
HYPER SBIの先物オプション主要画面では「銘柄一覧」「個
別銘柄」「口座/履歴」「建玉一覧」「注文一覧」「チャート」「先
OP情報」をご覧になることができます。 

6章 

HYPER SBIの先物オプション 
主要画面 



プルダウンで表示される株式と先物OPから、「先物OP」を選択します。 

（1）メニュー選択ボタン 各メイン画面の表示ボタン 

先物オプションのツールバーでは「銘柄一覧」「個別銘柄」「口座/履歴」「建玉一覧」「注文一覧」「チャー
ト」「先OP情報」「マイ板」「スピード注文」の各メイン画面をワンクリックで表示させることができます。 

ここでは、ツールバーに割り当てられている機能について紹介します。 

■ツールバーに割り当てられた機能 

（1）メニュー選択ボタン 
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「銘柄一覧」画面では、任意の個別銘柄の情報を複数の視点から総合的にウォッチしながら、発注が可
能です。 

「銘柄一覧」画面では、現在値、気配値、前日比など先物やオプションの詳細な情報をリアルタイムに
表示します。また、取引ボタンや銘柄情報エリア内をダブルクリックする事で「先物OP/取引ポップアップ
」が表示され、すぐに注文を出すことができるので、その銘柄の価格動向をウォッチしながら、状況に応
じた素早い発注が可能です。 

（1）表示対象の選択ボタン 

日経平均株価指数の価格情報を表示します （3）先物銘柄情報 

■ 「銘柄一覧」画面 

先物銘柄一覧 
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オプション取引銘柄一覧 

（1）表示銘柄の選択 （2）限月選択 

日経平均・日経225先物(直近限月)の価格情報を表示します 

（4）オプション銘柄情報 



オプション銘柄はプルダウンで表示される限
月から、表示したい限月を選択します。 

各銘柄の現在値、前日比、気配値、気配値の数量などが、横並びに表示されます。 

表示対象を選択します。表示をしたい銘柄をクリ
ックすると対象銘柄が表示されます。 

「銘柄一覧」画面では、「先物銘柄一覧」画面と「オプション銘柄一覧」画面を選ぶことができます。 

選択された限月のオプションの情報（各権利行使価格の現在値前日比、気配値、IV【インプライドボラ
ティリティ】など）が横並びに表示されます。 

■「銘柄一覧」画面の表示形式 

（1）表示銘柄の選択 （2）限月選択 

（3）先物銘柄情報 

（4）オプション銘柄情報 



先物取引「銘柄一覧」画面に表示される「現在値」「前日比」「気配値」などの見出し部分は、左右にドラ
ッグ＆ドロップして表示順序を変更することができます。注目しておきたい情報を左側に移動して、常に
表示させておくと便利です。 

「銘柄一覧」画面では、銘柄の情報をさまざまな形で表示できます。表示形式を切り替えることで、注目
している銘柄に関する重要な情報を見つけやすくなります。 

見出し部分を左右にドラッグ＆ドロップするこ
とで、表示する情報の順番を変更できます 
上記画面では前日終値を移動させています 

■「銘柄一覧」画面での操作 

●表示項目の順番を入れ替える 



「個別銘柄」画面では、任意の個別銘柄の情報を複数の視点から総合的にウォッチしながら、発注が行
えます。 

「個別銘柄」画面では、気配値、歩み値、クォート、チャート、ニュースなど個別銘柄の詳細な情報をリア
ルタイムに表示します。また、取引エリアの発注タブや板情報内でのドラッグ＆ドロップ操作ですぐに注
文を出すことができるので、その銘柄の価格動向をウォッチしながら、状況に応じた素早い発注が可能
です。※HYPER先物選択時は、日経225先物、ミニ日経225先物、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、東証

マザーズ指数先物のみ注文可能です。 

（1）銘柄選択 

先物・オプションニュース、表示している銘柄の
チャート、時系列の価格や選択中コースを表示
します （2）限月選択 

検索・表示した銘柄がボタンとして最大20銘柄登録され、クリックで表示可能 

（4）当日の歩み値 （5）クォート・チャート・ニュース 

■「個別銘柄」画面 

先物個別銘柄 
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取引エリア 
現物建玉が、取得単価（保有建玉を複数保有する場合は加重平均）を示す位置に、以下の記号で表示
されます。 
M：先物またはオプションの建玉 
A：先物またはオプションの建玉の加重平均 



