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CMEグループは、世界一の多様性を備えた先進的なデリバティブ市場で

あり、リスク管理の中心地です。CMEグループの取引所は、金利、株価

指数、外国為替、エネルギー、農産物、金属、天候、および不動産の

先物・オプション取引をはじめ、すべての主要な資産クラスに渡って

広範なグローバル・ベンチマーク商品を扱っています。CMEグループは、

電子取引プラットフォームのCME Globex®、そしてニューヨークとシカゴ

にある取引施設を通じて、買い手と売り手に取引の機会を提供しています。

CMEグループはまた、世界最大の中央清算機関の一つであり、上場商品や

店頭デリバティブ取引の清算・決済サービスを担うCME Clearing（クリア

リング）を運営しています。世界中のビジネスは、これらの取扱商品や

サービスを通じて、取引相手の信用リスクを大きく軽減することができます。
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CMEグループが提供する広範かつ流動性に満ちた先物オプションは、損失 
リスクの軽減に加えて、ポートフォリオの分散にも役立ちます。この入門 
ガイドは、オプション市場の用語、基本原理、そして取引戦略について解説し、
市場の取引機会に備えるための基礎知識を提供することを目的としています。 
ここではまず、CMEグループに上場している先物オプションの中で、最も 
活発に取引されているものをご紹介します。このリストは、全てのオプション 
商品を網羅したものではありませんが、当グループの広範なオプション市場の
中から、代表的なものを紹介しています。  

活発に取引されているオプション 

以下は、CMEグループで活発な取引が行われている先物オプションのリストです。このリストは、上場 

する全てのオプションを網羅したものではなく、CMEグループの主要なオプション商品を種類別にまとめ

たものです。

農産物：チーズ、トウモロコシ、飼育牛、赤身豚肉、生牛、クラスⅢ牛乳、木材、オーツ麦、大豆、大豆 

ミール、大豆油、小麦

エネルギー：エタノール、暖房油、軽質スイート原油、天然ガス、RBOBガソリン、ブレント原油

株価指数：S&P 500、E-mini S&P 500、E-mini NASDAQ 100、E-mini ダウ ($5)

外国為替：豪ドル、英ポンド、加ドル、ユーロ、日本円、NZドル、スイスフラン

金利：ユーロドル・ミッドカーブ30日フェデラルファンド、米国債（2年物、5年物、10年物、30年物、 

超長期債）

金属：銅、金、パラジウム、プラチナ、銀

不動産：S&Pケース・シラー住宅価格指数 

天候：霜、ハリケーン、降雨、降雪、気温
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プットの買い手は、権利行使によって原資産の先物を売

