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1 会員登録 
シミュレーションを実施するためには、会員登録をする必要があります。必要なものは、E メールアドレスとお好きなニック

ネームだけです。トップページの「会員登録」をクリックしましょう。 
 

 

1.1 推奨動作環境 

登録前に、お使いのパソコンや環境が適合するかお確かめください。 

1.1.1 サイト閲覧環境 

日本取引所グループの閲覧環境に準じます。日本取引所グループウェブサイトの「サイトのご利用上の注意と免責事項」

内に記載されている「閲覧環境について」をご確認ください。 
 

1.1.2 シミュレーション動作環境 

・インターネットに接続している必要があります。 
・対応 OS： Windows 10, Windows 8, Windows 7 
・対応ブラウザ： Internet Explorer 11 以上, Firefox(最新版), Google Chrome(最新版), Edge(最新版) 
・画面サイズ： 1,280×800 ピクセル以上 
・メモリ：2GB 以上（推奨） 
・Cookie を有効にしてください。 
・JavaScript を有効にしてください。 
・www.fopstudy.com については、ポップアップブロックを解除してください。 
・スピーカー（効果音により臨場感が高まり、内容を理解しやすくなります。音がなくても実施可能です。） 
 

1.1.3 各種設定について 

Cookie 

Cookie を有効にして下さい。無効化されておりますと、サービスを提供できません。 
本サイトのサービスを利用するには、Cookie を有効にする必要がありますので、下記を参考に Cookie を有効にしてくだ

さい。 
（注）お使いのブラウザやバージョンによって、方法は異なります。下記の設定方法は、あくまで参考の一例です。詳細は、

Internet Explorer あるいは Firefox のヘルプ機能等にてお調べください。 

https://www.jpx.co.jp/term-of-use/index.html
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Cookie を有効にする方法の例： Internet Explorer 11 の場合 
Internet Explorer のメニュー内の「ツール」より、「インターネットオプション」を選択します。 
「プライバシー」タブをクリックして表示します。 

 
 
「サイト(S)」ボタンをクリックし、「サイトごとのプライバシー操作」を表示します。 
「Web サイトのアドレス（W）:」に、「www.fopstudy.com」と入力し、「許可」ボタン（ ）をクリックしたら、「OK」ボタンをクリック

します。 
「管理している Web サイト（S）:」に、ドメイン:「fopstudy.com」、設定:「常に許可」と記載されたら設定は完了です。 
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JavaScript 

JavaScript を有効にして下さい。無効化されておりますと、サービスを提供できません。下記を参考に JavaScript を有

効にしてください。 
（注）お使いのブラウザやバージョンによって、方法は異なります。下記の設定方法は、あくまで参考の一例です。詳細は、

Internet Explorer あるいは Firefox のヘルプ機能等にてお調べください。 
 
JavaScript を有効にする方法の例： Internet Explorer 11 の場合 
Internet Explorer のメニュー内の「ツール」より、「インターネットオプション」を選択します。 
「セキュリティ」タブをクリックして表示し、「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックします。 

 
 
「セキュリティ設定 - インターネットゾーン」から、「スクリプト」の中の「アクティブ スクリプト」を探し、「有効にする」をクリック

して選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。 
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ポップアップブロック 

ポップアップブロックの設定で、www.fopstudy.com からのポップアップを問題なく開けるように設定して下さい。下記を参

考に当サイトのポップアップブロックを無効にしてください。 
（注）お使いのブラウザやバージョンによって、方法は異なります。下記の設定方法は、あくまで参考の一例です。詳細は、

Internet Explorer あるいは Firefox のヘルプ機能等にてお調べください。 
 
ポップアップブロックを無効にする方法の例： Internet Explorer 11 の場合 
メニューバーの「ツール」、「ポップアップブロック」から「ポップアップブロックの設定」を選択します。   

 
 
許可する Web サイトのアドレス（W）に、「https://www.fopstudy.com」と入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

 
 
「www.fopstudy.com からのポップアップがブロックされました。」というメッセージが出た場合は、「このサイトのオプション」

から「常に許可」をクリックしてください。 
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1.2 メールアドレスおよびニックネームの登録 

会員登録ページより、会員登録を行います。「個人情報の取り扱いについて」および「会員規約」に同意される場合は、E
メールアドレスをご入力の上、「同意の上、仮登録」ボタンをクリックし、仮登録をお願いします。 

 
 

1.2.1 個人情報の取り扱い 

「個人情報の取り扱い」および記載されているリンク先をクリックしてお読みください。 
 

1.2.2 会員規約 

会員規約をお読みください。 
 

 

1.2.3 E メールアドレスの入力 

登録した E メールアドレスには、認証用の E メールが届きます。 
確認用の E メールアドレスの入力はありませんので、正しい E メールアドレスをご入力ください。また、ニックネームを登録

してください。 
（注）E メールアドレスを入力しないとエラーとなります。  

 

1.2.4 ニックネームの入力 

ニックネームはシミュレーション画面中の ID として表示されます。また、他の会員が閲覧可能なランキングに公開されます

ので、ご注意ください。 
（注）既に他の会員が使っているニックネームは登録できません。 

 
 

https://www.fopstudy.com/ose001/rules
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1.3 E メール認証 

下記のような画面が表示され、その後、ご入力いただいた E メールアドレス宛に認証用の E メールが届きます。 
 

 
 

 
E メールアドレスの登録から 24 時間以内に、インターネットに接続した状態で、「本会員登録のお願い」（差出人名：OSE
先物・オプション シミュレーター）という E メール本文に記載されている URL をクリックしてください。パスワードおよびニッ

クネームの設定画面が表示されます。 
（注）認証用 E メールに返信しても、サイト管理者や大阪取引所担当者には届きませんのでご注意ください。 
 

1.4 パスワードおよびニックネームの設定 

利用するパスワードを登録してください。登録したいパスワードを半角 5 文字以上 32 文字以内で入力し、確認用に同じパ

スワードを登録したら、「登録」ボタンをクリックしてください。正しく登録が出来たら、会員のトップページ（シナリオ一覧）が表

示されます。 

 
（注）同じ文字が 3 文字以上続かないようにしてください。  （例：AAABC）  
（注）パスワードは、大切に保管してください。 
（注）パスワードが正しく入力されていないと、下記のようなエラーメッセージが表示されます。 
・パスワードを入力してください。 
・パスワードが一致しません。 
・パスワードを正しく入力してください。 
・パスワード（確認用）を正しく入力してください。 
 