オプション個別銘柄 

（1）銘柄選択 （2）限月選択 （3）コールプット・権利行使価格選択 

表示している銘柄のニュース、チャート、時
系列の価格、選択中コースを表示します 

（4）当日の歩み値 

取引エリア 
現物建玉が、取得単価（保有建玉を複数保有する場合は加重平均）を示す位置に、以下の記号で表示
されます。 
M：先物またはオプションの建玉 
A：先物またはオプションの建玉の加重平均 

（5）クォート・チャート・ニュース 

検索・表示した銘柄がボタンとして最大20銘柄登録され、クリックで表示可能 



プルダウンで表示される銘柄から、表示したい
銘柄を選択します。先物では日経225、ミニ日
経225、TOPIX、ミニTOPIX、JPX日400、東証マ
ザーズ、日経平均VI、NYダウ、FTSE中国50、
台湾加権から、オプションでは日経225、JPX日
経400を選択できます。 

プルダウンで表示されている限月から、表示し
たい限月を選択します。 

オプションの画面で表示されます。コール・プッ
トの別、権利行使価格を選択します。 

当日の取引時間中の約
定値とその出来高が、時
刻順（時・分・秒）にリアル
タイム表示されます。 

最新の情報は一番上に
表示されます。右にある
スクロールバーを動かす
ことで1日分の情報を確
認できます。 

（1）銘柄選択 （2）限月選択 

（3）コールプット・権利行使価格選択 （4）当日の歩み値 

歩み値の表示色は直近
価格より上昇した場合は
赤色、下落した場合は緑
色、同値の場合は直近
価格と同色で表示されま
す。 
 

先物 オプション 



該当銘柄の「クォート」、「チャート」、「ニュース」の情報が表示されます。各項目をクリックすることによ
りそれぞれの情報を表示します。 

（5）クォート・チャート・ニュース 

当日の取引所で成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均を算出した価格 



該当銘柄の価格情報等が表示されています。
現在値、前日比、出来高をはじめ、日中立会、
イブニング・セッションの始値、高値、安値、終
値などもリアルタイムに更新されます。隠れて
いる内容を見たいときにはスクロールバーをス
ライドして表示してください。 

該当銘柄の情報を表示するエリアです。「クォート」「チャート」「ニュース」に分かれており、タブをクリック
するとその情報を表示します。 

該当銘柄の価格チャートを表示します。グラフ
のスパンは1日、2日、3日、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月
、1年から選択でき、足も、1日、2日、3日の場
合ならティック足、1分足、5分足、15分足、1時
間足から選べるので、目的の価格推移を一目
で判断することができます。 

該当銘柄に関連するニュースや先物・オプション 
ニュースが時系列で表示されます。ヘッドライン
を見て本文を読みたい場合には[本文]ボタンを
押すと、[News本文]ポップアップにニュースの本
文が表示されます。また、右端にあるクリップボ
タンを押すと、「マイメニュー」ページのクリップニ
ュースに保存されます。 

■銘柄情報の詳細 

●クォート ●ニュース 

●チャート 



口座/履歴では【口座情報/振替指示】【約定履歴】【受入証拠金履歴】の画面をワンクリックで表示させ
ることができ、現在の口座状況や建玉状況、約定履歴、受入証拠金履歴を確認することができます。ま
た、【口座情報/振替指示】画面では振替指示をすることができます。 

口座情報と振替指示を行うことができます。 

口座情報が確認できます 

建玉状況が確認できます 

追証等発生状況等が確認できます 

「デルタ」「ガンマ」「ベガ」「セータ」が確認できます 

（1）口座情報/振替指示 （2）約定履歴 

（1）口座情報/振替指示 

振替指示ができます 

（3）受入証拠金履歴 
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「日付」「受入証拠金」「前日受入証拠金」「買OPプレミアム受渡金額」「売OPプレミアム
受渡金額」「先物決済損益」「先物値洗」「振替額」をご確認できます 

