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3-1. 日経２２５先物取引とは 

 

 

 

 

◎ 日経２２５先物取引の概要 

日経225先物取引は大阪証券取引所に上場している商品です。 

日経225先物取引とは、一言で言うと日経平均株価の先物取引です。 

 

1）日経平均株価を 

2）将来のあらかじめ定められた日（満期日）に 

3）現時点で取り決めた価格(日経225先物価格)で 

 

売買することを約束する取引。つまり現在の先物価格で、決済日の日経平均株価を買う（又は売る）

ことができます。 

 

日経225の将来値を予測し、「上昇すると予測すれば買い（買建）、転売により決済」、「下落すると予

測すれば売り（売建）、買戻しにより決済」することにより売買差益を狙う取引です。 

 

例えば・・・ 

「日経225先物９月限（９月物）を７月１５日に12,000円で購入する」 

 

ということは、 

 

１）９月の第２金曜（日経225先物９月限の満期日）の日経平均株価を 

２）７月１５日の時点で12,000円で買う 

 

ということになります。 

 

満期日に12,000円以上の値を付けていれば利益となり、それ以下なら損失ということになります。 

 

 

実際の取引では以下のように、反対売買（売り又は買い）により決済し、満期日まで待たずに利益や

損失の確定をすることがほとんどです。 

 

 



 
 

 

例えば、９月限の日経２２５先物を７月１５日に12,000円で購入した場合、満期日に12,000円以上の

値を付けていれば利益になりますが、逆に値が下がってしまったという場合は損失ということになりま

す。 

 

但し、満期までの間にいつでも決済は可能ですので、上記のように途中で利益が出ている場合な

ど、満期日まで待たずにその時点で利益の確定をすることもできます。 

 

 

 

◎ 日経２２５先物取引のメリット 

弊社では日経２２５先物取引での市場でのシステムトレードを行なっていますが、なぜ、日経２２５先

物なのか、これには６つのメリットがあります。 

 

１）銘柄選び不要、とにかくシンプル 

２）流動性が高く売買しやすい 

３）倒産や上場廃止のリスクがない 

４）少ない資金でも大きなチャレンジができる 

５）金利や品貸料がなく、売買手数料も安い 

６）買いだけでなく、売りエントリーもできる 

７）市場の取引時間が決まっている（統一の４本値がある）ため、ルールが作りやすい。 

  

            
 
 



１）銘柄選び不要、とにかくシンプル 

日経２２５先物は日経２２５の指数の上下動というシンプルな取引ですので、日経２２５のチャートの

動向だけに集中して取引することができます。 

 

株式取引のように、銘柄を選ぶ必要はありません。株式取引の場合、市場に上場している銘柄の中

から、より良い条件のものを見つけ出すのに、かなりの労力がいります。 

 

日経平均株価に連動していますので、システムトレードで検証する際は、日経平均株価のデータの

みでも、売買システムを考案していくことができます。 

 

 

 

２）流動性が高く売買しやすい 

日経225先物は、取引高も年々増加傾向にあり、参加者も非常に多いので、売り買いともに注文の

成立が容易です。 

 

株式市場の場合、例えば人気がない銘柄だと、現在の価格で買いたくても、売り手がいない場合な

かなか約定できない、もしくは、成行き注文の場合、ものすごく高値で約定してしまったというケース

も出てきます。 

 

しかし、日経２２５先物のように流動性が高い市場の場合、常に買い手売り手が存在しているので、

このようなことが起こりません。 

指数先物取引としては他に、日経300先物取引、TOPIX先物取引などがありますが、流動性の高さ

では、日経225先物取引が群を抜いています。 

 

また、日経225先物取引はシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）や、シンガポール証券取引所に上

場されているため、世界中の投資家が売買を行っており、高い流動性がある商品です。 

 

このほか、個別銘柄ではマーケットインパクトの懸念がありますが、日経225先物取引では殆ど気に

する必要がないのも特徴の一つです。 

 

 

 

３）倒産や上場廃止のリスクがない 

日経２２５先物は単なる指数で、会社のように実態があるものではありません。その為、倒産や上場

廃止などの心配がありません。通常の個別企業の株式のように、経営状態に伴う株価の不安定さに

振り回されることもありません。 

 

 

 



４）少ない資金でも大きなチャレンジができる 

日経２２５先物、および、日経２２５ｍｉｎｉはレバレッジ取引ですので、株取引の信用取引と同様、実際

の元手資金よりも大きな金額の取引が可能です。 

 

日経２２５先物取引では、largeとminiの２つの市場に分かれています。 

取引単位を１枚、２枚といったように枚数で呼び、１枚の売買するために必要な証拠金の額は、それ

ぞれ決まっています。金額は変動性で、定期的に変わりますが、2013年11月現在の水準では、larg

eでは１枚あたり48万円の自己資金が必要です。miniの場合は、その10分の１の48,000円の自己資

金ということになります。 

 

レバレッジはそれぞれlarge＝1,000倍、mini＝100倍となっています。 

例えば、現在の価格が14,000円だとすると、largeのレバレッジは1000倍ですから、 

１枚で、14,000円×1,000倍＝1,400万円の取引をすることになります。 

仮に14,000円で購入後に14,500円に値上がりした場合は、500円×1,000倍の50万円の利益を出す

ことができます。 

 

一方日経２２５miniのレバレッジは100倍ですから、mini１枚で、14,000円×100倍の140万円の取引を

するということになります。同じく14,000円で購入後に14,500円に値上がりした場合は、500円×100

倍の5万円の利益を出すことができます。 

通常の株取引の場合、140万円の取引をするのには、140万円必要になりますが、信用取引の場

合、必要な自己資金は、42万円です。一方、日経２２５先物取引では、2013年11月現在の水準です

と、必要な自己資金は48,000円ですみます。 

 

ただ注意する点としては、少ない自己資金で大きな利益を目指すことも可能ですが、その分資金管

理をしっかり考慮しておかないと、逆のパターンもありえますので、リスクも高いという点です。 

 

システムトレードの場合、リスク管理をしっかりした上で売買することが可能ですので、資金管理を徹

底すれば、レバレッジ取引だからといって、自己資金以上の損失を負う心配はありません。 

 

