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クライアント・クリアリング導入等に関する制度要綱 

 

平成２５年７月１日 

株式会社日本証券クリアリング機構 

 

Ⅰ．趣旨 

 現在、金利スワップ取引に係る清算業務における清算委託者の範囲について、受託者清算参加者を含む同一の企業集団に含まれる会社（以

下「アフィリエイト」という。）に限定しているが、アフィリエイト以外も清算委託者となることを可能とするとともに、約定から債務負担

までの期間を短縮すべく債務負担処理の見直しを行う等、所要の制度改正を行う。 

 

Ⅱ．概要 

項目 内容 備考 
１．清算委託者の範囲 ・ 有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる清算委託者

の範囲について、アフィリエイト以外の参加も可能とする（ク

ライアント・クリアリング）。 

・ クライアント・クリアリングに係る制度は、

現在のアフィリエイトを対象とした金利スワ

ップ取引に係る有価証券等清算取次ぎに関す

る制度を基にするものであるが、当該制度か

ら変更を要する点について、以下のとおり取

りまとめを行う。 
２．クライアント・クリアリ

ングを行う清算参加者の

要件 

・ クライアント・クリアリングの取扱いを行おうとする金利ス

ワップ清算参加者は、以下に掲げるクライアント・クリアリ

ングに係る業務執行体制を整備し、あらかじめ JSCC の承認

を得るものとする。 
a 決済業務関係 

清算委託者（アフィリエイトを除く。以下項番２におい

て同じ。）の取引の決済業務に係る体制 
 

・ 左記 a については、清算参加者テストにおい

て確認を行い、左記 b 及び c については、体

制の整備状況を記載した書面の提出を求め当

該書面に基づき確認を行う。 
・ 具体的には、有価証券等清算取次ぎの承諾、

任意解約（項番７（１）参照。）の承諾、当初

証拠金・変動証拠金等（変動証拠金、変動証

拠金に対する利息、クーポン、アップフロン
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項目 内容 備考 
 

 

 

 

b リスク管理関係 
清算委託者に対するリスク管理に係る体制 
 
 
 
 
 
 

c コンプライアンス関係 
クライアント・クリアリングに係る利益相反を防止する

ための体制 

トフィー及び任意解約手数料をいう。以下同

じ。）の預託・返戻の各処理について、当社の

定める事務処理方法に沿って行うことができ

る体制が整備されていることを確認する。 
・ 具体的には、クライアント・クリアリングの

取扱いを開始する際の清算委託者に対する審

査、清算委託者の信用状況が悪化した場合に

おける受託清算参加者の対応、ポジションに

係るリスクが増加した場合の対応等により、

清算委託者に係るリスクを適切に管理するこ

とができる体制が整備されていることを確認

する。 
・ 具体的には、利益相反のおそれのある部門と

の情報遮断措置等の利益相反管理の方法によ

り、清算委託者の利益が不当に害されること

を防止することができる体制が整備されてい

ることを確認する。 
・ クライアント・クリアリングに係る業務執行

体制に不備があると認められた場合には、

JSCC は当該清算参加者に対してクライアン

ト・クリアリングに係る新たな債務負担の停

止等の措置を行うことができるものとする。 
・ クライアント・クリアリングの導入にあたり、

清算参加者の要件のうち、経営体制及び財務

基準については特別な基準を設けない。 
３．清算対象取引   
（１）清算委託者の取引の照 ・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。）の取引についても、清  
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項目 内容 備考 
合方法 算参加者及びアフィリエイトの取引と同様に、MarkitWire に

より照合された取引であることを要件とする。 
（２）その他清算対象取引の

要件 
・ 清算対象取引として、想定元本が一定である取引に加え、想

定元本が逓減又は逓増する金利スワップ取引（以下「アモチ

等付金利スワップ取引」という。）を対象とする。 

・ アモチ等付金利スワップ取引は、取引開始時

に想定元本金額の逓減・逓増方法を定め、以

降、期中には逓減額・逓増額の変更を行わな

いものに限る。 
４．清算委託者の取引に係る

有価証券等清算取次ぎの

申込み 

  

（１）有価証券等清算取次ぎ

の申込み 
・ 有価証券等清算取次ぎの申込みは、MarkitWire に有価証券等

清算取次ぎの申込みに係る情報を登録することにより行う。 
 

（２）受託清算参加者による

取引の承認 
・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。）による取引については、

受託清算参加者において、受託を承認した取引のみ債務負担

が行われる。 

・ 受託の承認については、JSCC が提供する仕

組みを用いて行う。 
・ アフィリエイトの取引については、現行どお

り、受託清算参加者側における受託の承認は

必要としないものとする。 
５．債務負担処理 ・ クライアント・クリアリング導入に併せ、債務負担処理につ

いて、取引毎債務負担処理を導入する。 
・ 取引毎債務負担処理は、毎営業日の午前１１時から正午まで

の間及び午後１時から午後４時までの間実施することとす

る。 
・ 取引毎債務負担処理を実施している間は、債務負担の申込み

が行われている取引について、当該取引と債務負担済みの取

引を合算したポジションに基づき算出した日中証拠金相当額

以上の当初証拠金を債務負担の申込みを行っている両当事者

が預託している等の一定の条件を満たしていることを確認し

・ バックロード取引について、現行では、一律、

翌日債務負担処理のみで債務負担を行う取扱

いとしているが、クライアント・クリアリン

グ導入以降は、通常の取引と同様の取扱いと

する。 
・ 取引毎債務負担処理の実施の可否に係る判断

は、債務負担申込みが行われた取引ごとに個

別に行う。 
・ 当初証拠金の預託以外の債務負担の条件は、

現行どおりとする。 
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項目 内容 備考 
た場合には、当該取引について債務負担処理を行う（取引毎

