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東京商品取引所から大阪取引所への商品移管等に伴う当社関連諸規則の一部改正について

2 0 2 0 年 ４ 月 3 0 日

株式会社大阪取引所

Ⅰ．趣旨

当社は、業務規程等の一部改正を行い、本年７月２７日から施行します（詳細について

は、規則改正新旧対照表をご覧ください。）。

今回の改正は、金融からコモディティまで幅広い商品のワンストップでの取引を可能と

するいわゆる総合取引所を実現するため、株式会社東京商品取引所（ＴＯＣＯＭ）に上場

する一部商品を当社に移管すること、及び株式会社日本証券クリアリング機構における

「上場デリバティブ清算業務における損失補償制度及びリスク管理制度の見直し」に伴

い、所要の対応を行うことによるものです。

Ⅱ．改正概要 （備考）

１．取引制度

（１）商品移管に伴う取引対象の追加

・ 本規則改正の実施日（以下「商品移管日」という。）の前日

において、ＴＯＣＯＭ市場に上場する以下の商品を、商品

移管日から当社の市場における市場デリバティブ取引の対

象に追加します（取引や決済に係る日程、取引単位、標準

品、受渡供用品、受渡単位、受渡決済の種類といった商品

性についてはＴＯＣＯＭの現行制度のものを踏襲します）。

ａ 貴金属市場のうち金、銀、白金及びパラジウム、ゴム市

場のうちＲＳＳ及びＴＳＲ、農産物市場のうち一般大豆、

小豆及びとうもろこしに係る現物先物取引

ｂ 貴金属市場のうち金及び白金に係る限月現金決済先物

取引

ｃ 貴金属市場のうち金及び白金に係る限日現金決済先物

取引

ｄ 貴金属市場のうち金に係る商品先物オプション取引

（２）立会の区分及び取引時間等

ａ 貴金属市場及び農産物市場

・ 立会の区分及び取引時間は、ＴＯＣＯＭの立会時間を踏襲

し、日中立会時間は午前８時４５分から午後３時１５分、

夜間立会は午後４時３０分から翌日の午前５時３０分（当

社の指数先物取引等の取引時間と同じ）とします。また、

呼値を行うことができる時間も当社の指数先物取引等の取

引時間と同じとします。

・業務規程第３条、第４

条、第７条の２から

第７条の６、第１６

条の２から第１６条

の４、第２９条、第３

６条の２から第３６

条の１９、第３７条、

第３９条、第４０条

及び第５８条の３、

業務規程施行規則第

１０条の２、第２２

条の２、第２２条の

３、第３２及び第３

５条から第４２条

・業務規程第１８条第

１項第２号の２及び

第２６条第３項第４

号
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ｂ ゴム市場

・ 立会の区分及び取引時間は、日中立会時間は午前９時から

午後３時１５分、夜間立会は午後４時３０分から午後７時

（日経平均ＶＩを対象とする指数先物の取引時間と同じ）

とします。また、呼値を行うことができる時間も日経平均

ＶＩを対象とする指数先物の取引時間と同じとします。

（３）呼値の単位

・ 商品移管に伴い追加する取引対象に係る取引の呼値の単位

は、ＴＯＣＯＭのデリバティブ市場における呼値の単位を

踏襲します。

（４）呼値の制限値幅

ａ 貴金属市場

・ 金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日現

金決済先物取引については、４００円（第一次拡大時は６

００円、第二次拡大時は８００円）、銀に係る現物先物取引

は１０円（第一次拡大時は２０円、第二次拡大時は３０円）、

白金に係る現物先物取引、限月現金決済先物取引及び限日

現金決済先物取引については、４００円（第一次拡大時は

６００円、第二次拡大時は８００円）、及びパラジウムに係

る現物先物取引については３００円（第一次拡大時は４５

０円、第二次拡大時は６００円）とします。

・ 金に係る商品先物オプション取引の制限値幅は、基準値段

の区分に従い定める数値とします。

ｂ ゴム市場

・ ＲＳＳ及びＴＳＲに係る現物先物取引の制限値幅は２０円

とします。

ｃ 農産物市場

・ 一般大豆に係る現物先物取引については４，８００円、小

豆に係る現物先物取引については７００円、及びとうもろ