 

 

５）金利や品貸料がなく、売買手数料も安い 

日経２２５先物はデリバティブ取引（派生商品取引）ですので、株式の信用取引を行う時に発生する

金利や品貸料が発生しません。 

 

また、売買手数料もかなり安く、証券会社にもよりますが、mini１枚の手数料としては、片道39円～50

円台、large１枚では片道400円～500円台と、短期売買を繰り返す場合には、かなりの費用軽減が見

込めます。 

 

 

 



６）買いだけでなく、売りエントリーもできる 

通常の現物株取引の場合、利益を出す手段としては、「安いところで買って、高くなったら売る」とい

う売買になりますが、日経２２５先物取引の場合、「高いところで売って、安くなったら買い戻す」という

売買も可能です。 

 

要するに、買いから入る場合は価格が上がったら儲かりますが、売りから入る場合は、価格が下がっ

たら儲かると覚えておくと分かりやすいでしょう。 

 

売りから注文が出せることに慣れていないと、混乱してしまいがちですが、実際の注文画面では、

「買い新規」か「売り新規」を選択するだけですので、あまり深く考える必要はありません。 

 

買いだけでなく、売りで利益を出す方法も知っていると、下落局面の時にも利益が出せる可能性が

出てきます。相場で勝つ為の武器をもう一つ持てるというわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、価格が図のように14,000円から一旦14,150円まで上昇し、その後、どんどん下がり13,700円

まで落ち込んだという値動きをした場合、Ａで買ってＢで売れれば150円の利益になりますが、そのま

ま売り損ねてＣの時点まで保有してしまうと、300円の損失になります。 

 

しかし、Ａの地点で、今後価格は下落するだろうと予測し、あらかじめＡの時点で売りエントリーし、思

惑通りＣの下がった時点で買い決済すれば、300円の利益になります。 

 

 

 

７）市場の取引時間が決まっている（統一の４本値がある）ため、ルールが作りやすい。 

  

            

 
 



日経２２５先物取引市場は、株式市場と同じように、取引時間が決まっています。従って、それぞれ

の市場で、始値、終値、高値、安値といった４本値があります。システムトレードでは、「本日の始値

で買って、本日の終値で売る」といったように、明確なルールが必要ですが、この４本値があるという

ことで、ルールが作りやすいというメリットがあります。 

 

ＦＸ市場の場合、２４時間いつでも取引ができるので、日中仕事をしている人にとっては一見メリット

があるようにも感じられますが、システムトレードの場合は、売買のタイミングが明確でないと過去の

検証がしにくくなります。 

また、ＦＸの場合、市場での売買ではなく、相対取引がメインとなりますので、日経２２５先物取引のよ

うに、価格が統一されていないというのも、デメリットの一つになります。 

 
  



 
 

3-2. 日経２２５先物取引のしくみ 

 

 

 

 

◎ 株式投資との違い 

日経２２５先物取引は、デリバティブ取引（派生商品取引）となりますので、実際の取引では株式投

資と比べて次のような違いがあります。 

 

１）取引できる期間が決まっている 

２）取引時間が違う 

３）単位は○枚 

４）証拠金で取引を行う 

５）決済は差金の授受でおこなう 

６）税金は申告のみ 

 

 

 

◎ 取引期間 

日経225先物取引は取引できる期間があらかじめ決められているため、株式投資のように値上がりを

待って長期で保有するといったことはできません。 

 

この満期月のことを限月と呼んでいます。各限月の満期日については、その月の第２金曜日と決ま

っており、この日はＳＱ日と呼ばれています。ちなみに、このＳＱ日にはＳＱ値（特別清算指数）です

べてのポジションが自動的に決済されるため、ＳＱの前日が取引最終日となり、途中売買の際は、こ

の日までに取引を終結させる必要があります。 

 ※ＳＱ＝スペシャルクォーテーション 

 

日経２２５先物市場では、この限月ごとに、常に１３個の銘柄が存在します。 

銘柄名は「日経225先物＋限月」で構成されており、例えば、限月が9月の銘柄名は「日経225 9月

限（くがつぎり）」と呼ばれます。 

 

3・6・9・12月のうち満期が一番近い月を「期近」いい、最も多く取引されています。現在が３月１日な

らば、３月限、６月限、９月限、１２月限、翌年の３月限…といったような順番になります。 



そして、直近の３月限の満期日が過ぎると同時に、新たに次の月限が銘柄として追加されることにな

ります。 

 

ちなみに、日経２２５mini先物の場合は、3月と9月の直近の3限月と、6月と12月の直近の10限月、こ

れに、直近の１ヶ月ごとの3限月、の合計１６限月が、常時上場されています。 

 

 

 
 

 

 

 



◎ 取引時間 

日経２２５先物市場は現在２つの市場に分かれています。一つは株式市場と同じく日中の市場で、も

う一つは、夕方から翌３時までのナイト相場です。 

日中相場については、株式市場のように昼休憩はありません。また、株式市場が15：00に終了して

からもしばらく日経２２５先物相場は開催し、15：15に終了します。 

 

ナイト相場については、16：30から翌日夜中の6：00までとなっていますが、日中相場に比べて若干

取引数は少なくなります。また、日中と同じ日の夕方からマーケット開始となりますが、マーケットが終

わる時間帯に合わせて、翌日扱いとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにそれぞれの市場で、始値、終値、高値、安値といった４本値が存在します。システムトレー

ドでは、このように４本値を使い、本日の日中の始値で買って、翌日のナイトの始値で売るといったよ

うに、注文のタイミングを明確にしていきます。 

 

 

※ 日日中の15：10～15：15、ナイトの5：55～6：00の時間帯については、プレクロージングと呼び、

この時間帯の注文は約定できず、15：15、6：00にそれぞれ最終値がつくことになる。 

仮に15：12に成行き注文を出した場合、15：15の終値で約定される。 

 

 

 

◎ 取引単位 

株取引の場合、100株、1,000株といったように、株数単位で取引されます。一方日経２２５先物取引

の場合は、１枚、２枚といった単位になります。１枚あたりの取引額については、以下の通りです。 

 