債務負担処理）。 
・ 取引毎債務負担処理において当初証拠金の預

託に不足がある場合であっても、破綻等の認

定は行わない。 
６．口座の取扱い ・ 清算参加者は、債務負担を行った取引を記録し担保を管理す

る口座（以下「清算参加者口座」という。）を JSCC に開設す

る。 
・ 清算参加者口座は、清算参加者の自己取引を記録する口座（以

下「自己取引口座」という。）と清算委託者に係る取引を記録

する口座（以下「委託取引口座」という。）で構成されるもの

とし、委託取引口座は、清算委託者ごとに設定するものとす

る。 

 
 
 
・ 清算委託者は、異なる受託清算参加者に委託

取引口座を設定することも可能となる。ただ

し、当初証拠金所要額の算出及び預託等はす

べて別々に行われることとなる。 
・ JSCC は、清算参加者又は清算委託者の当初

証拠金の預託残高の管理について、自己取引

口座及び委託取引口座ごとに区分して行う。 
（１）ヘッジ口座・ノンヘッ

ジ口座の届出 
・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。以下項番６において同

じ。）は、主としてヘッジ取引を行っている場合は、自らの保

有する口座をヘッジ口座として、主としてヘッジ取引以外の

目的で取引を行っている場合は、自らの保有する口座をノン

ヘッジ口座として、あらかじめ受託清算参加者に申し出るも

のとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ ヘッジ取引とは、実物市場における取引の代

替取引や、事業運営にあたり、保有資産の価

値の潜在的な価格変動により発生するリスク

を削減する経済的に適切な取引をいう（ヘッ

ジ会計が適用される取引に限らない。）。 
・ ヘッジ口座・ノンヘッジ口座の区分について

は、数値的な基準は設けず、金利スワップ取

引に関し主に想定される利用方法を基に申告

を行うこととする。 
・ 顧客が必要な申告を行わない場合や虚偽の申

告を行った場合には、清算受託契約に基づい

て履行すべき義務を履行しない状況となる。

この状態が一定期間以内に解消されない場合

には、期限の利益喪失事由に該当しうること
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項目 内容 備考 
 
 
 
 
 

・ 受託清算参加者は当該申し出の内容を JSCC に届け出るもの

とする。 

となる。 
・ 一度届出を行ったヘッジ口座・ノンヘッジ口

座の区分については、再度 JSCC に対して届

出を行うことで区分を変更することも可能と

する。 

（２）清算委託者のノンヘッ

ジポジションに係る当初

証拠金の割増し 

・ 清算委託者がノンヘッジ口座として届出を行った口座に係る

当初証拠金所要額については、通常の方法により算出した額

の１０％割増した額を当該口座に係る当初証拠金所要額とす

る。 

 

７．ポストクリアリング処理  ・ ポストクリアリング処理とは、アーリー・タ

ーミネーション等、債務負担後の取引の変更

に関する処理をいう。 
（１）アーリー・ターミネー

ション（任意解約）制度の

導入 

・ 債務負担済取引に係るアーリー・ターミネーション（以下「任

意解約」という。）の制度を導入する。 
・ 任意解約は、対象となる取引の原取引の当事者の双方より申

込みが行われ、当該取引の期限前終了を行った場合における

当初証拠金及び変動証拠金等の預託されている場合に行う。 
 
 
 
 
 
 
・ 任意解約手数料（対象となる取引の終了にあたって、原取引

の当事者間で授受することを約した金銭をいう。）についても

・ 現行のデクリアー制度（債務負担済みの取引

を原取引の当事者間の取引に戻す制度）につ

いては廃止する。 
・ 債務負担済取引に対するノベーション及びア

メンドメントを行う場合には、期限前終了を

行った上で新規取引として債務負担の申込み

を行う。 
・ 任意解約の申込みは、MarkitWire のデクリア

ー機能を利用して行う。 
・ 任意解約は、任意解約の申込みがあった翌営

業日の午前１１時に一括して行う。 
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項目 内容 備考 
債務負担の対象とする。 

（２）一括コンプレッション

処理の導入 
 

・ 債務負担済みの取引のうち、清算参加者又は清算委託者から

申し込みのあった取引について、それぞれのポートフォリオ

に係るリスク量をほぼ変化させずに一括して期限前終了を行

う処理（以下「一括コンプレッション処理」という。）を導入

する。 
・ 一括コンプレッション処理の具体的な事務フローは別紙１参

照。 

・ 一括コンプレッション処理は、TriOptima 社

のサービスを利用して行う。 
・ 実際に一括コンプレッションを行う時期及び

オペレーションのフロー等については、引き

続き検討する。 
 

（３）ポジション移管制度の

導入 
 
①ポジション移管の申込

み 
 
 
 
 

 
②ポジション移管の成立 
 
 
 
