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eワラントの特長

eワラント基本編

eワラントの特長 1
eワラントは、一般に投資対象の値動きに合わせて価格が動く有価証券である。eワラント投資では、投資家は購入

時のeワラント価格よりも高くワラントを売却するか、eワラントの購入価格よりも高い満期での決済金額を受け取ること

によって、利益を得られる。まずは、eワラントがどのような特長を持つ金融商品かという点について簡単におさえてお

きたい。

eワラントを利用することで、レバレッジ投資ができる。「レバレッジ」とは、日本語で「てこ」のことである。

小さな力で大きなものを動かせる「てこの原理」になぞらえて、投資家はレバレッジ投資によって投資対象

へ直接投資するよりも大きな値動きが得られる。レバレッジの水準は金融商品によって異なるが、実際の投

資元本よりも大きな金額（想定元本という）を運用したときと同じ効果が得られるのである。

eワラントは、一般に対象原資産が株式の場合は対象原資産の値動きの3～10倍、対象原資産が為替相場の
場合は対象となる為替レートの変動の10～50倍程度の値動きをする。例えば、トヨタ自動車の株価が1% 動け

ば、トヨタ自動車を対象原資産とするeワラントの価格は、他の条件が一定の場合、一般に3%～10％動く※。

対象原資産そのものへ投資するよりも少ない元本で大きな利益をあげられる可能性があり資金効率の良

い投資を行えるが、一方で大きな損失が出る可能性もある。よって、eワラントは一般に対象原資産そのも

のへ直接投資するよりもハイリスク・ハイリターンである。
※コール・プットの場合。

１. レバレッジ効果

eワラント取引の対象となる資産のこと。例えば、日経平均 eワラントの対象原資産は日経平均株価、

トヨタ自動車eワラントの対象原資産はトヨタ自動車の株式となる。eワラントの対象原資産には、国内外

の株価指数や個別株式（預託証券を含む）、為替相場、商品（コモディティ）相場などがある。

＜対象原資産>

２. 小額取引可

e ワラントへの投資は 3,000円程度から 始めることができる。金融商品によって最低投資金額は異なる

が、例えば個別株式の中には1単位を購入するのに数十万円～数百万円が必要な銘柄も少なくない。例え

ば、ユニクロで知られるファーストリテイリングの株式を購入するためには、最低でも四百万円程度※の

資金が必要である。しかし、ファーストリテイリングの株式を購入するほど資金の余裕がない場合でも、

ファーストリテイリングの株式を対象原資産とするeワラントを購入すれば、ファーストリテイリングの

株式に間接的に投資したことと同じような効果を得られる。ファーストリテイリングを対象原資産とする e

ワラントなら3,000円程度から購入できる。
※2015年12月18日現在のファーストリテイリングの株式と、ファーストリテイリングの株式を対象原資産とするe

ワラントの販売価格に基づく。



3

eワラント基本編

eワラントのほかにレバレッジ投資のできる投資手段の代表例として、信用取引や先物取引、オプション取

引が挙げられる。信用取引や先物取引、オプション取引では、投資家は取引を始めるにあたって証拠金と

言われる保証金を差し入れる必要がある。そして、もし取引による損失が証拠金より大きくなった際には、

追加証拠金を支払わなければならない。その場合は当初の投資元本を超える損失が発生する可能性がある。

また、先物取引やオプション取引の口座を開設するためには口座開設を希望する証券会社の審査に通過

しなければならないケースが多い。リスクが大きいため、一定の知識や経験、金融資産を保有しているなど

の条件が取引を始めるために必要なのである。

３. 多様な投資対象

４. 損失限定

eワラントの特長 1
eワラントは幅広い資産を対象原資産として発行されている。日経平均株価などの国内株価指数、

国内の主要な個別株式、NYダウなどの外国株価指数、アップルなど世界を代表する外国の個別株式、

米ドルやユーロをはじめとする外国為替相場、貴金属や原油などの商品（コモディティ）相場など

にeワラントを利用して投資できる。また、eワラントはおよそ1ヶ月～2ヶ月ごとに数百の新規銘柄が

追加されるため、市場の動向に合わせて機動的に対象原資産を追加することができ、投資家は旬

の銘柄へ投資できる。

また、国内から投資を行う手段が限られている新興国の複数の株式を組み合わせたり、政策面

などから材料視されているテーマにまつわる複数の株式を組み合わせたりして、一つの対象原資産

としてまとめた「バスケット」にも投資することができる。

＜自動運転関連バスケット eワラント>
バスケットeワラントの一例として、「自動運転関連バスケットeワラント」がある。本eワラントを利用すれ

ば、自動運転技術の実用化の進展によって恩恵を受けると考えられる国内外の複数の株式にまとめて投資した

ことと同じような効果を得られる。バスケット投資を行うことで、国内株式と比べて個別銘柄の詳細な情

報を手に入れにくい海外株式への投資を手軽に行うことが可能となっている。自動運転関連バスケットeワラン

トのように、複数銘柄をバスケットにした対象原資産へも、3,000円程度からレバレッジ投資を行うことが可能

である。

自動運転関連バスケット に組み入れられている銘柄
コンチネンタル、デルファイ・オートモーティブ、アルファベット、モービルアイ、エヌビディア、
ヴァレオ、日本電産、デンソー、イリソ電子工業、日本セラミック
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eワラント基本編eワラント基本編

eワラントは原則として、東京証券取引所営業日の9:00～23:50に取引できる。eワラントの対象原資産の

価格（「参照原資産価格」という）は、東京証券取引所の営業時間外でも海外の市場動向をはじめとするさ

まざまな要因によって動いている。例えば海外の株式市場や為替相場に大きな変動がみられた場合には国

内の株式や為替相場も影響を受ける可能性があるが、日本時間で大引け後にそれらが発生した場合でも、

eワラントなら23：50まで取引できる。

eワラントと「オプションの買い建玉（ポジション）」のもたらす経済性は同一である。オプション

を小口化して金融商品取引法上の有価証券化したものが eワラント（カバードワラント）である。

オプション取引とeワラントは共通点の多い金融商品であるが、一般に以下のような違いがある。

５. 取引時間

＜オプション取引との違い>

eワラント取引もリスクは高いが、購入した eワラントが0円まで下落する可能性はあっても、マイナスにな

ることはなく、投資元本を超える損失は発生しない。この点で他の多くのデリバティブ取引や信用取引と比

べて、比較的リスクを管理しやすい金融商品といえよう。また、eワラントの場合は、各証券会社の口座開設

基準を満たしていれば取引を始められる。

・対象原資産の数、特に資産クラスの種類においてeワラントの方が豊富である。日本国内では、個
人投資家が個別株式や為替、商品（コモディティ）に関するオプション取引を行う環境整備が十分
とはいえない。

・オプション取引では、一般に限月に近い銘柄に取引が集中する傾向がある。しかし、eワラントは比
較的満期の長い銘柄も多く取引される。このため、同じ対象原資産の複数の eワラントから、各投資
家の好みのレバレッジ水準をもつ銘柄を選ぶことができる。

・特に上場オプション取引の場合、建玉を手仕舞うためには反対売買をしてもらえる取引相手を探す
ことが必要となる。しかし 、eワラントの場合は保有しているeワラントの実質的な唯一の売却先とな
るカイカ証券の関係会社が、投資家からeワラントを買い取る価格をeワラント取引時間中は提示し
ているので、取引相手を探す必要がなく、流動性の面で優れている。
※ただし、eワラントの取引時間中でも、eワラントの売買が常に可能であるとは限らない。詳しく
はP23 および外国証券情報参照。

