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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（市場デリバティブ取引の種類）

第３条 本所の市場における市場デリバティ

ブ取引は、次の各号に定める取引とする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 現物先物取引

法第２条第２１項第１号に掲げる取引

のうち商品（法第２条第２４項第３号の

３に掲げる商品をいう。以下同じ。）に

係るものをいう。

ｂ 現金決済先物取引

（ａ） 限月現金決済先物取引

法第２条第２１項第２号に掲げる取

引のうち商品の価格に係るものをい

い、取引の当事者がこの規程に定めら

れるところに従い、現金決済先物取引

の対象の売買約定を行い、その約定し

た数値と第３６条の１６に規定する

終清算数値の差に基づいて算出される

金銭の授受を約する取引であって、取

引 終日前において転売又は買戻しを

行ったときは差金を授受することによ

って決済できる取引をいう。

（ｂ） 限日現金決済先物取引

法第２条第２１項第１号に掲げる取

引のうち商品に係るものをいい、取引

の当事者がこの規程に定められるとこ

ろに従い、現金決済先物取引の対象の

売買約定を行い、その約定した数値と

第３６条の１７に規定する理論現物価

格の差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引であって、転売又は買

戻しを行ったときは差金を授受するこ

とによって決済できる取引をいう。

（３）～（５） （略）

（５）の２ 商品先物オプション取引

法第２条第２１項第３号に掲げる取引

のうち同項第２号に掲げる取引に準ずる

取引としてこの規程に定める取引に係る

ものであって、商品先物オプション（権

利取得者（当該商品先物オプションを付

与された者をいう。第１６条の２におい

て同じ。）の意思表示により当事者間に

おいて、当該意思表示を行う場合の価格

としてあらかじめ設定した数値と現に当

該意思表示を行った時期における現実の

当該価格の数値（第１６条の２において

（市場デリバティブ取引の種類）

第３条 本所の市場における市場デリバティ

ブ取引は、次の各号に定める取引とする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）

（新設）
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「現実数値」という。）との差に基づい

て算出される金銭を授受することとなる

取引を成立させることができる権利をい

う。以下同じ。）を相手方が当事者の一

方に付与し、当事者の一方がこれに対し

て対価を支払うことを約する取引をい

う。

（用語の意義）

第４条 この規程において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところ

によるほか、各条項中に定めるところに

よるものとする。

（１） 先物取引とは、国債証券先物取

引、指数先物取引又は商品先物取引をい

う。

（１）の２ オプションとは、有価証券オ

プション、国債証券先物オプション、指

数オプション又は商品先物オプションを

いい、オプション取引とは、有価証券オ

プション取引、国債証券先物オプション

取引、指数オプション取引又は商品先物

オプション取引をいう。

（２） （略）

（２）の２ 限日取引とは、この規程に定

められるところに従い、市場デリバティ

ブ取引の種類及び対象ごとに、その約定

した数値と第３６条の１７に規定する理

論現物価格の差に基づいて算出される金

銭の授受を約する取引であって、転売又

は買戻しを行ったときは差金を授受する

ことによって決済できる取引をいう。

（３） （略）

（３）の２ 権利行使日とは、有価証券オ

プション、指数オプション又は商品先物

オプションの権利行使を行うことができ

る日をいい、権利行使期間とは、国債証

券先物オプションの権利行使を行うこと

ができる期間をいう。

（４） 権利行使価格とは、有価証券オプ

ションについては、当該オプションの権

利行使を行う場合の約定値段としてあら

かじめ設定した価格又は前条第３号の意

思表示を行う場合の有価証券の価格とし

てあらかじめ設定した価格をいい、国債

証券先物オプションについては、当該オ

プションの権利行使を行う場合の約定値

段としてあらかじめ設定した価格をい

い、指数オプションについては、前条第

５号の意思表示を行う場合の指数として

あらかじめ設定した数値をいい、商品先

（用語の意義）

第４条 この規程において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（１） 先物取引とは、国債証券先物取引