 
③ポジション移管に伴う

当初証拠金の移管 

・ 清算委託者のポジションについて、他の清算参加者への移管

を行うこと（ポジション移管）を可能とする。 
 
・ 清算委託者がポジション移管を希望する場合には、清算委託

者とポジションの移管先となる清算参加者（以下「承継清算

参加者」という。）との間であらかじめ合意したうえで、承継

清算参加者がＪＳＣＣに対しポジション移管に係る申請を行

う。 
・ ポジション移管の申請は、移管日の前営業日の午後１時まで

に行うものとする。 
・ ポジション移管日の前営業日の午後４時における債務負担済

取引を対象にポジション移管を行った場合の当初証拠金及び

変動証拠金等の算出を行い、ポジション移管日の午前１１時

までに当該当初証拠金等の預託を条件にポジション移管が成

立するものとする。 
・ ポジションの全部移管を行う場合には、ポジション移管に併

せて、当初証拠金についても移管されるものとする。 

・ 受託清算参加者が破綻した場合における他の

清算参加者へのポジション移管制度について

は、項番１２参照。 
・ ポジションの移管については、全てのポジシ

ョンを移管する方法（全部移管）と一部のポ

ジションのみ移管する方法（一部移管）の２

種類とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 当初証拠金の移管により、清算委託者が預託

している当初証拠金は承継清算参加者を通じ

て預託したものとみなす。 
８．証拠金の預託及び返戻の   
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項目 内容 備考 
取扱い 

（１）預託時限   
①当初証拠金の預託時限 ・ 清算参加者又は清算委託者に係る口座毎（以下単に「口座毎」

という。）の当初証拠金預託額が、当該口座に係る当初証拠金

所要額に対して不足している場合には、不足が生じた日（算

出日）の翌営業日の午前１１時までに当該不足を解消するも

のとする。 

・ 不足の解消にあたっては、変動証拠金等とネ

ッティングした額を基に行うことを可能と

する。項番８（２）④参照。 
 

②日中証拠金の預託時限 ・ 口座毎の当初証拠金預託額が、当該口座に係る日中証拠金所

要額に対して不足している場合には、不足が生じた日（算出

日）の午後３時３０分までに当該不足を解消するものとする。 
 

・ 取引毎債務負担処理により再計算された日

中証拠金所要額相当額以上の当初証拠金を

預託することで、当該取引毎債務負担処理が

行われた場合には、日中証拠金所要額の不足

は解消されたものとする。 
③変動証拠金等の預託時

限 
・ 変動証拠金等について、口座毎に算出された金額が負の数で

ある清算参加者は、変動証拠金等について、JSCC が通知を

行った日の翌営業日の午前１１時までに預託を行うものとす

る。 

・ 預託にあたっては、当初証拠金とネッティン

グした額を基に行うことを可能とする。項番

８（２）④参照。 
 

（２）証拠金の預託方法   
①金銭による証拠金の預

託及び返戻 
・ 金銭による当初証拠金、日中証拠金及び変動証拠金等の預託

及び返戻は、日本銀行の当座勘定を通じて行う。 
・ 資金決済銀行の口座振替による方法は利用

せず、日本銀行の当座勘定を通じた方法に一

本化する。 
・ 日中証拠金は当初証拠金として預託を行う。

（項番８（２）②において同じ。） 
②代用有価証券による証

拠金の預託及び返戻 
・ 当初証拠金及び日中証拠金については、現金に加えて代用有

価証券（日本国債又は米国財務省証券）による預託を可能と

する。 
・ 日本国債による預託及び返戻は、日本銀行の国債振替決済制

・ 現行制度と同様の取扱いとする。 
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項目 内容 備考 
度における口座振替により行う。 

・ 米国財務省証券による預託及び返戻は、FED-WIRE を利用し

て清算参加者の現地保管機関における口座と JSCC の現地保

管機関における口座との間の振替により行う。 
③証拠金の預託及び返戻

に係る申告 
・ 清算参加者は、当初証拠金、日中証拠金及び変動証拠金等の

預託及び返戻を行う場合には、JSCC の定めるところにより、

申告を行うものとする。 
・ 返戻に係る申告については、午前１１時までに行うものとす

る。 

 
 
 

・ 取引毎債務負担処理の開始後は、証拠金の所

要額が常に変動することが想定されるため、

取引毎債務負担処理の開始後は返戻の申告

を受け付けない取扱いとする。 
・ 信託スキームの導入によって、返戻申告時限

を変更する可能性がある。 
④当初証拠金と変動証拠

金等のネッティング 
・ 清算参加者は、口座毎に算出された当初証拠金及び変動証拠

金等の所要額について、当該口座毎にネッティングを行い、

当該所要額と当該口座に係る当初証拠金預託額を比較して不

足がある場合には、当初証拠金及び変動証拠金の預託時限ま

でに当該不足を解消するものとする。 
・ 口座毎に算出された変動証拠金等の金額が負の数となってい

る場合において、当該口座に係る当初証拠金預託額の金銭に

よる預託額と比較して不足がある場合には、金銭の預託によ

り当該不足を解消するものとする（別紙２参照。）。 
 
 
 
・ 口座毎に算出された変動証拠金等の金額が正の数である清算

参加者が、当該変動証拠金等について返戻申告を JSCC に対

・ 当初証拠金と変動証拠金等の預託及び返戻

について、ネッティングを希望しない清算参

加者は、グロスベースでの預託及び返戻も可

能とする。 
 
・ 当初証拠金所要額を超過して金銭を預託し

ている場合は、当該超過分の金銭をもって、

当該口座に係る変動証拠金等の預託を行う

取扱いとする。ただし、当該取扱いを希望し

ない場合には、グロスベースでの預託及び返

戻申告を行い、当該申告に基づき金銭を授受

することも可能とする。 
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項目 内容 備考 
して行わなかった場合には、当該変動証拠金等は当該清算参