ることができます。しかし、オプションの価値が残っている

間は、ほとんどの買い手がオプションを権利行使せず、

市場で反対売買（保有しているポジションを解消するこ

と）を行います。

オプションの売り手
オプションの売り手（保有するオプションではなく、新規

にオプションを売る人）は、ライター（Writer）またはグラン

ター（Grantor）とも呼ばれます。オプションの売り手は、

買い手がオプションの権利を行使した際に、契約上、対

となる先物のポジションを売る（または買う）義務を負い

ます。オプションの売り手は、プレミアム（オプションの代

金）と引き換えに、逆境下で先物のポジションを保有する

かもしれないリスクを引き受けます。

プットとコール
プットとコールは、反対側のポジションではなく、それぞ

れ異なるオプションです。あらゆるプットの買い手に対し

て、必ずプットの売り手が存在します。同様に、あらゆる

コールの買い手に対して、必ずコールの売り手が存在

します。 

オプションの売買は、買い手が売り手にプレミアムを支

払うことで行われます。以下は、先物のプット・オプション

とコール・オプションの取引に伴う権利と義務をまとめた

ものです。

用語
基本的な用語を覚えれば、先物オプションは比較的容

易に理解することができます。複雑な数式は、高度なオ

プションの概念、または上級のオプション戦略でのみ必

要となります。

オプション
先物のオプションとは、ある満期日またはそれ以前に、

特定の価格で先物を売買するための権利のことです。

義務ではなく、権利という点にご注意ください。オプショ

ンには、コールとプットと呼ばれる２つの種類があります。

この２つを売買することで、先物のポジションを保有する

ことなく、先物の価格変動によって生じる取引機会を利

用することができます。

コール・オプション
コール・オプションの保有者（買い手）は、満期日または

それ以前に、特定の価格で先物を買う（ロングする）権利

を持ちます。例えば、CMEの「日本円先物、9月限、126

のコール・オプション」の保有者（買い手）は、9月の満期

日以前に、いつでも126（0.0126ドル/円）の価格で日本

円先物を買う（ロングする）権利を持ちます。日本円先物

が0.0126ドルを大幅に超えて上昇した場合でも、コール

の保有者は0.0126ドルで先物を買うことができます。逆

に、日本円先物が0.0126ドルを下回った場合には、コー

ルの保有者は0.0126ドルで買う必要はありません。（権

利であり、義務ではない）

プット・オプション
プット・オプションの保有者（買い手）は、満期日またはそ

れ以前に、特定の価格で先物を売る（ショートする）権利

を持ちます。例えば、CMEの「生牛先物、10月限、1.24

のプット・オプション」の保有者（買い手）は、「生牛先物 

10月限」を1.24ドル/ポンドで売る（ショートする）権利を持

ちます。先物価格が1.14ドル/ポンドまで下落した場合で

も、プットの保有者は1.24ドルで先物を売ることができま

す。一方、生牛先物が上昇した場合は、プットの保有者

は1.14ドルで売る必要はありません。（権利であり、義務

ではない）

オプションの買い手
オプションの買い手には、権利行使を行うかどうかの選

択肢、つまり原資産（オプションの対象物）の先物を保有

するかどうかの選択肢があります。コールの買い手は、

権利行使によって原資産の先物を買うことができます。

コールの買い手 コールの売り手

» プレミアムを支払う » プレミアムを受け取る

»  先物をロングする権利が
ある

»  権利行使の割り当てを
受けた際、先物のショー
ト・ポジションを引き受け
る義務がある

»  タイムディケイ（時間的価値
の減少）が不利に働く

»  タイムディケイ（時間的
価値の減少）が有利
に働く

» 証拠金の預け入れは不要 »  証拠金の預け入れが
必要
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権利行使価格
権利行使価格（Strike Price）は、オプションの買い手が

原資産先物を買う（または売る）ときの価格です。オプシ

ョンを権利行使すると、所定の権利行使価格で先物の

ポジションを取ることになります。例えば、CMEの「E-mini 

S&P 500先物、9月限、1290コール」を権利行使すると、

そのオプションの買い手は、E-mini S&P 500先物 9月限

を1290で買ったことになります。同様に、CBOTの「大豆

先物、8月限、15.00プット」の買い手が権利行使をした場

合は、大豆先物8月限を１ブッシェル当たり15.00ドルの

価格で売ったことになります。

権利行使価格は取引所によって設定されます。また、設

定される間隔は原資産ごとに異なります。直近の先物価

格を中心として、上下に複数の権利行使価格が設定さ

れ、先物価格の変動とともに、新たな権利行使価格が随

時追加されていきます。

原資産の先物
原資産とは、オプションの権利行使によって売買される

先物のことです。例えば、CBOTの「10年物米国債先物 

9月限」のオプション１枚は、その先物限月を１枚売買す

る権利になります。同様に、COMEXの「金先物 12月限」

のオプション１枚は、金先物の12月限を１枚売買する権

利になります。

プレミアム
プレミアムとは、オプションの権利と引き換えに、買い手

が売り手に支払う代金（価格）のことです。オプションの価

格は、最終的には需要と供給によって決まります。 先物

価格に対する権利行使価格の水準、満期までの期間、

市場のボラティリティ（変動率）、そして金利といった様々

な要因がオプションのプレミアムに影響を与えます。これ

らの要因については、後ほど詳しく説明します。

権利行使
権利行使とは、保有するオプションの権利を行使し、コ

ールの買い手が原資産の先物を買い、プットの買い手

が原資産の先物を売る行為のことです。

割り当て
割り当てとは、買い手の権利行使に応じて、オプションの

売り手がその反対側の先物ポジションを取らなければな

らない義務のことです。売り手には、時として不利な先物

ポジションが割り当てられます。そのリスクと引き換えに、

売り手はプレミアムを受け取っているともいえます。「買い

手の権利行使によって、売り手が割り当てを受ける」と覚

えておきましょう。

満期日/取引最終日
オプションを権利行使し、先物のポジションを取ることが

できる最後の日のことです。オプションは、この日を過ぎ

ると消滅します。以後、買い手は権利行使ができなくな

り、売り手の義務は無くなります。

一部のオプションは、原資産となる先物の最終決済日も

しくは満期日の前に、満期を迎える点にご注意ください。

例えば、CMEの「英ポンド先物、2012年9月限、1550コー

ル」は、2012年9月7日に満期となります。一方、その原

資産である先物は2012年9月17日に満期となります。取

引最終日は、オプションの反対売買を行うことができる最

後の日です。

反対売買
買い手には、先物オプションを権利行使する義務はあり

ません。実際、多くのトレーダーは、満期が到来する前

にオプションを転売することを選びます。満期が来る前に

利益を確保したい時、または損失を限定したい時には、

保有するオプションを売却して取引を終えることができま

す。オプションの買い手は、保有するポジションを満期前

に売却するようにブローカーへ指示することで、ポジショ

ンの手仕舞い（解消）を行うことができます。オプションの

売り手は、売ったオプションを買い戻し、ショート・ポジシ

ョンを「カバー」することで、ポジションの手仕舞いを行うこ

とができます。先物オプションは、原資産の先物と同じく、

取引所の立会場とCME Globex®（電子取引プラットフォ

ーム）で取引されています。CME Globex®では、月曜日

～金曜日の取引日に、ほぼ24時間体制で多くのオプショ

ンが取引可能です。 

プットの買い手 プットの売り手

» プレミアムを支払う » プレミアムを受け取る

»  先物をショートする権利が
ある

»  権利行使の割り当てを
受けた際、先物のロン
グ・ポジションを引き受
ける義務がある

»  タイムディケイ（時間的価値
の減少）が不利に働く

»  タイムディケイ（時間的
価値の減少）が有利
に働く

» 証拠金の預け入れは不要 »  証拠金の預け入れが
必要
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オプションの買い手は、所定の満期日までに、決められ