・オプション取引では、口座開設のために審査が必要となるため、相応の金融資産かを保有してい
る投資家でなければ口座を開設することができず、取引をすることができない。これに対して、eワラン
トの取引には証拠金は不要なため、取引口座の開設が比較的容易である。

・eワラントの取引では、投資家が損失が無限大となる可能性のある「オプションの売り建玉」と同
様の経済性のあるポジションを取ることはできない。（eワラントの「空売り」はできない）。

eワラントの特長 1

※ただし、eワラントの取引時間中でも、eワラントの売買が常に可能であるとは限らない。詳しくは P23 および外国

証券情報参照。
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eワラント基本編

金融商品の換金可能性を「流動性」という。流動性が問題となる代表的なケースは、流動性の低い金融

商品を売りたいときに売れない場合があてはまる。例として、商いの薄い上場投資信託（ETF）が挙げられる。

ETF は原則、取引所取引によって売買を行うため、同じ条件で反対売買をしてくれる相手がいなければ取引

は成立しない。このため、保有しているETFを売却したいときに当該 ETFを購入したい相手が少ない、または

購入したい相手がいないと、換金したくても換金できないか、極端に不利な価格での売却をしなければなら

ないことがある。

eワラント取引では、マーケット・メーカーである e ワラント・インターナショナル・リミテッドが取引時間

中に買取価格を提示しているので、売却相手を探す必要がない。

eワラントの価格決定に用いられる対象原資産の価格は、対象原資産そのものの価格ではなく、対

象原資産の価格に市場動向が加味されたものとなる。eワラントの価格算出に用いられた価格を「参

照原資産価格」という。例えば国内証券取引所の大引け後で当日中に海外の株式市場に大きな動き

があった場合、対象原資産の終値を用いて eワラント価格を決定するのではなく、海外の株式市場の

動向を加味した参照原資産価格が用いられる。

６. 流動性

＜参照原資産価格>

eワラントの取引には、カイカ証券の関係会社である eワラント･インターナショナル・リミテッドが e

ワラントの「販売価格 ( 投資家にとっての購入価格 )」と「買取価格 ( 投資家にとっての売却価格 )」を

提示し、投資家からの注文の相手方となり売買を成立させる。ロイターやブルームバーグ、QUICKな

どの外部情報ベンダーおよび金融機関などからの情報を含む、適切と判断する情報等に基づいてe

ワラントの値づけをしているeワラント・インターナショナル・リミテッドのような金融機関を「マーケッ

ト・メーカー」といい、マーケット・メーカーが売り気配と買い気配を提示して取引する方式を「マー

ケット・メイク方式」という。

これに対して、東京証券取引所での立会取引のように売り方と買い方の注文条件が合えば約定が

成立する方式を「オークション方式」という。

＜マーケット・メーカー>

eワラント基本編

eワラントの特長 1

※ただし、eワラントの取引時間中でも、eワラントの売買が常に可能であるとは限らない。詳しくは P23 および外

国証券情報参照。
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eワラント基本編

＜参考：ｅワラントと他の金融商品との比較例＞

金融商品の分類 ｅワラントの特長留意点

・数十万～数百万円の元本が必要な銘柄も多い
・通常15時まで ( 東京証券取引所の売買立会時 )

・為替手数料がかかる
・国内株式と比較して取引手数料が高め

・レバレッジは25倍まで
・証拠金不足による追加証拠金あり

・レバレッジは約3倍程度まで
・審査を通過しなければ取引不可
・空売りの場合、損失は無限大

国内株式

外国株式

FX( 外国為替
証拠金取引 )

先物取引

オプション取引

・値がさ株へも3,000円程度から投資可能
・取引委託手数料は無料※

・9：00～23:50まで取引可能

・為替手数料なし
・取引委託手数料は無料※

・9：00～23:50まで取引可能

・取引価格はマーケット・メーカーが提示
・売買中の銘柄はいつでも取引可能
・取引委託手数料は無料※

※  投資家の購入価格と売却価格には価格差 ( 売買スプレッド ) がある

信用取引 ・レバレッジは個別株式 eワラントで最大
10倍程度

・交付書面の読了後取引可能
・損失限定
・取引委託手数料は無料※

・レバレッジは為替 eワラントで50倍程度
まで

・損失限定

・損失限定
・投資対象が豊富 ( 国内外の個別株式、

株価指数、為替相場、商品相場など)
・取引委託手数料は無料※

・取引価格は投資家が提示
・審査を通過しないと取引できない
・取引に応じる相手がいないと取引できない
（オークション方式）

・損失は無限大
・審査を通過しなければ取引不可
・債券、指数、商品などに投資対象は限られる
（海外商品先物の場合為替手数料が別途かかる）

eワラント基本編

eワラントの特長 1

この比較例は一般的な内容を記述したものであり、具体的な金融商品および取引条件などによっては上

記と異なる場合がある。
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①トヨタ自動車　②コール　③243回

④権利行使価格

⑤満期日

⑥1ワラント当たり原資産数

eワラントの仕組み

eワラント基本編

前節では、まず eワラントがどのような特長をもつかについて解説した。次に、eワラントがそもそもどのような金融

商品なのかについて、基本的な事項に絞って解説する。

e ワラントは、カイカ証券が取り扱う「カバードワラント」といわれる有価証券である。カバードワラント

は、「対象原資産を、特定の価格で、満期日に、購入または売却できる権利を表示する証券」である。つま
り eワラントを購入した投資家は、「対象原資産を、あらかじめ決まった値段（権利行使価格という）で、あ

らかじめ決められた日（満期日という）に買えるまたは売れる権利」を手に入れる。 実際の e ワラントの

銘柄に沿って見てみよう。

　上の例は、実際に取り扱いのある eワラントの銘柄 (2015 年12月21日現在 ) で、各 eワラントにはあら

かじめ次のような条件が決められている。

① 「対象原資産」トヨタ自動車の株式を対象原資産とするeワラントであることを示している。

② 「コール」対象原資産を購入する権利に関するeワラントを「コール」という。（対象原資産を売却する
権利に関する e ワラントを「プット」という。）

③ 「回号」①と②が同じ条件、つまり同じ対象原資産の同じコールまたはプットの銘柄でも、後述する他

の条件が異なれば別の e ワラントの銘柄であり、価格も異なる。このため、各々の e ワラントを区別する

ために e ワラントには番号が付されており、この番号を「回号」という。( 例 ) の場合、243番目に発行さ

れたトヨタ自動車のコールの e ワラントであるため、「243回」という回号が付されている。
④ 「権利行使価格」同じ対象原資産を購入できる権利でも、例えば100 円で購入できる権利と10,000円

で購入できる権利は、全く価値の異なるものとなる。他の条件が同一であれば、安く買える権利（= 権利行

使価格が低い）の方が価値が高いだろう。つまりコールの場合、権利行使価格は低ければ低いほど権利者に

とって価値が高い。よって、コールは他の条件が同じ場合、権利行使価格が低い銘柄ほど価格が高くなる

傾向がある。逆に考えれば、プットは売る権利なので、売却できる価格が高ければ高いほど価値が高い。つ

まり、プットは他の条件が同じ場合、権利行使価格が高い銘柄ほど価格が高くなる傾向がある。なお ( 例 ) の 

eワラントは、対象原資産であるトヨタ自動車の株式を7,000円で購入できる権利であることを表している。

１. eワラントの基本的な商品設計

＜ｅワラント銘柄例>

7,000円

2016年8月10日

0.005

eワラントの仕組み 2
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eワラント基本編

2. 4種類のeワラント

＜世界のカバードワラント市場>

⑤  「満期日」権利行使できる日を表しているのが満期日である。(例) では、2016年 8 月10日まで権利が

有効であることを表している（ただし、権利行使できるのは満期日のみ）。他の条件が同じ場合、満期日
までの時間が長い eワラントほど価格が高くなる傾向がある。なお、満期日を迎えたeワラントは自動的に差金