日経２２５先物  … 日経平均株価の1,000倍 

日経２２５mini先物… 日経平均株価の100倍 

 

             

               
 
 



現在の日経２２５先物価格が14,000円だった場合、1000倍の1,400万円の取引ということになります。

一方、ミニ先物の場合は、その10分の1の取引単位となりますので、１枚当りの取引額は140万円とな

ります。 

 

 

 

◎ 呼値の単位（値刻み） 

通常株取引の場合、価格によって、１円ずつ動くのか、１０円ずつ動くのかといったように決められて

います。日経２２５先物の場合は１０円ずつ値が動きます。従って、１０円の1,000倍ですから１回の値

動きで1万円ずつ損益が変化するということになります。 

 

これに対して、ミニの場合は５円ずつの値動きになりますので、５円×100倍ということで、損益は５００

円ずつ変化していきます。 

 

日経２２５先物  … 10円（１ティックで1万円の損益（10円×1,000倍）） 

日経２２５先物mini…  5円（１ティックで500円の損益（5円×100倍）） 

 

 



◎ 更新値幅・制限値幅 

○ 更新値幅とは… 

買い気配や売り気配で1回に動く値幅のことを言います。価格の乱高下を防ぎ、価格の継続性を維

持するために設けられています。更新値幅を上回って取引が成立しそうな場合は特別気配を表示

し、更新値幅の間で気配値を更新し、注文条件に近づけていきます。 

 

○ 制限値幅とは… 

基準値段を基に予め設定されたその日の最大更新値幅のことを言います。（ストップ高・ストップ安）

日経225先物・オプション取引の場合、前日の日経225先物取引の終値または清算数値を基に設定

されます。 

 

 

  基準値段 更新値幅 制限値幅 

7,500円未満 上下60円 上下1,000円 

7,500円以上10,000円未満 上下60円 上下1,500円 

10,000円以上12,500円未満 上下60円 上下2,000円 

12,500円以上17,500円未満 上下80円 上下3,000円 

17,500円以上22,500円未満 上下100円 上下4,000円 

22,500円以上27,500円未満 上下120円 上下5,000円 

27,500円以上32,500円未満 上下140円 上下6,000円 

32,500円以上37,500円未満 上下160円 上下7,000円 

37,500円以上42,500円未満 上下180円 上下8,000円 

42,500円以上 上下200円 上下9,000円 

 

※ 基準値段は原則として前日の日経225先物取引の終値 

 



◎ サーキット・ブレーカー制度 

取引が過熱してきた場合に、取引を一時中断することで投資家の過熱感を鎮め、冷静な投資判断

の機会を設けるための措置です。 

基準値段から、一定の変動幅を超えて先物価格が急騰あるいは急落した場合、取引を15分間中断

します。 

 

  基準値段 ＣＢ発動基準 第1値幅 ＣＢ発動基準 第2値幅 

7,500円未満  500円  750円 

7,500円以上10,000円未満  750円 1,100円 

10,000円以上12,500円未満 1,000円 1,500円 

12,500円以上17,500円未満 1,500円 2,250円 

17,500円以上22,500円未満 2,000円 3,000円 

22,500円以上27,500円未満 2,500円 3,750円 

27,500円以上32,500円未満 3,000円 4,500円 

32,500円以上37,500円未満 3,500円 5,250円 

37,500円以上42,500円未満 4,000円 6,000円 

42,500円以上 4,500円 6,750円 

 

※ 基準値段は原則として前日の日経225先物取引の終値 

 

 

 



日経225先物取引は取引できる期間があらかじめ決められています。したがって、株式投資のように

値上がりを待って長期で保有するといったことはできません。 

 

日経225先物取引の決済方法は２通りあります。 

 

① 満期日に決済 

② 満期までに決済 

 

 

① 満期日に決済する（SQで決済） 

 

日経225先物取引は取引できる期間があらかじめ決められおり、満期月を限月（げんげつ）と呼びま

す。取引最終日までに決済しない場合は、期限日（ＳＱ日）にSQ値（特別清算指数）ですべてのポジ

ションが自動的に決済され、その時点で損益が確定となります。 

 

したがって、各限月の第2金曜日の前日（取引最終日）までに取引を終結させる必要があります。言

い換えれば、SQ日とは売買した（未決済の）銘柄が強制的に決済される日ということになります。 

○ ＳＱ値とは… 

スペシャル・クォーテーションの略。最終清算数値ともいわれています。株価指数先物取引の最終

決済や、株価指数オプションの権利行使の際に利用されます。 

日経225先物、日経225mini、日経225オプション取引の場合、限月の第2金曜日の日経平均株価構

成銘柄の始値に基づいて算出され、その日の大引け後に大阪証券取引所から公表されます。（通

常の日経平均株価は気配値も入れて算出される為、当日のSQ値と若干変わります） 

 

○ 満期月… 限月（げんげつ） 

○ 満期日（SQ日）… 各限月の第2金曜日 

○ 取引最終日… 各限月の第2金曜日の前日 

※SQ日及び取引最終日が休日にあたる時には順次繰上げ。 

 

 

 
  



 
 

3-3. 日経２２５先物取引の実際 

 

 

 

 

◎ 株式投資との違い 

日経２２５先物取引は、デリバティブ取引（派生商品取引）となりますので、実際の取引では株式投

資と次のような違いがあります。 

 

１）取引期間が決められている 

２）決済は差金の授受でおこなう 

３）証拠金で取引を行う 

 

 

 

◎ 取引期間について 

 

日経225先物取引は取引できる期間があらかじめ決められています。したがって、株式投資のように

値上がりを待って長期で保有するといったことはできません。 

 

日経225先物取引の決済方法は２通りあります。 

 

① 満期日に決済 

② 満期までに決済 

 

 

① 満期日に決済する（SQで決済） 

日経225先物取引は取引できる期間があらかじめ決められおり、満期月を限月（げんげつ）と呼びま

す。取引最終日までに決済しない場合は、期限日（ＳＱ日）にSQ値（特別清算指数）ですべてのポジ

ションが自動的に決済され、その時点で損益が確定となります。 

 