1.5 登録情報編集 

既に登録した会員情報などを変更したり、退会をする場合は、ログインした状態で「登録情報編集」タブをクリックしてくださ

い。 
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1.5.1 メールアドレス変更 

変更したい E メールアドレスを入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。 
（注）確認用の E メールアドレスの入力はありませんので、正しい E メールアドレスを入力してください。 
下記の確認画面が表示されたら、変更後の E メールアドレス宛てに認証用の E メールが送信されます。「個人情報の取り

扱い」および記載されているリンク先をクリックしてお読みください。 

 
 

1.5.2 ニックネーム変更 

変更したいニックネームを、全角 9 文字（半角 18 文字）以内で入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。登録されて

いる E メールアドレスに、確認の E メールが届きます。 
 

1.5.3 パスワード変更 

変更後のパスワードを半角 5 文字以上 32 文字以内で入力してください。その際、同じ文字が 3 文字以上続かないよう

にしてください。確認用に同じパスワードを登録したら、「変更」ボタンをクリックしてください。 
（注）パスワードは、大切に保管してください。 

 

1.5.4 退会手続き 

退会をする場合は、「退会」ボタンをクリックしてください。 

 
 
下記の確認画面が表示されます。 

 
 
（注）退会すると、登録情報および成績は全て削除され、元に戻すことはできません。 
「はい」ボタンをクリックすると、下記メッセージが表示されます。 
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登録されていた E メールアドレス宛てに、「退会手続きが完了しました」という E メールが届きます。これで、退会手続きは

完了です。 
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2 各ページについて 

2.1 トップページ 

ログインすると、下図のようなページが表示されます。取引について学びたい商品カテゴリ「インデックス／コモディティ／

かぶオプ」を選択すると、それぞれのシナリオ画面が表示されます。 

 

2.2 商品カテゴリ別ページ 

トップページで選択した商品カテゴリごとにシナリオ選択ページが表示されます。 
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2.2.1 トップ 

最新のお知らせが表示されます。 
 

2.2.2 シナリオ一覧 

実施可能なシナリオ一覧が表示されています。 
 

タイトル 

シナリオの名称です。下部に、シナリオの内容詳細が記載されています。 
 

ジャンル 

先物（ミニ・マイクロを含む）のみを売買するシナリオは「先物」、オプションを売買するシナリオは「オプション」と表示されま

す。 
 

実施時間目安（分） 

シナリオを実施するのに必要なおおよその所要時間の目安です。 
（注）進捗やペースは各自異なりますので、目安とされる時間内に終わらないこともあります。 
 

投資資金（万円） 

当シミュレーションは、架空の現金を用いて市場で取引をするため、架空の投資資金が必要となります。目的に応じて、シ

ナリオ毎に投資資金が異なります。 
 

実施回数 

あなたがこれまでにこのシナリオを実施した回数です。中断した場合は実施回数にカウントされません。 
 

実施 

シミュレーションを開始するためのボタンです。「実施」ボタンをクリックしてください。 
 

成績 

実施済みのシナリオについては、実施日時や最終損益が記録されます。「閲覧」ボタンをクリックし、自身の過去の成績を

シナリオ毎に確認しましょう。 
 

ランキング 

シナリオ毎に、最終損益のランキングが発表されます。全てのシナリオにランキングが表示されるわけではなく、ランキング

対象シナリオは「閲覧」ボタンがアクティブとなっており、ボタンをクリックするとランキングが閲覧できます。説明・練習モー

ドのようにランキングを発表しないシナリオもあり、その場合ボタンは表示されません。） 
全参加者のうち、最終損益が多い上位 50 名がトータルランキングに表示されます。また、過去 30 日以内の上位 10 名が

最新ランキングに表示されます。いずれも、表示されるのは、実施日時、ニックネーム、最終損益（円）です。  
なお、同一シナリオを複数回実施した場合は、最終損益が最も多い回が判定に使われます。あなたがこれまでにこのシナ
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リオを実施した回数です。中断した場合は実施回数にカウントされません。 
 

2.2.3 シミュレーター利用方法 

各種マニュアルの PDF ファイルをご用意しています。 
 

2.2.4 「先物・オプション入門」 

「先物・オプション入門」のタブをクリックすると、JPX サイトの商品説明ページが起動します。 
最初から全てに目を通す必要はありません。シミュレーションを実施するだけでも、日経 225 先物・オプションがどのような

ものか理解することができます。これらのページは、学習の途中でいつでも参照できる参考書のようにお使いください。

 
 

2.2.5 登録情報編集 

登録済みのメールアドレス、ニックネーム、パスワードの変更、退会はこちらから行ってください。 
   ＜マニュアル参照箇所： 1.5 登録情報編集＞ 
 

2.2.6 フッター 

実施可能なシナリオ一覧が表示されています。 
 

トップページ 

ログイン後のトップページに戻ります。 

会員規約 

OSE 先物・オプションシミュレーターの会員規約が表示されます。 
 

個人情報の取り扱い 

日本取引所グループの「個人情報の取扱い」ページに飛びます。 
 

お問合せ 

各種お問合せ先を表示します。 
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シミュレーターについて 

シミュレーターの企画・制作会社である株式会社シンプレクス・インスティテュートおよび開発会社である株式会社東京技

術計算コンサルタントの連絡先です。 
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3 シミュレーション画面 

3.1 画面の名称 

 
 
No. エリア名称 概要 

1 各種ボタン 開始・終了・一時停止・ヘルプ等を表示します。 

2 カレンダー 現在時刻、終了日や最終決済日を表示します。 

3 ニュース＆アラート ニュースのヘッドラインを表示します。 

警告メッセージがあるときは、ここに表示されます。 

4 マーケット 指数や金利等の情報を表示します。 

5 キャッシュマネジメント 現金や口座残高、証拠金、損益、手数料を表示します。 

6 銘柄一覧 売買可能銘柄の一覧です。現値や持ち高、損益、リスクパラメータやリスクバ

リューを表示します。 

7 発注 ここから発注します。 

8 注文管理 発注済の注文とその状況を表示します。 

9 チャート 日経平均株価指数の日足ローソク足チャートを表示します。 

 