決済される。

⑥  「 1ワラント当たり原資産数」1ワラント（eワラントは「ワラント」という単位で数える）にいくつの原資

産を購入または売却できる権利が含まれているかを表している。価格が高い対象原資産の場合、1ワラン

トに含まれる原資産数を少なくすることで、eワラントの単価を抑えて、小額での投資を可能にしている。
( 例 ) の 1ワラント当たり原資産数は 0.005 で、200ワラントでトヨタ自動車株式 1 株を購入する権利とな

ることを表している。なお、eワラントは1,000ワラントを1単位として取引することができる。

eワラントには大きく分けて「コール・プット」、「ニアピン」、「レバレッジトラッカー」、「トラッカー（レバレッジト

ラッカーを除く）」の 4 種類があり、それぞれの種類によって値動きの性質が異なる。次項以降で、それぞ

れの eワラントの概要を紹介する。

1
2
3
4
5

取引所名

香港証券取引所
ドイツ取引所連合
テルアビブ証券取引所

スイス証券取引所
台湾証券取引所

年間売買代金（兆円）

92.3
5.6
5.4
3.2
2.3

「カバードワラント」は世界全体でみると、特に香港をはじめとする東南アジアや、ドイツをは

じめとする欧州で人気のある金融商品だ。ちなみに、アメリカではカバードワラントと同様の経

済的効果を得られるオプション市場が発達しているため、カバードワラントはほとんど発行され

ていない。世界最大のカバードワラント市場の一つである香港証券取引所では、カバードワラ

ントの取引所取引だけで、東証一部の2015年年間売買代金(576兆4,020億円、出所　株式会社

日本取引所グループ ) の 16% 近い売買代金を誇っている。

（参考）世界のカバードワラント年間売買代金上位 5 取引所と年間売買代金（2015年1月～11月）

※1ドルを120円として円に換算している。 （出所　WFE）

eワラントの仕組み 2
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コール・プット

eワラント基本編

コール・プットは、最も取り扱い銘柄の多い種類のeワラントで、カバードワラントを代表する商品である。コール・プッ

トの eワラントには、対象原資産の価格変動をはじめとするさまざまな要因が価格に影響をおよぼす。

の条件が一定の場合、参照原資産価格が下落すると価格が上昇する※。コール・プットは一般に対象原資

産の値動きよりも大きく値動きする特長（レバレッジ効果）を備えているが、他の条件が一定の場合、時

間の経過により価値が目減りしていくという特性がある。他の条件が一定の場合、時間の経過によってeワ

ラントの価格が低下していくため、比較的短期間での投資に適していると考えられる。

１. 概要
コールは他の条件が一定の場合、参照原資産価格が上昇すると価格が上昇する※。反対にプットは、他

eワラントを満期日まで保有していると、満期日に自動的に差金決済される。コール・プットの満期日にお

ける決済金額は、満期時点での参照原資産価格と権利行使価格との差額、1ワラント当たり原資産数および

（対象原資産の権利行使価格が外国通貨の場合は）満期時の為替レートで決まる。なお、コール、プット

（およびトラッカー）の各銘柄の最終売買可能日は満期日の前営業日であり、満期日当日には取引ができ

ない※。

コールの場合、権利行使価格で1ワラント当たり原資産数の対象原資産を購入して、即座に市場で満期参

照原資産価格にて売却したときに手に入る差額の現金と考えればよい。下の実例を用いて計算してみよう。

2. 満期決済金額

＜満期参照原資産価格>
満期日の決済金額（受取り）の計算に用いられる対象原資産の価格で、対象原資産ごとにあらかじめ外

国証券情報において定義されている。例えば、国内個別株式の場合は、満期日における対象原資産の始値

をいう。
※なお、対象原資産が取引されている主要上場取引所もしくは店頭市場において「満期参照原資産価格」が決定さ

れない場合などの状況での満期参照原資産価格の決定方法に関しては、外国証券情報を参照されたい。

コール・プット 3

※ただし、低価格のeワラントでは対象原資産の価格が変動した場合においてもeワラントの価格がほとんど、あるい

は全く変化しない場合もありうる。詳しくはP23および外国証券情報参照。

※最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。詳しくは P23 および外

国証券情報参照。

トヨタ自動車コール 243回

権利行使価格
満期日
1ワラント当たり原資産数

7,000円

2016年 8月10日

0.005

＜ｅワラント銘柄例>
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eワラント基本編

次に、プットの場合を下の実例を用いて考えてみる。

このｅワラントの満期である2016年8月10日の満期参照原資産価格が仮に8,000円だった場合、権利

行使価格である7,000円で購入して即座に株式市場で売却すると差額である8,000円－7,000円=1,000

円が手に入る。ただし、1,000円は対象原資産 1単位あたりの差額である。そこで、1ワラント当たり原資

産数である0.005を乗じれば、1ワラントの満期決済金額は 1,000円×0.005株＝5円となる。

＜コールの満期決済金額 >

（満期参照原資産価格　ー　権利行使価格）×　1ワラント当たり原資産数　＝　満期決済金額

（8,000円　ー　7,000円）×　0.005　＝　5円

※（対象原資産の権利行使価格が外国通貨の場合は）満期時の為替レートを乗じて円換算する。

8,000円の株式を 7,000円で買える
権利が

0.005株分含ま
れている

満期である 2016年 8月10日時点の満期参照原資産価格が仮に400円だった場合、株式市場か

ら参照原資産価格である400円でヤフー株式を調達してきて、権利行使価格である 450円で売却す

ると差額である 450円－400円 =50円が手に入る。ただし、50円は対象原資産1単位あたりの差額

である。そこで、1ワラント当たり原資産数である 0.05 を乗じれば、1ワラントの満期決済金額は 50

円 ×0.05株＝2.5円となる。

＜プットの満期決済金額 >

（権利行使価格　ー　満期参照原資産価格）×　1ワラント当たり原資産数　＝　満期決済金額

（450円　ー　400円）×　0.05　＝　2.5円

※（対象原資産の権利行使価格が外国通貨の場合は）満期時の為替レートを乗じて円換算する。

400円の株式を 450円で売る
権利が

0.05株分含ま
れている

450円

2016年8月10日

0.05

ヤフープット 159回

権利行使価格
満期日
1ワラント当たり原資産数

コール・プット 3

＜ｅワラント銘柄例>
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eワラント基本編

＜（イメージ）コールとプットの満期決済金額>

なお、コールもプットも対象原資産を売買する「権利」であって「義務」ではない。よって、コール・プッ

トの満期決済金額を各々の計算式で求めた満期決済金額が0を下回る場合は、権利を行使する必要

がない。つまり、コールなら満期参照原資産価格が権利行使価格を下回るとき、プットなら満期参

照原資産価格が権利行使価格を上回るときには、満期決済金額は権利を放棄して0円となる。

権利行使価格

満
期
決
済
金
額

コールの満期決済金額

コールの満期決済金額
・満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る

場合の満期決済金額は0。

・満期決済金額が権利行使価格を上回る場合は、

満期参照原資産価格に比例して満期決済金額は

上昇する。

権利行使価格

満
期
決
済
金
額

プットの満期決済金額

プットの満期決済金額

・満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る

場合は、満期参照原資産価格のマイナスに比例

して満期決済金額は上昇する。満期参照原資産

価格の下限は0なので、満期決済金額の最大値

は、

・満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合の満期決済金額は0。

0

高

0

高

満期参照原資産価格 高低

満期参照原資産価格 高低

「権利行使価格×1ワラント当たり原資産数×（対象原資産の権利行使価格が外国通貨の場合は）満期時の為替レート」

となる。

コール・プット 3



3. 満期前のコール・プットの価格変動
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コールの本源的価値　　　（参照原資産価格　ー　権利行使価格）×1ワラント当たり原資産数