対象の日時をご選択いただけます 

（2）約定履歴 

追証発生時の画面表示 
 
追証発生時「お知らせ」画面と「口座／履歴」画面にメッセージが表示されます。 

追証発生時の「お知らせ」画面 追証発生時の「口座／履歴」画面 

（3）受入証拠金履歴 

「約定日」「銘柄」「ＳＱ日」「市場」「取引」「約定数量」「約定単価」「約定金額」「手数料」
「受渡金額」「受渡日」等をご確認できます 

対象の日時をご選択いただけます 



「建玉一覧」画面では、任意の個別銘柄の情報を複数の視点から総合的にウォッチしながら、状況に応
じた素早い発注が行えます。 

建玉一覧では先物とオプションに分けて、現在建てている銘柄および数量などの一覧を2行表示・コンビ
の形式にてリアルタイム表示します。中・長期保有建玉の評価損益などをウォッチすることができます。
2行表示・コンビでは、取引アイコンクリックによって起動される「先物ＯＰ/取引ポップアップ」画面で即座
にお取引を開始することが可能です。  

（4）銘柄情報 

（1）表示形式の切り替え （2）表示対象の選択 （3）先物当日未清算額、先物ＯＰ損益合計 

（5）個別表示/一括表示の切り替え （6）建玉一括決済指定 
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■「建玉一覧」画面 

（1）表示形式の切り替え （2）表示対象の選択 

［2行表示］［コンビ］の各ボタンで表示形式を切
り替えます。 

表示対象を選択します。[全て]ボタンをクリックす

ると先物とオプションの銘柄一覧が表示され、
［先物］ボタンをクリックすると先物と銘柄一覧が
表示され、［オプション］ボタンをクリックするとオ
プションの銘柄一覧が表示されます。 



当日の先物未清算金額、先物オプション損益合
計が確認できます。 

現在建てている銘柄のSQ日、市場、建区分、建
日、前日比等が確認できます。 

※HYPER先物選択時は、日経225先物、ミニ日経225先物、TOPIX先物、ミニTOPIX先物、東証マザ
ーズ指数先物のみが選択いただけます。 

2行表示では、先物建玉一覧およびオプション建玉一覧の各画面右上には、［個別表示］ボタンと［一括
表示］ボタンが用意されています。［個別表示］ボタンをクリックした場合は、個別の取引ごとに銘柄情報
が表示されます。したがって、異なる日に銘柄を買い付けた場合は、別々の情報として表示されます。
一方、［一括表示］ボタンをクリックした場合は、同じ建区分および銘柄で情報をまとめ、合算して表示し
ます。たとえば、異なる日に銘柄Ａを買い付けた場合、「一括表示」では1つにまとめて表示されます。 

（3）先物当日未清算額、先物オプション     
損益合計 （4）銘柄情報 

（5）個別銘柄表示/一括表示の切り替え 

（6）建玉一括決済指定 



「建玉一覧」画面の2行表示では、［建玉数量/（注
文中数量） ］［評価額］［評価損益/%］などの見出し
部分をダブルクリックすることで、その見出しの情
報をキーにデータを並べ替えることができます。特
定の情報に注目して、保有建玉をウォッチしたいと
きに便利です。 

「建玉一覧」画面の2行表示では、［前日比/%］［評
価額］［出来高］などの見出し部分を左右にドラッグ
＆ドロップすることで、表示する情報の順番を変更
できます。 特定の情報に注目して、保有建玉をウ
ォッチしたいときに便利です。 

見出し部分を左右にドラッグ＆ドロップするこ
とで、表示する情報の順番を変更できます。 

［評価額］をダブルクリックすると、評価額の
高い順番に並び替わり、もう一度ダブルクリ
ックすると、低い順番に並び替わります。 

●建玉数量/（注文中数量）や評価額などの情報をキーにデータを並べ替える 

●表示項目の順番を入れ替える 



コンビを選択すると保有建玉の気配値、歩み、
チャート、クォート情報が表示されます。同一銘
柄を複数建玉保有されている場合、まとまって
表示されます。 

2行表示を選択すると建玉一覧と口座情報が表
示されます。 

「建玉一覧」画面では、2行表示、コンビ表示から用途に合わせて選ぶことができます。ここでは、各表
示形式の特徴をまとめておきます。 

■「建玉一覧」画面の表示形式 

●2行表示 ●コンビ 



「注文一覧」画面では、約定済み注文や未約定注文などを一覧表示し、現在の注文状況を確認できま
す。未約定注文一覧の画面では、取引画面を表示して注文を取り消したり訂正することもできます。 