又は指数先物取引をいう。

（１）の２ オプションとは、有価証券オ

プション、国債証券先物オプション又は

指数オプションをいい、オプション取引

とは、有価証券オプション取引、国債証

券先物オプション取引又は指数オプショ

ン取引をいう。

（２） （略）

（新設）

（３） （略）

（３）の２ 権利行使日とは、有価証券オ

プション又は指数オプションの権利行使

を行うことができる日をいい、権利行使

期間とは、国債証券先物オプションの権

利行使を行うことができる期間をいう。

（４） 権利行使価格とは、有価証券オプ

ションについては、当該オプションの権

利行使を行う場合の約定値段としてあら

かじめ設定した価格又は前条第３号の意

思表示を行う場合の有価証券の価格とし

てあらかじめ設定した価格をいい、国債

証券先物オプションについては、当該オ

プションの権利行使を行う場合の約定値

段としてあらかじめ設定した価格をい

い、指数オプションについては、前条第

５号の意思表示を行う場合の指数として

あらかじめ設定した数値をいう。
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物オプションについては、前条第５号の

２の意思表示を行う場合の価格としてあ

らかじめ設定した数値をいう。

（５） 売付けとは、次のａからｃまでに

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ～ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引

（ａ） 現物先物取引

取引対象となる標準品に関し、第

３６条の４に規定する受渡供用品

（以下「受渡供用品」という）を引

き渡す立場の当事者になる取引をい

う。

（ｂ） 現金決済先物取引

現実数値（将来の一定の時期にお

ける現実の現物先物取引の標準品の

価格の数値又は第３６条の１７に規

定する現物先物取引の標準品に係る

理論現物価格の数値をいう。次号ｂ

の２ （ｂ）において同じ。）が約

定数値（当事者があらかじめ現物先

物取引の標準品の価格として約定す

る数値をいう。次号ｂの２（ｂ）に

おいて同じ。）を下回った場合に金

銭を受領する立場の当事者となる取

引をいう。

ｃ （略）

（６） 買付けとは、次のａからｃまでに

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引

（ａ） 現物先物取引

取引対象となる標準品に関し、第

３６条の４に規定する受渡供用品を

受領する立場の当事者になる取引を

いう。

（ｂ） 現金決済先物取引

現実数値が約定数値を上回った場

合に金銭を受領する立場の当事者と

なる取引をいう。

ｃ （略）

（７） 値段とは、次のａからｃまでに掲

げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引

（５） 売付けとは、次のａからｃまでに

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ～ｂ （略）

（新設）

ｃ （略）

（６） 買付けとは、次のａからｃまでに

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ・ｂ （略）

（新設）

ｃ （略）

（７） 値段とは、次のａからｃまでに掲

げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該ａからｃまでに定めるところに

よる。

ａ・ｂ （略）

（新設）
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（ａ） 現物先物取引

標準品の売付け又は買付けにおけ

る対価となる額をいう。

（ｂ） 限月現金決済先物取引

現物先物取引の標準品の価格の数

値をいう。

（ｃ） 限日現金決済先物取引

現物先物取引の標準品に係る理論

現物価格の数値をいう。

ｃ （略）

（８）～（１０） （略）

（１１） 取引日とは、次のａからｃまで

に掲げる市場デリバティブ取引の区分に

従い、当該ａからｃまでに定めるところ

による。

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引

一の日の午後４時１５分から、その

翌日の午後４時までをいう。

ｃ （略）

（１２）～（１４） （略）

ｃ （略）

（８）～（１０） （略）

（１１） 取引日とは、次のａからｃまで

に掲げる市場デリバティブ取引の区分に

従い、当該ａからｃまでに定めるところ

による。

ａ・ｂ （略）

（新設）

ｃ （略）

（１２）～（１４） （略）

第１節の３ 商品先物取引の対象等 （新設）

（現物先物取引の対象物品）

第７条の２ 本所の市場における現物先物取

引の対象とする商品たる物品は、次の各号

に掲げるとおりとする。

（１） 貴金属市場にあっては、金地金、

銀地金、白金地金及びパラジウム地金

（２） ゴム市場にあっては、くん煙シー

ト（以下「ＲＳＳ」という。）及び技術的

格付けゴム（以下「ＴＳＲ」という。）

（３） 農産物市場にあっては、一般大

豆、小豆、とうもろこし

（新設）

（現物先物取引における標準品）

第７条の３ 現物先物取引における標準品

は、次の各号のとおりとする。

（１） 貴金属市場

ａ 金については、純度９９.９９パー

セント以上の金地金

ｂ 銀については、純度９９.９９パー

セント以上の銀地金

ｃ 白金については、純度９９.９５パ

ーセント以上の白金地金

ｄ パラジウムについては、純度９９.

