
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(DJIA)の 
先物およびオプション取引
３つの商品サイズ：E-ミニ・ダウ（５ドル）、DJIA（１０ドル）、ビッグ・ダウDJIA（２５ドル）

米国の株式市場で取引をする
ダウ・ジョーンズ工業株価平均は米国株式市場、および米国経済全体の

活況を映す重要な指標と一般的にとらえられています。ダウ・ジョーンズ

工業株価平均の先物およびオプション取引は、マーケットの変化や経済

のトレンドによってもたらされる取引機会への柔軟かつ効率的な代表的な

アクセス方法です。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（DJIA)は９つの経済分野を代表する30種

類の米国大型株式で構成する株価平均型株価指数です。９つの経済分

野には、金融サービス、テクノロジー、小売業、エンターテーメント、消費

財などが含まれています。DJIAは米国株式市場についての最も広く引用

されている評価基準のひとつで、その理由はS&P５００等、さまざまな米国

の株価指数と極めて高い相関性を示していることにあります。

CMEグループの取引所での株価指数商品
CMEグループは株価指数先物およびオプション取引では世界有数の取

引市場で、S&P500、NASDAQ100、ダウ・ジョーンズ工業株価平均、日経225平均株価、Ibovespa、S&P CNX Nifty等の各指数を含む主要な指標

銘柄の取引を提供しています。トレーダーはCME Globexを通じて、単一の電子取引プラットフォーム上で、世界の株式市場にほぼ24時間アクセ

スすることが可能です。

メリット
・ 米国大型株への入口としての基準指標

・ 市場リスクのエクスポージャーに対する管理または 

 マーケットの方向性に関する意見を表明する柔軟 

 かつ費用効率性に優れた手段

・ ほぼすべてのリスク選好度に対応する3つの商品 

 サイズ

・ 実質的に24時間の取引機会への接続

・ 世界有数の中央取引先清算システムである 

 CME Clearingによる取引先信用リスクの軽減

トレード情報
・ 月次株価指数の論評： 取引高、相関性、ボラティリティー等の毎月の注目点

・ 四半期ロール分析ツール： 四半期ロール戦略の分析と調整、建玉移動の追跡など

・ 「建玉明細」ツール： CFTCがコミットメント・オブ・トレーダーズ（建玉明細）で発表するアセット・マネージャー、ディ 

 ーラー、レバレッジド・マネー、その他報告義務がある市場参加者の建玉の保有割合を確認

・ オプション取引建玉ツール： 株価指数オプション取引の建玉パターン分析、動向と傾向の観測、実用的な情報の 

 閲覧などに利用
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E-ミニ・ダウ（5ドル）先物およびオプション
E-ミニ・ダウ（5ドル）先物 E-ミニ・ダウ（5ドル）オプション