「注文一覧」画面では、左上のボタンで、未約定注文のみ表示する「未約定注文一覧」、バスケット登録
を行った注文を表示する「バスケット照会」、発注済みのすべての注文状況を一覧できる「注文照会」の
3つの一覧画面を切り替えて表示できます。 

[2行表示] と [コンビ] の各ボタンで表示形式
を切り替えます。「未約定注文一覧」を選択して
いる時のみ表示されます。 

「全て」「通常」「OCO」「IFD」「IFDOCO」の5種
類から注文パターンを選択して表示します。「未
約定注文」と「注文照会」の画面でのみ表示さ
れます。 

（1）表示形式の切り替え （2）一覧画面の切り替え （3）注文パターン 
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■「注文一覧」画面 

（1）表示形式の切り替え （2）一覧画面の切り替え 

（3）注文パターン 

[未約定注文] ～ [注文照会]の各ボタンで表
示する一覧の内容を切り替えます。 



「未約定注文一覧」 ～ 「注文照会」 で表示される各一覧画面の特徴は次のとおりです。 

各画面へはこのボタンを押してジャンプします。 

注文期間内の全注文のうち、まだ約
定していない注文だけが一覧表示さ
れます。注文状況の確認とともに、注
文の取消・訂正もこの画面から行え
ます。 
また、現在値、気配値などのデータ
はリアルタイムに自動更新されます
ので、値動きを確認しながら、注文の
取消・訂正の判断ができます。 

注文の受付状況が 
わかります 

現在注文中の 
銘柄一覧です 

売買の種類を 
表示します 

注文価格と 
現在値が表示されます 

注文の取消・ 
訂正が行えます 

■各一覧画面の特徴 

●未約定注文一覧 2行表示 



未約定注文の気配値、歩
み値、チャート、クォート情
報を並べて表示すること
ができます。同一銘柄を
複数ご注文いただいてい
る場合は、まとまって表示
されます。 

バスケット登録を行った注文の一覧
を表示します。選択ボックスにチェッ
クをいれることで、一度にまとめて注
文の発注を行うことができます。なお
、バスケット注文は注文期間が過ぎ
ても自動的には一覧から削除されず
、削除操作をしない限り「当日中」の
まま設定が継続されます。 
ご注文発注時はご注意下さい。 

注文期間内にあるすべての注文の
注文状況、約定状況を一覧表示し
ます。約定済み、一部出来などの注
文状況を確認することができます。
なお、約定・未約定に関わらず、当
日のみ有効な注文は、翌日になる
と一覧から削除されます。 

●未約定注文一覧 コンビ表示 

●バスケット照会 

●注文照会 



個別チャート・相対チャートの切り替え 

取引ポップアップ・個別銘柄
画面の表示 

チャートの印刷 

指標・スタイルの表示・非表示 

（1）分析線の描画 

チャートの拡大・縮小 ポインタ位置の詳細表示・非表示 

 
 

「チャート」画面には、個別銘柄の株価データなどをチャート表示する「個別チャート」と、複数銘柄・指標
等のチャートを同時に表示する「相対チャート」があります。ここでは、先OPは相対チャート非対応のた
め個別チャートの画面各部の機能・使い方を解説します。 
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■「チャート」画面 



◆Select 
描画した分析線を選択し、ドラッグで移動し
ます。 

◆Cross Line 
十字線。垂直/水平線の交差点を利用して
特定の地点のY値を表示し、その地点の日
付及び指標値を表現します。 

◆Arc 
加速抵抗号。フィボナッチ値、フィボナッチ数
列の代わりに加速抵抗値を使って号を描き
ます。 

◆Gann Line 
ギャンライン。価格と時間との関係を時間
当り価格の変化が45度を維持上昇また
は下落するように描く補助道具です。 

◆Delete All 
描画した分析線をすべて消去します。 

◆Fibonacci Arc 
フィボナッチアーク。加速/抵抗ペン
（Speed/Resistance Arc）でFibonacci理論
を適用した補助道具です。 