したがって、各限月の第2金曜日の前日（取引最終日）までに取引を終結させる必要があります。言

い換えれば、SQ日とは売買した（未決済の）銘柄が強制的に決済される日ということになります。 

○ ＳＱ値とは… 



スペシャル・クォーテーションの略。最終清算数値ともいわれています。株価指数先物取引の最終

決済や、株価指数オプションの権利行使の際に利用されます。 

日経225先物、日経225mini、日経225オプション取引の場合、限月の第2金曜日の日経平均株価構

成銘柄の始値に基づいて算出され、その日の大引け後に大阪証券取引所から公表されます。（通

常の日経平均株価は気配値も入れて算出される為、当日のSQ値と若干変わります） 

 

○ 満期月… 限月（げんげつ） 

○ 満期日（SQ日）… 各限月の第2金曜日 

○ 取引最終日… 各限月の第2金曜日の前日 

※SQ日及び取引最終日が休日にあたる時には順次繰上げ。 

 

 

 
 

 

② 満期までに途中決済 

日経225先物取引は満期までならいつでも決済が可能です。 

株取引と同様、当初行った取引と反対の取引をおこなうことにより決済します。 

 

 

買い注文から入った（買い建て）投資家は売り（転売）、売り注文から入った（売り建て）投資家は買う

（買戻）ことにより損益を確定します。 

 

◎転売：買い建て→売り決済（買った値段より高く売れれば利益になる） 

◎買戻：売り建て→買い決済（売った値段より安く買えれば利益になる） 



◎ 差金決済について 

日経225先物取引は日経平均株価を対象とした株価指数先物取引ですので現物の受渡しをするこ

とができません。取引は差金の授受（取引により生じた損益の部分（差金）のみを受渡し）で行いま

す。 

 

例えば、10,000円で1単位買って、10,010円で売った場合、 

 

○ 日経２２５先物 

（10,010円－10,000円）×1単位×1,000倍＝10,000円の利益 

 

○ 日経２２５先物mini 

（10,010円－10,000円）×1単位×100倍＝1,000円の利益 

 

上記利益のみを受け取ることになります。 

 

 

反対に10,000円で1単位買って、9,990円で売った場合、 

 

○ 日経２２５先物 

（10,000円－9,990円）×1単位×1,000倍＝10,000円の損失 

 

○ 日経２２５先物mini 

（10,000円－9,990円）×1単位×1,000倍＝1,000円の損失 

 

上記損失のみを支払うことになります。 

 

 

 

◎ 証拠金について 

日経225先物取引は差金の授受のみで、代金の支払い等がないため、取引を担保するために証拠

金が必要となります。証拠金は先物取引で損失が生じた場合でも決済ができるように預けておく保

証金のようなものです。 

証拠金はSPANに基づいて証券会社ごとに算出し、その金額以上の差し入れが必要です。 

 

証拠金は証券会社によっても異なりますが、次のような特徴があります。 

 

◎取引の内容（保有する建玉のリスクの大きさ）により異なる。 

◎日経平均の変動の大きさによって毎週、額が見直される。 

◎取引を日々の時価で評価しなおし、証拠金の額に計算上の損益額を反映する。 

◎有価証券による代用も可能だが、一部は現金で差入れる必要がある。 



○ SPAN証拠金とは 

SPAN証拠金は過去の日経平均株価の値動き（ボラティリティ）を参考にし、統計的に算出されます。

分かりやすく言うと、過去の値動きはこのくらいだったから、この先の値動きは、○%の確率でこの範

囲内に収まるだろう、というものです。 

日経225先物の価格が、正常な値動きをしている限り、SPAN証拠金以上の損失はでないであろうと

いう考えに基づいています。 

 

SPAN証拠金は、通常30万～40万円（miniは３～４万円）で推移しています。最低証拠金の額は証券

会社によって違いますが、通常はSPAN証拠金×120%（～140%）で計算されるケースが多いようで

す。 

 

最低証拠金とは、預け入れる必要がある最低の証拠金のことで、新規注文時や、ポジションがある

時、常に必要とされる金額のことを指します。 

 

 

※注意： 

SPAN証拠金は、過去の値動に基づいて算出されることから、値動きが無い状態から一気に相場が

動き出すような場合、SPAN証拠金の額も急に大きくなることがあります。このような場合、損失を出し

ていないにもかかわらず、追証が発生することもあるので注意が必要です。 

 

 

○ ＳＰＡＮ®（スパン）… 

保有するポジションのリスクを相殺して証拠金を計算するシステム。 

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）が1988年に開発した証拠金の計算方法・システム。（Standard 

Portfolio Analysis of Riskの略称。）世界主要各国の先物・オプション取引所で採用されているグ

ローバル・スタンダードのシステムのことを言います。大阪証券取引所は平成12年10月、CMEとライ

センス契約を結び導入しました。 

 

 

 

○ プライス・スキャンレンジとは 

日経225先物取引だけで単一限月の買いか売りのどちらか一方を取引する際に必要な証拠金の最

低基準額のこと。複数の限月、あるいは他の先物・オプション取引のポジションを保有する場合等は

必要額が増減する。 

 

◎証拠金の最低基準額（プライス・スキャンレンジ）の決まり方。 

過去4週間、24週間の日経平均株価の終値の前日比（上下の価格変動幅）をそれぞれ変動幅の大

きい順番に並べ、 

 

１）過去4週間の一番大きい変動幅を30の整数倍に切り上げた金額 

２）過去24週間の2番目に大きい変動幅を30の整数倍に切り上げた金額 



のどちらか大きいほうを採用します。 

 

順位 過去４週間変動幅 過去２４週間変動幅 

１位 ２８５円 ４３６円 

２位 ２６２円 ３９３円 

３位 ２５１円 ３２０円 

： ： ： 

２０位 １２円 ６円 

 

この場合、過去4週間の最も大きい変動幅は285円で、これを30の整数倍に切り上げると300円となり

ます。一方、過去24週間の上位2番目の変動幅は393円で、これを30の整数倍に切り上げると420円

となります。二つのうち、変動幅の大きい「420円」が採用されることになります。 

日経２２５先物ならば1,000倍の420,000円、日経２２５先物miniならば100倍の42,000円が証拠金の

最低基準額となるわけです。 

 