銘柄コード YM コール：OYMC

プット：OYMP

取引単位 5ドル × ダウ・ジョーンズ工業株価平均（DJIA) E-ミニ・ダウ先物の特定の取引限月１枚

最終決済／期日 最終決済日（通常は取引限月の第3金曜日）における指数の特別

寄付き相場（SOQ)による現金決済

四半期オプション：各限月の第3金曜日に先物取引と同時に失効

シリアル・オプション（連続する限月）：各限月の第3金曜日に、最も

近い納会日を有する先物による失効または決済

最少価格変動 １ 指数ポイント ＝ 1枚あたり5ドル １指数ポイント＝1枚あたり5ドル。値刻みを縮小：オプション・プレミ

アムが４ドル以下の場合は、オプション１枚につき１ドル単位で増額

して取引できる。（例）１ドル、２ドル、３ドルまたは４ドル

取引市場 CME Globex

取引時間 
常に米国中部標準時間

（CT)で表示

月曜日～金曜日：前日の午後５時～午後４時１５分；取引休止時間

は午後３時１５分～午後３時３０分

月曜日～金曜日：前日の午後５時～午後４時１５分；取引休止時間

は午後３時１５分～午後３時３０分

限月 ３，６，９，１２月

常に４限月が上場

直近の３連続限月（２連続限月と１つの四半期の限月）および３月か

ら始まる四半期サイクルの限月の次の３限月

最終取引日 各限月の第３金曜日午前８時３０分（CT)まで 四半期オプション：各限月の第３金曜日午前８時３０分

シリアル・オプション：各限月の第３金曜日午後３時１５分まで

１日の値幅制限 午前８時３０分から午後３時（CT、月～金）は１０％、２０％および３０％の下落時に連続的に制限を適用；午後５時から午前８時３０分（日～木）

および午後３時～午後４時１５分（月～金）は５％の上昇・下落時に制限を適用。詳細は、cmegroup.com/eqpricelimitsを参照ください。

建玉制限 ビッグ・ダウ先物（２５ドル倍）、E-ミニ・ダウ先物およびオプション（５ドル倍）、DJIA先物およびオプション（１０ドル倍）の全限月の建玉を合計 

して、ネット買持ちまたはネット売持ちでDJIA先物(１０ドル倍）５万枚相当分

取引所規則 これらの取引はCBOTの規則および規定に従って上場されています。

＊ オプションの権利行使：アメリカン・スタイルオプションは取引が行われているいずれの営業日でも午後７時（CT)までなら権利行使ができます。イン・ザ・マネーの状態にありながら

取引の終了時点まで権利行使されていないオプションは、権利行使を拒否する申告がない場合には、最終決済価格を決定する日の午後７時（CT)にCME Clearingに引き渡され、

自動的に権利行使が行われます。

取引要綱

http://cmegroup.com/eqpricelimits


DJIA(10ドル）先物とオプション
DJIA(１０ドル）先物 DJIA(１０ドル）オプション

銘柄コード 電子取引：ZD 

立会場取引：DJ

電子取引：OZDC（コール）、OZDP(プット） 

立会場取引：DJC（コール）、DJP(プット）

取引単位 １０ドル × ダウ・ジョーンズ工業株価平均 DJIA（１０ドル）先物の特定の取引限月１枚

最終決済／期日 取引決済日（通常は取引限月の第3金曜日）における指数の特別

寄付き相場（SOQ)による現金決済

四半期オプション：イン・ザ・マネーのオプションは各限月の第３金

曜日の朝に算出される特別寄付き相場（SOQ)に基づいて最終決

済する現金決済先物に対して権利行使される

シリアル・オプション：イン・ザ・マネーのオプションは各限月の第３

金曜日の午後３時１５分時点で、対応するストライク・プライス（権利

行使価格）に対して権利行使される

最少価格変動 １指数ポイント＝１０ドル 最少価格変動はオプションプ・レミアムの０．０５ポイントまたは０．５

指数ポイント（＝５ドル）

取引市場 CME Globexおよび立会場

取引時間 
常に米国中部標準時間

（CT)で表示

CME Globex:月曜日～金曜日：前日の午後５時～午後４時１５分

（CT)；取引休止時間は午前８時１５分～午後３時３０分

立会場取引：月曜日～金曜日午前８時３０分～午後３時１５分

CME Globex:月曜日～金曜日：前日の午後５時～午後４時１５分

（CT)；取引休止時間は午前８時１５分～午後３時３０分

立会場取引：月曜日～金曜日午前８時３０分～午後３時１５分

限月 ３月から始まる四半期サイクルの限月で直近の４限月 CME Globex:直近の３連続限月（２連続限月と１つの四半期サイク

ルの限月）および３月から始まる四半期サイクルの限月の次の 

３限月

立会場取引：３月から始まる四半期サイクルの限月で直近の４限月

最終取引日 立会場取引：各限月の第３金曜日の前日の午後３時１５分（CT)まで

電子取引：各限月の第３金曜日午前８時１５分（CT)まで

電子取引、四半期サイクルの限月：各限月の第３金曜日午前８時１

５分（CT)まで

立会場取引、四半期サイクルの限月：各限月の第３金曜日の前日

の午後３時１５分（CT)まで

電子取引、シリアル・オプション：各限月の第３金曜日の午後３時１

５分（CT)まで

最少価格変動 午前８時３０分から午後３時（CT、月～金）は１０％、２０％および３０％の下落時に制限を連続的に適用；午後５時から午前８時３０分（日～木）

および午後３時～午後４時１５分（月～金）は５％の上昇・下落時に制限を適用。詳細は、cmegroup.com/eqpricelimitsを参照ください。

建玉制限 ビッグ・ダウ先物（２５ドル倍）、E-ミニ・ダウ先物およびオプション（５ドル倍）、DJIA先物およびオプション（１０ドル倍）の全限月の建玉を合計し

て、ネット買持ちまたはネット売持ちでDJIA先物(１０ドル倍）５万枚相当分

取引所規則 これらの取引はCBOTの規則および規定に則って上場されています

取引要綱

http://cmegroup.com/eqpricelimits


CME Group は、CME Group Inc. とその子会社であるシカゴ商業取引所、シカゴ商品取引所、ニューヨーク商業取引所、ニューヨーク商品取引所、ミズーリ州のカンザス商品取引所の商標です。
 