プットの本源的価値　　　（権利行使価格　ー　参照原資産価格）×1ワラント当たり原資産数

満期前のコール・プットの価格は、対象原資産の価格変動をはじめとするさまざまな要因により
変動する。一般に eワラントを含むカバードワラントの価格決定には、ブラック・ショールズ計算式を

はじめとする高度な数学モデルに基づいたオプションの価格計算モデルが参考にされることが多
い。※ただし、高度な数学知識がなくとも eワラント取引を行うことはできる。

※eワラントの価格計算に用いる計算式はブラック・ショールズ計算式やブラック計算式と必ずしも同一であるとは限ら

ない。

eワラント基本編

＜本源的価値>

満期前のeワラントの価格は「本源的価値」と「時間的価値」を合わせて形成される。

「本源的価値」は、仮にいまeワラントの権利を行使した場合に、受け取ることができる金額である（実

際には、満期日前に権利行使することはできない）。「本源的価値」は、次の式で求められる。

本源的価値は、コールの場合は参照原資産価格が大きくなればなるほど、プットの場合は参照原

資産価格が小さくなればなるほど大きくなる。ただし、0を下回ることはない。

次に「時間的価値」とは、e ワラントの価格のうち本源的価値以外の部分をいう。「時間的価値」に

は、さまざまな要因※が価格変動に影響を与える。「時間的価値」は一般に時間の減少とともに減少
していき、満期日に 0 になる。一般に、満期日に近い銘柄ほど一日当たりの時間的価値の減少が大

きいので、注意が必要である。
※金利水準や満期日までの予想受取配当金、対象原資産の貸株料、ボラティリティなど、P27-P32参照

コール・プット 3

※ただし計算結果が0を下回る場合は、本源的価値はコールかプットかにかかわらず0となる。
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権利行使価格

時間的価値

本源的価値

ｅ
ワ
ラ
ン
ト
の
価
格

e ワラントの価格
=本源的価値+時間的価値

0

高

参照原資産価格 高低

＜（イメージ）eワラントの価格＝本源的価値+時間的価値（コール型の場合）>

eワラント基本編

＜（イメージ）満期日までの長さによる e ワラントの価格（コール型の場合） >

権利行使価格

時間的価値

本源的価値

ｅ
ワ
ラ
ン
ト
の
価
格

0

高

参照原資産価格 高低

満期日以外の条件が同じであ
れば銘柄によって異ならない

他の条件が一定の場合、
満期が長い銘柄ほど時間
的価値は高くなる

満期日の遠い銘柄
満期日の近い銘柄
満期日当日の銘柄

コール・プット 3
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ニアピン
ニアピンは、「満期日の日経平均株価や米ドルの相場を予想して投資する」という考え方を取り入れた商品である。コー

ル・プットの場合は大きく動く相場の方が収益機会を増やせるが、ニアピンを利用すれば、値動きに乏しいこう着感の

ある相場も収益機会とすることができる。

eワラント基本編

ニアピンは「満期日の日経平均株価や米ドル円相場を予想して投資する」というユニークなタイプ

の eワラントである。おおむね3ヶ月に1度程度の満期日において、満期参照原資産価格が設定され

たピン価格に近い銘柄ほど満期決済金額が高くなる、という特長をもつ。

ニアピンの満期決済金額は最大で1ワラント当たり100円に設定されている。満期参照原資産価格

がピン価格から離れるほど満期決済金額は減少して、一定価格（日経平均ニアピンの場合は250円、

米ドルニアピンの場合は2円）以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになる。ニアピンの満期決

済金額は下のようになる。

( 例 ) のニアピン日経平均1204回の場合、仮に満期日である2016年3月9日の日経平均株価の満

期参照原資産価格が17,000円ちょうどであれば満期決済金額は100円となる。そして満期参照原資産

価格が17,000円から乖離するにつれて満期受取金額は減っていき、250円以上（16,750円以下また

は17,250円以上）離れると満期受取金額は0円となる。

なお、投資家はニアピンを満期日の 2 営業日前まで購入することができる。また、投資家は満期日

の前営業日の15時までニアピンを売却でき、それ以降は取引ができない※。

また、ニアピンは満期まで保有する必要はなく、満期前に購入したニアピンを売却することもできる。
※最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。

ニアピン 4

17,000円

2016年3月9日

0.4

ニアピン日経平均　1204回

ピン価格

満期日

1ワラント当たり原資産数

1. 仕組み

2. 満期決済金額

＜ｅワラント銘柄例>
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①満期日に日経平均がピン価格と一致した場合

⇒ 受取金額 ＝ 100円
②満期日に日経平均がピン価格から上下250円以上乖離した場合

⇒ 受取金額 ＝ 0円
③満期日に日経平均がピン価格から上下250円未満におさまった場合

⇒ 受取金額 ＝ 100円－ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額※1× 0.4※2

④ 1　「ピン価格 ＞ 満期日の日経平均」の場合　⇒　ピン価格 － 満期日の日経平均 

「ピン価格 ＜ 満期日の日経平均」の場合　⇒　満期日の日経平均 － ピン価格

⑤ 2　日経平均ニアピンの1ワラント当たりの原資産数は、全銘柄共通で0.4である 

<日経平均ニアピンの満期決済金額>

eワラント基本編

ニアピン 4

①満期日に米ドルリンク債の価格がピン価格と一致した場合

⇒ 受取金額 ＝ 100円
②満期日に米ドルリンク債の価格がピン価格から上下2円以上乖離した場合

⇒ 受取金額 ＝ 0円
③満期日に米ドルリンク債の価格がピン価格から上下2円未満におさまった場合

⇒ 受取金額 ＝ 100円－ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額※1× 50※2

④ 1　「ピン価格 ＞ 満期日の米ドル為替レート」の場合　⇒　ピン価格 － 満期日の米ドル為替レート

　「ピン価格 ＜ 満期日の米ドル為替レート」の場合　⇒　満期日の米ドル為替レート － ピン価格

⑤ 2　米ドルニアピンの1ワラント当たりの原資産数は、全銘柄共通で50である 

<米ドルニアピンの満期決算金額>
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ピン価格

ｅ
ワ
ラ
ン
ト
の
価
格

ニアピンの満期決済金額

0円

100円

高低
満期参照原資産価格

＜（イメージ）満期決済金額（1ワラント当たり）の計算式>

eワラント基本編

ニアピン 4

満期参照原資産価格がピン価格から上下に
一定金額※の範囲内に収まれば、受取金発生

※日経平均ニアピンの場合は満期参照原資産価格がピン価格から上下250円未満、米ドルニアピンの場合はピン価格から満期
参照原資産価格が2円未満の範囲に収まると、満期決済金額が発生する。