 

 

○ 証拠金所要額 

「SPAN®」という証拠金計算システムにより計算された「SPAN証拠金額」を差し入れます。なお、日経

225先物取引だけの単一限月の買いか売りのどちらか1単位の新規建てであればプライス・スキャン

レンジが証拠金所要額の最低基準額となります。 

 

 

 

○ 受入証拠金 

証拠金所要額を基準に、差し入れている金銭及び代用有価証券の額に現金として授受予定のポジ

ションの評価額等を加減して算出する証拠金額のことを言います。 

 

証拠金所要額との差額において不足が発生した場合、追加証拠金（追証…おいしょう）を差し入

れ、証拠金所要額以上の額を維持させる必要があります。 

 

受入証拠金＝差し入れている証拠金＋現金授受予定額 

 

差し入れている証拠金＝代用有価証券＋差入れ現金 

 

現金授受予定額＝先物取引の計算上の損益額±先物取引の未決済損益額  

 

日経225先物取引の計算上の損益額＝ 

（当日の清算数値－「買い建玉」の約定時の値段）×1,000（miniは×100）×取引単位数  

または 



（「売り建玉」の約定時の値段－当日の清算数値）×1,000（miniは×100）×取引単位数 

○ 総額の過不足 

受入証拠金から証拠金所要額を差し引いた額のことを言います。 

 

受入証拠金額－証拠金所要額＝総額の過不足額 

 

この金額がマイナスになった場合は、追加証拠金（追証…おいしょう）となり、その額を現金で差し入

れる必要があります。 

（通常は翌日の午前中までに差入れなければなりません。差入れがない場合、証券会社が強制的

に反対売買による決済を行います。詳細は証券会社によってことなりますが、保有現物株等を処分

されることもあります。） 

 

※ 当日の清算数値の変動が金額に直接反映されるため、この部分のリスク管理にも注意する必要

がある。 

 

 

 
  



 
 

3-4. 税金について 

 

 

 

 

◎ 日経２２５先物にかかる税金 

日経225先物・mini取引による利益は、有価証券先物取引等に係る雑所得となり、他の所得と分離し

課税される申告分離課税税率20％（所得税15％、住民税5％）です。また申告分離課税の適用対象

者は、個人に限られます。 

商品先物取引の売買差損益と通算できるほか、損失の額のうち、その年に控除しきれない金額につ

いては、翌３年間の繰越控除が認められます。この場合、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、

確定申告を行う必要があります。 

ただし、現物取引及び信用取引の譲渡差損益や外国為替証拠金取引（相対取引）の譲渡差損益と

損益を通算することはできないので、注意が必要です。 

 

 

申告には年間損益報告書を添付する必要があります。年間損益報告書は通常は郵送されますが、

パソコン上でご自身のマイページより「取引履歴CSV出力」によってダウンロードできる場合もありま

す。（詳しくは各証券会社にお問い合わせ下さい） 

 

 

所得にかかる税金、その他控除につきましては、個人の状況によっても変わりますので、詳細は税

務署又は税理士等の専門家にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 

 

 

 

国税庁 タックスアンサー 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 

 

 

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm


◎ 確定申告における雑所得の計算ルールについて 

① 雑所得はすべて通算となる。 

複数の業者と行なっている日経２２５先物取引で発生した益金はもちろんのこと、銀行の外貨預金で

発生した為替差益、公的年金や原稿料・講演料…といったように雑所得にあたるものはすべて合算

する必要があります。 

 また、雑所得等の合計額が20万円を超える場合は、年間の給与収入額が2,000万円以下のサラリ

ーマン（通常は確定申告の必要なし）の方でも、確定申告をする必要があります。 

 

 

 

② 雑所得が複数ある場合、利益の合計額から損失額を控除することができる。 

仮に複数の証券会社に口座を開設し、日経２２５先物取引を行っていたとして、うち２社で行った取

引においてはそれぞれ利益が発生し、合計で100万円の利益となったとします。しかし残る１社の取

引で150万円の損失が発生し、結局最終的な収支はマイナスとなったとします。 

 

このような場合には、すべての売買損益を通算し、合計50万円の損失を、年間雑所得の合計額とす

ることができます。 

このような損失分の控除については日経２２５先物取引同士のみに限らず、外貨預金の為替差益や

原稿料など雑所得同士であれば、いかなるものにでも適用することができます。 

 

 

 

③ 必要経費が認められる場合がある。 

雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められており、確定申告の際

に届け出ることにより、所得の総額から控除することができる場合があります。 

（経費の上限はありません） 

 

例えば日経２２５先物取引の場合、次のようなものが必要経費として考えられます。 

 

 ・売買手数料（支払い手数料） 

 ・筆記用具など（消耗品費） 

 ・電話代、プロバイダ使用料（通信費） 

 ・新聞代、関連雑誌代、情報提供ソフト（図書費） 

 ・パソコン購入費（減価償却分）    

 ・セミナー受講料金、及び会場までの交通費     …etc. 

 ちなみに「新聞代」の場合『日経金融新聞』のような専門紙なら認められるようですが、一般紙では

不可など、取引そのものに直接関係するものでなければ、認められないようです。 

 



 

◎ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 [平成21年4月1日現在法令等] 

1 制度の概要 

 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の2に掲げる先物取引又は有価証券の取

得(以下「先物取引」といいます)をし、かつ、その取引に係る決済又は有価証券に表示される権利の

行使、放棄若しくは有価証券の譲渡（商品先物取引による商品の受渡し、有価証券先物取引等に

よる有価証券の受渡し及び金融先物取引による通貨等の受渡しが行われることとなるものを除きま

す。以下、「差金等決済」といいます。）をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額及び

雑所得の金額、譲渡所得の金額の合計額（以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」

といいます。）については、他の所得と区分して、所得税15％（地方税5％）の税率による申告分離課

税が行われます。 

 

2 適用対象となる先物取引の範囲 

 先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の範囲は、次のとおりです。 

 

(1) 平成13年4月1日以後に行う商品先物取引（商品取引所法第2条第8項又は同条第10第1号ホ

に規定する先物取引） 

 

