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　取引の対象は、株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」という。）が算出・公表する日経平
均ボラティリティー・インデックス（日経平均ＶＩ）です。

<ご注意>
日経平均ＶＩは、日経平均株価など株価指数とは数値の変動の特徴が大きく異なっています。日経平
均ＶＩの特徴について十分にご理解の上で、日経平均ＶＩ先物取引を行っていただきますようお願い
いたします。

1 日経平均ＶＩの算出方法

　日経平均ＶＩは、日本経済新聞社がリアルタイムで算出しています。算出には大阪取引所で取引され
ている日経225オプション（※）の価格等を利用し、日経平均株価が将来１か月でどれくらい変動する
かを推定した指数です。指数値は、ボラティリティーの単位で表現され、この数値が高いほど、将来の
日経平均株価が大きく変動すると投資家が予想していることになり、相場の先行き見通しに不透明感が
強いことを意味します。
※�日経225オプション取引は、日経平均株価を対象としたオプション取引です。事前に決めた日経平均株価の水準（権
利行使価格）で将来の日経平均株価を売買する権利（オプション）を取引します。

なお、日経平均ＶＩの具体的な算出方法については、日本経済新聞社「日経平均プロフィル」（http://
indexes.nikkei.co.jp/）を参照ください。

2 日経平均ＶＩの特徴

・高い変動率
　�通常は20～ 30ポイント程度のレンジ内で上下動して推移していますが、日経平均株価が大きく
下落するなどの際は、日経平均株価とは逆に急激に大きくなるという特徴があります。（例えば、
2011年３月14,15日の２営業日で、日経平均株価は約16％（10,254.43円�→�8,605.15円）低下
しましたが、日経平均ＶＩは約３倍（23.44ポイント�→�69.88ポイント）に上昇しました。）
・平均回帰性
　�急激に高くなった後は、その水準をそれほど長く引きずらず、しばらくして通常の20～ 30ポイン
ト程度のレンジ内に戻ってくるという特徴があります。

日経平均ボラティリティー・インデックス先物取引（日経平均ＶＩ先物取引）の対象１
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2001年１月～ 2013年12月の日経平均株価と日経平均ＶＩの推移

2001年～2013年の市場のショックイベント

期　　間 ピーク値 背　　景

2001.9～10 63.44（2001/9/17） 同時多発テロ

2002.9～10 40.71（2002/10/9） 不良債権処理の加速懸念による銀行株下落

2007.8 47.32（2007/8/17） サブプライム問題

2008.1～2008.3 49.67（2008/3/17） ベアスターンズ破たん

2008.9～2009.4 92.03（2008/10/31） 世界金融危機（リーマンショック）

2010.5 44.00（2010/5/21） ギリシャ財政危機

2011.3 69.88（2011/3/15） 東日本大震災と原発問題

2011.8 42.69（2011/8/9） 米国債格下げ

2013.5～6 46.19（2013/6/13） 日本株大暴落

3 日経平均ＶＩの過去の動き

　過去のショックイベントが発生した時なども、指数値が跳ね上がっていることが分かります。

（円） （ポイント）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01

日経平均株価(終値・左軸)

日経平均ＶＩ（終値・右軸）



4

項　目 概　要

取引単位 日経平均ＶＩ×10,000円

呼値単位 0.05 ポイント（１ティックの金額は、500円）

取引時間 日中立会：９時～15時15分　（ナイト・セッションは対象外）

限月 直近の連続した８か月、８つの限月

取引最終日 各限月の翌月の第２金曜日（休業日の場合は繰上げ）の30日前となる日（休業日の場合は繰上げ）
の前営業日に終了する取引日

最終決済 取引最終日の翌営業日における特別な日経平均ＶＩの10分間の平均値に基づいた数値による差金
決済

価格規制
制限値幅：10ポイント（以降、サーキットブレーカー（CB）発動ごとに５ポイントずつ拡大）
即時約定可能値幅：BBO仲値の上下0.5ポイント
※BBO仲値は、直近の約定値段、又は、直近の最優先買呼値と最優先売呼値の仲値をいいます。

清算数値 15時から日中立会終了時点における直近約定数値等

証拠金 ＳＰＡＮ®による計算。他商品とのリスク相殺は認めない

その他 Ｊ－ＮＥＴ取引、ストラテジー取引、ギブアップは可能

1 取引単位

　日経平均ＶＩ先物取引の取引単位は、日経平均ＶＩを10,000円倍した金額です。（例えば、日経平
均ＶＩが20ポイントならば、20万円が取引単位となります。）

2 呼値単位

　日経平均ＶＩ先物取引の呼値の単位は0.05ポイントです。（例えば、19.95ポイント、20.00ポイント、
20.05ポイントなど0.05ポイント刻みで注文できます。）