本資料に掲載されている情報は、一般情報の提供のみを目的としており、いかなる投資運用サービスやアドバイス、あるいは投資商品の募集もしくは勧誘を目的としたものではなく、また、CME グループの取引／清算サービス／事業や、デリ
バティブ取引の執行全般に関わる投資判断、取引活動（取引代理人を通してか否かに関わらず）、あるいはその他の事業活動（総称して事業活動と呼ぶ）に関して頼るべき情報でもありません。 

お客様がかかる事業活動を始める前には、常に、資格を有するアドバイザーにご相談になり、専門のアドバイスを受けるよう、お勧めいたします。CME グループおよびその子会社、もしくはその従業員や代理人は、本資料に含まれる情報に関
し、一切の責任を引き受けたり、また一切の賠償責任を負うこともありません。
本資料に含まれる事業活動もしくは情報提供の行為が制限されている管轄地域が一部にある可能性もありますので、その旨ご留意ください。本資料に掲載されている情報は、事業活動や情報の配布／使用の行為が適用準拠法もしくは準拠
すべき規則の違反となる管轄地域もしくは国における個人や法人を対象とする配布、あるいはかかる個人や法人による利用を目的としたものではありません。さらに詳しい情報に関しては、お客様の居住地域において法的資格を得ているブロ
ーカーや有資格アドバイザーにご相談ください。

日本国内在住のお客様へ

CME グループあるいはその子会社は、日本の金融商品取引法（1948年第25号、改正法）の第80条もしくは第155条にて定める金融商品取引所、もしくは外国金融商品取引所としての許可を受けておりません。CMEグループの各取引所に上
場されている有価証券もしくは金融商品の取引をご希望のお客様は、該当する取引所の会員ブローカーにお問い合わせの上、当該取引所での取引についてご相談ください。各取引所の会員ブローカーについての情報は、CME のウエブ
サイト（www.cmegroup.com/findabroker 、英語）をご参照ください。 
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ダウ・ジョーンズ工業株価平均先物およびオプション取引に関する詳細な情報は、 
cmegroup.com/equitiesをご参照ください。
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ビッグ・ダウ・DJIA（25ドル）先物
ビッグ・ダウ（２５ドル）先物

銘柄コード DD

取引単位 ２５ドル×ダウ・ジョーンズ工業株価平均

最終決済／期日 最終決済日（通常は取引限月の第3金曜日）における指数の特別寄付き相場（SOQ)による現金決済

最少価格変動 １指数ポイント＝２５ドル

取引市場 CME Globex

取引時間 
常に米国中部標準時間

（CT)で表示

月曜日～金曜日：前日の午後５時～午後４時１５分；取引休止時間は午後３時１５分～午後３時３０分

限月 ３月から始まる四半期サイクルの限月で直近の４限月

最終取引日 各限月の第３金曜日の午前８時３０分（CT)まで

１日の値幅制限 午前８時３０分から午後３時（CT、月～金）は１０％、２０％および３０％の下落時に制限を連続的に適用；午後５時から午前８時３０分（日～木）

および午後３時～午後４時１５分（月～金）は５％の上昇・下落時に制限を適用。詳細は、cmegroup.com/eqpricelimitsを参照ください。

建玉制限 ビッグ・ダウ先物（２５ドル倍）、E-ミニ・ダウ先物およびオプション（５ドル倍）、DJIA先物およびオプション（１０ドル倍）の全限月の建玉を合計し

て、ネット買持ちまたはネット売持ちでDJIA先物(１０ドル倍）５万枚相当分

取引所規則 これらの取引はCBOTの規則および規定に則って上場されています

取引要綱

CMEグループ 地域事務所
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