
2015年6⽉
(株)⼤阪取引所 市場企画部

2015年6⽉
(株)⼤阪取引所 市場企画部

次期デリバティブ売買システム稼働に伴う
取引制度の⼀部⾒直し等について

次期デリバティブ売買システム稼働に伴う
取引制度の⼀部⾒直し等について



2

制度要綱対照表制度要綱対照表
制度要綱 本資料

1．取引時間の拡⼤
(1)指数先物取引に係る⽇中⽴会のレギュラー・セッション開始時刻の変更 P8,10
(2)夜間⽴会の拡⼤ P9－10

2．⽴会⽅法の⾒直し
(1)ノンキャンセル・ピリオドの導⼊ P11－12
(2)板寄せ⽅式による約定値段決定⽅法の⼀部変更 P13,26－27
(3)最良指値条件の仕様変更 P14
(4)即時約定可能値幅の基準値段の⾒直し P21
(5)指数オプション取引に係る呼値の制限値幅の⾒直し P15

3．オプション取引に係る銘柄設定⽅法の⾒直し
(1) TOPIXオプション取引に係る限⽉取引の拡充 P21
(2) 有価証券オプション取引に係る権利⾏使価格の刻み幅の変更 P21
(3) 申請に基づく権利⾏使価格の設定 P16,28
(4)オプション取引に係る権利⾏使価格の追加設定期間の変更 P21
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制度要綱対照表制度要綱対照表
制度要綱 本資料

4．誤注⽂に係る管理体制の強化
(1) 当社が提供するハードリミット機能の使⽤義務 P23
(2) ⾃動発注システムの誤動作に係る管理体制の構築義務 P23-24

5．Ｊ－ＮＥＴ取引制度の⾒直し
(1) 呼値の単位の変更 P17
(2) 呼値の値幅の変更 P17-18
(3) コンボ取引の構成銘柄数の変更 P21

6．その他
(1) インプライド機能の取扱いの変更 P19
(2) ストラテジー取引に係る有効期間条件付注⽂の対象追加 P21
(3) ⽇経平均ＶＩ先物取引における最終清算数値の算出⽅法の⼀部変更 P20



4

＜免責事項＞＜免責事項＞
 本資料は、先物・オプション取引に関する制度の概要・市場状況等の説明のみを⽬

的としたもので、先物・オプション取引の勧誘を⽬的としているものではありません。

 本資料に掲載されている情報は2015年6⽉現在で検討している先物・オプション
取引に関する制度改正等の概要であり、今後、変更を⾏う可能性があります。

 本資料の内容の正確性については万全を期しておりますが、情報の完全性を保証
するものではありません。

 本資料の全部⼜は⼀部を当社に無断で転⽤、複製⼜は転載することを禁じます。
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Ⅰ 次期デリバティブ売買システムについて
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１．システム概要・スケジュール１．システム概要・スケジュール
 2016年央稼働予定の次期デリバティブ売買システム（以下「次期J-GATE」という。）は、

現⾏J-GATEで使⽤しているNASDAQ OMX社の”CLICK XT”の後継である“Genium
INET Trading”を採⽤。

• Genium INET TradingはNASDAQ OMX運営市場のほか、⾹港などアジアの主要取引所で
採⽤されているパッケージシステム

 また、次期J-GATEとの接続は、現⾏J-GATEで使⽤しているOMnet APIを継続利⽤（た
だし、現⾏のAPIとは異なるAPIを使⽤）。

 そのため、機能及びAPIの仕様に⼀部変更は発⽣するが、利⽤者側のシステムの開発・移
⾏の負担は軽減できるものと思料。

【全体スケジュール（現時点の予定）】
2015年 2016年

1〜3⽉ 4〜6⽉ 7〜9⽉ 10〜12⽉ 1〜3⽉ 4〜6⽉ 年央

制度関係

参加者
説明会

システム
開発

ワーキンググループ

▲第1回参加者説明会
▲第2回参加者説明会

▲第3回参加者説明会

★
本番稼働接続テスト

▲制度要綱公表
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Ⅱ 取引制度の⼀部⾒直し等について
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1-1.取引時間の拡⼤1-1.取引時間の拡⼤

 市場運営者として、市場参加者ニーズに応えるとともに、当社市場の取引機会・価格発⾒機
能をさらに拡⼤・強化する観点から、次のとおり取引時間を延⻑。

＜指数先物取引に係る⽇中⽴会開始時刻の前倒し＞
 指数先物（⽇経平均VI先物取引を除く）に係る⽇中⽴会開始時刻を8:45とする。

• 複数の重要経済指標が8：50に公表され、当該材料が国内投資家の参加が限定的な他市
場で恒常的に消化され、価格発⾒が⾏われている状況を踏まえると、投資家層に厚みのある当
社がこうしたヘッジ取引等のニーズに対応する取引機会を提供し、公正な価格形成機能を提供
する必要性が⾼い。