3 取引時間

8：00～9：00 プレ・オープニング 注文のみを受け付けてマッチングは行いません。

9：00 オープニングオークション 板寄せ方式によるマッチングを行います（取引が成
立しなければ、ザラバに移行します）。

9：00～15：10 レギュラーセッション
（ザラバ）

原則として、ザラバ方式による取引を行います（取
引の一時中断又は停止を行った場合には、板寄せ方
式により取引を再開します）。

15：10～15：15 プレ・クロージング 注文のみを受け付けてマッチングは行いません。

15：15 クロージングオークション 板寄せ方式によるマッチングを行います

※ 日経平均ＶＩ先物取引の取引時間は、日中立会（９時～15時15分）のみで、ナイト・セッションは対象となっていま
せんのでご注意ください。

4 限月

　日経平均ＶＩ先物取引は、直近の連続した８か月、８つの限月が取引されます。

日経平均ＶＩ先物取引の制度概要2
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5 取引最終日

　日経平均ＶＩ先物取引は、各限月の満期日の前日を取引最終日としており、取引最終日の翌日に新た
な限月の取引が開始されます。満期日は、日経平均ＶＩ先物取引の限月の翌月の日経225オプションの
ＳＱ日の30日前（通常、水曜日）となります。

　（例）平成26年３月限の取引最終日

日 月 火 水 木 金 土

３
月

１
２ ３ 4 ５ 6 7 ８
９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

日 月 火 水 木 金 土

４
月

1 ２ 3 4 5

6 7 8 ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

6 最終決済

　日経平均ＶＩ先物取引の最終清算数値には、日経225オプション取引の約定数値等を利用し、特別に
算出した10分間の日経平均ＶＩの平均値を利用します。

7 価格規制

・即時約定可能値幅
　�誤発注等による価格急変防止の観点から、直前の約定数値から所定の値幅（BBO仲値の上下0.5ポイ
ント）を超える約定が発生する注文を受け付けた場合には、取引の一時中断を行います。
DCB解除時の板寄せにおける対当値段がDCB中の基準となる値段から一定値幅の範囲外である場合
には、連続して取引が一時中断されます（連続DCB）。
・制限値幅
　�日経平均ＶＩ先物取引に係る制限値幅は、基準値段（原則、前取引日の清算数値）から上下10ポイ
ントの範囲内とします。また、制限値幅に達した場合には、サーキット・ブレーカー（CB）を発動し、
最初のCBの発動後は通常５ポイント刻みで増加します。なお、CBの発動回数に制限はありません。
　　（※）呼値の制限値幅の下限は、0.05ポイント以上に設定します。

翌月第２金曜日
（日経225ＯＰ４月限のＳＱ日）

30日前
（休・祝日もカウント）

日経平均ＶＩ先物
取引最終日
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8 清算数値

　日経平均ＶＩ先物取引の清算数値は、以下の優先順位で決定します。
　１．15時から日中立会終了までの直近の約定数値
　２．清算数値算出時点での、当取引日における直近の呼値の仲値
　３．当取引日の呼値の制限値幅の基準値段等

9 証拠金

　日経平均ＶＩ先物取引の証拠金額は、ＳＰＡＮ®により計算します。ただし、日経225先物取引等の
他商品とのリスクの相殺は認めません。
　なお、直近の証拠金額については、日本証券クリアリング機構ホームページを参照ください。

10 その他

・Ｊ−ＮＥＴ取引
　Ｊ－ＮＥＴ取引が可能です。呼値の単位は0.01ポイントです。
・ストラテジー取引
　�ストラテジー取引については、カレンダースプレッド取引のみ可能です。呼値の単位は0.01ポイン
トです。
・ギブアップ
　ギブアップが可能です。

　日経平均株価が急落する時に日経平均ＶＩが急上昇するという過去の経験則から、日経平均ＶＩ先物取
引を買い持ちすることで、株式などの保有資産の下落リスクをカバーすることが期待できます。
　例）日経225ETFの下落リスクをカバーするために日経平均ＶＩ先物を保有する場合

日経225ETF 日経平均ＶＩ先物

3月1日
（新規取引）

日経225ETFを100口買い。
約定価格10,000円。

日経平均ＶＩ先物1単位買い。
約定数値20.0ポイント。

3月15日
（反対売買）

株価が大幅に下落。日経225ETFが下落。
購入した日経225ETFを反対売買にて決済。
約定価格8,000円。

株価が大幅に下落。日経平均ＶＩは上昇。
購入した日経平均ＶＩ先物を反対売買にて決済。
約定数値40.0ポイント。

損益
買い約定価格との差額に日経225ETFの購入口
数（100口）をかけた額の損失が発生。
2,000円×100口＝20万円の損失

買い約定数値との差額に日経平均ＶＩ先物の倍
率（10,000円倍）をかけた額の利益が発生。
20.0ポイント×10,000円倍＝20万円の利益

日経225ETFの損失（20万円）を日経平均ＶＩ先物の利益（20万円）でカバー。

日経平均ＶＩ先物取引の利用例3
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◦先物取引の取引開始にあたっては、以下のリスクについて十分に把握する必要があります。

