
【カブドットコム証券からのご案内】 

空売り規制の見直しについて 

商号：カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業登録番号：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可番号：関東財務局長（銀代）第8号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 

営業推進部 藤井 明代 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ただ今、ご紹介にあずかりましたカブドットコム証券の藤井と申します。よろしくお願いいたします。普段は、サポートセンターでお客さまのお電話も取っておりますので、直接お話している方もいらっしゃるかもしれません。今後もお電話にてお話することがございましたら、どうぞお手柔らかにお願いいたします。（私ごとですが、名古屋は3度目の訪問で、いつも街並みやグルメなどを楽しみに訪問しておりました。本日も名古屋の素敵な街並みとおいしい食事をたっぷり味わいたいと思います。）それでは、少々お時間を頂戴いたしまして、先月、11月5日に緩和されました信用取引の空売り規制についてご案内いたします。



ご注意・ご案内 

  

・当セミナー及び当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介/勧誘を目的 
としています。 
・お取引の際は、約款・規定集（http://kabu.com/service/clauses.asp）、契約締結前交付書面、 
投資信託説明書（交付目論見書）、お取扱商品の重要事項の 
http://kabu.com/company/policy/inducement.asp）等を良くお読みいただき、商品特性やリスク及び 
お取引ルール（http://kabu.com/service/rule.asp）等を良くご理解の上、 
銘柄選択、投資時期、投資スタイル等、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください。 
・証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。 
自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の 
手数料等が必要です。手数料には消費税が含まれます。 
詳しくは当社の手数料ご案内ページ（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。 
・投資信託のお申込を行う場合は、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）を良くお読みいただき内容を 
ご確認の上、ご自身のご判断で行ってください。 
・信用取引・指数先物取引・海外指数先物取引・指数オプション取引は、保証金または証拠金以上のお取引が可能 
であるため、保証金または証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えての 
お取引はできません。 
お取引の際はリスクに関する説明等をご覧いただき、商品特性やお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で 
無理のない資産運用を行ってください。 
・信用取引における委託保証金率等は30％であり、差し入れた保証金の最大約3.3倍のお取引が可能です。 
詳細は、信用取引ルールのご案内ページ（http://kabu.com/service/rule14.asp ）をご確認ください。 
 
・ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら 
 → http://kabu.com/info/escapeclause.asp 
・ご意見・苦情について（当社以外の窓口） 
→ 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 
  電話：0120－64－5005 
・掲載情報は2013年12月5日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/） 
にてご確認ください。 
 

http://kabu.com/


空売りとは 

空売り規制とは 

 

 

 

持っていない状態で株を売ること。 

 

 

空売りによって株価を意図的に下落させて利
益を得ようとする行為や、株価下落を加速さ
せる行為を防ぐための規制や制限。 

空売りの基本 

金融機関から株を借りて売却し、値下がり時
に買い戻すと利益となる。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
空売り規制緩和のご案内前に、まず「空売り」とは何かをご説明いたします。ご存知の方も多いと思いますが、空売りとは、株を売りから始めるお取引を言います。株を金融機関から借りてきて売却し、株価が値下がりしたときに買い戻して利益を得る取引です。機関投資家やヘッジファンドでよく取り入れらる手法ですが、個人投資家も信用取引で「売り」から始めることができます。そして空売り規制は、空売りで株価を意図的に下落させて利益を得ようとする行為や株価下落を加速させる行為を防ぐための規制や制限を言います。主に一定以上の株数を空売りするときに制限がかかったり、大量に空売りが行われた場合の報告義務などが挙げられます。先日、株式トレードで資産を65万円から12億まで増やした個人投資家の方にお話を伺う機会がございまして、その投資家の方も空売り規制について、「今のネットトレーダーは空売り規制がある相場しか知らないので、未知のインパクトがある」とそうおっしゃっておりました。今後も空売り規制緩和の影響が相場に与える影響がきになるところです。



空売りの価格規制（規制緩和前） 

株価の上昇局面 株価の下落局面 
直近価格未満での空売り禁止 直近価格以下での空売り禁止 

50単元を超える売買について、以下の空売りが禁止されていました。 

50単元  1株単位＝50株 
100株単位＝5,000株 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
投資家に大きく関係する規制は空売りの価格規制です。これは、一定の株数を超える空売り注文に　制限がかかるというものです。具体的には、50単元を超える株数の注文です。50単元とは、1株単位であれば50株、100株単位であれば5000株、1000株単位であれば5万株です。この株数を超える注文が規制の対象でした。スライド、左側のように、株価が上昇しているときは、直近価格、現在の価格と考えていただいてよいのですが、直近価格未満の注文が出せませんでした。また、右側、株価の下落局面の場合は、直近価格以下での空売りが禁止でした。下落局面では現在と同じ価格でも注文できないという意味です。売り注文を出す場合、すぐに約定させるために今の価格よりわざと下の値段で出して、板にぶつけることがありますが、それが空売り規制でできなかった　ということです。