た価格で特定の先物をロングまたはショートする権利を

持ちますが、これは義務ではありません。買い手は、こ

のようなオプション契約の権利を得るために、売り手に

対してプレミアムと呼ばれる売買代金を支払います。オ

プションの売り手（新規の売り）は、そのオプションが権

利行使されるか否かに関わらず、プレミアムを保持でき

ます。買い手がオプションを権利行使した場合、売り手

は契約の義務を履行しなければなりません。

では、オプションのプレミアム（価格）はどうやって決まる

のでしょうか？オプションの価格は、最終的には需要と

供給によって決まります。しかし、いくつかの要因がプレ

ミアムに大きな影響を与えます。

1. 原資産の先物市場のボラティリティ
ボラティリティは、価格変動の大きさを示す指標の一つ

です。価格が大きく上昇している時、または大きく下落し

ている時には、「ボラティリティが高い」という言い方がさ

れます。逆に、価格がほとんど動いていないときは、「ボ

ラティリティが低い」と言われます。一般に、ボラティリティ

が高まると、オプションのプレミアムは上昇します。ボラテ

ィリティの高まりによって、プレミアムが劇的に上昇するケ

ースもあります。逆に、ボラティリティが低下している状況

では、一般にオプションのプレミアムは下落します。

市場の変動が激しくなると、ヘッジ（不利な価格変動か

らポジションを守ること）のために、オプションの買い手

はより多くのプレミアムを払ってもよいと考えるようになり

ます。なぜなら、原資産の市場で価格が大きく動く可能

性が高まっているからです。一方、オプションを売る側

の立場から見ると、価格の大きな変動はリスクの上昇に

つながります。そのため、このリスクを受け入れるのと引き

換えに、オプションの売り手はより多くのプレミアムを要求

するようになります。これはちょうど、保険会社が保険を発

行する時の仕組みと同じです。保険会社は、リスクが大き

いと判断すれば、より多くの保険料を要求するでしょう。 

（英語では、保険料のことを「プレミアム」と呼びます。） 通

常、リスクが小さければ、保険の契約者は多額の保険料

を支払う必要はありません。オプション取引では、原資産

の先物価格が権利行使価格を突き抜けて上昇しそうな

時や、逆に下落する可能性が高い時に、リスクが高いと

判断され、プレミアムが上昇します。

2. 権利行使価格と先物価格の関係
オプションのプレミアムに影響を与えるもう一つの決定要

因は、オプションの権利行使価格と原資産の先物価格

の関係です。例えば、NYMEXの原油先物が1バレル当

たり98.00ドルで取引されているとします。この時、権利行

使価格94.00ドルのコールは、権利行使価格96.00ドルの

コールよりも高い価値を持つであろうことは、常識的に判

断できます。（1バレル当たり2.00ドル分、先物を安い価

格で買うことができる権利は、後者よりも高い価値を持つ

はずです。） 同様に、権利行使価格100.00ドルのコール

は、前述の二つのコールよりも安くなるであろうことがわ

かります。なぜなら、原資産であるNYMEXの原油先物価

格は、権利行使価格より2.00ドルも低いからです。

価格決定の基本原理

ボラティリティがオプションのプレミアムに与える影響

低 

ボラティリティ

中 

ボラティリティ

高 

ボラティリティ

CME E-mini  
S&P 500 12月限

1150コール

 

8.50 pts.

 

11.40 pts.

 

14.20 pts.

上の表は、他の条件が同じであれば、ボラティリティの
上昇とともにオプションのプレミアムが上昇することを示
しています。オプショントレーダーは、実際に市場で取
引を行う前に、必ずボラティリティを確認すべきです。
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3. 満期までの期間
オプションの価値は、満期が近づくにつれて減少してい

