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「J-GATE3.0 の稼働に伴う取引制度の見直し等について」に寄せられたパブリック・コメントの結果について

2020 年 7 月 16 日

株式会社大阪取引所

大阪取引所（以下、当社）では、J-GATE3.0 の稼働に伴う取引制度の見直し等について、その要綱を 2020 年 5 月 13 日に公表し、6 月 13 日までの

間、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、本件につきましての検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する当社の考え方は以下をご覧ください。

番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

1 ＜夜間立会の拡大＞

・ 夜間取引の終了時間が現在の 5：30 から 6：00への変更とのこと

ですが、6：15 まで延長すべきと考えます。夜間取引は、日本の

取引時間終了後の欧米のマーケットの変動による取引機会を逃

さないために存在するものと考えています。そうだとすれば、

も注視すべき米国株価指数先物取引(ES,NQ,YM など）の日中取引

終了時までカバーするのが望ましいでしょう。米国株価指数先物

取引の終了時間は夏場(DST)は日本時間 5：15 ですが、冬場は 6：

15 です。6：00 までの延長にとどまる冬場は 15 分足りません。

あと 15 分の延長を切に希望します。

・ 貴重なご意見ありがとうございます。頂戴しましたご意見

につきましては、今後引き続き検討して参りたいと存じま

す。

2 ＜ゴム市場の限月取引の数の見直し＞

・ 天然ゴム先物取引限月を現状の 6 限月制から 12 限月制に拡張変

更方針につき下記理由にて反対意見です。

１） 商品先物取引が活気を示す場面では経済環境から来る市場参加

・ 貴重なご意見及び情報提供ありがとうございます。

１）ご指摘のとおりこれまでゴム先物市場は、出来高の減少傾
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