信用空売り規制緩和後 

直近の価格にかかわらず、50単元を超える空売り（指値）が可能に！ 
※成行注文については、取引所ルールにより見直し前と同様に注文することができません。 

当日基準値段から10%以上下落した場合、トリガー抵触となり

価格規制の対象となります。トリガー抵触後、以降から翌営業日
の取引終了時点まで空売り規制ルールが適用となります。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
規制緩和後は、「成行き」以外の全ての注文が可能となりました。上昇局面であっても、下落局面であっても注文できます。ただし、前日終値を元にした基準価格から10%下落した銘柄は規制の対象となりますのでご注意ください。10%以上下落した場合、その値段で約定が発生した直後から価格規制が適用されます。 この場合は、翌営業日の取引終了時点まで空売り規制のルールが適用となります。空売り規制緩和から、前日終値から10%以上下落した銘柄を東証データからお調べいたしましたところ、11/5から2週間の平均は30銘柄で、これは規制改正前とほぼ変わりません。規制緩和後の現在も、変わらずお取引いただける　ということになります。また、売り注文が入ると株価の下落要因になると考えがちですが、そうとも言えません。空売りは期限内に必ず反対売買の買い注文が入るので、将来の買い材料につながります。制度信用の期日は6ヶ月なので、信用取引が活発な銘柄は半年の周期で高値と安値を付ける銘柄もありますので、信用需給の変化が相場に大きく影響していることが分かります。信用売買残高は、個別銘柄の信用情報にてチェックできますので、日々の投資情報と併せて是非お役立てください。



kabuステーション 個別銘柄画面 

信用規制対象銘柄の確認 

kabuステーション 発注画面 

信用空売り規制中の表示 

信用の空売り規制対象銘柄（トリガー銘柄）はkabuステーションで確認出来ます。 



低位株のまとまった新規売りができる！ 

 

 
  空売り規制 規制改正後 

みずほフィナンシャル 
グループ 
（8411） 

5,000株（約定代金108万円）超の 
新規売建で規制対象 株数による制限なし 

東京電力 
（9501） 

5,000株（約定代金271万円）超の 
新規売建で規制対象 株数による制限なし 

TOPIX連動型ETF 
（1570） 

50株（約定代金53万2,500円）超の 
新規売建で規制対象 株数による制限なし 

直近の価格にかかわらず、50単元を超える空売り（指値）が可能に！ 

※2013年11月27日終値を元に算出 

空売りの価格規制改正メリット① 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、空売り規制緩和が行われることでの個人投資家へのメリットをお話いたします。まず、1つ目に低位株のまとまった空売りができる点が挙げられます。空売り規制は50単元を超える注文で規制の対象となるので、購入単価が低い銘柄はすぐに規制の対象となっていました。改正後は株数を気にせずに空売りが注文できるので、低位株の小さな値動きを狙った取引が可能です。買いだけではなく売りからもエントリーしやすくなったので、取引戦略が広がりました！



空売りの価格規制改正メリット② 

逆指値での空売りエラーが少なくなる！ 

空売り規制では直近公表価格以下の価格での発注（成行含む）が禁止されているので、下落局
面ではほとんどが空売り規制の対象となり、逆指値を使用することが難しくなります。 

改正後は、このような規制もなくなり、逆指値などの自動売買を活用して下落トレンドの転換に乗
り遅れることなく取引できます。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2つ目のメリットは、逆指値での空売りエラーが少なくなるという点です。相場の下落局面を探す場合、チャート上で「株価がサポートライン、つまり一定のライン　を下回ったらトレンド転換」と見る方法があります。今までサポートされていた価格を下抜けることで、買い圧力より売り圧力が勝り、下落トレンドになるという見方です。この手法を取り入れる際、逆指値注文を使えば「株価が「何円」以下になったら新規売り」という注文が可能ですが、空売り規制では現在の価格より低い株価で発注できないので、下落局面ではほとんどが空売り規制の対象となり、逆指値を使用することが難しい状態でした。改正後は、このような規制もなくなり、逆指値などの自動売買を活用して下落トレンドの転換に乗り遅れることなくお取引できます。
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空売り価格規制緩和前後の注文推移 

■約定代金500万円以上の信用空売り注文数 

規制緩和後 規制緩和前 

※カブドットコム証券での約定代金500万円以上の信用空売り注文数推移 
※2013年10月15日～11月26日データ（発注日ベース） 

 