こしに係る現物先物取引については１，５００円とします。

（５）取引の一時中断

ａ サーキット・ブレーカー制度

・ 貴金属市場に取引の一時中断制度（サーキット・ブレーカ

ー制度）を導入します。ゴム市場及び農産物市場はサーキ

ット・ブレーカー制度の対象外とします。

・同上

・業務規程第２６条第

８項第２号の２及び

第６号

・業務規程施行規則第

１６条第２項第２号

の２ａ、第３項第２

号の２及び第５項第

２号の２

・業務規程施行規則第

１６条第２項第５号

の２、第３項第４号

の２及び第５項第２

号の２

・業務規程施行規則第

１６条第２項第２号

の２ｂ及び第５項第

２号の２

・業務規程施行規則第

１６条第５項第２号

の２ｃ及び第５項第

２号の２

・業務規程第３３条第

１項、第３項及び第

４項、業務規程施行
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ｂ 即時約定可能値幅制度

・ ＴＯＣＯＭの現行制度を踏襲します。

（６）ストラテジー取引

ａ カレンダースプレッド

・ カレンダースプレッドを行うことができることとし、その

買付けにより成立する取引は期近限月取引の買付け及び期

先限月取引の売付けがそれぞれ１単位成立する取引としま

す。

ｂ 商品間スプレッド

・ 貴金属市場のうち、金及び白金に係る限月現金決済先物取

引及び限日現金決済先物取引において、同一限月・限日取

引の組み合わせによる商品間スプレッド取引ができるもの

とします

・ ゴム市場のうち、ＲＳＳを取引対象商品とする限月取引の

うちｎ-１限月（ｎは限月を表す数値とする。）とＴＳＲを

取引対象商品とする限月取引のうちｎ限月との組み合わせ

による商品間スプレッド取引ができるものとします。

（７）立会外取引

・ 移管商品は全てＪ－ＮＥＴ取引の対象とし、取引時間、呼

値の単位及び制限値幅はＪ－ＮＥＴ特例の規定に従うこと

とします。

ａ 取引時間

（ａ）貴金属市場及び農産物市場

・ 午前８時２０分から午後４時まで及び午後４時１５分

から翌日の午前５時３０分までとします。

（ｂ）ゴム市場

・ 午前８時２０分から午後４時まで及び午後４時１５分

から午後７時までとします。

ｂ 呼値の単位

・ ＴＯＣＯＭの現行制度を踏襲します。

（８）建玉の制限及び建玉報告等

・ 現物先物取引については、ＴＯＣＯＭの現行制度と同様に、

建玉制限制度等の対象とし、また、大口建玉の報告対象と

します。

規則第２０条第２項

及び第４項

・業務規程施行規則第

２０条第５項及び第

６項

・業務規程施行規則第

１１条及び別表１

・業務規程施行規則第

１１条及び別表１の

２（１）

・業務規程施行規則第

１１条及び別表１の

２（２）

・Ｊ－ＮＥＴ市場特例

第４条第１項第４号

・Ｊ－ＮＥＴ市場特例

第４条第１項第５号

・Ｊ－ＮＥＴ市場特例

施行規則第３条第１

項第２号の２及び第

６号

・業務規程第５４条の

２、業務規程施行規

則第２９条、第３０
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２．取引参加者制度

（１）取引資格の取扱い

・先物取引等取引参加者が取引を行うことができる商品に、商

品先物取引及び商品先物オプション取引を追加します。取引

を開始及び中止する場合は、事前の届出を必要とすることと

します。

・商品先物取引及び商品先物オプション取引を行うための資格

として、商品先物等取引資格を新設します。

・商品先物等取引資格を有する者を商品先物等取引参加者とい

い、以下のａ及びｂの種別及び区分を設けます。

ａ 種別

（ａ）商品受託取引参加者

商品先物取引及び商品先物オプション取引を行うことが

できる者

（ｂ）商品市場取引参加者

自己の計算による商品先物取引及び商品先物オプション

取引のみを行うことができる者

ｂ 区分

（ａ）貴金属部取引参加者

（ｂ）ゴム部取引参加者

（ｃ）農産物部取引参加者

・商品市場取引参加者には、帳簿書類の作成等、当社が定める

事項の遵守等を求めます。

（２）取引資格取得の申請、審査及び承認

・金融商品取引業者等に加え、当社が定める者（当業者等）は、