<リンク債>

eワラントの対象原資産には「○○リンク債」という名称のものが多い。「リンク債」とは、
価格がリンク債の対象となる原資産に連動するように設計された債券のことをいう。例えば、
米ドルリンク債コール ( 米ドル高型 ) eワラントや、米ドルニアピンは「米ドルリンク債」を
対象原資産とするeワラントである。対象原資産である「米ドルリンク債」は米ドルの対円
為替レートに価格が概ね連動する債券である。ドル円レートが100円のとき米ドルリンク債の
価格はおおむね100円となる、と考えてもらえばよい。
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レバレッジトラッカー
レバレッジトラッカーは、対象原資産にレバレッジ投資ができるトラッカーである。ブルベア型の投資信託・ETFの弱点

を克服できる商品として導入されて、現在では新興株の個別株式にレバレッジ投資できるようなタイプのものも取り扱っ

ている。

eワラント基本編

「レバレッジトラッカー」には、参照原資産価格が上昇すると価格が上昇するタイプの「プラス

5倍トラッカー」と、参照原資産価格が下落すると価格が上昇するタイプの「マイナス3倍トラッ

カー」の2種類がある。
プラス5倍トラッカー及びマイナス3 倍トラッカーは、買取価格が対象原資産の変動幅に1ワ

ラント当たり原資産数を乗じた額のプラス5倍及びマイナス3倍にほぼ連動する投資成果を目指
すトラッカーである。
例えば日経平均株価を対象原資産とするレバレッジトラッカーの場合、2,000 ワラントにつき、

プラス5 倍トラッカーの買取価格は日経平均の参照原資産価格※の値幅のほぼ5 倍に連動して、

マイナス3 倍トラッカーの買取価格は日経平均の参照原資産価格※の値幅のほぼマイナス3倍

に連動する。
※日経平均参照原資産価格は、東京証券取引所での現物取引時間終了後も、国内・海外取引所での日経

平均先物価格など影響により変動する。このため、東京証券取引所での現物株式の取引価格を基に計算

される日経平均株価とは異なる。

レバレッジトラッカー 5

1. 仕組み

1-1　レバレッジトラッカーの値動き
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なお、レバレッジトラッカーの買取価格が対象原資産価格のプラス5 倍およびマイナス3倍の値動

きをする「一定のワラント数」は、レバレッジトラッカーの対象原資産によって異なる。「一定のワラ

ント数 」は、1 ÷（各銘柄の 1ワラント当たりの原資産数）で求めることができる。

また、レバレッジトラッカーはコール・プットやニアピンと異なり、同一の対象原資産のプラス5倍

トラッカーまたはマイナス3倍トラッカーであれば、回号にかかわらずほぼ同じ変動幅となる。ただし、

販売価格および買取価格が回号によって異なるので、同じ値動きでも変動率は異なる。また、後述

する自動ロスカットの水準が回号によって異なる。

＜（イメージ）日経平均株価を対象原資産とするレバレッジトラッカーの値動き>

2,000ワラントにつき、

１ワラントあたりの原資産数…0.0005

eワラント基本編

レバレッジトラッカー 5

日経平均が

プラス５倍トラッカーは、
500円×5＝2,500円上昇

マイナス３倍トラッカーは、
500円×（ー3）＝1,500円下落

プラス５倍トラッカーは、
－500円×5＝2,500円下落

マイナス３倍トラッカーは、
－500円×（ー3）＝1,500円上昇

※ｅワラントは1,000ワラント単位で取引できる

500円上昇

日経平均が
500円下落

※ワラントイメージ
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eワラント基本編

レバレッジトラッカー 5

動幅の5倍値動きするプラス5倍トラッカーBの値動きイメージには次のような違いがある。
・2月1日にX、A、Bの価格がすべて10,000円で、2月2日にXが10,500円に上昇、2月3日に

9,500円に下落、2月4日に10,000円に戻った場合のA,B の値動きイメージ

対象原資産X が騰落を繰り返して２月１日の価格に戻ったにもかかわらず、変動率ベースで
値動きするブルベアファンドA の価格は元に戻っていない。変動幅ベースで値動きするプラス
5倍トラッカーB の価格は元に戻っている。

※なお、レバレッジトラッカーの値動きは配当落ち日前後等においては対象原資産の値動きのプラス倍あるいはマイナス

3倍に連動しないことがある。

レバレッジトラッカーは対象原資産の変動率ではなく変動幅によって価格が変動するという点が大

きな特長のひとつで、既存のブルベア型のレバレッジ投資信託やETF(ブルベアファンド)の難点を解消

するために設計された商品である。

ブルベアファンドは対象原資産の変動率の○倍値動きする商品設計である一方で、レバレッジトラッ

カーは対象原資産の変動幅の○倍値動きするという商品設計となっている。前者の場合は、特にレ

ンジ相場の場合に、対象原資産価格が騰落を繰り返すことによって、対象原資産の価格に変化がな

くてもブルベアファンドの価格が徐々に目減りしてしまうという性質をもつ。しかし、レバレッジトラッ

カーの場合は目減りしてしまう性質が克服されている。

< 変動率と変動幅 >
（例）同じ対象原資産Xの変動率の5倍値動きするブルベアファンド A※と、対象原資産Xの変

2月1日

2月2日

2月3日

2月4日

対象原資産 X ブルベアファンドA プラス5 倍トラッカー B

10,000円
10,500円
(+5.0% + 500円 )
9,500円

(▲9.5%、▲1,000円 )

10,000円
(+5.3% + 500円 )

10,000円
12,500円
(+5.0% × 5= +25%)
6,563 円

(▲9.5%×5=▲47.5%)

8,302円
(+5.3%×5=+26.5%)

10,000円
12,500円
(+500円 ×5=+2,500円 )
7,500円

(▲1,000円 ×5=▲5,000円 )

10,000円
(+500円 ×5 = +2,500円 )

※本資料作成時においてブル型（5倍）投信は国内において公募されていない。よって、あくまで値動きイメージを理解するため
の事例である。
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6
5
4
3
2
1
0

参照原資産価格 高低

＜（イメージ）レバレッジトラッカーのロスカット制度（プラス5倍トラッカーの場合）>

2. 満期決済金額

<プラス5倍トラッカーの1ワラント当たりの満期決済金額>

7円 + 5 × （満期参照原資産価格 － 権利行使価格） × 1ワラント当たり原資産数

<マイナス3倍トラッカーの1ワラント当たりの満期決済金額 >

5円 + （-3） × （満期参照原資産価格 － 権利行使価格） × 1 ワラント当たり原資産数

eワラント基本編

他のeワラントと異なり、レバレッジトラッカーには「自動ロスカット」の機能が具備されている。

レバレッジトラッカーは、買取価格が一度でも1円を下回った場合、満期決済金額が確定かつ

固定され、当該1円以下の固定価格による買取のみが行われる。なお、自動ロスカットが実行

される前段階として、買取価格が2円を下回った場合は、原則として、新規の販売を停止して

買取のみを受け付ける。そして、国内個別株式を対象原資産とするレバレッジトラッカーは、

自動ロスカットが実行される前段階として新規の販売を停止して買取のみを受け付けている場

合の取引時間は9:00から11:30及び12:30から15:00に制限される。

レバレッジトラッカーを満期日まで保有した場合の満期決済金額は、プラス5倍トラッカーと

マイナス3倍トラッカーにそれぞれ共通の計算方法が決まっており、以下の数式で算定できる。

レバレッジトラッカー 5
1-2　自動ロスカット機能

レバレッジトラッカーの買取価格
が２円を下回ると、原則として
新規販売は行われなくなり、買
取のみを受け付ける

一度でも買取価格をが１円を下
回ると、満期決済金が確定かつ
固定される（その後は参照原資
産価格が上昇しても下落しても
買取価格は変化しない）

※なお、算定された満期決済金額が0円以下の場合は0円となり、この場合、レバレッジトラッカーの買付代金全額が損失となる。
ただし、自動ロスカットが実行された場合は 1 円以下の固定金額となる。