きます。満期までに60日の期間があるオプションは、30

日の期間しかないオプションよりも、理論的には価値が

高くなります。原資産の先物価格が変動する期間が長

ければ長いほど、売り手はより多くのプレミアムを要求

し、買い手はより多くのプレミアムを支払ってもよいと考

えます。

オプション・プレミアムの価格表記
CMEグループのオプションの終値は、ウォール・ストリ

ート・ジャーナルをはじめとする多くのビジネスメディア

で参照することができます。これまでに学習したオプシ

ョンの用語と概念を覚えていれば、異なる限月や権利

行使価格を持つオプションを容易に特定できるはずで

す。cmegroup.comのウェブサイトでは、「Data」の下にあ

る「Delayed Quotes」より、オプション価格の遅延データを

ご覧いただけます。また、様々なデータ配信業者を通じ

て、オプションの価格情報などをリアルタイムで入手する

こともできます。

オプションの相場表を読むための練習として、下記のユ

ーロFXオプションの相場表から、「9月限、権利行使価格

1.325、コール」のプレミアムに注目してみてください。プ

レミアムは１ユーロ当たり0.54セントと記載されています。

言い換えると、このコール・オプションの買い手は、満期

前であればいつでも、ユーロFX先物を1.325の価格でロ

ングする権利（義務ではない）を持ちます。買い手は、こ

のオプションを購入するために675.00ドル（0.54セント/

ユーロ × 125,000ユーロ（取引単位）＝ 675.00ドル）を

売り手に支払ったということが、下の相場表から読み取

れます。

時間がオプションのプレミアムに与える影響

満期まで60
日間

満期まで30日間

CBOTトウモロコシ先
物 7月限 7.50コール
の価格

1ブッシェル
当たり0.25
ドル

1ブッシェル当
たり0.15ドル

CMEユーロFX（IMM）　取引単位：125,000ユーロ

権利 
行使価格

コール 
清算値

プット 
清算値

６月限 
コール

９月限 
コール

12月限
コール

６月限 
プット

９月限 
プット

12月限
プット

1.300 2.00 2.81 3.31 0.06 0.65 0.96

1.305 1.17 2.12 2.69 0.23 0.95 1.30

1.310 0.53 1.57 2.15 0.59 1.38 1.72

1.315 0.19 1.12 1.69 1.25 1.90 2.22

1.320 0.05 0.79 1.31 2.11 2.56 2.60

1.325 0.02 0.54 1.01 3.08 3.29 3.46

1  活発に取引されている権利行
使価格

2 限月

3 コールの清算値

4 プットの清算値

5  直近二つの取引セッションに 
おけるオプション出来高。それぞ
れが売り手と買い手の総数を示
している

6  前日の取引セッション終了時に
おける未決済のロング（または 
ショート）のポジション数

概算出来高：13,020枚、出来高（水曜日）：コール6,007枚、プット4,526枚

取組高（水曜日）：コール73,689枚、プット70,024枚
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計算方法
損益分岐点
オプションは幅広い用途に利用が可能で、利益の機会

を狙いつつ、リスクを事前に限定できることをすでに説明

しました。オプションの買い手は、最初に支払うプレミア

ムとブローカーの手数料を合わせた金額が最大損失と

なり、それ以上の損失を被ることはありません。とはいえ、

トレーダーは実際にオプションを取引する前に、まずは

損益分岐点を計算しておかなければなりません。オプシ

ョンの損益分岐点は、権利行使価格とプレミアムによっ

て計算できます。損益分岐点を知ることは、より効果的な

戦略を選ぶためにも役立ちます。

例：CMEの「E-mini S&P 500先物、6月限、1150コール」

を7.50のプレミアムで購入するとします。このオプションが

満期日に損益分岐点へと到達するためには、原資産の

先物はどれくらい上昇する必要があるでしょうか？

したがって、このポジションが損益分岐点に達するため

には、原資産の6月限先物が1157.50まで上昇する必要

があります。

例：「スイスフラン先物、9月限、85プット」を0.99のプレミ

アムで購入するとします。このオプションが満期日に損益

分岐点へと達するためには、スイスフラン先物がどれくら

い下落する必要があるでしょうか？

※ 上記の計算式に加えて、手数料の影響も考慮する必要が

あります。手数料はブローカーによって異なるため、損益分岐

点への影響については、ご自身のブローカーにお問い合わせ

ください。  

 

同様に、CME スイスフラン先物オプションの相場表を見

てみましょう。権利行使価格102の9月限プットは、清算値

が1.26と記載されています。このプット・オプションの買い

手は、購入から満期日までの期間はいつでも、スイスフ

ラン先物を102でショートできる権利を持ちます。買い手

は、このオプションを購入するために$1,575.00ドル（1.26

セント/フラン × 125,000フラン（取引単位）＝ 1,575.00ド

ル）を売り手に支払ったということが、下の相場表から読

み取れます。

CMEスイスフラン（IMM）　取引単位：125,000フラン 
セント/フラン

権利行
使価格

コール
清算値

プット
清算値

９月限
コール

12月限
コール

３月限
コール

９月限
プット

12月限
プット

３月限
プット

100 4.02 5.26 6.33 0.71 1.67 2.43

101 3.27 4.56 5.65 0.95 1.97 2.75

102 2.58 3.91 5.02 1.26 2.32 2.93

103 2.00 3.35 4.42 1.68 2.75 3.11

104 1.51 2.83 3.90 2.19 3.23 3.51

105 1.10 2.37 3.41 2.78 3.76 3.98

取組高

コール：2,609枚　プット：2,046枚

コールの損益分岐点：

権利行使価格 ＋ 支払いプレミアム ＝ 損益分岐点

         1150          +          7.50         =         1157.50  

プットの損益分岐点：

権利行使価格 － 支払いプレミアム ＝ 損益分岐点

         85          －          0.99          ＝ 84.01  
                                                      (または0.8401と表記) 
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時間価値と本質的価値
オプションのプレミアムは、権利行使価格と先物価格の