(2) 金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに規定する取引（同項に規定する市場デリ

バティブ取引に該当するものに限ります。）で、次に該当する取引 

 

イ 平成16年1月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）第3

条の規定による改正前の証券取引法第2条第20項((有価証券先物取引))、同条第21項((有価証券

指数等先物取引))及び同条第22項((有価証券オプション取引))に該当するもの 

 

ロ 平成17年7月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成18年法律第66号）第１条の規定による廃止前の金融先物取引法第2条第2

項に規定する取引所金融先物取引に該当するもの 

 

ハ 証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）の施行日（平成19年9月30日）以

後に行う金融商品取引法第２条第21項第1号から第3号までに規定する取引 

 

(3) 金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する有価証券(同条第16項に規定する金融商品取

引所に上場されているもので、同条第22項第4号に規定する権利を表示するものに限ります。)を取

得し、平成22年1月1日以後に行う当該有価証券の差金等決済 

 なお、当該有価証券の譲渡については、金融商品取引業者(同条第9号に規定する金融商品取

引業者をいいます。以下同じです)への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡

に限ります。 

 

3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合 



 先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金

額は、それぞれ他方の所得の金額から控除することができます。 

 しかし、この控除を行った後にも残存する損失の金額（すなわち、「先物取引に係る雑所得等の金

額」の計算上生じた損失の金額）は、他の所得の金額と損益通算することはできません。 

 

4 先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除 

 「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以

後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、

一定の方法により、「先物取引の雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます（詳細はNo.152

3を参照してください。）。 

 

5 申告手続 

 「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引

に係る雑所得等の金額の計算明細書（PDF/173KB）」を添付しなければなりません。 

 

 
  



 
 

3-5. 取引上のリスクについて 

 

 

 

 

日経225先物取引は、株取引の信用取引と同様、自己資金以上の取引が行える商品です。この点

で信用取引と違うのはレバレッジ効果が信用取引よりも高く、数十倍あるということです。 

 

したがって、大きな利益が見込める一方、損失も拡大するということを念頭に置き、リターンとリスクの

両面を考えた投資を行う必要があります。 

 

 

 

◎ 元本及び利益が保証されていない 

日経225先物取引の価格は、日経平均株価のに連動して変動しますが、相場の状況によっては投

資元本（証拠金）を割り込む（投資元本以上の損失を被る）場合があります。 

また、利益を保証するものではありません。 

 

 

 

◎ 投資元本以上に損失が膨らむケースもある 

日経225先物取引はレバレッジ商品のため、取引金額（約定価格×1,000（miniは100）×取引数量）

より少額の証拠金により取引をします。 

したがって、証拠金の数十倍程度の取引を行うことで、大きな利益が期待できる一方、シナリオと逆

の方に相場が動いた場合、大きな損失を被る可能性もあります。また、預けている証拠金以上の損

失が生じることもある為、相場の値動きの状況に応じて適切な対応をとる必要があります。 

 

 

 

◎ 証拠金の追加差し入れ（追証） 

エントリー後の相場状況によっては、預け入れ証拠金の額では足りなくなり、取引を続けるために追

加の証拠金（追証）を現金で差し入れなければならない場合があります。 

 

 



◎ 建玉の強制決済 

証券会社が定める所定の時限までに追証を差し入れない場合、損失を抱えた状態で建玉の一部ま

たは全てが強制的に決済されることがあります。 

 

 

 

◎ リスクについてのまとめ 

相場の値動きは必ずしもシナリオ通り動くとは限りません。日経225先物取引では、レバレッジ効果が

高い分、わずかな変動でも損益に大きな影響を及ぼす為、相場の見通しが外れた際、短期間で証

拠金を上回る損失が発生する場合があります。 

 

取引を始める前に、資金管理（投資限度額、利益目標、損失限度額など）を徹底し、余裕のある投

資スタイルを心がけることが重要です。 

 
  



 

 

 

日経２２５先物 用語集 

 

 

 

 

◎ あ行 

○ アービトラージ 

⇒ 裁定取引 

 

○ インデックス 

日経平均株価（日経225）、東証株価指数（TOPIX）などの株価指数のことを指します。 

このような株価指数をベンチマーク（指標）に、機関投資家が運用することをインデックス運用とい

い、そのヘッジ手段、裁定取引の手段として株価指数先物取引・オプション取引が利用されま

す。 ⇒ 株価指数 

 

○ 受入証拠金(うけいれしょうこきん) 

証拠金所要額を基準に預け入れている現金及び代用有価証券の額に、授受予定の建て玉の評

価額等を加減して算出する証拠金額のこと。 

 

○ SQ(エス・キュー) 

スペシャル・クォーテーションの略。最終清算数値とも言われています。株価指数先物取引の最

終決済日に使用されます。日経225先物、日経225mini取引の場合、限月の第2金曜日の日経平

均株価構成銘柄の始値に基づいて算出され、その日の大引け後に大阪証券取引所から公表さ

れます。通常の日経平均株価は、構成銘柄の気配値も入れて算出されることから、当日のSQ値と

一致するとは限りません。 

 

○ 追証(おいしょう) 

相場の変動等により、差し入れている証拠金が不足した際に差し入れる追加の証拠金のこと。 

 

 

 

◎ か行 

○ 買戻し(かいもどし) 

売り建てた建て玉を買い注文をもって決済すること。 ⇔ 転売 

⇒ 建て玉 



○ 貸株料(かしかぶりょう) 

株式取引での信用取引で、空売りを行う際に、株を借りる際に支払う料金のこと。 

 

○ 株価指数(かぶかしすう) 

個々の株価の合計をある一定の基準で集計し、指数化したもの。日経平均株価は日本の株式市

場を代表する株価指数として投資家や市場関係者の間で最も浸透していますが、日経平均株価

以外の株価指数としては、東証株価指数（TOPIX）も投資家の運用指標として定着しています。

東証株価指数（TOPIX）は東証１部上場全銘柄の時価総額をベースに、68年1月4日の時価総額

を100として指数化したものです。 

 

○ 期先(きさき) 

 期近限月に比べて、決済期限が将来の限月のこと。 ⇔ 期近（きぢか） 

 