3.2 各種ボタン 

「スタート」ボタン 

シミュレーションを開始するためのボタンです。 
（シミュレーションを開始した後は、「一時停止」／「進む」ボタンに切り替わります。） 
 

「一時停止」ボタン 

シミュレーションを一時停止するためのボタンです。クリックすると、時計が止まります。 
 

①各種ボタン 

②カレンダー ③ニュース＆アラート 

④マーケット 

⑤キャッシュマネジメント 

⑥銘柄一覧 

⑦発注 

⑧注文管理 ⑨チャート 
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「進む」ボタン 

一時停止中にクリックすると、シミュレーションが再開し、時計が動きだします。 
 

「ヘルプ」ボタン 

マニュアル（PDF ファイル）を表示するボタンです。操作やルール、画面上の文言等についてわからないことがあるとき

は、ヘルプボタンをクリックしてください。別画面でマニュアルが開きます。 
 

「終了」ボタン 

シミュレーションを中断するためのボタンです。終了ボタンをクリックした後、確認ボタンが表示されます。「OK」をクリックす

ると、シミュレーションが中断されます。 
（注）途中から再開はできませんのでご注意ください。 
「キャンセル」をクリックすると、シミュレーションが再開します。 
 

3.3 カレンダー 

 

現在 

ミュレーション内の仮想の日時を表示します。日付が変わるときに、鳩時計のような音 ♬ が鳴ります。 
（注）休日はありませんので、シミュレーション中はいつでも売買可能です。 
（注）時間の進むスピードは、シミュレーション毎に異なります。 
また、シミュレーション途中でスピードが変化することもあります。シミュレーションを一時停止するためのボタンです。クリッ

クすると、時計が止まります。 
 

終了日 

シミュレーションが終了する日時です。「残り」は、終了までの日数です。終了日時を基準に、あと何日シミュレーションが継

続するかを示します。 
例： 20XX 年 9 月 11 日 10：00 が終了日の場合、9 月 10 日の 10：00 を過ぎると残り 1 日と表示されます。 
 

最終決済日 

先物およびオプションの最終決済日（満期日）を示します。最終決済日１が期近、最終決済日２が期先です。ただし、扱う

限月が１種類のシミュレーションの場合、最終決済日２以降は表示されません。 
「残り」は、最終決済日までの残存日数です。最終決済日当日の 9：00 を基準に、あと何日取引が可能かを示します。 
例： 20XX 年 9 月 11 日 9：00 が最終決済日の場合、9 月 10 日の 9：00 を過ぎると残り 1 日と表示されます。 
   最終決済日を過ぎると、「残り」には「－（ハイフン）」が表示されます。 
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3.4 ニュース＆アラート 

3.4.1 ニュース画面 

ニュース・ヘッドライン 

ニュースのヘッドラインが配信されると、配信音 ♬ が鳴ります。ニュースのヘッドラインのうち、最新ニュースは最上部に

表示されます。ニュースのヘッドラインは、クリックすると詳細を読むことができます。 

 
 

ニュース詳細 

ヘッドライン上をクリックすると、ニュースの詳細が表示されます。 
（注）ニュース配信後に、自動的に一時停止する場合があります。 
 
最上部は、現在配信されているニュースのうち最新ニュースのヘッドラインです。 
その下の枠の中に、現在参照しているニュースのヘッドラインと詳細が表示されます。 
ニュースの詳細を参照中に次のニュースが配信されると、最新ニュースのヘッドラインが最上部に表示されます。新しいニ

ュースが配信されるときには、「最新ニュース」の文字が赤く点滅します。最上部に表示されるのは、現在配信されているニ

ュースのうち最新ニュースのヘッドラインです。 
 

 
 
また、ニュース詳細画面から「一覧に戻る」ボタンをクリックすると、ニュースのヘッドライン一覧に戻ります。 
 

辞書 

ニュース詳細中の青い文字をクリックすると、辞書が表示されます。 
用語によっては、説明中にもさらに用語へのリンクがある場合や、さらに詳しい説明用の PDF ファイルをご用意している場

合もあります。「詳しい説明はこちら（PDF ファイル）」と記載されている場合は、詳細の説明があります。 
（注）PDF ファイルを閲覧するためには、Adobe Reader 等のソフトウェアがインストールされている必要があります 

 
 

最新ニュースのヘッドライン 

詳細を閲覧中のニュースのヘッドライン 
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3.4.2 アラート 

先物・オプション口座がマイナスになった時のアラート 

値洗い時に損失額が引かれて先物・オプション口座残高がマイナスになると、下記のようなアラートが表示されます。その

翌日の正午には口座残高が 0 円以上になっている必要があります。翌日の正午までに口座残高を 0 円以上にしないと、

強制的に全てのポジションを反対売買します。 

 
 

 

ゲームオーバーのアラート 

持高全てが強制反対売買され、さらに現金から口座にお金を振り替えても、口座残高が 0 円以上になる見込みがなけれ

ば、ゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなると、シミュレーションが終了します。 
（注）現金の残高が十分残っていても、口座残高がマイナスのままで、あなたが意図的に現金から口座にお金を振り替え

なければゲームオーバーとなります。 
 

3.5 マーケット 

マーケット情報が随時配信されます。これらの値は、シミュレーション中に変化することがありますので、注目してください。 

 

日経平均 

日経平均株価指数を表示します。 
 

金利 

3 ヶ月物金利を表示します。 
 

米ドル/円 

円/ドルレートを表示します。 
例：上記の場合、1 ドル＝112 円 05 銭 
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COMEX_Gold 

COMEX での金先物価格を表示します。 
 

金 

大阪取引所での金先物価格（中心限月）を表示します。 
 

白金 

大阪取引所での白金先物価格（中心限月）を表示します。 
 
 