リスク 内　容

価格変動リスク 市場価格の変動によっては、多額の損失が発生する可能性があり、その損失は証拠金の額だけに
限定されません。

追証リスク
証拠金に不足額が発生したときは、追加差入れ又は追加預託（追証）が必要となります。所定の
時限までに差入れ又は預託しない場合等には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済さ
れる場合もあります。

規制措置リスク
取引に異常が生じた場合等には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規
制措置をとることがあります。その場合、追証や代用有価証券と現金の差換え等が必要となるこ
とがあります。

流動性リスク 先物価格は市場の需給により決定されますが、価格急変等によっては、流動性の低下により意図
した通りの取引（希望する価格での取引、決済のための取引等）ができないことがあります。

信用リスク 証拠金は分別管理され、原則として全額が保全されますが、取引業者が破たんした場合等には、
建玉の決済や他の取引業者への建玉移管等が必要となることがあります。

システムリスク 当社及び取引業者のシステムや当社、取引業者及び投資家を結ぶ通信回線等に障害が発生した場
合、注文の発注や相場情報の配信の遅延、取引の中断・停止が生じることがあります。

◦�以上のリスクに加え、日経平均ＶＩの変動の特性上、日経平均ＶＩ先物の売方には、以下のような特有
のリスクが存在しますので、資産・経験が十分でない投資家の皆様が日経平均ＶＩ先物を利用する際には、
売建てを避けてください。
・�日経平均ＶＩは、相場の下落時に急上昇する可能性があり、日経平均ＶＩ先物の売方の損失は、株価
指数先物とは比較にならないほど大きくなります。

・�下の実例では、日経平均株価が１日で約６％低下したのに比べ、日経平均ＶＩは約74％上昇しました。
日経平均ＶＩは、このように短期間で急激に数値が変動するため、リアルタイムで価格情報を入手で
きない環境での取引は推奨されません。

2011年３月11日（終値）
日経平均株価：10,254.43
日経平均ＶＩ：23.44

2011年３月14日（終値）
日経平均株価：9,620.49（−6％）
日経平均ＶＩ：40.�2（＋�4％）



＜ご注意＞

　本パンフレットは、著作権法によって保護されており、株式会社大阪取引所に無断で転用、複製又は販売等を行うこと

は固く禁じます。本パンフレットは、日経平均ボラティリティー・インデックス先物取引の制度概要の説明を目的として

作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 株式会社大阪取引所は、本パンフレットの記載内容に

ついては万全を期しておりますが、投資家の皆様が本パンフレットの記載内容に基づいて行われるお取引その他の行為及

びその結果について、何ら責任を負うものではありません。お取引に際しては、金融商品取引業者等より交付される契約

締結前交付書面等をお読みいただき、商品の性格や仕組みを十分にご理解いただいたうえで、ご自身の責任と判断のもと

で行っていただきますようお願い申し上げます。

＜免責条項＞

♦ 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独自に開発された手法によって、

算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権

その他一切の知的財産権を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数先物取引、及び株価指数オプション取引に

関するすべての事業、取引規制及び実施については、専ら株式会社大阪取引所及びその参加者の責任であり、それらについ

て日本経済新聞社は、一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を

負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘

柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。 

♦ 「日経平均ボラティリティー・インデックス」（以下「日経平均ＶＩ」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本

経済新聞社」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経平均ＶＩ

自体及び日経平均ＶＩを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経平均ＶＩを対象とす

る指数先物取引に関するすべての事業、取引規制及び実施については、専ら株式会社大阪取引所及びその参加者の責任であり、

それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均ＶＩを継続的に公表す

る義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均ＶＩの

計算方法、その他日経平均ＶＩの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

♦  SPAN® とは、シカゴ・マーカンタイル取引所（Chicago Mercantile Exchange：CME）が 1988 年に開発したリスクベー

スの証拠金計算方法及びシステムであり、現在、世界の主要先物・オプション取引所・清算機関で採用されています。株式

会社大阪取引所において取引された先物・オプションは、株式会社日本証券クリアリング機構（以下、「クリアリング機構」

という。）で清算されます。SPAN® に係る各種パラメーターの設定及び公表主体は株式会社日本証券クリアリング機構です。

SPAN リスク・パラメーター・ファイル、SPAN パラメーター等につきましては、クリアリング機構のホームページをご

覧ください。

株式会社 大阪取引所
〒 541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16
TEL： 06-4706-0800（代表）
E-mail： webmaster@jpx.co.jp
URL： http://www.ose.or.jp/
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