• J-NET取引及びその他の商品の⽇中⽴会開始時刻は現⾏と同じ。

＜夜間⽴会時間の拡⼤＞
 夜間⽴会終了時刻を現⾏の午前3時から午前5時30分に変更。

• 投資家から強く要望されているNY時間における海外市場動向等に応じたヘッジ取引等の取引
機会を拡⼤。

• なお、現在認めていない夜間⽴会中のコロケーション内作業を可能とする予定。

制度要綱:

1(1),(2)
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1-2.⽇経平均VI先物取引への夜間⽴会導⼊1-2.⽇経平均VI先物取引への夜間⽴会導⼊

 ⽇経平均VI先物取引の振興及び多様な投資家の取込みを図る観点から、⽇経225オプショ
ン対象限⽉に⼀定の流動性がある16:30〜19:00を取引時間とする夜間⽴会を導⼊。

※ ⽇経225オプション対象限⽉は直近及び第2限⽉(直近限⽉の取引最終⽇3⽇前以降は、第2及び第
3限⽉)。

今回の延⻑時間

⽇経225オプション（対象限⽉）における時間帯別⼀⽇平均取引⾼

制度要綱:

1(2)
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1-3.⾒直し後の⽴会取引時間1-3.⾒直し後の⽴会取引時間

○⾚塗部分が延⻑対象時間帯。
○有価証券オプションの取引時間については⽴会、J-NET取引ともに現⾏どおり。

※海外取引所の取引時間につきましては当社の調査に基づき作成・表⽰したものですが、その内容および情報の正確性、
完全性、適時性について、当社は保証を⾏っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

制度要綱:

1(1),(2)

TSE 現物株売買

OSE 指数先物

OSE 日経平均VI先物

OSE 指数オプション

OSE 有価証券オプション

OSE JGB先物

OSE JGB先物オプション

参考：SGX 日経225先物

参考：CME 日経225先物
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2-1.ノンキャンセル・ピリオドの導⼊2-1.ノンキャンセル・ピリオドの導⼊

 板寄せ直前の注⽂訂正・取消しによる価格変動を防⽌するため、⽴会取引の寄付き及び引
け前に、主要海外取引所において実績のある訂正・取消し注⽂を原則として受け付けない時
間帯（ノンキャンセル・ピリオド：NCP）を新たに導⼊。

• 寄り・引けの板寄せ直前において、注⽂訂正・取消しにより公正な価格形成が阻害されているとの指
摘を受け、現在は板寄せ直前の⼤⼝注⽂訂正・取消しを運⽤にて規制。

• ただし、「運⽤基準が複雑である」、「照会時の事務負担が⼤きい」等の意⾒が取引参加者から寄せ
られていることや、現⾏運⽤の実施以降も規制数量をわずかに下回る数量の訂正・取消しが⾏われ
る事例があるなどなお改善の余地がある状況を総合的に勘案し、NCPをシステム化するもの。

 具体的なNCPの対象としては、流動性低下への懸念や⽇中引けにおける投信等の機関投資
家による細かなポジション調整への悪影響等を考慮し、以下のとおりとする。
対象項⽬ 内容

対象商品 ・⽇経225先物、⽇経225mini、TOPIX先物

対象時間帯
（NCP時間）

・「⽇中⽴会とナイトセッションの寄付き前」及び「ナイトセッションの引け前」の1分間
－ ⽇中⽴会の引け前の1分間は対象外。

対象注⽂
・訂正注⽂及び取消し注⽂を対象とする。
－ コンバート前のストップ注⽂については板に乗らないため、訂正、取消し可能
－ J-NET取引については対象外

適⽤除外 ・次⾴に詳細

※ NCP制度の潜脱を⽬的とするクロス取引等については、注意喚起⼜は処分の対象となりうる。

制度要綱:

2(1)
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2-2.ノンキャンセル・ピリオドの導⼊2-2.ノンキャンセル・ピリオドの導⼊

＜適⽤除外ルール＞
• NCP中における注⽂の訂正・取消しは、次の①から③のいずれかに該当し、かつ取引参加者が責任

を持って管理する・使⽤するIDから⾏うものに限るものとする。

①真にやむを得ない事由による過誤により、委託の本旨に従って発注できなかった委託注⽂（取引
⼀任契約に基づくものを除く）に対して訂正・取消しを⾏う場合
－ 公平性を確保する観点から、委託取引である場合のみに限定（取引⼀任契約に基づく委託の取引について

は、委託の本旨が確認できないため適⽤除外の対象外）。
②市場実勢から⼀定程度（0.8%超）かい離する約定の成⽴が予想される誤発注に対して訂正・

取消しを⾏う場合
‒ 実勢からかい離した価格で約定した場合における市場への影響を考慮。
‒ 市場の実勢価格を把握することが困難な銘柄については、直近限⽉の価格から想定される価格などを