3.6 キャッシュマネジメント 

3.6.1 キャッシュマネジメントエリア 

 
 

現金 

あなたが自由に使えるお金です。財布あるいは銀行口座内のお金だとお考えください。 
「現金」を直接使って先物・オプションの取引はできません。先物・オプションの取引には、「先物・オプション口座」のお金

を使いますので、必要に応じて「振替」を行ってください。 
 

先物・オプション口座残高 

先物・オプションを売買するための口座の残高を示します。 
売買代金・手数料・証拠金は、先物・オプション口座残高から引かれます。 
新規売買や転売/買戻だけでなく、値洗い（15 時 15 分）によっても先物・オプション口座残高は増減します。 
先物・オプション口座残高がマイナスとなると、アラートが表示されます。 

 

証拠金 

先物の買い、先物の売り、オプションの売りには、証拠金が必要です。 
ポジションの組み合わせによっては、単体での取引と比較して、証拠金額が減ることがあります。 
証拠金額は、弊社独自の方法により算出した 2 日間の想定最大損失から計算されます。 
（注）現実の証拠金の計算とは異なります。 
 

評価損益 

持ち高がある全ての銘柄について、現値から計算した損益の合計です。現値が変化すると評価損益も変化します。 
 

実現損益 

全ての銘柄について、既に反対売買して損益が確定した分の損益の合計です。反対売買とは、買い持ちの銘柄を転売

し、売り持ちの銘柄を買い戻すことです。 
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損益合計 

全ての銘柄について、評価損益と実現損益を足したものです。 
損益合計 ＝ 評価損益 ＋ 実現損益 
 

手数料計 

全ての銘柄について約定した取引にかかった手数料の合計を示します。 
（注）当シミュレーターでは、手数料に消費税はかかりません。 
 
・日経平均先物（ラージ）・金標準先物の手数料は、1 枚当たり 1,000 円です。 
・日経 225mini（ミニ）の手数料は、1 枚当たり 100 円です。 
・日経 225micro（マイクロ）の手数料は、1 枚当たり 10 円です。 
・金ミニ先物・金限日先物・白金限日先物トの手数料は、1 枚当たり 100 円です。 
（注）日経 225 先物、日経 225mini、金標準先物、金ミニ先物の SQ 決済には、手数料がかかります。 
・日経 225 オプションの手数料は、約定代金の 0.2％です。最低手数料は 200 円です。 
・日経 225 ミニオプションの手数料は、約定代金の 0.2％です。最低手数料は 20 円です。 
（注）日経 225 オプション/日経 225 ミニオプションが SQ で権利行使となった場合は、手数料がかかります。権利放棄とな

った場合は、手数料がかかりません。 
・金先物オプションの手数料は、1 枚当たり、約定代金の 0.2％です。最低手数料は 200 円です。 
（注）金先物オプションが SQ で権利行使となった場合は、手数料がかかります。権利放棄となった場合は、手数料がかか

りません。 
 

3.6.2 振替画面 

キャッシュマネジメントエリアには、「現金」および「先物・オプション口座残高」が表示されていますが、この「現金」および

「先物・オプション口座残高」間での資金の移動を行うのが振替画面です。 

 
 
「現金」セルの右にある「振替」ボタンをクリックすると、振替画面が表示されます。振替画面には、現在の現金残高、（先

物・オプション）口座残高が表示されています。 

 
 
「現金から口座」あるいは「口座から現金へ」のいずれかを選択してチェックを入れ、「振替」フィールドに振替金額を入力し

て「振替実行」ボタンをクリックしてください。 
残高を超える金額を振り替えようとすると、「振替可能額を超えています」というエラーメッセージが出ます。 
 
振替をやめる場合は「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 
振替画面が出ている間は、時計が止まります。「振替実行」あるいは「キャンセル」ボタンをクリックすると、振替画面が消え

て、時計が進みます。 
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3.6.3 値洗いと証拠金について 

値洗い時に損失額が引かれて先物・オプション口座残高がマイナスになると、下記のようなアラートが表示されます。 

 
 
その翌日の正午には口座残高が 0 円以上になっている必要があります。翌日の正午までに口座残高を増やしてくださ

い。口座残高を増やす方法は下記のとおりです。 
 
・持ち高がある場合は、全部または一部を反対売買してください。売却代金が入金されたり、預けてあった証拠金額が戻

ってくることで、先物・オプション口座残高が増えることがあります。 
・現金が残っている場合は先物・オプション口座へお金を振り替えてください。「現金」のセルにある「振替」ボタンをクリッ

クすると、振替画面が表示されます。「現金から口座へ」をクリックして先物・オプション口座残高を増やしてください。 
 
その翌日の正午に口座残高がマイナスのままだと、持ち高があれば全て強制的に反対売買され、通常の 10 倍の手数料

が引かれます。 
・ミニの通常の手数料は 1 枚 100 円ですが、強制反対売買だと 1,000 円となります。 
・先物（ラージ）の通常の手数料は 1 枚 100 円ですが、強制反対売買だと 1,000 円となります。 
・オプションの通常の手数料は約定代金の 0.2％ですが、強制反対売買だと 2％となります。 
 

 
 
もし、持高全てが強制反対売買され、さらに現金から口座にお金を振り替えても、口座残高が 0 円以上になる見込みがな

ければ、ゲームオーバーとなります。 
 
（注）現金の残高が十分残っていても、口座残高がマイナスのままで、あなたが意図的に現金から口座にお金を振り替え

なければゲームオーバーとなります。ゲームオーバーとなると、シミュレーションが終了します。 
 

3.7 銘柄一覧 

3.7.1 銘柄一覧 
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銘柄 

銘柄コードを表示します。 
 
インデックスシナリオ例： 

L225-09 は、9 月限の日経 225 先物（ラージ）です。 
M225-09 は、9 月限の日経 225mini（ミニ）です。 
Mic225-09 は、9 月限の日経 225 マイクロ（マイクロ）です。 
C09-280 は、9 月限の日経 225 オプションの権利行使価格 28,000 円のコールのことです。 
Pm09-1W-280 は、9 月 1 週限の日経 225 ミニオプションの権利行使価格 28,000 円のプットのことです。 