日経平均は11月18日に14,026円をつけてから大幅上昇しているにも関わらず、 

空売り規制緩和後は信用空売りの大口注文数、人数ともに緩やかに上昇している。 

規制緩和後 

■約定代金500万円以上の信用空売り注文ユニーク人数 

規制緩和前 

※カブドットコム証券での約定代金500万円以上の信用空売り注文ユニーク人数 
※2013年10月29日～11月26日データ（発注日ベース） 

 

信用空売り注文数推移 信用空売り注文ユニーク人数推移 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2つ目のメリットは、逆指値での空売りエラーが少なくなるという点です。相場の下落局面を探す場合、チャート上で「株価がサポートライン、つまり一定のライン　を下回ったらトレンド転換」と見る方法があります。今までサポートされていた価格を下抜けることで、買い圧力より売り圧力が勝り、下落トレンドになるという見方です。この手法を取り入れる際、逆指値注文を使えば「株価が「何円」以下になったら新規売り」という注文が可能ですが、空売り規制では現在の価格より低い株価で発注できないので、下落局面ではほとんどが空売り規制の対象となり、逆指値を使用することが難しい状態でした。改正後は、このような規制もなくなり、逆指値などの自動売買を活用して下落トレンドの転換に乗り遅れることなくお取引できます。



空売りの基本手法 「つなぎ売り」 

つなぎ売り 

つなぎ売り 

買い戻し 

買い戻し 

現物株の中長期保有を考えているが、目先の下げ局面を予想した時、                    
値下がりによる評価損を回避するため保有株を持ったまま、同じ銘柄を

信用売りする「つなぎ売り」が有効です。 

+α 

+α 

現物のみの
場合、赤矢印 
の利益のみ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは空売りの基本手法についてご案内していきます。空売りは売りから入るので、株価の下落局面では利益になり、上昇局面では損失になります。「これから下がるだろうと予測したら空売りする」。これが基本ルールとなります。それ以外にも、空売りを使った戦略がいくつかありますが今回ご紹介する手法は「つなぎ売り」です。つなぎ売りとは、現物株を買っている状態で、同じ銘柄を空売りすることです。現在現物株を持っている場合、一時的に下落局面になってしまったがまだ売却せずにずっと保有したい・・そうお考えの場合、値下がりによる評価損を回避するには現物株を保有したまま、同じ銘柄を信用売りする「つなぎ売り」が有効です。予想どおり値下がりした時点で買い戻すと、その差の利益で値下がりによる評価損が補えます。上昇トレンドの銘柄でも、一時的な調整局面やもみ合いが訪れます。現物を保有しているだけでは「赤線」の利益のみですが、長い保有期間の間には、振幅も大きくなるので、「高値で売って、安値を買い戻す」ことでその振幅を利用し、「青線」2本の+αにトライすることができます。（時間があれば自動売買をいれる・・・） 



空売りの基本手法 「つなぎ売り」（株主優待取得） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また現物を買って信用で売るという「つなぎ売り」を活用して、「株主優待」の権利を取得する手法もございます。権利付き最終売買日までに現物を買い、同じ価格で信用の空売りを行えば、株価が下落しても信用の売建による利益で相殺できます。株価が上がっても下がっても損益は0円です。そして、権利落ち日以降に現物買いと信用売り建玉を品渡にて決済し、優待取得のツナギ売りの取引を終了させます。品渡しというのは信用売建玉の返済方法の一つで、保有してる現物株を差し出して決済するという方法です。これで取引は終了となり、株主優待の権利だけが残ることになります。株価下落は怖いが、株主優待は獲得したい・・・そのような方にお勧めの手法です。



空売りの基本手法 「つなぎ売り」（株主優待取得） 

制度信用 一般信用

売建できる銘柄が
限られている

非貸借銘柄でも
売建できる銘柄が多数ある

逆日歩発生による
コスト負担増

逆日歩は発生しない

カブコムの一般信用取引なら 

 逆日歩なしで約2300銘柄※が売建可能！ 
（※2013年11月時点） 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
つなぎ売りをするときに確認したいのがコストです。信用売建の場合、金利の他に銘柄によっては逆日歩が発生します。逆日歩とは株の調達料のことで、信用で買いたい人より売りたい人の方が多い場合、逆日歩が発生します。金額も銘柄によって異なるため、株主優待狙いでつなぎ売りをした場合に、優待価値よりも逆日歩の方が高くつく場合もあります。コストがかかってしまっては元も子もないので、気をつけたいポイントです。ここでご紹介したいのが、「一般信用」です。一般信用では逆日歩は発生しません。信用取引は返済期限6ヶ月の制度信用と、返済期限を証券会社が自由に決めることのできる一般信用の2種類ございますが、制度信用は日証協が決めるルールで行いますので、売建できる銘柄はどこの証券会社でも同じで、限定されています。さらに銘柄によっては逆日歩も発生するので、コストが増える場合があります。一方、「一般信用」は証券会社が銘柄を選定するので、制度信用で売建できない「非貸借銘柄」でも売建できる銘柄が多くございます。当社は、ネット証券最多の「約2300」銘柄の一般信用の売建が可能ですので、つなぎ売りで優待を獲得されたい投資家の皆様のご要望にあったお取引ができます。株主優待で気になる銘柄が一般信用売建に対応しいましたら、「つなぎ売り」をぜひご活用ください。その他にも、空売りを活用した手法は数多くありますので、この機会に是非信用取引をご検討いただければ幸いです。簡単ではございますが、空売り規制の見直しについてのご案内は以上となります。みなさま、ご清聴ありがとうございました。引き続き、お楽しみくださいませ。