加者が当該口座に係る当初証拠金として預託したものとみな

す。 
９．清算委託者の証拠金の取

扱い 
・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。）の当初証拠金所要額に

ついては、保有期間を７日間と設定して算出する。 
 

（１）清算委託者の証拠金の

預託方法 
  

①当初証拠金及び日中証

拠金の直接預託 
・ 清算委託者の当初証拠金及び日中証拠金は、清算参加者を代

理人として JSCC に預託を行う。 
・ 清算参加者は、自己又は清算委託者が差し入れる当初証拠金

を預託する場合、自己又は清算委託者ごとに区分して JSCC
に申告する。 

・ 現行と同様の取扱いとする。 
 

 

②当初証拠金及び日中証

拠金の差換預託 
・ 上記①に加え、清算委託者が受託清算参加者に対し預託した

委託当初証拠金（金銭又は代用有価証券）相当額以上の額を

受託清算参加者が自己の金銭又は代用有価証券で預託する方

法を可能とする。 
・ 差換預託の場合には、清算委託者から実際に預託を受けてい

る委託当初証拠金の金額（代用有価証券の場合にはその時価

評価額）について、清算参加者は、毎営業日 JSCC に対して

報告することとする。 

 
 

③証拠金の預託方法 ・ 清算委託者は、受託清算参加者との間で、あらかじめ合意し

た方法により、証拠金を授受するものとする。 
 
 

（２）清算委託者と受託清算

参加者の間での当初証拠

金と変動証拠金等のネッ

ティング 

・ 清算委託者は、自身の口座に係る当初証拠金及び変動証拠金

等の所要額についてネッティングを行い、当該所要額と自身

の口座に係る当初証拠金の預託額を比較して不足がある場合

には、当初証拠金及び変動証拠金の預託時限までに当該不足

・ 清算委託者と受託清算参加者の間での当初

証拠金と変動証拠金等のネッティングは、項

番８（２）④と同様の取扱いとする。 
・ あらかじめ合意をした場合には、清算委託者
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項目 内容 備考 
を解消するものとする。 

 
 
・ 自身の口座に係る変動証拠金等の金額が負の数となっている

場合において、自身の口座に係る当初証拠金預託額の金銭に

よる預託額と比較して不足がある場合には、金銭の預託によ

り当該不足を解消するものとする。 
 

と受託清算参加者の間で、グロスベースで授

受することも可能とする。 
 
・ 当初証拠金所要額を超過して金銭を預託し

ている場合は、当該超過分の金銭をもって、

変動証拠金等の預託を行う取扱いとする。た

だし、当該取扱いを希望しない場合には、グ

ロスベースでの預託及び返戻申告を行い、当

該申告に基づき金銭を授受することも可能

とする。 
（３）清算委託者の証拠金の

預託時限 
・ 清算委託者の受託清算参加者への証拠金の預託時限は、JSCC

の預託時限として定める時限までの当事者間で合意する時限

とする。 
・ ただし、清算委託者が当該時限までに受託清算参加者へ証拠

金を預託することが実務上困難である場合には、翌々日（休

業日を除く。以下同じ。）までのあらかじめ受託清算参加者と

清算委託者の合意により定める時限を受託清算参加者への証

拠金の預託時限とすることも可能とする。 
 

 
 
 
・ 実務的なフィージビリティーを鑑み、受託清

算参加者と清算委託者の間の証拠金の授受

について、当事者間の合意により預託時限を

延長することを可能とする。 
・ 清算委託者と受託清算参加者の間で合意が

ある場合であっても、当該清算委託者に係る

証拠金が不足している場合は、清算参加者が

自己の負担で当該不足額を JSCC に預託し

なければならないこととする。 
１０．清算基金の預託方法 ・ 金銭により清算基金の預託及び返戻を行う場合には、証拠金

と同様、日本銀行の当座勘定を通じ行うものとする。 
・ 清算参加者は、清算基金の預託及び返戻を行う場合には、証

拠金と同様、JSCC の定めるところにより、申告を行うもの

とする。 

・ 代用有価証券による預託及び返戻について

も、証拠金と同様の方法とする。 
・ 清算基金の算出方法は現行制度と同様の取

扱いとする。 
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項目 内容 備考 
１１．資金決済 ・ 清算参加者が JSCC に対して証拠金及び清算基金の預託及び

返戻の申告を一括して行った場合、JSCC と清算参加者の間

においては、当該申告に基づき、預託及び返戻を行う金額を

差引計算した額を授受するものとする。 

・ 当該取扱いを希望しない場合には、グロス

ベースでの預託及び返戻申告を行い、当該

申告に基づき金銭を授受することも可能と

する。 
１２．受託清算参加者破綻時

のポジション移管等 
・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。以下項番１２において

同じ。）の受託清算参加者が破綻した場合には、当該清算委

託者は、自身が保有するポジションを、他の清算参加者の承

認を得たうえで、当該清算参加者に移管することができるも

のとする。 

・ 受託清算参加者の顧客であるアフィリエイ

トのポジション移管は、原則として認めな

いこととし、この場合におけるアフィリエ

イトの当初証拠金算出における保有期間の

取扱いは、現行どおり５日間とする。 
・ 例外的に受託清算参加者破綻時にポジショ

ン移管を希望するアフィリエイトについて

は、あらかじめ JSCC にその旨届け出るこ

ととする。なお、当該届出を行ったアフィ

リエイトについては、当初証拠金算出のた

めの保有期間を７日間と設定するなど、ア

フィリエイトではない清算委託者と同様の

取扱いとする。 
（１）バックアップ受託者の

指定 
 
 