 
コモディティシナリオ例： 

LGld-08 は、8 月限の金標準（ラージ）です。MGld-08 は、8 月限の金ミニ先物です。 
C09-630 は、9 月限のオプションの権利行使価格 6,300 円のコールのことです。 
GldS は、金限日先物、PlaS は白金限日先物です。 

 

種別 

ラージ／ミニ／マイクロ／スポット／コール／ミニコール／プット／ミニプット の別が示されます。 
 

限月 

最終決済日のある月です。 
 

行使価格 

オプション（コール／プット）の権利行使価格が表示されます。先物には関係ないので、「 - 」が表示されます。 
 

現在値 

その銘柄が、市場で最後に売買された値段です。 
 

前日比「円」／「％」 

前日の終値と比較した絶対額（円）と、比（％）を切り替えて表示可能です。 
 

IV  

インプライド・ボラティリティ（％）を表示します。先物には IV は関係ないので、「 - 」が表示されます。 
 

数量 

持高を表します。買建ての場合は正（プラス）の値、売建ての場合は負（マイナス）の値となります。 
例： 1 枚の買建ての場合は「1」、1 枚の売建ての場合は「－1」と表示されます。 
 
約定により数量が変化した時、その銘柄のセルが赤色に点滅します。 

 
 
両建の場合は、数量のセルが水色になり、買建玉（プラスの値）と売建玉（マイナスの値）の枚数の合計枚数が表示されま
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す。(注)両建とは、同一銘柄について、買建てと売建の両方があることをいいます。 
例： 2 枚の買建て（2）、1 枚の売建て（－1）の場合、「1」と表示されます。 
   1 枚の買建て（1）、3 枚の売建て（－3）の場合、「－2」と表示されます。 

 
 
両建になっている銘柄の行をクリックすると、両建の詳細が表示されます。 

 
 
両建の詳細画面上でクリックすると、新規あるいは転売/買戻のための発注画面を表示することができます。 
買建ての銘柄の行上で「転売/買戻」を選択すると、「転売/買戻」、「売り」、「成行」および数量に保有枚数が入力された発

注画面が、売建ての銘柄の行上で「転売/買戻」を選択すると、「買い」が入力された発注画面が表示されます。 

 
 

平均単価 

持高がある場合、取得したコストを示します。複数枚数を保有している場合は、その平均値です。 
例えば、日経 225 先物の買建て 2 枚の取得価格が、それぞれ 28,000 円、28,020 円の時、平均単価は 28,010 円となり

ます。 
平均単価 ＝ （28,000 円 ＋ 28,020 円） ÷ 2 ＝ 28,010 円 

 

評価損益 

まだ反対売買（買い持ちのものを転売する、または、売り持ちのものを買い戻すこと）していない銘柄の値動きから発生す

る損益です。現値が変わると、評価損益も変化します。 
 

実現損益 

既に転売または買い戻しをして実現した損益です。 
 

損益合計 

評価損益と実現損益を足した数値です。 
 
取引最終日の 15 時 15 分になると、その限月の先物・オプション（金標準を除く）は売買できなくなります。また最終決済

日の 15 時 15 分になるとその限月の金標準は売買できなくなりますが、「実現損益」と「損益合計」の値は残ります。 
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3.7.2 リスクパラメータタブ 

 
下記のタブで、ポジションタブ及び、リスクバリュータブと切り替えます。 

 
 
リスクパラメータでは、売買可能なオプション 1 枚あたりのリスクパラメータを表示します。 
持高を示す「数量」に関わらず、オプション 1 枚あたりのリスクパラメータが表示されています。 
 

デルタ 

デルタとは、原証券（この場合は日経平均の値）が 1 円変化した時に、オプションの値段がいくら変化するかを示す数値

です。 
 

ガンマ 

ガンマとは、原証券である日経平均の値が 1 円動いた時に、デルタがいくら変化するかを示す数値です。 
 

セータ（タイム・ディケイ） 

セータとは、日付が 1 日進んだ時に、オプションの値段がいくら下がるかを示す数値です。 
 

ベガ 

ベガとは、IV（インプライド・ボラティリティ）が 1％変化した時に、オプションの値段がいくら変化するかを示す数値です。 
 

ロー 

ローとは、金利が 1％変化した時に、オプションの値段がいくら変化するかを示す数値です。 
 

3.7.3 リスクバリュータタブ 

下記のタブで、ポジションタブ及び、リスクバリュータブと切り替えます。 

 
 
「リスクパラメータ」タブに記載されている、オプション 1 枚あたりのリスクパラメータに、数量をかけた値が表示されます。そ
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のため、持ち高のある銘柄のみ、その銘柄についてのリスクパラメータ合計が表示されます。 
例： 上記銘柄の数量が「－1」となっているので、「1 枚の売建て」についてのリスクパラメータを示しています。 
 

合計 

最上部の「合計」は、先物、mini、オプションを含む全てのポジション（持ち高）を合計したリスクバリューを表示します。 
 

3.7.4 保有銘柄 

「保有銘柄」ボタンをクリックすると、持ち高のある銘柄のみを一覧で表示します。 

 
 
保有銘柄のライン上でクリックし、「新規」ボタンをクリックすると、新規のための発注画面が表示されます。 
保有銘柄のライン上でクリックし、「転売/買戻」ボタンをクリックすると、転売/買戻のための画面が表示されます。この場合、

「発注」画面には、最初から「転売/買戻」にチェックが入り、数量は保有枚数が表示されます。 
 

3.8 発注 

3.8.1 発注画面 

左右のいずれからも発注ができます。

 
 

銘柄 

銘柄を選んでください。ドロップダウンから選択できます。 
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新規／転売/買戻 

どちらか選択してください。持ち高がある銘柄のみ、保有数量まで転売/買戻注文が出せます。保有していないポジション

を転売/買戻しようとすると、「ポジション不足です。」エラーメッセージが表示されます。 

 
 

買い／売り 

「買い」か「売り」のいずれかを選択してください。選択しないで発注すると、「買い/売りをチェック。」というエラーメッセージ

が表示されます。 

 
 