○ 期近(きぢか) 

取引されている限月のうち決済期限が最も近い限月のこと。 ⇔ 期先（きさき） 

 

○ 現金授受予定額(げんきんじゅじゅよていがく) 

先物取引における計算上の損益額及び未決済の決済損益額から、顧客の負担すべき額で取引

参加者が必要と認める額を差引いた額のことを言います。 

 

○ 限月(げんげつ) 

先物・オプション取引で、取引できる最終期限の月のことを言います。日経225先物取引では、3

月、6月、9月、12月の限月のうち直近の5限月が取引されます。（日経２２５先物miniは、限月は3・

6・9・12月のうち直近の２限月＋直近の１ヶ月ごとの３限月。）先物取引では、この限月が銘柄名と

なり、例えば9月の限月を取引する場合は9月限（くがつぎり）と呼び発注します。 

 

○ 原資産(げんしさん) 

先物・オプション取引の対象となる商品のことを言います。日経225先物取引の場合は日経平均

株価が原資産となります。 

 

○ 更新値幅(こうしんねはば) 

買い気配や売り気配で1回に動く値幅のことをいいます。価格の乱高下を防ぎ、価格の継続性を

維持するために値幅の制限があらかじめ設けられており、更新値幅を上回って取引が成立しそう

な場合、特別気配を表示して更新値幅の間で気配値を更新し、注文条件に近づけていきます。 

 

 

 

◎ さ行 

○ サーキット・ブレーカー 



 取引が過熱し、基準値段からある一定の変動幅を超えて先物価格が急騰あるいは急落した場合、

取引を15分間中断する制度です。取引を一時中断することで投資家の過熱感を鎮め、冷静な投

資判断の機会を設けるための措置です。 

 

○ 最終決済 

取引最終日までに反対売買がおこなわれなかった建玉について、SQ値によって決済を行うことを

いいます。 

 

○ 裁定取引(さいていとりひき) 

先物価格と原資産（対象株価指数）との間で割高な方を売り、割安な方を買うポジションを組み、

その価格差を利益として得る取引のことを言います。先物と現物間の裁定のほか、先物の限月間

の裁定もあります。 ＝ アービトラージ 

 

○ 先物取引(さきものとりひき) 

ある対象商品を「決められた将来の期日に」「現段階で決めた価格で」売買する約束の取引のこと

を言います。株式投資と違い、「取引できる期間が決まっている」、「証拠金という保証金を預けて

取引を行う」特長があります。取引金額が証拠金額の数十倍になるというレバレッジ効果があるた

め、少ない資金で大きな利益が見込める一方、シナリオ通りに動かなかった場合、損失も拡大す

るというリスクもあります。 

 

○ 差金決済(さきんけっさい) 

株価指数先物取引では、現物株が存在しないため、決済は先物の当初の取引成立値段とその

後反対売買した際の相場との価格差で行います。例えば、先物価格10,000円で1枚買い建て、そ

の後先物価格が12,500円まで上昇した際に転売した場合、転売価格の11,000円と買い建て時の

11,000円との価格差（1,000円×1,000×1枚＝100万円の利益）で決済され、現物の受渡しは発

生しません。 

 

○ 残存日数(ざんぞんにっすう) 

起算日から満期日（SQ日）までの期間（日数）のことをいいます。 

 

○ ショート 

一般的に「売り建て」のことを指し、証券（権利）を売っている状態のことを言います。 

＝ ショート・ポジション   ⇔ロング 

 

○ 証拠金(しょうこきん) 

先物取引を行う際に必要な保証金のようなものです。証拠金は「SPAN®」に基づき計算された基

準額をベースに、各証券会社で設定されますが、新規の取引を行わない場合でも基準額が変わ

ればその額が適用されることになるため、注意が必要です。また、シナリオと逆の方向に相場が動

いた場合、証拠金以上の損失が発生する可能性もあり、この場合、損失で不足した額を追加証拠

金（追証：おいしょう）として差し入れる必要があります。 

 

○ 証拠金所要額(しょうこきんしょようがく) 



「SPAN®」という証拠金計算システムにより計算された「SPAN証拠金額」のこと。 

○ SPAN®(スパン) 

保有するポジションのリスクを相殺して証拠金を計算するシステムのことを言います。SPAN®はシ

カゴ・マーカンタイル取引所（CME）が1988年に開発した証拠金の計算方法・システムで、Standar

d Portfolio Analysis of Riskの略称。大阪証券取引所が平成12年10月、CMEとライセンス契約

を結び導入。世界主要各国の先物・オプション取引所で採用されているグローバル・スタンダード

のシステムです。 

 

○ SPAN証拠金額 

 保有するポジションのリスクを相殺して計算する証拠金額。日々のSPAN証拠金額の計算では、大

阪証券取引所が作成する「SPANリスク・パラーメーター・ファイル」と保有する先物・オプションの

建玉情報をSPAN®システムまたは「PC-SPANR」に入力することで行ない、その算出は各証券会

社によって対応されています。 

 

○ スプレッド 

 2つの証券や指数の「価格差」のことで、これを利用した取引をスプレッド取引といいます。 

 

○ スプレッド取引 

 限月間の価格差を利用して差益を得る取引のことを言います。割高な限月を売建て、割安な限月

を買建て、限月間の価格差が縮小した段階で反対売買し、その差額が損益となります。カレンダ

ースプレッド取引…同じ株価指数先物で異なる限月を取引 

インターマーケット取引… 異なる株価指数先物で同一限月を取引 

 

○ 制限値幅 

 基準値段を基に予め設定されたその日の最大更新値幅のことを言います。（ストップ高・ストップ

安）日経225先物・オプション取引の場合、前日の日経225先物取引の終値または清算数値を基

に設定されます。 

 

○ 清算数値 

 株価指数先物取引の値洗い等を行う際に使用される値のことを言います。原則として、その株価

指数先物取引における1日の最終の約定値段とされています。 

 

 

 

◎ た行 

○ 建玉(たてぎょく) 

 新規に買いの取引が成立（買い建て）、または売りの取引が成立（売り建て）したまま決済せずに

保有している約定のことを言います。 ＝ ポジション 

 