９５パーセント以上のパラジウム地金

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳについては、国際規格による

ＲＳＳ３号に該当するもの

（新設）
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ｂ ＴＳＲについては、本所が承認した

工場で生産されたＴＳＲのうち、タイ

王国の法令に基づくＴＳＲ２０番の品

質規格に該当するもの（未通関のもの

に限る。）

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆については、アメリカ合衆

国産黄大豆のうち、アメリカ合衆国農

務省穀物検査規格ＮＯ２であるもの

ｂ 小豆については、北海道産小豆のう

ち、農産物検査法（昭和２６年法律第

１４４号）に基づく検査規格一般小豆

（普通小豆）２等合格品であるもの

ｃ とうもろこしについては、アメリカ

合衆国産黄とうもろこしのうち、アメ

リカ合衆国農務省穀物検査規格ＮＯ３

（未通関のものに限る。）以上である

もの

（現金決済先物取引における取引の対象）

第７条の４ 現金決済先物取引の対象は、次

の各号のとおりとする。

（１） 金の限月現金決済先物取引につい

ては、金の現物先物取引の価格

（２） 金の限日現金決済先物取引につい

ては、純度９９.９９パーセント以上の

金地金

（３） 白金の限月現金決済先物取引につ

いては、白金の現物先物取引の価格

（４） 白金の限日現金決済先物取引につ

いては、純度９９.９５パーセント以上

の白金地金

（新設）

（限月取引及びその数）

第７条の５ 現物先物取引及び限月現金決済

先物取引は、銘柄ごとに、限月取引に区分

する。

２ 前項の限月取引とは、次の各号に掲げる

取引をいう。

（１） 貴金属市場

ａ 現物先物取引については、毎偶数月

の 終営業日（ただし、１２月は２８

日（休業日又は１２月の 終営業日に

当たる場合は順次繰り上げる。）とす

る。）を受渡決済期日とし、受渡決済

期日から起算して４日前（休業日を除

外する。） の日に終了する取引日を

当該限月取引の取引 終日とする取引

ｂ 限月現金決済先物取引については、

毎偶数月の現物先物取引の取引 終日

が終了する日の前日（休業日に当たる

（新設）
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ときは、順次繰り上げる。）に終了す

る取引日を取引 終日とする取引

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳについては、毎月の 終営業

日（ただし、１２月は２８日（休業日

又は１２月の 終営業日に当たる場合

は順次繰り上げる。）とする。）を受

渡決済期日とし、受渡決済期日から起

算して５日前（休業日を除外する。）

の日に終了する取引日を当該限月取引

の取引 終日とする取引

ｂ ＴＳＲについては、当該限月取引の

属する月の前月の 終営業日に終了す

る取引日を取引 終日とし、船積完了

日から起算して９日後まで（休業日を

除外する。）を受渡決済期日とする取

引。ただし、当月限の第１０営業日か

ら当月限の翌月の１５日までに受渡品

の船積を完了させるものとする。

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆については、当該限月取引

の属する月の１５日（休業日に当たる

場合は順次繰り上げる。）に終了する

取引日を取引 終日とし、取引 終日

の３日後（休業日を除外する。）の日

から当該限月取引の属する月の 終営

業日（ただし、１２月にあっては、

終営業日から起算して４日前（休業日

を除外する。）の日）までのうち、渡

方である取引参加者が指定した営業日

を受渡決済期日とする取引

ｂ 小豆については、毎月の 終営業日

の前日（ただし、１２月は２４日（休

業日に当たる場合は順次繰り上げ

る。））を受渡決済期日とし、受渡決

済期日から起算して３日前（休業日を

除外する。）の日に終了する取引日を

取引 終日とする取引

ｃ とうもろこしについては、当該限月

取引の属する月の前月の１５日（休業

日に当たる場合は順次繰り上げる。）

に終了する取引日を取引 終日とし、

当該限月取引の属する月の１日から末

日までのうち、当該 初の荷受渡予定

日の前日（休業日を除外する。）を受

渡決済期日とする取引

３ 限月取引の数及びその期間は、次の各号

に掲げる市場の区分に従い、当該各号に定

めるところによる。

（１） 貴金属市場
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現物先物取引及び限月現金決済先物取

引について、それぞれ各偶数月の６限月

取引制とし、各限月取引の期間は１年と

する。

（２） ゴム市場

ＲＳＳ及びＴＳＲについて、それぞれ

６限月取引制とし、各限月取引の期間は

６か月とする。

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆については、各偶数月の６

限月取引制とし、各限月取引の期間は

１年とする。

ｂ 小豆については、６限月取引制と

し、各限月取引の期間は６か月とす

る。

ｃ とうもろこしについては、各奇数月

の６限月取引制とし、各限月取引の期

間は１年とする。

４ 新たな限月取引の取引開始は次の各号に

定めるところによる。

（１） 現物先物取引については、直近の