・ 清算委託者は、当該清算委託者が現に清算取次ぎを行ってい

る受託清算参加者が破綻した場合における自身のポジショ

ンの移管先として、あらかじめ他の清算参加者をバックアッ

プ受託者として指定することができる。 
 
 
 
 
 
 

・ バックアップ受託者は、クライアント・ク

リアリングに係る業務執行体制について

JSCC の承認を得ている清算参加者に限

る。 
・ 清算委託者が複数のバックアップ受託者を

指定することも可能とする。 
・ 清算委託者が、平時から複数の清算参加者

を金利スワップ取引に係る有価証券等清算

取次ぎの委託先としている場合には、当該

受託清算参加者をバックアップ受託者とし
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項目 内容 備考 
 
 
 
 
 
 
・ バックアップ受託者の指定を行おうとする清算委託者は、当

該バックアップ受託者との間であらかじめ清算受託契約を

締結し、受託清算参加者破綻時におけるポジション移管に係

る合意をしたうえで、JSCC に届出を行う。 
・ 清算委託者及びバックアップ受託者は、清算委託者の受託清

算参加者破綻時において、ポジション移管を円滑に行うこと

が可能となるよう、事前の体制整備に努めるものとする。 
・ バックアップ受託者と清算委託者の間で、あらかじめ、バッ

クアップ受託者が当該清算委託者のポジションの移管を引

き受けるための条件を定め、当該条件に合致する場合にはポ

ジションの移管を引き受ける旨の合意を行っておくことも

可能。 

て指定することも可能とする。 
・ 受託清算参加者の破綻前においては、平時

におけるポジション移管制度を利用するこ

とで、清算委託者は自身のポジションを他

の受託清算参加者へ移管することが可能。

項番７．（３）参照。 
・ 清算委託者は、バックアップ受託者を指定

するよう努めるものとする。 

（２）他の清算参加者へのポ

ジションの移管 
 

・ 清算委託者は、受託清算参加者破綻時において、バックアッ

プ受託者の承認を得た場合には、自身が保有するポジション

をバックアップ受託者に移管することができる。 
 

・ バックアップ受託者でない清算参加者から

ポジションの移管につき承認を得た場合

も、同様の手続きにてポジションの移管を

可能とする。 
① ポジション移管の手続

き 
・ 清算委託者は、バックアップ受託者へポジション移管を行お

うとする場合には、バックアップ受託者に対しポジション移

管について申込みを行うものとする。 
・ バックアップ受託者は、清算委託者からのポジション移管の

申込みについて承認する場合には、ポジション移管に係る

 
 
 

・ ポジション移管期限として定める日時につ

いては、下記②参照。 
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項目 内容 備考 
JSCC 所定の申請書に記載のうえ、JSCC がポジションの移

管期限として定める日時までに提出するものとする。 
・ JSCC は、ポジション移管に係る申請書を受領した日の午後

４時に行う当初証拠金及び変動証拠金等所要額の算出にお

いて、ポジション移管を行った場合の承継清算参加者におけ

る各口座の証拠金等の所要額の算出を行い、翌営業日の預託

時限までに承継清算参加者が所要額以上の証拠金等を預託

することを条件に、ポジション移管を承認することとする。

この場合、ポジション移管を行おうとする清算委託者は、承

継清算参加者を通じて JSCC に証拠金等を預託する。 

 
 

・ 当初証拠金の移管（下記④参照。）を行って

も所要額に満たない場合に、清算委託者は

追加的な証拠金等の預託が必要となる。 
・ ポジション移管を行おうとする清算委託者

が承継清算参加者を通じてポジション移管

後に必要となる証拠金等を預託しなかった

場合には、ポジション移管は成立しなかっ

たこととする。 
②ポジションの移管期限 
 

・ ポジションの移管期限は、より迅速な破綻処理を実現すべく、

原則として、破綻清算参加者の破綻認定日の翌々日の日とす

る。 
・ ただし、清算委託者とバックアップ受託者との間で、ポジシ

ョン移管を円滑に実行することができる体制があらかじめ整

備されており、かつ、ポジション移管の手続きの進捗状況か

ら今後速やかにポジションの移管が見込める場合には、JSCC
は、破綻管理委員会委員の助言を踏まえ、ポジションの移管

期限を延長することができるものとする。 
 
・ ポジション移管期限の延長の可否は日々判断することとし、

最大で破綻認定日の６営業日後の日までとする。 

 
 
 
・ ポジションの移管期限の延長を希望する清

算委託者は、その旨を直接 JSCC に申し出

ることとする。 
・ ポジション移管期限の延長の条件である清

算委託者とバックアップ受託者との間の体

制整備の内容については、別紙３のとおり

とする。 
 

③複数清算参加者へのポジ

ション移管の取扱い 
・ 清算委託者は、自身が保有するポジションを分割して、複数

のバックアップ受託者等へ移管することも可能とする。 
・ 複数の清算参加者にポジションを分割して移管する場合に

は、ポジション移管に係る申請書を受領した日の午後４時に

行う当初証拠金及び変動証拠金等所要額の算出において、そ

・ 受託清算参加者が破綻した場合において、

清算委託者のポジションの一部のみを移管

することは、移管しないポジションに係る

リスク管理の観点から、認めないこととす

る。 
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項目 内容 備考 
れぞれ承継清算参加者において移管後に必要となる当初証