    ■当セミナー資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介/勧誘を目的としています。 
■お取引の際は、約款・規定集（http://kabu.com/service/clauses.asp）、契約締結前交付書面、お取扱商品の重要事項の説明
（http://kabu.com/company/policy/inducement.asp）等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール（http://kabu.com/service/rule.asp）等
をよくご理解の上、銘柄選択、投資時期、投資スタイル等、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください。 
■証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります。自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定するものでは
ありません。各商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等が必要です。手数料には消費税が含まれます。詳しくは当社の手数料ご案内ページ
（http://kabu.com/cost/）等をご参照ください。 
■投資信託の購入は、基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。ファンドにより販売手数料とは別に、信託報酬・解約手数料・その他手
数料等を要するものがありますが、ファンド別に要件・料率等が異なりますので表示できません。 お取引に際しては、目論見書（商品毎）および目論見書補完書面 
（投資信託）をよくお読みください。 
■外国債券の価格や利回りは、市中金利や発行体の信用力などの状況により変動し、償還前に売却する際は、損失（元本欠損）が生じるおそれがあります。 ま
た、発行体の財政状態の悪化、経営破綻などにより、損失を被ることがあります。外貨建債券は、為替相場の変動等や、国や地域、政治・経済・社会情勢の変動
などにより大きな影響を受けるおそれがあります。外国債券を購入する場合は、委託手数料はかかりませんが、売買における売付け適用為替レートと買付け適用
為替レートには差額があります。上記、適用為替レートは債券の起債通貨によって異なり、実勢レートに基づき当社が決定します。 
■信用取引・指数先物取引・指数オプション取引・海外指数先物取引・有価証券オプション取引・外国為替証拠金取引（ＦＸ）は、保証金または証拠金以上のお
取引が可能であるため、保証金または証拠金を超える大きな損失を被ることがあります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお取引はできません。お取引
に際しては、信用取引・指数先物取引 ・指数オプション取引・海外指数先物取引の契約締結前交付書面をよくお読みいただき、商品特性やお取引ルール等をよ
くご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください。  
■信用取引における委託保証金率は30％であり、差し入れた保証金の最大約3.3倍のお取引が可能です。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ 
（ http://kabu.com/service/rule14.asp ）を ご確認ください。 
■大証FX/店頭FX/くりっく365/シストレFXは元本や利益を保証するものではなく、為替変動リスクや金利変動等のリスクを伴います。取引金額がお客さまが 
預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており、外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客さまに損失が生じるおそれがあります。
また、その損失の額は、お客さまが預託されている証拠金の額を上回る可能性があります。本取引において提示する売値と買値の間には差額があります。お取引
に際しては、契約締結前交付書面をよくお読みください。手数料： 大証FX 96.6円(片道約定1枚あたり/税込)、シストレFX・店頭FX 無料、くりっく365 98円
(片道約定1枚あたり/税込)※手数料は5％の消費税を含んでいます。1円未満は切り捨てとなります。※執行条件、取引チャネルにかかわらず上記手数料が適
用となります。証拠金(1万通貨あたり)：大証FX 大阪証券取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額。店頭FX コース、通貨ペアにより25,000
円～1,000,000円。くりっく365 東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額。シストレFX  建玉価格の4%。 
■掲載情報は2013年12月5日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にてご確認ください。 
◆ご投資にかかる手数料等およびリスクについてはこちら → http://kabu.com/info/escapeclause.asp 
◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口）特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 電話：0120－64－5005 
カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 

ご注意・ご案内 

当資料の情報は、カブドットコム証券のホームページ上の情報と同様、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済
新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社、株式会社フィスコ、FXプライム株式会社、ジャパンエコノミックパルス社
からの情報提供をもとに公開しております。当資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するも
のではありません。ここに示したすべての内容は、現時点での判断を示しているに過ぎません。当資料を営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で
情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。当資料の情報内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。当
資料の利用に際してはお客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。 

http://kabu.com/info/escapeclause.asp
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