限月取引の取引 終日の終了する日の翌

日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。）の本所が定める時刻から開始す

る。

（２） 限月現金決済先物取引について

は、直近の限月取引の取引 終日の終了

する日の翌々日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。） の本所が定め

る時刻から開始する。

５ 第２項から前項までの規定にかかわら

ず、本所は、必要と認める場合には、限月

取引の数及びその期間並びに取引 終日及

び取引開始日を変更することができる。

（限日取引）

第７条の６ 限日現金決済先物取引は、一の

取引日の立会時間において成立し、又は

一の取引日の立会時間終了時におけるロ

ールオーバー（限日現金決済先物取引の

建玉について、その建玉が存在する取引

日において転売又は買戻しが行われない

ときは、当該取引日を限日とする建玉が

当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る

売買注文の受付開始時の直前に消滅し、

同時に、消滅した建玉と同一の内容（限

日については当該取引日の直後の取引日

とする。）を有する建玉が新たに発生す

ることをいう。以下同じ。）により発生

し、転売若しくは買戻し又はロールオー

バーにより消滅する限日取引とする。

（新設）
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（限月取引及びその数）

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象指数オプション（指数オ

プション取引の対象の指数オプションをい

う。以下同じ。）の区分に従い、当該各号

に定める限月取引により行うものとする。

（１）～（３） （略）

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象指数オプ

ションの区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。

（１）～（３） （略）

３ （略）

４ 前３項の規定にかかわらず、本所は、取

引対象指数オプションを上場する場合その

他本所が必要と認める場合には、限月取引

の数及びその期間並びに取引 終日及び取

引開始日を変更することができる。

（限月取引及びその数）

第１５条 指数オプション取引は、次の各号

に掲げる取引対象オプション（指数オプシ

ョン取引の対象の指数オプションをいう。

以下同じ。）の区分に従い、当該各号に定

める限月取引により行うものとする。

（１）～（３） （略）

２ 前項に規定する限月取引の数及びその期

間は、次の各号に掲げる取引対象オプショ

ンの区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

（１）～（３） （略）

３ （略）

４ 前３項の規定にかかわらず、本所は、取

引対象オプションを上場する場合その他本

所が必要と認める場合には、限月取引の数

及びその期間並びに取引 終日及び取引開

始日を変更することができる。

（権利行使価格及びその数）

第１６条 指数オプション取引は、取引対象

指数オプションごとに、各限月取引に設定

する権利行使価格に区分して行うものとす

る。

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象指数オプションの区分

に従い、当該限月取引の取引開始日の本所

が定める時刻に当該各号に定めるところに

より設定する。ただし、本所が必要と認め

る場合には、設定する権利行使価格及びそ

の数を変更することができる。

（１）～（５） （略）

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

指数オプションの区分に従い、全部又は一

部の限月取引について、当該各号に定める

数値の新たな権利行使価格を本所が定める

ところにより設定することができる。

（１）～（３） （略）

４ （略）

（権利行使価格及びその数）

第１６条 指数オプション取引は、取引対象

オプションごとに、各限月取引に設定する

権利行使価格に区分して行うものとする。

２ 前項に規定する権利行使価格は、次の各

号に掲げる取引対象オプションの区分に従

い、当該限月取引の取引開始日の本所が定

める時刻に当該各号に定めるところにより

設定する。ただし、本所が必要と認める場

合には、設定する権利行使価格及びその数

を変更することができる。

（１）～（５） （略）

３ 前項のほか、次の各号に掲げる取引対象

オプションの区分に従い、全部又は一部の

限月取引について、当該各号に定める数値

の新たな権利行使価格を本所が定めるとこ

ろにより設定することができる。

（１）～（３） （略）

４ （略）

（取引の対象）

第１６条の２ 商品先物オプション取引の対

象は、次項に規定する取引対象に係る次の

各号に掲げる取引対象商品先物オプション

（商品先物オプション取引の対象の商品先

物オプションをいう。以下同じ。）とす

る。

（１） 現実数値が権利行使価格を下回っ

た場合にその差に第３項に規定する取引

換算額を乗じて得た額の金銭を権利取得

（新設）
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者が相手方から受領することとなる取引