実勢価格に⽤いる。
‒ 市場実勢からの乖離幅については、ザラバにおける誤発注等による価格の急変を防⽌する観点から設

けている即時約定可能値幅との平仄をあわせる。
③取引参加者⼜は投資家が管理するシステムの誤作動により発注した過誤のある注⽂に対して⼀

括で取消しを⾏う場合。

• 取引参加者がNCP中における注⽂の訂正・取消しを⾏った場合は、当社に対して説明・証憑の届
出等を⾏うものとする。

 原則としてNCP中の訂正・取消しは禁⽌するものの、誤発注による市場への影響等に鑑み、
以下の適⽤除外ルールを設ける。

制度要綱:

2(1)
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3.板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更3.板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更

1. 売り⼜は買いのいずれか⼀⽅に指値がある値段のうち，売呼値と買呼
値が対当する値段

2. １の値段が複数ある場合は，執⾏数量が最⼤となる値段

3. ２の値段が複数ある場合は，売注⽂の累計数量と買注⽂の累計数
量の差（以下「不均衡数量」という。）が最⼩となる値段

4. 条件３の値段が複数ある場合は，次のいずれかの値段
①すべての不均衡数量が売越しとなるときは，このうち最も安い値段
②すべての不均衡数量が買越しとなるときは，このうち最も⾼い値段
③ ①、②以外の時は条件5の値段

5. 次のいずれかの値段
①不均衡数量（当該値段に売越しとなる値段及び買越しとなる値段

がある場合は、不均衡数量が売越しとなる値段のうち最も安い値段
と不均衡数量が買越しとなる値段のうち最も⾼い値段に限る。以下、
同じ。）が最⼩となる値段のうち最も⾼い値段が板中⼼値段より低
い場合は、当該最も⾼い値段

②不均衡数量が最⼩となる値段のうち最も安い値段と最も⾼い値段の
間に板中⼼値段がある場合は、板中⼼値段

③不均衡数量が最⼩となる値段のうち最も安い値段が板中⼼値段よ
りも⾼い場合は、当該最も安い値段

1. 売り⼜は買いのいずれか⼀⽅に指値がある値
段の最も⾼い値段に１ティック加えた値段から
最も安い値段に１ティック減じた値段の範囲
のうち、売呼値と買呼値が対当する値段

2. 同左

3. 同左

4. 同左

5. 同左

現⾏ 次期J-GATE

 次期J-GATEにおける板寄せ⽅式での約定価格決定⽅法は以下のとおりとする。
ー具体例は参考1、2参照

制度要綱:

2(2)
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4.最良指値条件の仕様変更4.最良指値条件の仕様変更
 現⾏システムでは、売り、買いともに指値注⽂がない場合、最良指値条件付き注⽂

（MTLO）は失効するが、次期J-GATEでは、当該失効条件を変更。
 名称を対当値段条件付き注⽂に変更。

変更点
売り、買いともに指値注⽂がない場合、最良指値条件付き注⽂は失効します。

買い（売り）の指値注⽂がない場合、売り（買い）の最良指値条件付き注⽂は失効します。

下の例のように買いの指値注⽂がない時に売りの最良指値条件付き注⽂を発注した場合、現⾏で
は最良売呼値（20,010円）に1ティック優先する20,000円の指値となりますが、次期J-GATEで
は失効します。
売り 買い

数量 価格（円） 数量

成⾏

10 20020

10 20010

20000

19990

19980

19970

現⾏ 次期J-GATE

売り 買い
数量 価格（円） 数量

成⾏
10 20020
10 20010
5 20000

19990
19980
19970

売り 買い
数量 価格（円） 数量
5 成⾏
10 20020
10 20010

20000
19990
19980
199701Tick優先する20,000

円の指値注⽂として残る
MTLOは失効

MTLO
5枚売り

※最良指値条件付き注⽂ 価格の限度を指定せずに発注し、最良の売呼値⼜は買呼値と対当する指値注⽂

制度要綱:

2(3)
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5.指数オプション取引に係る呼値の制限値幅の⾒直し5.指数オプション取引に係る呼値の制限値幅の⾒直し

 指数オプション商品の⽴会取引に係る呼値の制限値幅について、現在の全銘柄⼀律の設
定から、各銘柄の価格帯に応じた設定に変更。

基準値段 制限値幅 現⾏
50円未満 4%

11%
50円以上200円未満 6%

200円以上500円未満 8%
500円以上 11%

【⽇経225オプション】 【TOPIXオプション】

 実際の値幅は表中の⽐率に制限値幅算定基準値※を乗じた値
 値幅拡⼤時は表中の⽐率に3％を加える。拡⼤は最⼤２回。
※先物中⼼限⽉の基準値段の20⽇間平均値。四半期ごとに⾒直し。

基準値段 制限値幅 現⾏
5Pt.未満 4%

11%
5Pt.以上20Pt.未満 6%

20Pt.以上50Pt.未満 8%
50Pt.以上 11%

 他のオプション商品については現⾏どおり。
有価証券オプション： 対象証券の基準値段の25％
JGBオプション ： 2.1円

制度要綱:

2(5)
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6.申請に基づく権利⾏使価格の設定(オンデマンド権利⾏使価格)6.申請に基づく権利⾏使価格の設定(オンデマンド権利⾏使価格)

 オプション取引において、より多様な権利⾏使価格への取引ニーズに応えるため、海外取引所
においても導⼊されている、申請に基づく権利⾏使価格の設定を実施。

• 取引参加者はTargetにより権利⾏使価格の設定申請を⾏い、当該銘柄は翌営業⽇より取引開始。
• 対象商品は全オプション(有価証券オプションを除く)とし、残存期間に応じた刻みでの権利⾏使価格の設

定を可能とする。

Targetを通じて、「225OP 2015年6⽉
限権利⾏使価格23,000円」の設定を申請

申請を受け、権利⾏使価格設定
メンテナンスを実施

申請の翌営業⽇の⽇中取
引から追加設定銘柄の取
引が可能 (⽴会内及びJ-
NET）

J-GATE

OSE

20,000円

19,750円

〜

9,750円

9,500円

23,000円

20,000円

19,750円

〜

9,750円

9,500円

申請⽇に設定されている
2015年6⽉限の権利⾏使価格

申請⽇翌営業⽇に設定されている
2015年6⽉限の権利⾏使価格

追加設定
追加設定される権利⾏使価格と
既存銘柄の権利⾏使価格が離
れている場合でも、追加設定する
のは申請があった権利⾏使価格
のみで、間の価格帯には権利⾏
使価格を追加設定しない。

取引参加者
1 2

3

≪オンデマンド権利⾏使価格の設定フロー≫

制度要綱:

3(3)
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7-1.J-NET取引の呼値・取引可能値幅変更7-1.J-NET取引の呼値・取引可能値幅変更
 平均単価導⼊を背景とした利⽤者からの要望等をふまえ、市場利便性向上の観点から⼀

部商品のJ-NET取引における呼値・取引可能値幅を変更。
(1) J-NET取引における呼値の単位の変更

ー 投資家ニーズ及び現物株式に係るToSTNeT取引との平仄を勘案し、⼩数点第4位に拡⼤。

商 品 区 分 値幅の基準値段 値 幅

指数
オプション

次期
J-GATE

⽴会に係る制限値幅の
基準値段と同じ

前取引⽇の現物指数終値×8%※1 +
｜直近の現物指数値※2 - 前取引⽇の現物指数終値｜

現⾏ 理論価格 前取引⽇の原資産終値×8%

有価証券
オプション

次期
J-GATE

⽴会に係る制限値幅の
基準値段と同じ

当⽇の原資産に係る制限値幅の基準値段×8% +
｜直近の原資産価格 – 当⽇の原資産に係る制限値幅の基準値段｜

現⾏ 理論価格 当⽇の原資産に係る制限値幅の基準値段×8%

※1）Weeklyオプション及び直近3限⽉以外は11％。 ※2）原資産を同じくする先物価格から逆算した値を⽤いる。
※ 指数先物・JGB先物・JGBオプションについては現⾏と同様（次⾴参照）。

(2) J-NET取引における取引可能値幅
ー ⽴会に係る呼値の制限値幅の基準値段に基づく⽅式に変更。

商 品 区分 呼値の単位

有価証券オプション
を除く全商品

次期J-GATE 0.0001円 / 0.0001Pt.

現⾏
1円（⽇経225先物・⽇経225ミニ・225オプション)

0.1Pt.（TOPIX先物）
0.01円（JGB先物・オプション） など

※ 取引代⾦に1円以下の端数が⽣じる場合は切り捨てます。また、端数を切り捨てることで合計買付代⾦と合計売付代⾦に差が⽣じることとなるギブ
アップは⾏うことはできません。

※ 有価証券オプションについては現⾏と同じく0.1円とする（対象有価証券の売買単位が「1」である場合は1円とする）。

制度要綱:

5(1),(2)
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7-2.J-NET取引の呼値・取引可能値幅変更7-2.J-NET取引の呼値・取引可能値幅変更

商 品 値幅の基準値段 値 幅

先
物

指数
（⼀部除く）

直近の
DCB基準値段
（BBO仲値）

当該取引⽇の⽴会に係る制限値幅の基準値段×8%

⽇経平均VI 当該取引⽇の⽴会に係る制限値幅の基準値段×20%

配当指数 当該取引⽇の⽴会に係る制限値幅の基準値段×10%

JGB 当該取引⽇の⽴会に係る制限値幅の基準値段×0.5%

 次期J-GATE稼働時における、各商品のJ-NET取引可能値幅は以下のとおり。

オ
プ
シ
ョ
ン

指数
⽴会に係る制限値
幅の基準値段と同じ

前取引⽇の現物指数終値×8%※1 +
｜直近の現物指数値※2 - 前取引⽇の現物指数終値｜

有価証券 当⽇の原資産に係る制限値幅の基準値段×8% +
｜直近の原資産価格 – 当⽇の原資産に係る制限値幅の基準値段｜

JGB
直近のDCBの
基準となる値段
（BBO仲値）

当該取引⽇の対象限⽉に係る制限値幅の基準値段×0.5%

※1）Weeklyオプション及び直近3限⽉以外は11％。 ※2）原資産を同じくする先物価格から逆算した値を⽤いる。

制度要綱:

5(2)
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例：プット買・コール買のストラテジー板の注⽂とコール板の注⽂からプット板にインプライド注⽂
を⽣成した状態で、コール板の注⽂に価格訂正があった場合。

プット板
売り 買い
数量 価格 数量

10 5
(13:00) (12:50)

205

⽣成された時間に更新

8.インプライド注⽂機能の取扱いの変更8.インプライド注⽂機能の取扱いの変更
 JGB先物オプションに導⼊しているインプライド注⽂について、タイムスタンプの仕様変更を実

施。また 、TOPIXオプションにもインプライド注⽂を導⼊。

ストラテジー板(プット買・コール買)
売り 買い
数量 価格 数量
10

(12:40)
400

コール板
売り 買い
数量 価格 数量

200
10

(12:30)

プット板
売り 買い
数量 価格 数量
5

(12:50) 205

10
(12:40)

200

プット板
売り 買い
数量 価格 数量

5 10
(12:50) (12:40)

205

タイムスタンプは変化なし

コール板
売り 買い
数量 価格 数量

195
10

(13:00)

価格訂正

現⾏

• 現⾏システムでは、インプライド注⽂のタイムスタンプはストラテジー注⽂と同⼀のため、構成銘柄
の価格訂正に伴いインプライド注⽂が再⽣成された場合でもタイムスタンプは更新されません。

• 次期J-GATEでは、インプライド注⽂のタイムスタンプは⽣成時刻であり、構成銘柄の価格訂正
に伴いインプライド注⽂が再⽣成された場合、タイムスタンプは再⽣成された時刻に更新されます。

価格訂正に伴うインプライド注⽂再⽣成

次期J-GATE

インプライド注⽂⽣成インプライド注⽂⽣成

制度要綱:

6(1)
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9.⽇経平均VI先物のSQ算出⽅法の⼀部⾒直し9.⽇経平均VI先物のSQ算出⽅法の⼀部⾒直し
 多くの投資家によって価格形成がなされる始値を⽤いる⽅式への変更により、流動性供給者

等の執⾏コストの減少によるスプレッドの縮⼩を期待。
• ボラティリティ投資で世界最⼤の⽶国⽅式に準じることで、海外投資家からのフロー増加も⾒込む。

項⽬ 現⾏

>
⾒直し案

① 採⽤値段 ⽇中⽴会開始から10分間(15秒
ごと40回)※の平均値

板寄せ価格 (算出開始から10分間までの内、約定時刻の
最も早い約定価格)

② 採⽤気配 約定がない場合は、ある程度スプ
レッドの狭い気配 気配は不採⽤

※ サーキットブレーカー発動中は除く。

SQ値
＝各銘柄の始値から算出

9:00:15

15秒間隔で10分間計算
（＝40個の数値）

9:00:30 9:09:45 9:10:00

SQ値
＝40個の数値の
単純平均 銘柄a

銘柄z

銘柄b
：

約定
約定

約定

現⾏ ⾒直し案

※ 試算値は午前9時から10分間のデータを使⽤。

限⽉ 清算値 試算値※ 差

2014/11 25.51 25.35 -0.16
2014/10 23.54 23.41 -0.13
2014/9 17.23 17.21 -0.02

9:00:00 9:00:15 9:09:45 9:10:00

制度要綱:

6(3)
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10.その他の変更10.その他の変更
 市場参加者ニーズ等をふまえて以下の変更を実施。