拠金及び変動証拠金等を算出し、当該当初証拠金等に不足が

生じる場合には、清算委託者は、翌営業日の預託時限までに

不足額について JSCC に対し預託を行うこととする。 

 

④当初証拠金の移管 ・ 清算委託者がポジション移管を行った場合には、当該清算委

託者の当初証拠金については、承継清算参加者を代理人とし

て預託したものとみなす（当初証拠金の移管）。 
・ 複数の清算参加者にポジションを分割して移管を行う場合

においては、現に当該清算委託者が預託している当初証拠金

について分割して移管を行うことも可能とする。 

 
 
 
・ 複数の清算参加者に清算委託者の当初証拠金

を分割して移管する場合は、当該清算委託者

の申告に従い移管することとする。 
（３）ポジション移管が行わ

れなかった場合の取扱い

等  

  

①ポジション移管が行われ

なかった清算委託者のポ

ジションの取扱い等 

・ 他の清算参加者へのポジションの移管が行われなかった清

算委託者及び受託清算参加者と同時に破綻等した清算委託

者のポジションについては、ヘッジ取引を行った上で、破綻

処理入札により処理するものとする。 
・ 受託清算参加者が破綻した場合には、清算委託者は、当該受

託清算参加者を通じた新たな取引や既存ポジションの早期

解約処理は行うことができないものとする。 

・ ヘッジ取引及びオークションについては、原

則として、破綻清算参加者の自己分と他の清

算委託者のポジションとを合算して行うもの

とする。 
・ 清算委託者が、平時から複数の清算参加者を

金利スワップ取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託先としている場合には、当該受託清

算参加者を通じて新たな取引が可能。 
②清算委託者のポジション

に係る損益の取扱い 
 

・ ポジションの移管期限までにポジションの移管が行われず

ヘッジ取引及び破綻処理入札の処理の対象となった清算委

託者のポジションに関し、受託清算参加者破綻後の損益の各

清算委託者への帰属については、以下のとおり取り扱うもの

とする。 

・ 按分方法の詳細については別紙４参照。 
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項目 内容 備考 
＜ポジションの移管期限までの損益＞ 
 各清算委託者のポジションに伴い発生した損益とする。 

＜ポジションの移管期限の翌営業日（ヘッジ取引・破綻処理入

札の対象となる日）以降の損益＞ 
 ポジションの移管期限の日における当初証拠金所要額に

より按分するものとする。 
・ 受託清算参加者破綻後の破綻清算参加者と清算委託者間の

債権債務は、清算受託契約に基づき一括清算する。 
１３．決済履行保証制度  ・ 現在の取扱いと同様とする。  
１４．手数料の取扱い ・ 清算委託者（アフィリエイトを除く。）の取引に係る清算手数

料その他の手数料の取扱いについては、別紙５を参照。 
 

１５．実施時期（予定） ・ 平成２６年２月２４日から実施する（関係当局の認可を前提

とする。）。 
 

 

以 上 



Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 0 Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 

①【参加者(※) 
   ⇒TO社】 
TriOptima 社 (以下
TO社) のWebサイト

にて、一括コンプレッ
ション参加の意思表
明 
 
(※)一括 コンプレッ

ションに参加する清算
参加者のほか、清算
委託者を含む。 
 
②【JSCC⇒参加者】 
参加者はJSCCから

一括コンプレッション
可能な取引一覧を受
領（清算委託者は清
算参加者から同一覧
を受領） 
 
 