レ
バ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ッ
カ
ー
の
買
取
価
格
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『サイバーセキュリティバスケット トラッカー』構成銘柄

eワラント基本編

トラッカー 6

3692
3782
3857
4704
CHKP.OQ
CYBR.OQ
FEYE.OQ
FTNT.OQ
PANW.N
VDSI.OQ

FFRI
ディー・ディー・エス
ラック
トレンドマイクロ
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
サイバーアーク・ソフトウェア
ファイア・アイ
フォーティネット
パロアルトネットワークス

バスコ・データ・セキュリィティ

構成銘柄コード

トラッカー（レバレッジトラッカーを除く） 

トラッカー（レバレッジトラッカーを除く）は、eワラントの中で唯一レバレッジのかかっていない商品である。
中長期的な投資を、小額から始めてみたい投資家向けの商品といえる。

サイバーセキュリティバスケットトラッカーは、「小額で世界的に大きな成長が見込める分野で世

界的なシェアを持つ外国企業と、国家レベルの政策によって特需が見込める日本企業にバランスよく

投資できる」ことがコンセプトのトラッカー。数千円から購入できる本銘柄を保有するだけで、下表

の世界を代表する20社の株式に分散投資するのと同じ効果が得られる。レバレッジはかかってないの

で、他の eワラントとは異なり中長期的に株価が上昇すると予想したときなどに利用したい。

トラッカーは、中長期的に対象原資産と似たような値動きをするように設計されたeワラントである※。

他のeワラントとは異なり、レバレッジがかかっていない。また、一般にコール・プットと比べて、時間の

経過による価値の目減りが小さいので、中長期での投資にも適しているといえる。

トラッカーの販売価格には、年率で計算された管理コストが予め織り込まれており、時間の経過によって

管理コスト相当分が減少していく。これはトラッカーの保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストと

なる。
※ただし、対象原資産の価格に連動するものではない。

１. 仕組み

トラッカーの満期決済金額は、１対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合

2. 満期決済金額

におけるその差額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額である。

＜サイバーセキュリティバスケット トラッカー 1回 >



22

eワラント基本編

eワラントの注意事項 7

ハイリスク・ハイリターン

 eワラントの注意事項
さまざまな特長をもち、上手く活用すれば使い勝手の良い金融商品となる eワラントであるが、投資元本のすべてを

失ってしまうおそれもあるハイリスク・ハイリターンな商品でもある。よって、リスクは十分に理解した上で取引しなけ

ればならない。そこで、eワラントへの投資の際には外国証券情報に記載されているリスク要因について十分な検討を

行い、自己の判断と責任において投資を行う必要がある。外国証券情報に記載されている事項の中でも特に注意が必

要なのが、「価格変動リスク」および「取引停止リスク」である。

※外国証券情報はeワラントのホームページにアップされており、ウェブ上で読むことが出来る。

eワラントは最大損失が投資元本までに限定されている一方で、投資元本のすべてを失うおそれのあるハ

イリスク・ハイリターンな商品である。そして、eワラントは対象原資産の価格変動だけでなく、時間経過や

為替相場などさまざまな要因が価格に影響を与える。さらに、eワラントに係る価格変動リスクは一般に対象

原資産に比べて高い。

満期受取金額と利益
満期日に利益を得るためには、満期受取金額がeワラントの購入額を上回っている必要がある。満期受取

金額が発生した場合でも、当該満期受取金額がeワラントの購入額を下回っている場合は差額が損失となる

ことに注意が必要である。

為替リスク
国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりeワラント

の価格が変動する。

金利、配当
eワラントを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。

低価格のeワラント
低価格のeワラントでは、対象原資産の価格が変動してもeワラントの価格がほとんど、あるいは全く変化

しない場合もありえる。例えば、権利行使価格と対象原資産の価格の乖離が極めて大きい場合（コールなら

権利行使価格より参照原資産価格が極端に低い銘柄、プットなら権利行使価格より参照原資産価格が極端

に高い銘柄）が考えられる。このような eワラントで利益を上げることはまれであるため、このような eワラン

トは新規の販売を停止されることがある。

１. 価格変動リスク
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<eワラントの取引が停止される一例>

<最終売買可能日>

eワラント基本編

eワラントの注意事項 7
eワラントの取引時間中でも、eワラントの残存期間中に提示された価格での売買が常に可能であるとは限

らない。また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の eワラントの販売、買取の一方若しくはその両