項⽬【制度要綱の項番】 内容 備考

即時約定可能値幅の基準
値段の⾒直し【2.(4)】

誤発注等による価格急変の防⽌の観点から導⼊してい
る即時約定可能値幅（DCB）の基準値段に、直前
の最良気配仲値を採⽤。

現在、⽇経225先物、TOPIX先
物等の商品では直近約定価格を
採⽤。

TOPIXオプション取引に係る
限⽉取引の拡充【3.(1)】

TOPIXオプションの限⽉を、8限⽉（最⻑1年3か⽉）
から⽇経225オプションと同じ19限⽉（最⻑5年）に
拡充。

全19限⽉
6・12限⽉：直近10限⽉
3・9限⽉：直近3限⽉

上記以外の限⽉ ：直近6限⽉
有価証券オプション取引に係
る権利⾏使価格の刻み幅の
変更【3.(2)】

10,000〜30,000円の価格帯の権利⾏使価格の刻
み幅を1,000円から500円に縮⼩。

10,000〜30,000円は⽇経平
均株価を対象としたETFの価格
帯に該当。

オプション商品に係る権利⾏
使価格の追加設定期間の
変更【3.(4)】

JGB先物オプションと同様に、指数・有価証券オプション
においても、原資産の価格変動に伴う権利⾏使価格の
追加設定を取引最終⽇前⽇まで実施。

⽇経225オプションは本年5⽉25
⽇のWeeklyオプション上場時から
実施。

J-NET取引のコンボ取引
（複数銘柄取引）の構成
銘柄数の変更【5.(3)】

複数銘柄を同時に約定させるコンボ取引の銘柄数上限
を10から6銘柄に変更。

ストラテジー取引に係る有効
期間条件付き注⽂の対象
追加【6.(2)】

ストラテジー取引（限⽉間スプレッド取引）において、
指定⽇または取消までを有効期間とするGTD・GTC条
件付き注⽂を導⼊。

国債先物取引においては2014
年12⽉に導⼊済。
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Ⅲ 誤注⽂に係る管理体制の強化について
（リスク管理）
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1.当社が提供するハードリミット機能の使⽤義務1.当社が提供するハードリミット機能の使⽤義務
 次期J-GATEにおいて、当社は、各取引参加者があらかじめ設定した数量⼜は⾦額以上の注⽂に
ついて、当社システムが受け付けないこととする機能（いわゆるハードリミット機能）を提供するとと
もに、取引参加者による当該機能の使⽤を義務付ける。

 当社職員は、取引所の⽴場から、各取引参加者における当該機能の使⽤・設定の状況を定期的
かつ適時に確認する。

 これにより、ハードリミットが遺漏なく設定されている状況を⼀層確実なものとし、注⽂管理に係る制度
への信頼性、ひいては当社市場への信頼性を⾼める。

マッチングエンジン

ハード
リミット
機能

発注ID

発注ID

発注ID

当社売買システム取引参加者

板

管理画⾯⼜はAPIを⽤いて設定

ゲ

ト
ウ

イ

※機能の概要については、参考資料として後掲。
※J-NET取引は、ハードリミット機能の対象外。
※ハードブロック機能については、⽴会内取引・J-NET取引とも、現⾏J-GATEと同じとする予定。

ハード
ブロック
機能

既存の
ハード
リミット

管理者

発注
システム

当社職員が使⽤・設定の状況を確認

制度要綱:

4(1)
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2.⾃動発注システムの誤動作に係る管理体制の構築義務2.⾃動発注システムの誤動作に係る管理体制の構築義務
 次期J-GATE稼働から、取引参加者において、⾃動発注システムの誤動作による過⼤な発注及び
ポジションの発⽣に係る管理を実施することを、義務付ける。

 従来の管理に加え、取引⾼速化時代に対応した適切なリスク管理を実施することは国際的な潮流
であり、⽇本デリバティブ市場全体の信頼性向上につながる。

 求められる管理の⽅法及び観点等については、各⾃動取引の態様等により様々であると想定される。
このため、具体的な管理の⽅法及び観点等については、既に各社がデリバティブ取引のポジションに
関し実施しているリスク管理(取引参加者規程第21条の3)を踏まえつつ、今後、当社からガイドライ
ンの形で提⽰する予定。

 なお、当社は、発注IDのグループ毎に約定数量や秒間注⽂件数等を監視し、基準到達後の新規
注⽂を⾃動停⽌する等の機能を提供。 (Trade Guardによる板登録時チェック機能※)
 当該機能の利⽤は任意。

⾃動発注システムの誤動作による過⼤な発注に対する管理の⽅法・観点（例）

• プレトレード・チェック重視 or アットトレード・チェック重視

• 件数（トラフィック量）チェック重視
• 単位時間あたり注⽂件数

• 単位時間あたり送信電⽂件数

• 約定数量（ポジション）チェック重視
• ネット(売買差引)ポジション

• 売買（売合計及び買合計）ポジション
(約定のみならず、未約定注⽂の加味も。)

• プレトレード・チェック重視
(若⼲のレイテンシーを許容)

• ポジション限度
• 受⼊証拠⾦

• 監視⽅法（システムで監視機能を構築 or ⼈の⽬でモニタリング）
• 基準到達時の対応（システムで⾃動停⽌ or ⼈の⽬で確認後⼿動で停⽌）

• デリバティブ商品間、デリバティブー原資産間、
取引所間 等でのリスク相殺の勘案 • 商品毎の流動性等の勘案

• ⾃動取引システムの⽤途…スピードの勘案
（⾼速取引⽤ or CD/計らい取引⽤）

• 財務上のリスク許容度の勘案
（取引参加者/投資家）

制度要綱:

4(2)

※機能の概要については参考4,5,6参照
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参考資料
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（参考1）板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更（参考1）板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更
 板寄せ⽅式による約定価格は、執⾏数量が最⼤となる価格に基づき決定されるが、次期J-

GATEでは、条件1における値段範囲の変更により現⾏と異なる約定値段となる場合がある。

• 上記の例では、現⾏では指値がある20,000円で10枚約定しますが、次期J-GATE
では条件１の値段に19,990円及び20,010円が加わり、条件３により20,010円
で約定。