関係、および時間の経過によって変わります。これをより

良く理解する上で役立つのが、「時間価値」と「本質的価

値」と呼ばれる概念です。オプションのプレミアムは、この

２つの両方、またはどちらか一方で構成されます。この２

つを計算するために必要なのは、オプションの権利行使

価格、原資産の先物価格、そしてオプション・プレミアム

の３つです。

例：NYMEXの「天然ガス先物 1月限」が1MMBTU（100万

英国熱量単位）当たり3.47ドルで取引されている時に、

権利行使価格3.45ドルの1月限コール・オプションが0.28

ドル/MMBTUのプレミアムを付けているとします。この

時、プレミアムの時間価値と本質的価値はそれぞれいく

らでしょうか？

時間価値は、トレーダーが本質的価値に上乗せして支

払う金額です。つまり、満期までの期間に応じて、先物

価格がどれくらい上昇できるか（コールの場合）、または

下落できるか（プットの場合）という可能性に基づき、トレ

ーダーが追加で支払う金額ともいえるでしょう。

例：CMEのユーロドル先物が94.98で取引されている時

に、権利行使価格95.00のプットが0.03のプレミアムを付

けているとします。この時、プレミアムの時間価値と本質

的価値はそれぞれいくらでしょうか？

時間価値は「0.01」

コールの本質的価値と時間価値：

コール・オプションの場合、原資産の先物価格から権利行使価

格を引いた値が本質的価値になります。

先物価格 － 権利行使価格 ＝ 本質的価値（最低でもゼ
ロ以上）

先物価格 － 権利行使価格 ＝ 本質的価値

   3.47      － 3.45           ＝     0.02

権利行使価格 － 先物価格 ＝ 本質的価値

 95.00     －    94.98    ＝ 0.02

本質的価値は「0.02」

オプションのプレミアム － 本質的価値 ＝ 時間価値

 0.03                     －      0.02       ＝    0.01

オプションのプレミアム － 本質的価値 ＝ 時間価値

 0.28           －    0.02 ＝ 0.26

時間価値                   ＋ 本質的価値 ＝ プレミアム

 0.26            ＋ 0.02 ＝ $0.28

プットの本質的価値と時間価値：

プット・オプションの場合、権利行使価格から原資産の先物価格

を引いた値が本質的価値になります。

権利行使価格 － 先物価格 ＝ 本質的価値（最低でもゼ
ロ以上）

プットのプレミアム － 本質的価値 ＝ 時間価値

プットの時間価値 ＋ プットの本質的価値 ＝ プットのプレ
ミアム
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重要な概念
イン・ザ・マネー
コール・オプションは、先物価格が権利行使価格を上回っ