成行／指値 

注文形態のうち、「成行（なりゆき）」と「指値」からいずれかを選択してください。 
 
「成行」を選択すると、値段は「0（ゼロ）」となります。「成行」で発注すると、「買い」の場合は「売気配値」、「売り」の場合は
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「買気配値」で約定します。「成行」を選択したのに「値段」に「0（ゼロ）」以外の値を入力すると、「成行注文です。」というエ

ラーメッセージが表示されます。 
 
「指値」の場合は、値段を指定してください。買い指値では、売気配値以上の値を指定すると売気配値で約定し、売気配

値未満だと「待ち」となります。売り指値では、買気配値以下の値を指定すると買気配値で約定し、買気配値を超えると「待

ち」となります。   
 

  
 

値段 

「成行」注文の場合は、必ず「0（ゼロ）」となります。「指値」注文の場合は値段を指定してください。直接値を入力しても構

いませんし、＋ボタン、マイナスボタンで値段を調整できます。商品によって呼値が違いますので、値を入力する際はご注

意ください。値段に正の整数以外の値（負の値や記号など）を入力して発注すると、「価格が不正です。」というエラーメッ

セージが表示されます。 

 
 

数量 

枚数を入力してください。＋ボタン、マイナスボタンで値段を調整できます。数量は、必ず正の整数としてください。 
（注）売りポジションの保有枚数はマイナスの値で表示されますが、発注時は「売り」を指定して正の整数を指定します。 
数量に正の整数以外の値（負の値や記号など）を入力して発注すると、「数量が不正です。」というエラーメッセージが表示

されます。 
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「発注」ボタン 

発注内容を確認したら、発注ボタンをクリックして発注してください。  
（注）確認画面は表示されませんので、ご注意ください。 
 
先物・オプション口座残高が十分でない場合、「残高不足です。」のエラーメッセージが表示されます。 

 

例: 
先物・オプション口座残高が 2,000,000 円、日経 225 先物（ラージ）1 枚あたりの必要証拠金額が

1,400,000 円のときに、新規でラージ 2 枚の成行買い発注をした場合 
          
必要証拠金額 ＝ 1,400,000 円 × 2 枚 ＝ 2,800,000 円 
        手数料＝ 1,000 円 × 2 枚 ＝ 2,000 円 
          必要な資金 ＝ 2,800,000 円 ＋ 2,000 円 ＝ 2,802,000 円⇒ 残高不足のエラーとなる。 

 

 
 

3.8.2 注文の訂正 

注文管理画面で、「状態」が「待ち」となっている注文は、「訂正」が可能です。「待ち」となっている注文の行でクリックし「訂

正」ボタンをクリックすると、訂正画面が表示されます。 
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訂正可能な事項は、下記のとおりです。 
・指値の値段 
・「指値」から「成行」への変更 
・数量（減らす場合のみ）（注） 
 
変更後に「発注」ボタンをクリックしてください。 
訂正をやめる場合は、「中止」ボタンをクリックしてください。 

 
 
（注）数量の変更は、減らすことはできますが、増やすことはできません（時間優先の原則）。数量を増やしたい場合は、新

規に発注してください。数量を訂正で増やそうとすると、「数量は増やせません。」というエラーメッセージが表示されます。 
例： 1 枚の新規買い注文を、2 枚に増やして訂正しようとした場合（下図） 

 
 
訂正画面を出している途中で約定してしまった注文を訂正しようとして発注した場合、「約定済です。」というエラーメッセー

ジが表示されます。この場合、既に注文が約定しているため、訂正はできません。 
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訂正画面を出している途中で最終決済日を迎え消滅してしまった注文を訂正しようとして発注した場合、「失効していま

す。」というエラーメッセージが表示されます。この場合、既に注文が失効しているため、訂正はできません。 

 
 

3.8.3 注文の取り消し 

一件の注文を取り消す場合 

注文管理画面で、「状態」が「待ち」となっている注文は、「取消」が可能です。「待ち」となっている注文の行でクリックし

「取消」ボタンをクリックすると、その一件の注文が取り消されます。取消が完了すると、状態が「取消」となります。 
(注) 確認画面は表示されません。 

 
 

すべての注文を取り消す場合 

「全取消」ボタンをクリックすると、状態が「待ち」（未約定）の注文について、全てを取り消します。取消が完了すると、状態

が「取消」となります。 
(注) 確認画面は表示されません。 
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3.9 注文管理 

発注済みの注文が、時系列で表示されます。最新の注文は最上部に表示されます。 

 
 

各種タブ 

「全取消」ボタンをクリックすると、状態が「待ち」（未約定）の注文について、全てを取り消します。取消が完了すると、状態

が「取消」となります。 
(注) 確認画面は表示されません。 

「全て」・・・・・これまで発注した全ての注文（エラー含む）が表示されます。 
「待ち」・・・・・状態が「待ち」（未約定）の注文のみ表示します。 
「約定済」・・・・状態が「完了」（約定）の注文のみ表示します。 
「全取消」・・・・・状態が「待ち」（未約定）の注文全てを取り消します。確認画面は表示されません。 
 

発注番号 

発注順に、連番で番号が割り振られます。訂正をしても、発注番号は変化しません。 
 

売/買 

売買の種類が表示されます。 
新規買・・・・・新規買いです。 
新規売・・・・・新規売りです。 
買戻・・・・・返済買いです。 
転売・・・・・返済売りです。 
清算買・・・・・SQ 決済の買いです。※先物の自動反対売買、オプションの自動権利行使、自動権利放棄を含みます。 
清算売・・・・・SQ 決済の売りです。※先物の自動反対売買、オプションの自動権利行使、自動権利放棄を含みます。 
強制買・・・・・強制反対売買の買いです。 
強制売・・・・・強制反対売買の売りです。 

 

発注数 

発注枚数です。当シミュレーションでは部分約定（一部出来）がないため、約定した注文については、発注数＝約定数とな

ります。 
 

発注価格 

指値注文の場合は指定した指値が表示されます。成行注文の場合は「成行」と表示されます。 
SQ 決済における「清買」、「清売」の時は、先物・オプションともに全て「0」と表示されます。 
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状態 