方が停止される、取引時間が短縮される、または、一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。例

えば以下のようなケースでeワラントのマーケット・メイク、売買注文の受付、売買注文の執行が停止される、

あるいは一旦受け付けた注文が取り消される場合がある。

２. 取引停止リスク

● eワラントが売り切れた場合（販売のみ停止される）

● 対象原資産が取引停止になった場合

● 対象原資産がストップ高・ストップ安になった場合

● 対象原資産の価格に重大な影響を与える発表・報道（インターネット掲示板等での風評の広範

囲の伝播等を含む）が行われ、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難となるこ

とが予見される場合（代表例は、東京証券取引所の大引け後に対象原資産となる株式を発行す

る会社の業績発表が行われたとき）

● 国外の対象原資産等が主として取引されている取引所が休業日である場合
※あくまで一例であり、すべての事例を挙げているわけではないことに注意を要する。

取引停止リスクとあわせて、eワラントの最終売買可能日にも注意を払っておく必要がある。

コール、プット、レバレッジトラッカーおよびトラッカーの最終売買可能日は満期日の前営業

日であり、満期日当日には取引ができず、満期参照原資産価格に応じて自動的に差金決済される。

ニアピンの最終販売日はeワラント及びトラッカーとは異なり、満期日の2営業日前である。また、

満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができない。

12/6
（土）

12/8
（月）

12/9
（火）

15:00

12/10
（水）

12/7
（日）

ニアピン以外
（コール・プット・レバレッジトラッカー・トラッカー）
満期日前日まで取引可能

満期日２営業日前まで購入可能
満期日前日の15時まで売却可能

ニアピン

（例） 満期日
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マーケット・メーカーによるヘッジ取引

eワラント応用編

マーケット・メーカーによるヘッジ取引 1
eワラント応用編では、eワラントのマーケット・メーカーが行うヘッジ取引や eワラントの値づけについて概略を解説

している。投資家がeワラント取引を行う裏側で行われていることや、どのような要因によってeワラント価格が変動する

かを認識しておくことは、eワラント取引の一助となるだろう。

eワラントは価格変動が大きいため、投資家がeワラントを購入した際には、投資家と売買を行うマーケット・

メーカーは価格変動リスクを軽減するためにヘッジ取引を行う。

例えば投資家がコールを購入した場合、マーケット・メーカー側からみれば反対にコールを売却したこと

になる。このとき、マーケット・メーカーは売却したコールの価格変動リスクに備えるために、多くの場合

においてヘッジ取引を市場で行う。コールのヘッジ取引の代表的な手段としては、対象原資産そのものを購

入する方法がある。ただし、コールの値動きの大きさは、参照原資産価格の値動きに応じて変化する。よっ

て一度ヘッジ取引を行った後も、ヘッジ取引のポジションの調整を繰り返し行う必要がある。

eワラントの販売および買取をしているのは、「eワラント・インターナショナル・リミテッド」というマーケット・

メーカーである。投資家の売り注文と買い注文を突き合わせて売買を成立させるオークション方式とは異な

り、マーケット・メーカーと投資家とで売買されるのがeワラントの特長のひとつである。マーケット・メーカー

は主に、投資家への「販売価格」および「買取価格」の提示と、投資家による e ワラントの手仕舞い売り

や満期決済での支払いに備えて、ヘッジ取引を行っている。

１. マーケット・メーカー方式

２. ヘッジ取引

販売価格・
買取価格
の提示

ヘッジ取引

マーケットメーカー

市場
投資家

売買注文

20%
10%

50%
20%

0

0

10

20

30

40

50

60

70

10 20 30 40 50 60 70
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eワラント応用編