ている時に「イン・ザ・マネー」と呼ばれます。一方、プット・

オプションは、先物価格が権利行使価格を下回っている

時にイン・ザ・マネーと呼ばれます。例えば、COMEXの 

「銀先物、9月限、35.00コール」は、銀先物の9月限が35.00

を上回っていればイン・ザ・マネーになります。このとき、銀

先物の価格が35.00をどれだけ上回っていても、このオプ

ションの買い手は35.00で先物を買う権利があります。本質

的価値を持つオプションは、すべてイン・ザ・マネーのオプ

ションです。

アット・ザ・マネー
先物価格がオプションの権利行使価格と同じである時、

そのオプションは「アット・ザ・マネー」と呼ばれます。例え

ば、CBOTの「E-miniダウ先物、12月限、13,000コール」

は、E-miniダウ先物が13,000で取引されている時に、アッ

ト・ザ・マネーになります。

アウト・オブ・ザ・マネー
先物価格がコールの権利行使価格を下回っている時、ま

たは先物価格がプットの権利行使価格を上回っている時、

そのオプションは「アウト・オブ・ザ・マネー」と呼ばれます。

アウト・オブ・ザ・マネーのオプションは本質的価値を持た

ず、時間価値のみを持ちます。CMEのユーロドル先物が

99.50で取引されている時、権利行使価格100.00のコール

はアウト・オブ・ザ・マネーになります。

デルタ
デルタは、原資産の先物価格の変化に対して、オプション

のプレミアムがどれくらい敏感に変化するかを示す指標で

す。デルタは、ある時点におけるプレミアムの感応度とも言

えます。オプションの価格は、原資産の先物価格と同じよう

に変化するとはかぎりません。例えば、先物価格が0.50ポ

イント変化した時に、オプションの価格が0.25ポイントしか

変化しなかった場合、そのオプションのデルタは50％にな

ります。つまり、原資産の先物価格に対して、そのオプショ

ンは50％の感応度しか持たないということです。

デルタの値は、オプションがアウト・オブ・ザ・マネーから

アット・ザ・マネー、そしてイン・ザ・マネーに移るにしたが

って、100％に近づいて変化していきます。デルタの範囲

は、0％から100％ （0から1）です。原資産の先物や現物商

品は、100%のデルタを持ちます。（デルタの計算は、通常、

オプションの価格計算ソフトで行います。）

時間価値の減少（タイム・ディケイ）
前章では、本質的価値に上乗せされる価格のことを時

間価値（非本質的価値）と呼ぶことを学習しました。これ

は、オプションの価値が上昇する可能性に対して、トレー

ダーが支払ってもよいと考える金額です。時間価値は、

日数の経過とともに減少し、満期日が近づくにつれて減

少のスピードを速めていきます。このようなオプションの

特性は、「タイム・ディケイ」と呼ばれます。タイム・ディケ

イは、オプションが時として「減耗性資産」と見なされる理

由でもあります。

時間が経過し、満期までに原資産の先物が十分に動か

なければ、オプションの時間価値が削げ落ち、オプショ

ンの買い手は損失を被ることになります。上のグラフは、

満期日が近づくにつれて加速するタイム・ディケイの原

則を示しています。

証拠金
オプションの買い手は、取引の際にプレミアムの総額を

支払うだけで済みます。一方、オプションの売りにはより

大きなリスクが伴うため、オプションの売り手（新規の売り

手）は証拠金を預け入れる必要があります。オプションの

売りに伴う証拠金の額については、ブローカーに問い合

わせることができます。（後述の「先物オプションの売りに

関する注意事項」をご参照ください。） オプションの権利

行使によって先物ポジションを取得した際には、他の先

物ポジションと同様の証拠金が求められます。

プ
レ

ミ
ア

ム
の

時
間

価
値

満期までの残存期間（月数）

9 4 1 0



12 | CMEグループの先物オプション | 基礎知識

基本的な戦略
トレーダーは、相場の見通しに基づくポジションを取得

したり、特定の相場環境を利用したりするために、数十

種類にも及ぶオプション戦略を用いることができます。こ

れからご紹介する例は、オプションの柔軟性によってど

のような取引が可能であるかを示すためのものです。特

定の戦略を推奨するためのものではない点にご注意く

ださい。

戦略A：
株式市場の上昇から利益を得るためにコールを買う

【例】

上の損益表と下のグラフが示すように、S&P 500先物が

大幅に上昇すれば、コールの買いは多くの利益を上げ

ることができます。しかし、より重要なことは、S&P 500先

物がどれほど下落したとしても、トレーダーのリスクは8.70

ポイントに限定されている点です。

S&P 500先物、1170コール買い：損益
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CME S&P 500指数、取引単位：250ドル×プレミアム
権利行
使価格

コール
清算値

プット清
算値

３月限
コール

６月限
コール

９月限
コール

３月限
プット

６月限
プット

９月限
プット

1145 11.80 14.40 24.20 0.30 3.00 8.20

1150 7.30 10.60 20.50 0.80 4.10 9.40

1155 3.40 7.30 17.10 1.80 5.80 10.80

1160 1.20 4.60 14.00 4.70 8.10 12.60

1165 0.20 2.70 11.20 - 11.10 -

1170 0.10 1.50 8.70 - 14.90 17.00

概算出来高：11,631枚、出来高（月曜日）：コール5,373枚、プット

7,170枚

取組高（月曜日）：コール79,531枚、プット150,715枚

相場の見通し： 株式市場が大きく上昇する

先物価格と戦
略：

CME S&P 500 先物9月限 
現在値は1165.50

CME S&P 500 先物9月限 1170コールを
8.70ポイントで１枚購入

(8.70ポイント × $250/ポイント ＝ 
$2175.00)

損益分岐点： 先物9月限が1178.70まで上昇したとき 
(権利行使価格 ＋ プレミアム) ＝ (1170 
＋ 8.70)

リスク： 支払ったプレミアムに限定：
(8.70 ポイント × 250ドル) ＝ 2175.00
ドル

満期時の損益

先物価格 1170コール
の価格 損益

1155.00 0.00 -8.70 pts. (-2175) 

1160.00 0.00 -8.70 pts. (-2175) 

1165.00 0.00 -8.70 pts. (-2175) 

1170.00 0.00 -8.70 pts. (-2175) 

1175.00 5.00 -3.70 pts. (-925) 

1180.00 10.00 +1.30 pts. (+325) 

1185.00 15.00 +6.30 pts. (+1575) 

概算出来高：11,631枚、出来高（月曜日）：コール5,373枚、プット

7,170枚

取組高（月曜日）：コール79,531枚、プット150,715枚
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戦略B：
赤身豚肉の下落から利益を得るためにプットを買う

【例】

先物価格と損益
上のグラフでも、先物オプションを買うことの大きな利点

が示されています。トレーダーの見通しが外れて、赤身

豚肉の先物価格が急騰した場合でも、プレミアムとして

支払った0.90セント/ポンドに損失が限定されます もし見

通しが正しければ、比較的少ない資金から大きな利益を

得られる可能性があります。
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CME 赤身豚肉先物 82プット買い：損益

CME 赤身豚肉、取引単位：40,000ポンド 
（1ポンド当たりの価格をセントで表示） 

権利 
行使価格

コール
清算値

プット
清算値

６月限
コール

８月限
コール

10月限
コール

６月限
プット

８月限
プット

10月限
プット

80 3.72 2.92 5.02 0.02 0.55 0.52

82 1.87 1.57 3.45 0.17 1.17 0.90

84 0.47 0.72 2.10 0.77 2.27 1.50

86 0.10 0.27 1.15 2.40 - 2.50

88 0.00 0.10 0.55 - - -

90.00 - 0.22 - -

概算出来高：2,577枚、出来高（月曜日）：コール483枚、プット 

547枚 取組高（月曜日）：コール26,617枚、プット35,197枚

相場の見通し： あるトレーダーは、豚肉価格が直
近の高値から下落すると見ていま
す。それと同時に、先物のショート
に伴う無制限の損失リスクは避け
たいと考えています。