③【参加者⇒TO社】 
一括コンプレッションの対象
としたい取引を選択し、TO 
社に提出 
 

④【TO社⇒参加者】 
TO社 によるリンキング処
理(参加者から受領した取

引を突き合わせ、受けと払
いの両サイドから申請が
あった取引を抽出)を実施 
 

⑤【参加者⇒TO社】 
必要に応じて原取引の相手
方と交渉し、追加でリンキン
グ処理をした取引をTO社 
に提出 
 

⑥【TO社⇒参加者】 
TO社による再リンキング処
理 
 

⑦【TO社⇒参加者】 
一括コンプレッション対象取
引の決定 
 

⑧【参加者⇒TO社】 
一括コンプレッションにおけるリスク
の変化量許容値(Risk  Tolerance )を
TO社に提出 
 
⑨【TO社⇒参加者】 
TO社による一括コンプレッションの試
算結果の提示 
 
⑩【参加者⇒TO社】 
必要に応じてRisk Toleranceを修正
し、追加試算をリクエスト 
 
⑪【TO社⇒参加者】 
リクエストに応じて、追加試算を実行
し、一括コンプレッションの再試算結
果を提示 
 
⑫【参加者⇒MW】 
MarkitWire（MW）のテスト環境に登

録された、一括コンプレッションに伴う
パーシャル取引（一部のみ解約とな
る取引）を承認 

⑬【参加者⇒TO社】 
Risk Toleranceの最終修正 
 

⑭【TO社⇒参加者】 
TO社による一括コンプレッショ

ンの計算結果（解約取引一覧）
の提示 
 

⑮【参加者⇒TO社】 
解約取引一覧を確認後、一括
コンプレッション実施の合意 
 

⑯【参加者⇒MW】 
一括コンプレッションに伴うパー
シャル取引の承認 
 

⑰【JSCC⇒清算参加者】 
一括コンプレッションを踏まえた
日中証拠金の所要額の通知 
 

⑱【参加者⇒JSCC】 
日中証拠金の預託（清算委託
者は清算参加者を通じて預託） 
 

⑲ 
一括コンプレッション成立 

参加意思 
表明 

一括コンプレッション対象取引の 
決定 

一括コンプレッションの試算 
・リスク許容値の設定 

一括コンプレッションの 
実施 

1 
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担保種別 第2階層
口座種別 

所要額 (A) 預託額 (D) Margin Call  
（不足額※） 

(B)+(C) IM (B) VM等(C) (E)+(F) 現金(E) 代用有価(F) (D)-(A) 現金 (E)-(C) 

証拠金 

House 900 1,000 -100 1,200 200 1,000 0 0 

顧客① 2,000 1,900 100 2,500 0 2,500 0 -100 

顧客② 1,100 1,000 100 800 300 500 -300 0 

マージン・レポート（イメージ図・抜粋） 

証拠金のネッティング（イメージ） 別紙２ 

イ．総額（現金+代用有価証券）での不足額がある場合の取扱い 
 清算参加者は、第2階層口座毎にIMとVM等のネット後の所要額（A列）とIMの預託額（D列）を比較し、不足となっている場合には
解消を行う（代用有価証券での預託が可能）。 

  ―House、顧客①については、預託不要。 
  ―顧客②については、300の追加預託が必要。 

ロ．現金での不足額がある場合の取扱い 
 VM等の所要額（C列）とIM（現金）（E列）を比較し、不足となっている場合には現金での預託を行う。 

  ―House、顧客②については、追加預託不要。 
  ―顧客①については、現金で100の追加預託が必要。 

ロ．現金での不足額（E-C) 
→不足分について 現金での解
消が必要。 

イ．総額（現金+代用）での不足額（D-A) 
 →不足分の解消が必要。（代用可能） 

イ．総額（現金+代用有価証券）での不足額がある場合の取扱い 
清算参加者は、第2階層口座毎にIMとVM等のネット後の所要額（A列）とIMの預託額（D列）を比較し、不足
となっている場合には解消を行う（代用有価証券での預託が可能）。 

  ―House、顧客①については、預託不要。 
  ―顧客②については、300の追加預託が必要。 

ロ．現金での不足額がある場合の取扱い 
VM等の所要額（C列）とIM（現金）（E列）を比較し、不足となっている場合には現金での預託を行う。 

  ―House、顧客②については、追加預託不要。 
  ―顧客①については、現金で100の追加預託が必要。 

※マージン・レポート上、余剰額は０表示される。 



 

ポジション移管期限の延長の条件となる清算委託者とバックアップ受託者の間の体制整備として想定される具体的な内容について 
 

バックアップ受託者 顧客 

 顧客に対する定期的な自己のクレジットライン等に係る情報提供

（どの程度のポジションが引き受けられるかという情報提供） 
 現在の自己ポジションが事前に定めた条件に従って移管可能か、

定期的なバックアップ受託者に対する確認（信用状況に係るモニ

タリングを含む。） 

 ポジション移管後に日々必要となる証拠金の授受に係るオペレーションの確立（顧客ポジションに係る情報の授受方法、資金の授受に使

用する口座情報の確認、送金を行うためのシステム整備、人的リソースの確保等） 

 ポジション移管を想定した定期的な訓練の実施 

 ポジション移管を行う条件（引受可能なポジションのリスク量や契約の形態（クレジットラインやコミットメントラインの設定）等）の

整理 

 
 

以 上 

別紙３ 



＜破綻処理期間におけるIM額及び損益・ヘッジコスト（仮定）と損益等の配分方法＞

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

IM所要額 400 100 200 300

顧客① 顧客②

損益・ヘッジコスト +25 -75

顧客① 顧客②

IM所要額 230 320

顧客②

損益・ヘッジコスト -30

顧客②

IM所要額 340

損益・ヘッジコスト

オークション・コスト

自己分及びアフィリ分の損益等（T日分）について、T日のIM所要額（自己４００、
アフィリ１００）で按分　【次項1.(1)T日分参照）】

-200

自己+アフィリ

自己+アフィリ+顧客①

-99

・自己分・アフィリ分・顧客①分の損益等（T+2日以降分）について、T+2のIM所要
額（自己+アフィリ+顧客①１１０、顧客②３４０）で按分
・さらに自己+アフィリ+顧客①分は、T+１日のIM所要額（自己+アフィリ１００、顧客
①２３０）で按分
・さらに自己+アフィリ分は、T日のIM所要額（自己４００、アフィリ１００）で按分
　【次項1.(3)T+2日以降分参照）】

自己+アフィリ+顧客①

・オークションコストについて、各ポートフォリオのヘッジ取引移行日のIM所要額
（自己400（Ｔ日）、アフィリ100（T日）、顧客①230（T+1日）、顧客②340（T+2日））
で按分
　【次項2.オークションコストの割当て参照）】