待ち・・・・・・未約定の指値注文です。 
完了・・・・・・約定した注文です。 
取消・・・・・・約定前に取り消された注文です。 
失効・・・・・・状態が「待ち」のまま SQ にて失効した注文です。 
 
発注時と「状態」に変更があった時は、その注文の「状態」セルが赤色に点滅します。 
 
状態が「待ち」となっている注文は、「訂正」と「取消」が可能です。 
「待ち」となっている注文の行でクリックし「訂正」をクリックすると、訂正画面が表示されます。指値の値段変更や、指値から

成行への変更が可能です。変更後に「発注」ボタンをクリックしてください。 
 
「待ち」となっている注文の行でクリックし「取消」をクリックすると、その 1 件の注文が取り消されます。 
 
「全取消」ボタンをクリックすると、状態が「待ち」（未約定）の注文について、全てを取り消します。(注) 確認画面は表示され

ません。 
取消が完了すると、状態が「取消」となります。 
(注) 確認画面は表示されません。 

約定値 

約定した値段が表示されます。 
「待ち」「取消」「失効」の状態の場合は「-」が表示されます。 
先物の SQ 決済では、SQ 値が表示されます。 
オプションの SQ で権利放棄となった場合は、「0.00」と表示されます。 
オプションの SQ でイン・ザ・マネーとなった場合は、SQ 値と権利行使価格との差額が表示されます。 
 

チャート 

実施中のシナリオの、日経平均株価指数の日足ローソク足チャートを表示します。 
チャートは、シナリオでの 2 取引日目から表示されます。 
 
縦軸・・・・・インデックスシナリオの場合、日経平均株価指数の目盛が表示されます。コモディティシナリオの場合、金標準

（複数限月存在する場合は期先）の目盛が表示されます。 
横軸・・・・・仮想時間の月日の一部が表示されます。 

 
 
（注）以上全て、このシミュレーション内の独自のルールです。現実の市場にはあてはまらないこともありますので、ご了承く

ださい。 
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4 シミュレーションの流れ 
シミュレーションを実施する際の一連の流れを押さえておきましょう。 

4.1 実施するシナリオを選びましょう 

実施したいシナリオを選択しましょう。上から順番に実施すると、先物・オプション売買の基礎知識から実践的な戦略までを

体系立てて身につけることができます。また、「制度」「理論」といったタグでの絞込も可能です。目的に合わせてシナリオを

自由に選んでください。 

 
 
「解説動画を見る」のリンクをクリックすると、YouTube でそのシナリオの解説動画をご覧いただけます。シミュレーションを

実施する前に予習としてご覧いただいても、復習にお使いいただいても構いません。YouTube の解説をご覧いただくため

には、音声を聞くためのスピーカー等が必要です。 
  
シナリオを選択したら、「実施」ボタンをクリックしてください。（注）環境によっては、起動に数秒から数十秒かかる場合があり

ます。 
 

4.2 シミュレーション画面（スタート前）を確認しましょう 

シミュレーション実施ボタンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。 
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シミュレーション開始前に、下記をご確認ください。 
 
シナリオタイトル・・・・・・・・・シナリオ選択画面に記載されていたシナリオタイトルと同一です。正しいシナリオが選ばれて

いるかを、まずご確認ください。 
カレンダー・・・・・・・・・・・・・・現在の日時、終了日、最終決済日などをご確認ください。 
マーケット・・・・・・・・・・・・・・マーケットの状況、特に日経平均の現在値をご確認ください。 
キャッシュマネジメント・・・・「現金」および「先物・オプション口座残高」にいくらあるかをご確認ください。 
銘柄一覧・・・・・・・・・・・・・・・売買可能な銘柄および現在値などをご確認ください。 
 

「スタート」ボタンをクリックすると、シミュレーションが始まります。チャイムの音 ♬ が鳴ったら、シミュレーション開始です。 
 

4.3 シミュレーションをすすめます 

ニュースのヘッドラインが配信されると、配信音 ♬ が鳴ります。 

 
 
ヘッドライン上をクリックすると、ニュースの詳細が表示されます。 
ヘッドラインだけでなく、必ず全てのニュース詳細に目を通すようにしましょう。 

 
 
青字のリンクを、クリックすると辞書や説明が表示されます。 

 
 
なお、練習モードでは、ニュース配信後に一時停止をし、説明を読んだり指示に従って売買する十分な時間を取れるよう

にしています。その場合は、時計が止まり、「進む」ボタンが赤く点滅します。説明を読み終わり、指示に従った後は「進む」

ボタンをクリックして時計を進めてください。「進む」をクリックすると、確認音 ♬ が鳴ります。 

 
 
また、ニュース詳細画面から「一覧に戻る」ボタンをクリックすると、ニュース一覧に戻ります。 
ニュース・ヘッドラインのうち、最新ニュースは最上部に表示されます。ニュースの詳細が表示されている間に、最新ニュー

スが配信されると、ヘッドラインが最上部に表示されます。 
 



OSE 先物・オプション シミュレーター 総合マニュアル 
 

 35 / 40 Copyright©2023 Simplex Institute, Inc. All rights reserved.  
 

指示のニュースが配信されたら、指示に従いましょう。 

 
 
売買したら、指示どおりにできたか確認しましょう。注文管理画面で、状態が「完了」となっていれば約定しています。 

 
 
指示に従いながら、シミュレーションを進めましょう。 
途中、分からない言葉があれば、辞書やヘルプを参照してもよいでしょう。シミュレーションを一時停止するには、画面右上

の「一時停止」ボタンをクリックしてください。「進む」ボタンをクリックすると、シミュレーションが再開し、時計が動きだします。 
 
指示のないシミュレーションでは、自由に売買の練習をしてください。 
 

4.4 結果画面で復習しましょう 

シミュレーションが終了すると、結果画面が表示されます。 
最終損益…このシナリオの、最終的な結果です。ランキングに反映されるのは、この最終損益です。 

最終損益 ＝ 損益合計 － 手数料 
 
損益等の結果、チャート、ニュースのヘッドラインと取引履歴が表示されるので、復習にお役立ていただけます。 
同じシミュレーションを繰り返し実施し、知識を確実に身につけてください。 
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4.5 ランキング入りを目指しましょう 