を成立させることができる商品先物オプ

ション（以下「商品先物プットオプショ

ン」という。）

（２） 現実数値が権利行使価格を上回っ

た場合にその差に第３項に規定する取引

換算額を乗じて得た額の金銭を権利取得

者が相手方から受領することとなる取引

を成立させることができる商品先物オプ

ション（以下「商品先物コールオプショ

ン」という。）

２ 商品先物オプション取引の取引対象は、

金の現物先物取引の価格とする。

３ 取引換算額は、金先物オプション（金の

現物先物取引の価格に係るオプションをい

う。） に係るものにあっては１００円と

する。

４ 商品先物オプション取引において、銘柄

とは、取引対象、権利行使日及び権利行使

価格を同一とする商品先物プットオプショ

ン及び商品先物コールオプションをいうも

のとする。

（限月取引及びその数）

第１６条の３ 金先物オプションを対象とす

る商 品先物オプション取引は、取引対象

とする金の現物先物取引の価格に係る各限

月取引の取引 終日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。） の前日（休業日

に当たるときは、順次繰り上げる。）を取

引 終日とする限月取引に区分する。

２ 新たな限月取引の取引開始日は取引対象

とする金の現物先物取引の価格に係る各限

月取引開始日の翌日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。）とし、その日の本

所が定める時刻から新たな限月取引を開始

する。

３ 前２項の規定にかかわらず、本所は、必

要と認める場合には、限月取引の数及びそ

の期間並びに取引 終日及び取引開始日を

変更することができる。

（新設）

（権利行使価格及びその数）

第１６条の４ 商品先物オプション取引は、

対象商品先物オプションごとに、各限月取

引に設定する権利行使価格に区分して行う

ものとする。

２ 前項に規定する権利行使価格は、取引対

象とする金の現物先物取引の価格の数値に

つき、５０円刻みで設定する５０円の整数

倍の価格とし、各限月取引の取引開始日の

（新設）
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本所が定める時刻に本所が定めるところに

より４１種類設定する。ただし、本所が必

要と認める場合には、設定する権利行使価

格及びその数を変更することができる。

３ 前項のほか、本所が定めるところによ

り、全部又は一部の限月取引について、新

たな権利行使価格を設定することができ

る。

（ストラテジー取引）

第１７条 取引参加者（先物取引等取引参加

者（取引参加者規程第２条第２項に規定す

る先物取引等取引参加者をいう。以下同

じ。）、国債先物等取引参加者（取引参加

者規程第２条第３項に規定する国債先物等

取引参加者をいう。以下同じ。） 又は商

品先物等取引参加者（取引参加者規程第２

条第４項に規定する商品先物等取引参加者

をいう。以下同じ。）をいう。第４１条及

び第５４条を除き、以下同じ。）は、立会

（クロージング・オークションを除く。）

において、市場デリバティブ取引に係る複

数の限月取引又は銘柄の売付け又は買付け

（同一の顧客又は自己の計算による売付け

又は買付けに限る。）を同時に成立させる

取引（以下「ストラテジー取引」とい

う。）を行うことができる。

２ （略）

３ 取引参加者は、ストラテジー取引を行お

うとするときは、本所が定めるストラテジ

ー取引の値段の算出方法により得た数値

(以下「ストラテジー値段」という。)及び

本所が定めるストラテジー取引の単位を用

いて呼値を行うものとする。

４ （略）

（ストラテジー取引）

第１７条 取引参加者（先物取引等取引参加

者（取引参加者規程第２条第２項に規定す

る先物取引等取引参加者をいう。以下同

じ。）又は国債先物等取引参加者（取引参

加者規程第２条第３項に規定する国債先物

等取引参加者をいう。以下同じ。）をい

う。第４１条及び第５４条を除き、以下同

じ。）は、立会（クロージング・オークシ

ョンを除く。）において、市場デリバティ

ブ取引に係る複数の限月取引又は銘柄の売

付け又は買付け（同一の顧客又は自己の計

算による売付け又は買付けに限る。）を同

時に成立させる取引（以下「ストラテジー

取引」という。）を行うことができる。

２ （略）

３ 取引参加者は、ストラテジー取引を行お

うとするときは、本所が定めるストラテジ

ー取引の値段の算出方法により得た数値

(以下「ストラテジー値段」という。)を用

いて呼値を行うものとする。

４ （略）

（立会の区分及び取引時間等）

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

ただし、フレックス限月取引については競

争売買市場における立会による市場デリバ

ティブ取引は行わないものとする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引及び商品先物オ

プション取引

（立会の区分及び取引時間等）

第１８条 競争売買市場（本所の市場のうち

立会による市場デリバティブ取引を行う市

場をいう。）における市場デリバティブ取

引（以下この章から第５章までにおいて単

に「市場デリバティブ取引」という。）の

立会の区分及び各立会の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

に従い、当該各号に定めるところによる。