◆Horizontal Line 
水平線（価格線）。特定地点でのY値を表示
します。 

◆Vertical Line 
垂直線（時間線）。ある位置での日付と値を
表示します。ローソク足チャートの場合は、
日付、始値、高値、安値、終値を示し、指標
チャートの場合は日付と該当指標の値を表
示します。 

◆Fan 
加速抵抗。フィボナッチ値、フィボナッチ数列
の代わりに加速抵抗値を使って分析ライン
を描きます。 

◆Line 
趨勢線。現在の株価趨勢を把握して現在趨
勢がどの位続くかを予測します。趨勢の転
換点（上昇から下落、下落から上昇）を捕捉
するのに役に立つ補助チャートです。 

◆Fibonacci Time Zones 
ピボ時間帯（フィボナッチライン）。「フィボ
ナッチ級数によって時間軸を分ければこ
のような複数の垂直線付近で重要な株
価の変動が起きる」という根拠によって作
成する補助チャートです。 

◆Fibonacci Retracement 
フィボナッチ値、フィボナッチ数列にあた
る間隔位で線を描いてくれる補助道具で
す。 

◆Fibonacci Fan 
フィボナッチファン。加速/抵抗ペン
（Speed/Resistance Fan）でFibonacci理論を
適用した補助道具です。 

◆Time Cycle 
「特定の周期によって価値、価格が動く」
という仮説のもと、時間の与える影響を見
せてくれる分析道具です。 

◆Quadrant Lines 
自動四等分線。与えられた期間内で一番
高い価格と一番低い価格を4等分して水
平線で分ける補助道具です。期間内の一
番高い価格、一番低い価格、平均 
価格をひと目で見ることができます。 

◆Linear Regression 
近似直線。指定した二点間にある株価の
回帰直線を引きます。 

◆Trione Levels 
自動三等分線。与えられた期間内で一番
高い価格と一番低い価格を3等分して水
平線で分ける補助道具です。期間内の一
番高い価格、一番低い価格、平均 
価格をひと目で見ることができます。 

◆Gann Fan 
ギャンファン。価格と時間との関係を時間
当り価格の変化が45度を維持上昇また
は下落するように描く補助道具です。 

◆Andrews Pitchfork 
アンドリューピッチフォーク。株価に対す
る支持、抵抗線を現わす分析道具です。 

（1）分析線の描画 

チャート上にさまざまな分析線を書き込むことができます。 



個別チャートでは、個別の銘柄、主要な株価指標、為替、先物、オプションのチャートを表示できます。
銘柄を指定して［描写］ボタンをクリックすると、上に株価チャート、下に出来高が表示されます。また、
移動平均線やボリンジャー・バンドなどの分析指標を複数指定して表示したり、分析線を書き込むこと
ができます。 

（1）描画する銘柄、指標、為
替と描画期間などの設定 （3）レイアウト・

分析線の保存 

（2）描画する指標の選択 （4）チャートのスタイル選択 

（5）保有銘柄・登録銘柄などのチャート表示 

■個別チャート 

●個別チャートの画面 



描画するチャートを「銘柄」「指標」「為替」「先物」
「オプション」から選択します。「銘柄」を指定した
場合は［▼］ボタンをクリックして、検索履歴リス
トから銘柄を選択するか、「銘柄検索」を選択さ
れる「銘柄検索」画面で、銘柄またはコードを指
定して銘柄を検索します。また、検索の入力ボッ
クスの下にあるプルダウンメニューから保有銘
柄や各種ランキングの銘柄を選択可能です。 
「指標」を選択した場合は、［▼］ボタンで「日経
平均」や「ＴＯＰＩＸ」などを選択でき、「為替」を選
択した場合は、［▼］ボタンで「米ドル」や「ユーロ
」などが選択できるようになります。 
また、「先物」を選択した場合は、「日経平均先
物」や「ＴＯＰＩＸ」から限月を選択でき、「限月」を
選択した場合は「日経平均」が選択できます。 
また、表示足（1時間足/日足/週足など）や、描
画する期間を指定することができ、「オプション」
を選択し、表示足が日足以上の期間であれば、
「営業日」「取引日」の選択ができます。 