先物価格： CME 赤身豚肉先物 10月限 
現在値は84.60

戦略： 赤身豚肉先物 10月限 82プット 
0.90のプレミアムで１枚買い

(実際に支払う金額： 
0.90セント/ポンド × 
40,000ポンド  ＝ 360.00ドル)

損益分岐点： 先物価格が81.10セント/ポンドまで
下落 (権利行使価格82.00 － プレ
ミアム0.91)

リスク： 支払ったプレミアムに限定： 
(0.90セント/ポンド ×  
40,000ポンド) ＝ 360.00ドル 

満期時の損益
先物価格 プット価格 プレミアム 

（コスト）
損益

76.00 6.00 .90 5.10 (+2040.00)

78.00 4.00 .90 3.10 (+1240.00)

80.00 2.00 .90 1.10 (+440.00)

82.00 0.00 .90 .90 (-360.00)

84.00 0.00 .90 .90 (-360.00)

86.00 0.00 .90 .90 (-360.00)
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戦略C：
CME E-mini S&P 500先物オプションのストラドル

ストラドルの買いは、原資産の先物価格がコールとプット

の購入費を補えるほど大きく動いた場合にのみ、利益を

生み出すことができる戦略です。この例では、損益分岐

点に達するために、先物価格は上下どちらかに最低でも

58.00ポイント動かなければなりません。 つまり、先物価

格が1258以上もしくは1142以下になったとき、トレーダー

は利益を得られます。 

反対に、相場の動きが穏やかに推移すると考えられる場

合は、ストラドルの売り、つまりコールとプットを同時に売

却することもできます。ストラドルの売りでは、相場が大

きく動かなかった場合や、横ばいで推移した場合に、コ

ールとプットのプレミアムを両方得られる可能性がありま

す。しかし、ボラティリティの上昇によって原資産市場が

どちらか一方に大きく振れると、損失のリスクが生じます。

言うまでもなく、オプションにはあらゆる市場条件を利用

するための無数の戦略が存在します。 

相場の 
見通し：

S&P 500指数のボラティリティは8年ぶりの
低水準となっており、トレーダーは今後数
ヶ月のうちにボラティリティが上昇すると考
えています。しかし、相場が上下どちらに
動くかは定かでありません。

戦略： トレーダーは、「3月限、権利行使価格1200
」のストラドルを買うことにしました。つまり、
直近のE-mini S&P 500 3月限の先物価格
に対し、アット・ザ・マネーである権利行使
価格1200のコールとプット（ともに3月限）を
同時に購入します。

権利行使価格 ３月限コール ３月限プット

1190 34.10 25.50

1195 31.25 27.75

1200 28.25 29.75

1205 25.75 32.00

1210 23.25 34.50

満期時の損益

3月限 
先物価格

1200 
コール価格

1200 
プット価格

ストラドル
価格 合計（+/-）

1100 0 100 100 +42.00

1150 0 50 50 - 8.00

1200 0 0 0 - 58.00

1250 50 0 50 - 8.00

1300 100 0 100 +42.00

E-mini S&P 500 3月限の価格：1198.75
ストラドルのコスト： 58.00ポイント（コールとプットの 

プレミアムの合計）

上方の損益分岐点： 1200 + 58.00 = 1258.00

下方の損益分岐点： 1200 – 58.00 = 1142.00

最大損失： 58.00 (支払ったプレミアムに限定)

最大損失ポイント： 1200 (満期時にコールとプットの価
値が0になるポイント)
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先物オプションの売りに関する注意事項
この資料では、先物オプションの購入において、損失のリス