商品先物等取引資格の取得申請を行うことができます。

・商品先物等取引資格の取得申請者について、その財務状況、

経営体制及び業務執行体制等について審査を行い、適当と認

められた場合には、商品先物等取引資格を付与します。

（３）取引参加料

ａ 基本料

・先物取引等取引参加者の基本料の額（月額）は７０万円

条及び第３１条、受

託契約準則第８条の

２から第８条の５、

別表１、別表２

・取引参加者規程第２

条２項等

・取引参加者規程第２

条４項

・取引参加者規程第２

条の２

・取引参加者規程第２

条の３

・取引参加者規程第２

１条の６等

・取引参加者規程第３

２条第１項第４号

・取引資格取得の審査

に関する規則第２条

第１号

・取引参加者料金等に

関する規則第２条第
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とします。ただし、前月に当社の市場において商品先物取

引及び商品先物オプション取引に係る注文を行わなかっ

た場合は従来どおり６０万円とします。

・商品先物等取引参加者の基本料の額（月額）は、商品受

託取引参加者にあっては１０万円、商品市場取引参加者に

あっては５万円とします。

ｂ 取引手数料

① 現物先物取引 ５９円

② 限月現金決済先物取引 ５円

③ 限日現金決済先物取引 ２０円

④ 商品先物オプション取引 ５円

３．清算・決済等

（１）清算機関及び非清算参加者と指定清算参加者の間の清算・

決済手続き

・ 商品先物取引等に係る金融商品取引清算機関として、株式

会社日本証券クリアリング機構（ＪＳＣＣ）を指定し、１．

（１）に掲げる取引については当社の既存の上場商品と同

様の取扱い（受渡決済に特有の事項については、ＴＯＣＯ

Ｍの現行制度を踏まえた取り扱い）にて清算・決済手続き

を行うものとします。

（２）顧客と取引参加者の間の手続き

・ 委託の際の指示事項、商品先物オプションの権利行使、決

済のための金銭授受等に係る取扱いは、当社の既存商品に

準じた取扱いを採用します。

・ 受渡決済に係る取扱いについては、ＴＯＣＯＭの現行制度

を踏まえた取扱いを採用します。

（３）ＪＳＣＣの上場デリバティブ清算業務における損失補償

制度の見直しに伴う関連諸制度の見直し

２項

・取引参加者料金等に

関する規則第２条第

６項

・清算・決済規程第４条

及び第９条の４から

第９条の４９

・同第２４条の４から

２４条の８

・受託契約準則第９条、

第１４条の２、第１

６条の４、第２９条

の４から第２９条の

７、第３１条及び第

３３条

・受託契約準則第１６

条の５から第１６条

の２０、先物・オプシ

ョン取引に係る証拠

金及び未決済約定の

引継ぎ等に関する規

則第３７条の２
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・ ＪＳＣＣにおける損失補償制度の見直し（建玉の期限前終

了（所謂パーシャル・ティアアップ）制度の導入等）に伴

う所要の改正を行います。

（４）特定会員による証拠金等の一体管理

・ 金融商品取引法の一部を改正する法律（平成２４年法律第

８６号。）附則第４条に定める特定会員である取引参加者

が、当社に移管される１．（１）の商品に係る証拠金等と商

品先物取引法下の商品市場における取引に係る証拠金等の

一体管理を行う場合の取り扱いを新たに定めます。

４．その他

・ その他、所要の改正を行うものとします。

・業務規程第５７条の

２、清算・決済規程第

４２条の２、先物・オ

プション取引口座設

定約諾書第８条の２

・先物・オプション取引

に係る証拠金及び未

決済約定の引継ぎ等

に関する規則第４４

条の２から第４４条

の５

・業務規程第５３条の

２、第５４条、第５５

条、受託契約準則第

８条

Ⅲ．施行日

・２０２０年７月２７日から施行します。ただし、売買システムの稼働に支障が生じた場

合その他やむを得ない事由により、２０２０年７月２７日に施行することが適当でないと

当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行します。

以 上