○ 単純取引 



 新規で約定した価格とその後の相場の価格差の利ざやを得ることを目的とした、通常の取引のこと

を言います。買い建ての場合、転売による決済、売り建ての場合は買戻しによる決済を行います。 

 

○ 代用有価証券(だいようゆうかしょうけん) 

 証拠金を証券会社に預ける際に、現金の代わりに利用する株式などの有価証券のことを言いま

す。（証券会社によって代用の取り扱いをしていない場合もあります。）通常、株式の場合、時価に

一定の掛目をかけた金額で評価されます。 

 

○ 直近(ちょっきん) 

 ⇒ 期近（きぢか） 

 

○ 転売(てんばい) 

 買い建てた建て玉を売り注文をもって決済すること。 ⇔ 買戻し 

 

○ デリバティブ 

 株式・債券・金利・外国為替などの金融商品（原資産）から派生して生まれた金融商品のことを言

います。将来、現金や他の金融商品を受け取る権利の現在価値がその価値を決定します。価格

変動によるリスクを避けるために開発されたもので、先物取引・オプション取引・スワップ取引がそ

の代表的な取引です。 ＝ 金融派生商品 

 

○ 当限(とうぎり) 

 ⇒ 期近（きぢか） 

 

○ 特別清算数値(とくべつせいさんすうち) 

 ⇒ SQ（エス・キュー） 

 

○ 取引最終日(とりひきさいしゅうび) 

 各限月の満期日の前日のこと。 

 

 

 

◎ な行 

○ 日経300(日経株価指数300) 

 東証一部上場300銘柄を対象にした、時価総額ベースの株価指数のこと。 

 

○ 日経平均株価 

 日本経済新聞社が、東京証券取引所第一部に上場する銘柄のうち、流動性や業種バランスなど

を基準に選定した225銘柄を用いて表す株価指数のことを言います。ダウ式平均株価をもとにし

た計算方式を用い、日本を代表する企業の平均株価を算出・公表しています。（銘柄は毎年一部

が入れ替えられます。）TOPIXとともに日本の代表的な株価指数で、日本のマーケット・産業構

造・企業業績など日本経済全体の動向を凝縮した指数であるともいえます。 



 

○ 値洗い(ねあらい) 

 未決済のままの建玉をその日の清算数値で日々評価し直し、その評価損益を受入証拠金に反映

することです。同一銘柄について高低まちまちな多くの約定値段を毎日1本の標準値段に引き直

し、その差額を受け渡しながら取引を続けることを言います。 

日経225先物取引、日経225miniは原則としてその日の日経225先物取引の終値を用います。値

段が付いていない場合は理論価格等を使用。 

 

 

 

◎ は行 

○ 配当率 

 株価に対する年間配当金の割合を言います。日経平均株価の場合、構成銘柄である225社の合

計の配当金額を日経平均株価で割って年率に換算します。 

 

 

○ 反対売買(はんたいばいばい) 

 当初行った取引と反対の取引を行うことで、取引最終日までに決済を行う方法のことを言います。

買い建ての場合は、転売による決済、反対に売り建てた場合は買戻しによる決済を行います。当

初約定した先物値段と反対売買時点の先物約定値段の価格差が損益となります。 

 

○ ヘッジ 

 掛け繋(つな)ぎ、繋ぎ売買、繋ぎ取引といったように、一般的には株式・債券・商品・外国為替など

の取引で、将来の価格変動リスクを避けるために、信用取引や先物取引で売買を行っておくこと

をいいます。 

例えば、保有する現物株やファンドが今後値下がりしそうだと判断した場合、先物を売り建てて、

ヘッジを行います。予想どおり値下がりした場合、保有する現物株やファンドは損失が発生します

が、先物を買い戻すことで利益が得られるため損失分を相殺することができます。一方、現物株

が将来値上がりしそうなので取得したい場合、事前に先物を買い建て、相場が上昇した段階で先

物を転売することによって得た利益を、現物株の取得に充てるなどの方法があります。 

 

○ ベーシス 

 株価指数と先物価格の価格差、あるいは先物の期近と期先の限月間における価格差のことを言

います。 

 

○ ベーシス取引 

 株価指数と先物価格の価格差（ベーシス）を利用して利益を得る取引方法のこと。裁定取引（アー

ビトラージ）ともいわれています。このほか限月間の価格差を利用した裁定取引もあります。 

買裁定…先物価格が理論価格を上回っている状態では割高とみて先物を売建て、株価指数と連

動する現物の組み合わせ（バスケット）を買います。その後、先物価格が下がってこれば

先物の買戻し・現物株売りを同時に行い、差益を得ます。 



売裁定…先物価格が理論価格を下回っている状態では割安とみて先物を買建て、現物株のバス

ケットを空売りします。その後価格が上がれば先物の転売・現物株買戻しを行い、差益

を得ます。 

 

○ ボラティリィティ 

 予想変動率のことで、年率（％）で表示されます。ボラティリティには過去の株価の変化をもとに統

計的に算出されるヒストリカル･ボラティリティと、市場参加者の予想を反映したインプライド・ボラテ

ィリティがあります。 

 

○ ポジション 

 ⇒ 建玉（たてぎょく） 

 

 

 

◎ ま行 

○ 満期日(まんきび) 

 各限月の第2金曜日。SQ日ともいいます。 

 

 

 

◎ ら行 

○ 理論価格(りろんかかく) 

 金利や満期日までの残存日数などを考慮して計算される予想価格のこと。 

 

○ レバレッジ(効果) 

 いわゆる「テコの原理」。小さな力で大きな物を動かすことを「レバレッジを効かせる」というとおり、

少額の証拠金でその何倍もの取引を行って投資成果を上げることを言います。 

 

○ ロールオーバー 

 建玉を継続して保有するため、取引最終日までにスプレッド取引などを利用して、先物を期近から

期先に乗り換えることを言います。反対に期先から期近に乗り換えることはロール･バックと言われ

ています。 

 

○ ロング 

一般的に「買い建て」のことを指し、証券（権利）を買っている状態のことを言います。 

＝ ロング・ポジション   ⇔ショート 

 

 

 

 