マーケット・メーカーによるヘッジ取引 1
eワラントの販売価格と買取価格には差額があり、この差額を「売買スプレッド」という。eワラントを購入

する際には販売価格での取引、売却する際には買取価格（一般に販売価格より低い）での取引となるため、

売買スプレッドは取引を行う上での投資家にとってのコストとなる。売買スプレッドの一部は、マーケット・

メーカーがヘッジ取引を行うための取引コストに充てられている。

同じ対象原資産でも、レバレッジの高い銘柄はレバレッジの低い銘柄に比べて値動きが大きくなりやすい

ため、価格変動リスクをヘッジするために必要な対象原資産などの保有量が多くなる。このため、レバレッ

ジが高い銘柄ほどヘッジに必要なコストは一般に上昇する。

このため、他の条件が一定の場合、一般的にレバレッジの高い銘柄はレバレッジの低い銘柄よりもeワラ

ントの販売価格に含まれる売買スプレッドの比率が高い。投資家は売買スプレッドの水準を確認する際に売

買スプレッドの比率を確認するだけでなく、スプレッドの比率をレバレッジ水準で割った「実効スプレッド」

にも注意する必要がある。

３. 売買スプレッド
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コール・プットの価格変動要因

eワラント応用編

コール・プットの価格変動要因 2
eワラントの価格決定を理論的に理解するためには、高度な数学の知識が必要である。しかし、eワラントの取引は、

そのような知識がなくても行うことができる。eワラントの価格変動要因と、各々の価格変動要因が価格にどのような影

響を与えるかを知っておくことで、eワラント取引に役立てることができる。

次に「満期日までの時間」については、他の条件が同じ場合はコール・プットにかかわらず、

満期日までの時間が長い銘柄ほど「時間的価値」が高い（P12参照）ため、eワラントの価格は高くなる。

ここでは、他の価格変動要因、特に参照原資産価格がeワラントの価格に与える影響について基

本編よりも詳しく見ていく。

他の条件が一定の場合、コールは参照原資産価格が上昇するほど、プットは参照原資産価格が下落する

ほど、eワラントの本源的価値（P12参照）が上昇するため、eワラントの価格が上昇することは、基本編で

触れた通りである。ただし、同じ対象原資産のコール・プットでも、参照原資産価格の変動率に対するeワ

ラントの価格の感応度は異なる。ここで、参照原資産価格の値動きに対するeワラント価格の値動きの大き

さの割合を「デルタ」という。

このうち、権利行使価格については基本編に記した通り（P7 参照）、以下のようになる。

・権利行使価格

・満期日までの時間

・参照原資産価格

・金利

・配当予想

・ボラティリティ

１.eワラントの価格変動要因

２. 参照原資産価格

eワラントの価格計算に影響を与えるのは次のような項目である。

※他の条件が一定の場合。

権利行使価格が低い銘柄ほど価格が高くなる

<コールの場合>

権利行使価格が高い銘柄ほど価格が高くなる

<プットの場合>

2-1　デルタ
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eワラント応用編

コール・プットの価格変動要因 2
デルタは一定の水準にはなく、参照原資産価格の値動きによって変化するので、注意が必要である。

デルタは、コールの場合は0～1の間の数値をとり、プットの場合は－1～0の間の数値をとる。なお、

参照原資産価格が権利行使価格に近い状態（アット・ザ・マネーという）のときは、コールの場合は

0.5前後、プットの場合は－0.5前後となる。コールの場合は参照原資産価格がより高ければ高い（＝

本源的価値がプラスの状態で、イン･ザ・マネーという）ほど、デルタは 1 に近づく。また、参照原

資産価格が低ければ低い（＝本源的価値が 0 の状態で、アウト･ザ・マネーという）ほど、デルタは

0に近づく。プットの場合は逆に、参照原資産価格がより低ければ低いほど、デルタは－1に近づく。

また、参照原資産価格が高ければ高いほど、デルタは0に近づく。

コールの場合、参照原資産価格の変動とeワラント価格の変動の関係を、デルタを通して見てみる

と下図のようになる。

図を見れば分かるように、同じeワラントの銘柄でも参照原資産価格によってデルタが異なっている

ことがわかる。また、参照原資産価格が極端に低い状態では、参照原資産価格が多少動いてもeワ

ラント価格がほとんど変化しないことがわかる。この状態はデルタがゼロに近い状態であり、このよう

な状態の銘柄は「価格変動リスク」（P22参照）で示したとおり、新規販売が停止されることがある。

ｅ
ワ
ラ
ン
ト
の
価
格

0

高

参照原資産価格 高低

＜（イメージ）参照原資産の変動とｅワラント（コール）の価格変動の関係（デルタ）>

デルタ＝参照原資産の動きに対するｅワラント
の価格の動きの変化率（=傾き）

参照原資産価格が低いときは
デルタも低いが…

参照原資産価格の上昇と
ともにデルタも上昇（権
利行使価格付近で0.5）

参照原資産価格の
上昇に連れて（対
象原資産の）値動
き）に近づく

権利行使価格
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eワラント応用編

コール・プットの価格変動要因 2
コール・プットの場合、参照原資産価格によってデルタが変化する。このことは、参照原資産価格

の動きに対してeワラントの価格は直線的に動くのではなく、曲線的に動くことを意味している。ここで、

参照原資産価格の変化に対するデルタの変化率を「ガンマ」という。ガンマは、アット・ザ・マネー

の状態で最も高くなり、参照原資産価格が権利行使価格から乖離するほど低くなっていき、ゼロに近

づいていく（下図参照）。

ガンマが高いときに参照原資産の価格変動に対するデルタの変動が大きくなることは、ガンマが高

い状態ほど、参照原資産価格の変動率に対するeワラント価格の変動率が高くなることを意味する。

そして、アットザマネーのときにガンマは最大値となり、参照原資産の価格変動率に対するeワラント

価格の変動率が最大となる（下図参照）。

デ
ル
タ

0

1

参照原資産価格 高低

＜（イメージ）eワラント（コール）の参照原資産価格とデルタの関係（ガンマ）>

＜ガンマとｅワラントの価格①、②>

ガンマ＝参照原資産の動きに対する
デルタの動きの変化率（=傾き）

2-2　ガンマ

0.5

デ
ル
タ

0

1

参照原資産価格 高低

参照原資産価
格が矢印の分
だけ動くと… コール型ｅワラント

の価格は斜線の面積
だけ動く

0.5

デ
ル
タ

0

1

参照原資産価格 高低

ガンマが最大のと
きに参照原資産価
格の変動率に対す
るｅワラント価格
の変動率が最大に
なる

0.5 権利行使価格

① ②

参照原資産価格
が権利行使価格
を下回っている
とガンマは参照
原資産の上昇に
つれて上昇する

参照原資産価格=権利
行使価格のときに最大

参照原資産価格が
権利行使価格を上
回るとガンマは参
照原資産の上昇に
つれて下落する

権利行使価格
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eワラント応用編

コール・プットの価格変動要因 2
3. ギアリング

「ギアリング」とは、1ワラントに含まれる対象原資産の価値と1ワラントの価格の割合で、コール・プッ

トの値動きの大きさの水準を表す。ギアリングは、以下の計算式により求められる。

ギアリングは、参照原資産価格の変動率に対する、eワラント価格の変動率を示している。

例えば、以下のようなコールがあったとする。

仮に現在のトヨタ自動車株式コールの参照原資産価格が6,000円であった場合、1ワラント当たり原

資産数である0.005当たりのトヨタ自動車株式の参照原資産価格は6,000円 ×0.005＝30円分となる。

そして、ギアリングは 30円をeワラント単価である5.00で割って、6となる。

＜ギアリング>

＜（イメージ）ギアリング①>

（トヨタ自動車株式6,000円 × 1ワラント当たり原資産数0.005）（ ）

トヨタ自動車コールタイプのｅワラント単価

5.00円

参照原資産価格  ×  1ワラント当たり原資産数  ÷  eワラントの価格

<トヨタ自動車コール例>

1ワラント当たり原資産数　 0.005
eワラント単価　5.00円

トヨタ自動車株式6,000円

１ワラントに含まれる
トヨタ自動車株式30円分30円分

1ワラント当たりに含まれる原資産数

30円
ｅワラント単価

5.00円
ギアリング

6÷ ＝

※ワラントイメージ
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eワラント応用編

コール・プットの価格変動要因 2
この「6」というギアリングの数値が示すのは、デルタが1と仮定した場合の参照原資産価格の変動

率に対する、eワラント価格の変動率である。

例えば、トヨタ自動車の株価が1,000円上がったとする。このとき、1ワラントあたりに含まれるトヨタ

自動車株式の参照原資産価格は1,000円 ×1ワラント当たり原資産数 0.005＝5円上昇する。デルタ

が1であればトヨタ自動車コールの eワラントも同額だけ上昇するので、eワラント単価は元の eワラン

ト価格5円 + 上昇額5円＝10円となる。

このとき、対象原資産であるトヨタ自動車の株式の価格は16.7%（6,000円 → 7,000円）上昇した

のに対して、eワラントの価格は100％（5円→10円）上昇している。eワラントの上昇率100％はトヨ

タ自動車株式の上昇率16.7%のほぼ6倍で、この6倍がギアリングにほかならない。

＜（イメージ）ギアリング②>

<ワラントレバレッジ（実効ギアリング）>
実際のデルタは1より小さい値をとる（コール・プットの場合）ので、ギアリングにデルタを掛け合わ

せた数値が実際のeワラントのレバレッジ水準となる。当該数値を「ワラントレバレッジ（実効ギアリン
グともいう）」という。

※ギアリングおよびデルタは対象原資産の価格の変動や時間経過に伴って変動するため、ギアリングおよびデル

タを対象原資産の価格とeワラントの価格の連動度合いの指標として用いる場合には、極めて短い時間内の値

動きの目安として利用する場合に限って有効であることに注意が必要である。

ワラントレバレッジ（実効ギアリング） ＝ ギアリング　×　デルタ

1. トヨタ自動車株式の参照
原資産価格が1,000円上昇

対象原資産環境であるトヨタ自動車の株価の変動率 ギアリング ｅワラント単価の変動率

2.デルタが１の場合
トヨタ株コールタイプの
eワラントも５円上昇

対象原資産の価格
6,000円　7,000円

（+16.7％）

ｅワラント価格
5.0円　10.0円
（+100％）

１６．７％ 6.0 100％× ＝

１ワラント当たり
原資産数
0.005
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コール・プットの価格変動要因 2
4. ボラティリティ

ボラティリティとは、対象原資産の価格が今後、どのくらい変動するかを示す予想変動率である。

価格変動要因のうちボラティリティのみが上昇するとコール・プットの価格は上昇し、ボラティリティ

のみが下落するとコール・プットの価格は下落する。

一般に、eワラント購入後に対象原資産の価格の変動が小さくなり、今後の対象原資産の価格の

予想変動率を示すボラティリティが低くなると、多くの金額を受取ることができる可能性が減るので、

結果的にeワラントの価格も下落する。

5. 配当

他の条件を一定とした場合、配当の予想金額が上昇すればコールの価格は下落して、プットの価

格は上昇する。また、他の条件を一定とした場合、配当の予想金額が下落すればコールの価格は

上昇して、プットの価格は下落する。

6. 金利
他の条件を一定とした場合、金利が上昇した場合はコールの価格は上昇して、プットの価格は下

落する。また、他の条件を一定とした場合、金利が下落すればコールの価格は下落して、プットの

価格は上昇する。

<各価格変動要因のみが上昇したときのコール・プットの値動き>

コール

プット

ボラティリティ 配当 金利



33

当資料に関するご注意事項

　本資料は、eワラント、ニアピン及びトラッカーの商品特性やリスクに関して投資家の理解を深める目的で作
成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではない。ご利用に際しては、投資家自身の判断で行う必
要がある。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成されているが、カイカ証券は、その正確性
および完全性に関して責任を負うものではない。本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更さ
れる場合がある。本資料のいかなる部分も一切の権利はカイカ証券に帰属しており、電子的または機械的
な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行ってはならない。

手数料及びリスクの説明

　eワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株式（上場投資信託等を含む）・株価指数、預託
証券、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）の価格変動、時間経過（一部の銘柄を除き、 一般に時
間経過とともに価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）などさまざまな要因が価格
に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券
である。ま た、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなる（ただし、eワラント
の価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合がある）。

　ニアピン（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過（同日
内を含む）などさまざまな要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うお
それがあるリスクが高い有価証券である。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の
割合が大きくなる。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価
格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになる。同一満期日を持つ全ての種類のニア
ピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性がある。 

　トラッカー（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク
債）の価格変動や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与える有
価証券である。こ　のため、投資元本の保証がなく、損失が生じるおそれがある。トラッカーの価格は、e
ワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをする（ただし、レバレッジトラッカーは同方
向または逆方向に増幅されたような値動きとなる）が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連
動するものではない。 また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動に
よって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受ける。
なお、取引時間内であっても取引が停止されることがある。詳細は、最新の外国証券情報を参照ください。

eワラント（カバードワラント）は、eワラント・ファンド・リミテッドが発行、eワラント・インターナショナル・

リミテッド及びカイカ証券株式会社がマーケット・メイクを行っているカバードワラントで、取扱金融商

品取引業者のみを通じて取引可能である（eワラント・インターナショナル・リミテッドとの相対取引）。取

引所に上場されているカバードワラントとは異なる。

また、投資家の購入価格と売却価格には価格差（売買スプレッド）がある。

商号等 / カイカ証券株式会社 　金融商品取引業者　関東財務局長 ( 金商 ) 第 2526 号 

加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
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