クが限定されていることのメリットを強調してきました。一方、

前述のとおり、あらゆる先物オプションの買いの反対側に

は、必ず売りが存在しています。先物オプションの売りもま

た、収益性のある戦略になり得ます。しかし、先物オプショ

ンの買いに比べて、ずっと大きなリスクがあることを強調して

おかなければなりません。先物オプションの売り手には、多

くの資金を失うリスクがあります。そのため、先物オプション

の仕組みや、オプションの売りに伴うリスクを完全に理解し

ていることに加えて、資金面での条件を満たしているトレー

ダーのみが、この戦略を検討すべきです。

まとめの練習問題
（各問題につき、正しい答えを選択してください。）

1.  先物オプションを最も適切に説明しているのは、次の
うちどれか？

Ａ．先物を売買する権利 

B.  現物商品を受け取る権利 

C.  先物を割り当てる権利

2. プット・オプションとは？

Ａ． コール・オプションの反対側のポジション 

B.  先物を買う権利 

C.  先物を売る権利

3. コール・オプションとは？

Ａ． プット・オプションの反対側のポジション 

B.  先物のショートと同じポジション 

C.  先物をロングするための権利

4. 先物オプションは、

Ａ．  多くの場合、反対売買によって満期までにポジション

が解消される

B.  減耗性資産である 

C.   CME、CBOT、NYMEX、COMEXなど、規制監督を受

けている商品取引所で売買される

Ｄ．上のすべてが当てはまる

5. オプションのプレミアムは、

Ａ． 取引所の職員が決める 

B.  先物価格の影響を受けない 

C.  買い手と売り手の需要・供給によって決まる

6. 権利行使価格とは？

Ａ． オプションの満期までの残存日数

Ｂ． 行使できる数量 

C.   オプションの買い手が先物をロング（コールの場合） 

またはショート（プットの場合）できる価格

7. 原資産ごとに異なる権利行使価格を設定するのは、

Ａ． オプションの売り手である 

B.  オプションの買い手である 

C.  取引所である

8.  コール・オプションの本質的価値は、どのように計算
されるか？

Ａ． 先物価格 － 権利行使価格 

B.  権利行使価格 － 先物価格 

C.  先物価格 － コールのプレミアム

9. 「コール・オプションの買い」における損益分岐点は？

Ａ． 権利行使価格 ＋ 満期までの日数 

B.  先物価格 ＋ コール・オプションのプレミアム 

C.  権利行使価格 ＋ コール・オプションのプレミアム

10. オプションを利用できるのは、

Ａ．  リスクを限定しつつ、相場の変動から利益を上げようと

するトレーダー

Ｂ．  不利な価格変動からポジションを守るために、ヘッジ

を行う人

Ｃ． ＡとＢの両方

11. オプションの売り手は、

Ａ． 売りに伴うリスクを知っているべきである

Ｂ． 取引によって多くの資金を失う可能性がある 

C.  必要な証拠金を預け入れなければならない 

D.  上のすべてが当てはまる
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12. 上昇相場を利用するための戦略は？

Ａ．先物のコール・オプションを売る 

B.  先物のコール・オプションを買う 

C.  先物を売る

13.  S&P 500先物オプションを4.00ポイントで購入
するとき、生じ得る最大損失は？

Ａ．4.00ポイント 

B.  8.00ポイント 

C.  無制限の損失

14. プット・オプションを購入するトレーダーは、

Ａ．購入時にプレミアムの全額を支払う 

B.  証拠金を預け入れる 

C.  原資産の相場が上昇すれば利益になる

15.  CMEグループの取引所が提供しているのは、どの
市場のオプション？

Ａ．株価指数 

B.  外国為替 

C.  農産物 

D.  金利 

E.  上記すべて

16. コール・オプションの買い手が権利行使をすると、

Ａ．先物のロング・ポジションを持つことになる 

B.  先物のショート・ポジションを持つことになる 

C.  中立のポジションを持つことになる

問題の解答
1. A      2. C      3. C      4. D      5. C      6. C   7. C   8. A   9. C   10. C      11. D      12. B      13. A     14. A     

15. E      16. A
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オプションの基本戦略 

相場に応じたポジションの設定

強気 弱気 安定高ボラティリティ

コールの買い プットの買い

プットの売り コールの売り

先物の買い 先物の売り

ストラドルの買い ストラドルの売り

同じ権利行使価格の

コールとプットを買う。

同じ権利行使価格の

コールとプットを売る。

ブル・スプレッド ベア・スプレッド

コールを買い、それよ
り上の権利行使価格の
コールを売る。または、
プットを買い、それより
上の権利行使価格の
プットを売る。 

プットを買い、それ
より下の権利行使価
格のプットを売る。
または、コールを買
い、それより下の権
利行使価格のコール
を売る。
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付加的な情報
先物オプションや、その取引がもたらす機会についての

さらなる情報は、ご自身の先物ブローカーにお問い合わ

せください。そうすることで、ご自身の投資戦略における

オプションの用途を検討することができます。

本資料は、先物オプションの利用に関する説明のため

に作成されたものです。先物オプションの取引に伴うリス

クについて、米商品先物取引委員会が定める開示説明

の要求を満たすようには作られていません。そのような開

示説明は、お客様のブローカーによって提示されなけれ

ばなりません。

本資料に含まれる情報は、一般的な情報提供のみを目

的としてCMEグループが編纂したものです。正確な情報

を提供するための最善の努力が行われていますが、い

かなる誤謬または脱漏があったとしても、CMEグループ

は一切の責任を負わないものとします。また、本資料に

記載されている例はすべて、状況を仮定的に解釈したも

ので、あくまで説明のために使用しています。投資上の

助言もしくは実際に市場で経験した結果として受け取ら

ないようにしてください。

本資料にある規則・要綱等に関するすべての記述

は、CMEグループの公式規則に準拠するものであり、そ

れらの規則が優先されます。取引要綱に関する事項は

すべて、CMEグループの現行規則を参照するようにして

ください。

S&P 500®はThe McGraw-Hill Companies, Inc.の商標で

あり、CMEグループによる使用が許可されています。本

商品は、The McGraw-Hill Companies, Inc.の一部門で

あるS&Pにより、資金提供、宣伝、販売ならびに促進が行

われているものではなく、当該商品への投資の適切性に

ついて、S&Pはいかなる表明も行いません。

地球儀ロゴ、Globex®、CME Group®およびE-mini™

は、CME Groupの商標です。その他すべての商標は、

各所有者の資産となります。
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