者の関心の度合いに加え、取引自体の活況が更なる取引意欲を

掻き立てると言う自己作用が見られる。取引限月が増えれば

liquidity が拡散して取引の活況が勢いを失う。昨今のような

低い liquidity の下で取引限月の拡張を行うことは liquidity 

にマイナスの影響を与える可能性が高い。

TOCOM では従来から取引高が一番先物に集中する傾向にある。も

し、12 限月制とするならば取引の大層は 12限月目となる可能性

がある。そのような先物市場は世界のどこにあるのだろうか。

２） 伝聞によれば今回の取引限月の拡張理由として一部市場参加者

からのアービトラージ取引の為の要請とのこと。

現時点で想定出来ることは、市場参加者の少ない TOCOM 市場で

の価格操作により上海市場のフォローを期待する短期マニュピ

レーション取引である。

取引所がこのような試みを助長することは許されない。

更に申し上げれば、アービトラージに名を借りる悪質なオペレ

ーション、或いは行き過ぎたアービトラージ取引を許すことな

く市場管理を徹底すべきと思う。

向が継続しており、今後も流動性を確保するためには、海外

からの参加者の更なる増加が必要不可欠であると考えてお

ります。海外のゴム主要先物市場においては 1 年先までの

ヘッジニーズをカバーする限月制度が主流であること、ま

た、海外市場からの参加比率が高い RSS においては、SGX や

上海のゴム市場との間での裁定取引の利便性を向上するた

め、今回の 12限月制の導入を行うことが、今後の市場の維

持・活性化のために有意義と考えております。

なお、今回の 12 限月制の導入に伴い、流動性が低下するこ

とを防止し、かつ、投資者の皆様の利便性が維持されるよ

う、マーケットメイカー制度を含めた適切な施策を導入し

ていく予定としております。

２）ご指摘いただいております価格操作等のご懸念については、

日々の売買管理を徹底するとともに、商品移管後の OSE の

自主規制機能を担う日本取引所自主規制法人とも連携のう

え、不公正取引の防止のための取り組みの一環として対処

してまいります。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

３） 天然ゴムは東南アジア各国の一千万を超える零細農民が汗水流

して生産する農産物である。

大国の政府、巨大資本に支えられる原油採掘産業とは大きく異

なる。

どのような背景があろうと一日に 30 円、40 円の値動きを許す

（上げでも下げでも）経済的理由付けが出来ない。

金融経済化した現在の先物市場ではサーキットブレーカーは正

しい選択肢ではない。

今やサーキットブレーカーはリスク回避の手段ではなく一部市

場参加者の目的となっている。時としてサーキットブレーカー

を付ける為の取引が始まり、そして更に次のサーキットブレー

カーを呼ぶような場面が見られる。

３）RSS3 に係るサーキットブレーカー制度（値幅制限）に関し

ましては、OSE への商品移管後においても現行の TOCOM と同

様の制度（制限値幅は 20円）を継続する予定であり、現時

点では、J-GATE3.0 移行時にも当該制限値幅到達時の更なる

値幅拡大は想定しておりません。

3 ・ 今回のゴム市場の限月取引数の見直しについて個人の立場とし

て反対致します。

SICOM 等グローバルスタンダードでは 12 限月制となっているも

のの実際に動いている月は 6限月のみの場合が多いです。

12 限月制になることで出来高が増えるとは考えておらず、実際

にゴム現物を購入する立場からすると先が読みづらくなること

が想定されますので我々としては定期市場から距離を置いてし

まう可能性があります。

・ 貴重なご意見ありがとうございます。

ご指摘のとおりこれまでゴム先物市場は、出来高の減少傾

向が継続しており、今後も流動性を確保するためには、海外

からの参加者の更なる増加が必要不可欠であると考えてお

ります。海外のゴム主要先物市場においては 1 年先までの

ヘッジニーズをカバーする限月制度が主流であること、ま

た、海外市場からの参加比率が高い RSS においては、SGX や

上海のゴム市場との間での裁定取引の利便性を向上するた

め、今回の 12限月制の導入を行うことが、今後の市場の維

持・活性化のために有意義と考えております。

なお、今回の 12 限月制の導入に伴い、流動性が低下するこ
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

とを防止し、かつ、投資者の皆様の利便性が維持されるよ

う、マーケットメイカー制度を含めた適切な施策を導入し

ていく予定としております。

.
4

・ ゴム市場を 6 限月制から 12 限月制に変更するとの案ですが、こ

れには断固反対です。

何故なら現状のゴム市場で拡大政策を敢行すれば、取引が間延び

し閑散・薄商いで「市場の死」を招くことは明白です。それはTocom

の実績(過去の変則 12 限月制及び 近の TSR20 上場）・ニューヨ

ーク及びロンドンのゴム市場の歴史が教えてくれています。

ゴム先物も株式・債券等の金融商品と同じく企業・国債等の現市

場があります。そして先物市場は現市場の実勢（規模・取引参加

者特性・必要性等）に合わせ設計されるものです。然るに市場の

需要がないのに取引限月を延長すれば、人気は分散・希釈し、閑

散化→自然消滅となります。出来高の維持・拡大には取引人気の

集中が肝要なのです。

むしろ斯様な案が(どんな議論があったかどうか不案内ですが）

パブリックコメントを求めることになったこと自体が大きな問

題です。

現実に、多くの市場参加者の反対があったにも拘わらず敢行した

TSR20 上場は同様の理由で開店休業状態に陥るだけでなく、市場

・ 貴重なご意見ありがとうございます。

これまでゴム先物市場は、出来高の減少傾向が継続してお

り、今後も流動性を確保するためには、海外からの参加者の

更なる増加が必要不可欠であると考えております。海外の

ゴム主要先物市場においては 1 年先までのヘッジニーズを

カバーする限月制度が主流であること、また、海外市場から

の参加比率が高い RSS においては、SGX や上海のゴム市場と

の間での裁定取引の利便性を向上するため、今回の 12限月

制の導入を行うことが、今後の市場の維持・活性化のために

有意義と考えております。

なお、今回の 12 限月制の導入に伴い、流動性が低下するこ

とを防止し、かつ、投資者の皆様の利便性が維持されるよ

う、マーケットメイカー制度を含めた適切な施策を導入し

ていく予定としております。
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番号 コメントの概要 コメントに対する考え方

設計・運営の稚拙で世界のゴム業界の不信を招きました。そして、

現市場(RSS3 号)の活気・出来高まで削いでしまっているのです。

ゴム市場は「海外の写真相場プラス為替」の他市場と違い、日本

が世界の指標になり世界をリードする独特の市場です。（ 近の

市場管理・運営の稚拙さから陰りがありますが）

そして、現在のゴム市場は出来高・建玉残高の約 7割を海外市場

参加者が占めています。その海外顧客に掲題「案」のパブリック

コメント要求が出ていないことも問題です。

「１．趣旨」の「信頼性・利便性の向上」を図る前に、現状ゴム

市場の機構改革が必要です。少なくても世界のゴム市場・業界の

知見を持つ人で構成される「ゴム市場管理委員会」は必要と考え

ます。

また、業務規程・細則の見つめ直しも必要です。

昨今の取引環境の変化(特にグローバル化）に呼応させ、一般法

に齟齬する規定・細則を改変する必要があると考えます。

これらは機会を改めて議論できれば幸いです。

Tocom ゴム市場の JPX への移管を機に、日本のゴム市場が往時の

輝きを取り戻すことを切に願って止みません。

なお、今回の OSE におけるパブリック・コメント手続きにお

いては JPX ホームページの英文版ページにおいて英文版の

制度要綱案を公表し、海外投資家も含め広く意見募集手続

きを行っております。

また、移管商品を含めた OSE 上場商品の取引制度等に関す

る重要事項については、市場運営委員会等の所定の会議体

にて検討を行うこととなります。

提出者：1＝ハードワーキング・テクノロジー合同会社、2～3＝個人、4＝Southland Rubber Co., Ltd.

以上