ランキング対象となっているシナリオを終了すると、成績がサーバーに送信されます。ランキングの「閲覧」ボタンから、ラン

キングを見てみましょう。 

 
シナリオ毎に、最終損益のランキングが発表されます。ランキング対象シナリオは「閲覧」ボタンがアクティブとなっており、ラ

ンキングが発表されます。全てのシナリオにランキングが表示されるわけではなく、練習モードのようにランキングを発表しな

いシナリオには、閲覧ボタンが表示されません。 
 

 
 
全参加者のうち、最終損益が多い順に 50 位以内となると、トータルランキングにランクインします。また、過去 30 日以内

に、最終損益が多い順に 10 位以内となると、最新ランキングにランクインします。いずれも、表示されるのは、順位、実施日

時、ニックネーム、最終損益（円）です。また、同一シナリオを複数回実施した場合は、最終損益が最も多い回がランキング

判定に使われます。 
（注）実施日時は、シミュレーションの実施ボタンをクリックした時間です。 
（注）同一の最終損益のユーザーが複数存在する場合は、同一順位で、上からニックネーム順に表示されます。 
 

4.6 シナリオを何度も繰り返しましょう 

シミュレーションの各シナリオは、一度実施して終わりではありません。わからないところは何度も繰り返し、知識の定着をは

かりましょう。また、自由売買や戦略のシナリオなどは、色々と工夫して何度もやり直し、現実の市場での売買に応用できる

力を養いましょう。 
 
トップページのシナリオ一覧「成績」から、過去の売買の履歴を参照できます。 

 
 

成績 

実施済みのシナリオについては、実施日時や最終損益が記録されます。「閲覧」ボタンをクリックし、自身の過去の成績を

シナリオ毎に確認しましょう。 
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シミュレーションの流れは以上です。 
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5 よくある質問とその答え 

5.1 会員登録関連 

【質問】 会員登録をしましたが、認証 E メールが届きません。 

【回答】 会員登録を行った後、下記のような画面が表示されたことを確認してください。 
＜マニュアル参照箇所：E メールアドレスの入力＞ 
 

 
 
その後、ご入力いただいた E メールアドレス宛に認証用の E メールが届きます。差出人名「OSE 先物・オプション シミュレ

ーター（webadmin@fopstudy.com）」、件名「本会員登録のお願い」という E メールが迷惑メールフォルダに入っていない

か、ご確認ください。入力した E メールアドレスが誤っていた場合、E メールは届きません。その場合は再度正しい E メー

ルアドレスで登録し直してください。 
（注）認証用の URL は、24 時間有効です。有効期限を過ぎてしまうと本登録ができませんので、再度 E メールアドレスの

登録をお願いいたします。 
 

【質問】退会したいのですがどうすればよいでしょうか。 

ログイン後、会員情報編集のタブから退会手続きを行います。「退会」ボタンをクリックしてください。 
＜マニュアル参照箇所：退会手続き＞ 

 
 
下記の確認画面が表示されます。 

 
 
（注）退会すると、登録情報および成績は全て削除され、元に戻すことはできません。 
「はい」ボタンをクリックすると、下記メッセージが表示されます。 

 
  
登録されていた E メールアドレス宛てに、「退会手続きが完了しました」という E メールが届きます。これで、退会手続きは

完了です。 
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5.2 ログイン関連 

【質問】 正しいメールアドレスやパスワードを入力しても、ログインができません。 

【回答】 間違ったメールアドレスもしくはパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、下記のように「※メールアド

レスまたはパスワードが違います。」というメッセージが表示されます。 

 
 
正しいメールアドレスやパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしても、画面が変わらず、ログインできないことがあり

ます。このような場合は、Cookie が無効になっている可能性があります。本サイトのサービスを利用するには、Cookie を有

効にする必要がありますので、Cookie を有効にしてください。 
＜マニュアル参照箇所：Cookie の設定＞ 
 

5.3 システム関連 

【質問】 ポップアップがブロックされ、 解説動画を見ることができません。 

シナリオ一覧に記載されている「解説動画を見る」のリンクをクリックしたら、「www.fopstudy.com からのポップアップがブロ

ックされました。」と表示され、動画が再生されません。 
 
【回答】 お使いのブラウザで、ポップアップがブロックされているようです。当サイトからのポップアップをブロックしないように

設定してください。 
＜マニュアル参照箇所：ポップアップブロックの設定＞ 
 

5.4 シミュレーション関連 

【質問】 銘柄一覧の数量のセルが青色になりました。 

【回答】両建の場合は、数量のセルが水色に変化します。両建とは、同一銘柄について、買建てと売建の両方があることを

いいます。数量には、買建玉（プラスの値）と売建玉（マイナスの値）の枚数の合計枚数が表示されます。 
例えば、ある銘柄について、1 枚の買建、1 枚の売建がある場合、数量は「0」となります。 
また、ある銘柄について、1 枚の買建、2 枚の売建がある場合、数量は「－1」となります。 

 
＜マニュアル参照箇所：銘柄一覧（数量）＞ 
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【質問】 先物・オプション口座残高がマイナスになりました。 

【回答】先物の建玉がある時やオプションの売建玉がある状態で大引け（15 時 15 分）を超すと、値洗いが行われます。値

洗いにより、その日の損失分が先物・オプション口座から引かれ、先物・オプション口座残高がマイナスとなることがありま

す。 

 
 
＜マニュアル参照箇所：値洗いと証拠金について＞ 
また、一部のポジションの反対売買により、先物・オプション口座残高がマイナスとなることもあります。 
 
その翌日の正午には口座残高が 0 円以上になっている必要があります。翌日の正午までに口座残高を増やしてください。 
 

【質問】 辞書のリンクをクリックしても何も表示されません。 

【回答】 このような場合は、JavaScript が無効になっている可能性があります。本サイトのサービスを利用するには、

JavaScript を有効にする必要がありますので、下記を参考に JavaScript を有効にしてください。 
＜マニュアル参照箇所：JavaScript の設定＞ 
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