※板寄せ後、現⾏と同様に約定しなかった成⾏注⽂は失効。

売り 買い
累計 数量 価格 数量 累計 執⾏数量 不均衡数量

成⾏ 30… … … … …

10 20050 30 10 20
10 20040 30 10 20
10 20030 30 10 20
10 20020 30 10 20
10 20010 30 10 20
10 10 20000 1 31 10 21
0 19990 31 0 31… … … … …

現⾏の条件１に該当する価格

次期J-GATEの条件１に該当する価格

制度要綱:

2(2)
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（参考2）板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更（参考2）板寄せ⽅式による約定価格決定⽅法の⼀部変更

• 上記の例では、現⾏では20,000円で15枚約定しますが、次期J-GATEでは条件１の値
段に19,990円及び20,010円が加わり、条件4①により呼値の制限値幅の下限値段の
１ティック下である19,990円で約定。

• ただし、呼値の制限値幅の下限が呼値の単位の最⼩値（例：⽇経225オプションでは１
円）のケースでは、最⼩値で約定。

呼値の制限値幅下限

売り 買い
累計 数量 価格 数量 累計 執⾏数量 不均衡数量

30 成⾏… … … … …

30 20040 0 0 30
30 20030 0 0 30
30 20020 5 5 5 25
30 20010 5 10 10 20
30 20000 5 15 15 15
30 19990 15 15 15

現⾏の条件１に該当する価格

次期J-GATEの条件１に該当する価格

 条件1の変更により、呼値の制限値幅から最⼤１ティック離れた値段で約定する場合がある。

制度要綱:

2(2)
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（参考3）オンデマンド権利⾏使価格 制度概要（参考3）オンデマンド権利⾏使価格 制度概要

項 ⽬ 概 要

対象商品 ・有価証券オプション取引を除くオプション取引

申請⽅法 所定の申請書に設定を希望する商品・権利⾏使価格を記⼊し、Targetから提出

申告受付時間 〜12：00
(当該時刻を過ぎた申請については、翌々営業⽇反映分として扱う。)

銘柄設定⽇ 申請⽇翌営業⽇の⽇中取引

申告可能な権利
⾏使価格

刻みは通常オプションの権利⾏使価格と同じ。
値幅は上限・下限あり(上限は参照商品価格の2倍とし、下限は権利⾏使価格の刻み×1倍を想定。
ただし、⻑期国債先物オプションの上限・下限については別途設定。）

最⼤設定可能
権利⾏使価格数

（検討中）

対象商品ごとに、1週間に設定する権利⾏使価格数上限を25、1か⽉に設定する権利⾏使価格数
上限を100とする。
また、特定の取引参加者のある⽉の特定商品の申請権利⾏使価格数が5を超える場合で、かつ

（⾃⾝で申請した銘柄の）利⽤率*が20%未満の場合、翌⽉の当該取引参加者の申請可能権
利⾏使価格の上限を20とする。
*利⽤率＝⾃⾝が申請を⾏い当⽉中に取引開始⽇を迎えた銘柄※の中で、⾃⾝が取引を⾏った銘柄数÷当⽉に

⾃⾝が申請を⾏い設定された銘柄数×100（%）
※当⽉中に申請したものの、取引開始⽇が翌⽉となる銘柄は翌⽉の算定対象とする。

制度要綱:

3(3)
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 市場参加者及び市場全体のリスク管理に資することを⽬的として、次期J-GATE稼働時から、 板登録前/板登録時の
チェック機能を持つNASDAQ OMX社の“Trade Guard”システムを提供する。

マッチングエンジン

ハードリミット機能
(板登録前チェック

機能)

サ
ブ
参
加
者
※

発注ID: a

発注ID: b

発注ID: c

Trade Guard(リスク管理)サーバ

板登録時チェック機能

当社売買システムネットワーク

発
注

取
引
参
加
者

取引参加者

リスク
グループ1

リスク
グループ2
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管理画⾯(GUI)⼜はAPIを⽤いて設定

※サブ参加者とは、ユーザIDをグルーピングした単位を⾔う。
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項⽬ 内容 備考
リスクグループ ・サブ参加者内のIDを束ねてリスクグループを作成（サブ参加者を

跨ぐリスクグループ設定はできない）。
・リスクグループ単位でチェックを実施。

板登録前チェック
(Pre-Trade)

・板登録前注⽂について、リスクグループごとの注⽂数量（⾦額）
チェック、状態確認チェックを⾏う。

・板登録前チェックで該当した場合、注⽂は受
け付けられない。

板登録時チェック
(At-Trade)

・板登録、約定の都度、リスク値及び新規注⽂件数をチェックする。
・設定値に到達した場合、リスク値は該当商品、注⽂件数は全
商品に係る新規・訂正注⽂を、板登録前チェックにて拒否する。