（1）描画する銘柄、指標、為替と描画期間などの設定 

描画する指標を各指標から選択し、描画することができます。 

（2）描画する指標の選択 



プルダウンリストから登録銘柄または保有銘柄
を選べば、すぐにチャート表示できます。 
オプションの場合、［コール］または［プット］をチ
ェックし、プルダウンリストから「権利行使価格」
を選択して、チャート表示します。 

チャートで設定したレイアウト、描画した分析線
に名前を付けて保存できます。［レイアウト］で
は「指標」「指標の位置」「指標の規定値」を保存
できます。［分析線］では、「銘柄コード」「市場」「
スタイル」「期間」「分析線」を保存できます。 
レイアウトを保存するには、「レイアウト」の［保
存］ボタンをクリックして「保存」画面を開きます
。［新規］をチェックし、レイアウト名を入力して、
［保存］ボタンをクリックしてください。保存したレ
イアウトは、「レイアウト」の［▼］ボタンをクリック
すると、すぐに選択できます。 
保存したレイアウトを削除するには、［編集］ボタ
ンをクリックして「編集」画面を開きます。保存し
たレイアウト一覧が表示されるので、選択して［
削除］ボタンをクリックすれば削除できます。 
なお、［分析線］でも、まったく同じ操作で分析線
の保存・削除ができます。 

「スタイル」タブに切り替えるとチャートのスタイ
ルを選択できます。選択できるのは「ローソク足
」「四本足」「ラインチャート」「Ｐ＆Ｆ］「逆時計曲
線」「新値足（三本）」「価格帯別出来高チャート」
です。 

（3）レイアウト・分析線の保存 （4）チャートのスタイル選択 

（5）保有銘柄・登録銘柄などのチャート表示 



（1）先物状況 

（4）詳細状況 

（5）先物/オプション切り替 （2）先物オプション取引サイト 

（3）先物板情報 
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（1）先物状況 （2）先物オプション取引サイト 

先物情報をリストで一覧表示します。リストの内
容は左上にあるプルダウンメニューから表示を
選択できます。 

先物オプションの取引サイトを［表示］ボタンをク
リックすることで、ブラウザで表示できます。取引
の方法は表示した取引サイトに準じて下さい。ま
た、オプション画面でも同じ機能が存在していま
す。 

■先物画面 



先物情報で選択している限月の詳細情報を表示します。表示は［価格］［SQ］［清算値］［会員別建玉
残］［売買手口］［チャート］の６種類をタブで変更できます。 

（4）詳細情報 

（3）先物板情報 

「先物情報」のプルダウンメニューで選択した先物の、選択し
ている限月の板情報を表示します。［先物気配］ボタンをクリ
ックするとポップアップ画面で先物気配の動向をチェックでき
るようになります。また、先物気配のポップアップ画面はツー
ルバーのメニューから［先物気配］を選択しても表示できます
。 

「価格」画面 
「SQ」画面 

「清算値」画面 
「会員別建玉残」画面 



（5）先物/オプション切り替え 

［先物画面］と［オプション］画面をボタンをクリックして切り替えます。 

「売買手口」画面 「チャート」画面 



（1）コール／プット取引状況 

（2）コール／プットの板状況 （3）詳細状況 

プルダウンメニューと限月から選択したコールと
プットの取引状況を表示します。表示されている
列を選択することで「価格」や「ＳＱ」などの詳細
情報や板情報をチェックすることが出来ます。 

「コール/プット取引状況」で選択しているコール
もしくはプットの板情報を表示します。 

■オプション画面 

（1）コール/プット取引状況 （2）コール/プットの板情報 

（3）詳細情報 

「コール/プット取引状況」で選択しているコールも
しくはプットの詳細情報を［価格］［SQ］［会員別手
口］［会員別建玉］から表示を選択できます。 


