝コール買い１枚＋上のコール売り1枚（例）Ｃ22000買1枚＋Ｃ22750売1枚 

   プットデビットスプレッド＝プット買い１枚＋下のプット売り1枚（例）Ｐ21500買1枚＋Ｐ21000売1枚 

 

  ★カバードコールの意図・メカニズム 
    ①損切りラインを遠くに設定できる 

    ②受取の範囲内でプットを買ってゼロコストヘッジ 

    ③先物上昇もIV低下と時の経過でコールが減価する 

  ★カバードプットは受け取りが多いので面白い 
    ①構造的損小利大ポジションが作りやすい 

    ②損切りラインを遠くに設定できる 

    ③相対的に安いコールを買って上昇ヘッジ～損失限定化 

  ★デビットスプレッド～個人投資家がリスクを抑えながら、相場観を生かした投資ができる。 

    ①支払い額を下げることができる。 

    ②ＩＶ下落・時の経過のインパクトを低下させることができる。 

    ③相場観（上値目途・下値目途）を反映させられる。 

    ④相場変動に一喜一憂しなくてすむ 

    ⑤損切り不要＝自動的損失限定 



オプショントレード普及協会 
特別対面講義のご案内 

本日の内容をより詳しく勉強したい方向けに、 

IVの観点からデビットスプレッドについて対面講義します。 

 

詳細はこちら 

https://オプショントレード.com/0622d 
（または https://xn--kck0a1ce1ezepb4cxe.com/0622d） 