・板登録と同時に⾏われるチェックであり、レイテ
ンシーには影響しない。

・設定値到達時に板登録前チェックに情報連
携する仕組みのため、超過の基となる注⽂、
約定を事前に防ぐことはできない。

その他 ・取引参加者からの指⽰により、リスクグループ内発注IDから発注
された全注⽂を取り消す機能（マスキャンセル）。

・新規発注及び注⽂訂正を禁⽌する機能（発注制限）。

（参考4）当社が提供するリスク管理機能の全体像（参考4）当社が提供するリスク管理機能の全体像

板
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（参考5）当社が提供するリスク管理機能の概要（設定項⽬）（参考5）当社が提供するリスク管理機能の概要（設定項⽬）
 リスクグループ登録、チェック設定項⽬等は概ね以下のとおり。
 板登録時チェックにおいて、リスクグループの各商品のリスク値が設定値に到達した場合、その商品（注⽂件数該当時は

全商品）への新規、訂正注⽂を受け付けなくなる。
• 「商品」は、instrument type、class単位で指定。例）225OP Put、225OP Call、225mini
• 数量⼜は⾦額ベース（価格×数量×取引換算乗数（例：225miniの場合は100））いずれかの設定が可能。
• リスク値は取引⽇切替でリセットされ、夜間取引から⽇中取引への移⾏時は引き継がれる。

※設定反映の「翌⽇」は、ナイトセッションの取引終了後を指す。
※設定値をゼロに設定した場合はチェック対象外となる。
※チェック基準に数量⼜は⾦額ベースのいずれを⽤いるかは、板登録前チェック・板登録時チェック共通。

チェック等 項⽬ 内容 設定反映
リスク

グループ
リスクグループ登録 サブ参加者配下のユーザIDをリスクグループに登録、削除する。 翌⽇

商品登録 チェックする商品を登録する。登録商品以外の発注制限も可能。 翌⽇
板登録前
チェック

注⽂数量（⾦額） 登録商品の最⼤注⽂数量・⾦額（取引⽇を跨ぐ繰越注⽂は対象外） 即時
商品制限 登録商品以外の発注制限時、板登録時チェック到達時に発注制限を⾏う。 即時

リスクグループ制限 リスクグループ全体に発注制限がかかっている場合に発注制限を⾏う。 即時

板登録時
チェック

(注⽂件
数以外は
商品ごと)

最⼤注⽂数量(⾦額) 板上の①売注⽂合計、②買注⽂合計 即時
最⼤約定数量(⾦額) ③買約定合計、④売約定合計、⑤ネット約定合計 即時

最⼤合計数量(⾦額) ⑥合計買＝買注⽂合計＋買約定合計
⑦合計売＝売注⽂合計＋売約定合計 即時

最⼤ネット数量(⾦額) ⑧ネット買＝買約定合計－売約定合計＋買注⽂合計
⑨ネット売＝売約定合計－買約定合計＋売注⽂合計 即時

最⼤新規注⽂件数 秒間の最⼤新規注⽂件数（全商品合計） 即時
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（参考6）リスク管理機能の動作イメージ（例：225先物、数量ベース）（参考6）リスク管理機能の動作イメージ（例：225先物、数量ベース）
＜リスクグループAの設定＞

• 登録ユーザID:a及びb
• 商品制限：225先物のみ取引可能
• 板登録前注⽂数量チェック：225先物 注⽂数量300枚未満
• 板登録時買注⽂合計チェック：225先物 300枚未満
• アラートメール：第⼀段階50%（150枚）、第⼆段階メール：75%（225枚）

※GFDは当⽇の⽇中⽴会終了（夜間⽴会は夜間⽴会終了）まで有効な注⽂、GTCは取り消されるまで有効な注⽂。
※新規注⽂件数設定到達時は、リスクグループ制限が発動する。

板登録時チェック
商品制限 グループ制限 ハードリミット 買注文合計

20:00:00 b ① 225OP 新規買200枚 (GFD) × 225先物のみ受付け

20:00:00 a ② 225先物　新規買300枚 (GFD) × 300枚以上に該当

23:30:00 a ③ 225先物　新規買200枚 (GTC) 登録 +200 第一段階メール送信

2:50:00 b ④ 225先物　新規買10枚 (GFD) 登録 +210

5:30:00 夜間立会取引終了 +200 GFD注文失効で再計算

8:00:00 日中立会注文受付開始

8:30:00 a ⑤ 225先物　新規買80枚 (GFD) 登録 +280 第二段階メール送信

12:00:00 a ⑥ 225先物　新規買30枚 (GTC) 登録 +310 到達メール送信

12:00:00制限発動

13:00:00 a ⑦ 225先物　⑥の値段訂正 × 新規・訂正注文は不可

14:00:00 a ⑧ 225先物　③の注文取消し 登録 +110 取消注文は制限対象外

14:00:00制限解除

14:30:00 参加者によるグループ発注制限指示 14:30:00制限発動

15:00:00 b ⑨ 225先物　新規買10枚 (GFD) × ユーザbも制限される

15:20:00 参加者によるグループ発注制限解除指示 15:20:00制限解除

16:00頃 取引日切替 +30 チェック値をリセット

繰越注文は反映

板登録前チェック
板登録 備考注文等時刻 ユーザ