自己+アフィリ+顧客①＋顧客②

-135

-107

T日
（破綻日）

T+1日

T+２日～
(ポジション移管期

限）

T+n日
（オークション日）

清算参加者破綻時の処理に係る損益等の割当方法

自己+アフィリ

100

110

・自己分・アフィリ分・顧客①分の損益等（T+1日分）について、T+1日のIM所要額
（自己+アフィリ１００、顧客①２３０）で按分
・さらに自己+アフィリ分は、T日のIM所要額（自己４００、アフィリ１００）で按分
　【次項1.(2)T+1日分参照）】

【IM所要額及び損益等の状況】 

移管先 
調整中 

移管先 
調整中 

（T日） 
→ヘッジ取引 

【損益等の配分方法】 

【基本的な考え方】 
・清算参加者の破綻後、アフィリエイト及び顧客のポートフォリオを集約してヘッジ取引を行った場合に、集約したポートフォリオに生じたNPVの変化による損益及びヘッジ取引に係るコスト（以下「損

益・ヘッジコスト」という。）は、当該ヘッジ取引に移行した時点の当初証拠金（IM）所要額に応じて、各ポートフォリオに割り当てることとする。 
・顧客の口座分についてもヘッジ取引の対象となった場合には、それ以降に発生したNPVの変化等は、追加でヘッジ取引の対象となった時点の各ポートフォリオにのＩＭ所要額に応じて割り当てる。な

お、すでに集約されていたポートフォリオに割り当てられたNPVの変化等については、当該ポートフォリオが集約され、ヘッジ取引に移行した時点のＩＭ所要額に応じて各ポートフォリオに割り当てること

とする。 
・オークションに係るコストについては、各ポートフォリオが、ヘッジ取引に移行した時点のＩＭ所要額に応じて割り当てるものとする。 
※なお、按分の際に使用するIM所要額については、顧客のIM所要額についても、保有期間を5日間に補正したものを使用する。 

（T+1日） 
→ヘッジ取引 

移管先 
調整中 

（T＋2日） 
→ヘッジ取引 

別紙4 



＜具体的な計算方法＞

1.損益・ヘッジコストの割当て

(1)T日分

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

+25 -75

① -160 -40 +25 -75

(2)T+1日分

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

-30

-69 -30

② -24 -6 -69 -30

(3)T+2日以降分

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

-102

-23 -102

③ -8 -2 -23 -102

2.オークションコストの割当て

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

-40 -10 -23 -34

-30

損益・ヘッジコスト

-135

「自己+アフィリ」の損益・ヘッジコストをＴ日のIM所
要額（※）に応じて按分。
※自己：400、アフィリ①：100

T日のIM所要額に
応じて按分

T+1日のIM所要額
に応じて按分

T日のIM所要額に
応じて按分

T+1日のIM所要額
に応じて按分

T+2日のIM所要額
に応じて按分

-200

-99損益・ヘッジコスト

「自己+アフィリ+顧客①」の損益・ヘッジコストをＴ+１
日のIM所要額（※）に応じて按分。
※自己+アフィリ：100、顧客①：230

T日のIM所要額に
応じて按分

損益・ヘッジコスト

「自己+アフィリ+顧客①+顧客②」の損益・ヘッジコ
ストをＴ+2日のIM所要額（※）に応じて按分。
※自己+アフィリ+顧客①：110、顧客②：340

「自己+アフィリ」の損益・ヘッジコストをＴ日のIM所
要額（※）に応じて按分。
※自己：400、アフィリ：100

「自己+アフィリ+顧客①」の損益・ヘッジコストをＴ+1
日のIM所要額（※）に応じて按分。
※自己+アフィリ：100、顧客①：230

「自己+アフィリ」の損益・ヘッジコストをＴ日のIM所
要額（※）に応じて按分。
※自己：400、アフィリ：100

各ポートフォリオのヘッジ取引移行日のIM所要額
（※）に応じて按分。
※自己：400（Ｔ日）、アフィリ：100（T日）、顧客①：
230（T+1日）、顧客②：340（T+2日）

④ヘッジ対象となった日
のIM額に応じて按分

-33

107

-10

オークションコスト

3.IM返還額の算出

自己 アフィリ 顧客① 顧客②

400 100 200 300

①T日分 -160 -40 +25 -75

②T+1日分 -24 -6 -69 -30

③T+2以降分 -8 -2 -23 -102

-40 -10 -23 -34

42 110

④オークションコスト

59

破綻日のIM所要額

損益・ヘッジコスト

IM返還額 168



クライアント・クリアリング等に係る手数料について 
 
 

名称 手数料体系 備考 
１．クライアント・クリア

リングに係る清算手数料 
・新規債務負担手数料 
－新規債務負担を行ったクライアント・クリアリングに係る取引につ

いて、想定元本 1 億円あたり、720 円 
・債務負担済残存取引手数料 
－債務負担済みであるクライアント・クリアリングに係る取引残高に

ついて、想定元本 1 億円あたり、月額 25 円 

 

２．クライアント・クリア

リングに係る口座開設手

数料 

・クライアント・クリアリングに係る第二階層口座について、口座開設

一口座毎に、10 万円 
 

３．任意解約手数料 ・任意解約処理 1 件あたり、1,000 円 ・現在のデクリアー手数料と同じ 
４．一括コンプレッション

処理に係る手数料 
・一括コンプレッションに伴う債務負担済取引の解約に係る手数料は任

意解約手数料と、新規債務負担に係る手数料は、通常の新規債務負担

手数料と同様とする。 

 

５．コラテラル手数料 ・当初証拠金等の担保の預託に係る手数料について、担保に係る信託ス

キームの導入に併せて検討を行う。 
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