ただし、フレックス限月取引については競

争売買市場における立会による市場デリバ

ティブ取引は行わないものとする。

（１）・（２） （略）

（新設）
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日中立会及び夜間立会に分かち、各立

会の取引時間は、次のａ及びｂに掲げる

立会の区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

ａ 日中立会

（ａ） オープニング・オークション

次のイ及びロに掲げる市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該 イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午前８時４５分とする。

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午前９時とする。

（ｂ） レギュラー・セッション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午前８時４５分から午後３時

１０分までとする。

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午前９時から午後３時１０分

までとする。

（ｃ） クロージング・オークション

午後３時１５分とする。

ｂ 夜間立会

（ａ） オープニング・オークション

午後４時３０分とする。

（ｂ） レギュラー・セッション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午後４時３０分から翌日の午

前５時２５分までとする。

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午後４時３０分から６時５５

分までとする。

（ｃ） クロージング・オークション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引
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翌日の午前５時３０分とす

る。

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午後７時とする。

（３） （略）

２ （略）

（３） （略）

２ （略）

（休業日）

第１９条 （略）

２ （略）

３ 休業日（第１項に規定する休業日をい

い、前項に規定する臨時休業日を含む。以

下同じ。）においては、立会（Ｊ－ＮＥＴ

市場に関する業務規程及び受託契約準則の

特例（以下「Ｊ－ＮＥＴ市場特例」とい

う。）第２条第１号に規定するＪ－ＮＥＴ

取引（以下Ｊ－ＮＥＴ取引という。）を含

む。）を行わない。ただし、一の取引日の

立会終了時が休業日に属する場合の前条第

１項第１号ｃ、同項第２号ｂ及び第２号の

２ｂに定める取引時間（Ｊ－ＮＥＴ市場特

例第４条第１項第１号に規定するＪ－ＮＥ

Ｔ取引の取引時間を含む。）については、

この限りでない。

（休業日）

第１９条 （略）

２ （略）

３ 休業日（第１項に規定する休業日をい

い、前項に規定する臨時休業日を含む。以

下同じ。）においては、立会（Ｊ－ＮＥＴ

市場に関する業務規程及び受託契約準則の

特例（以下「Ｊ－ＮＥＴ市場特例」とい

う。）第２条第１号に規定するＪ－ＮＥＴ

取引（以下Ｊ－ＮＥＴ取引という。）を含

む。）を行わない。ただし、一の取引日の

立会終了時が休業日に属する場合の前条第

１項第２号に定める取引時間（Ｊ－ＮＥＴ

市場特例第４条第１項第１号に規定するＪ

－ＮＥＴ取引の取引時間を含む。）につい

ては、この限りでない。

（売買システムによる取引等）

第２２条 立会による市場デリバティブ取引

は、本所が設置する電子計算機等を利用し

た取引システム（以下「売買システム」と

いう。）により行う。

２ 指数オプション取引における値段の表示

は、次の各号に掲げる取引対象指数オプシ

ョンの区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）～（３） （略）

３ 商品先物オプション取引のうち、金先物

オプション取引における値段の表示は、１

００円を１円として行う。

（売買システムによる取引等）

第２２条 立会による市場デリバティブ取引

は、本所が設置する電子計算機等を利用し

た取引システム（以下「売買システム」と

いう。）により行う。

２ 指数オプション取引における値段の表示

は、次の各号に掲げる取引対象オプション

の区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。

（１）～（３） （略）

（新設）

（個別競争取引）

第２４条 （略）

２ レギュラー・セッションにおける個別競

争取引は、第４項に規定する場合を除き、

売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と

買呼値との争合により、 も低い値段の売

呼値と も高い値段の買呼値とが合致する

とき、その値段を約定値段（約定数値（第

４条第５号ａの（ｂ）、同号ｂ又はｂの２

の（ｂ）に規定する約定数値をいう。）を

含む。以下この章及び第５５条において同

じ。）とし、前条第２項に定める呼値の順

（個別競争取引）

第２４条 （略）

２ レギュラー・セッションにおける個別競

争取引は、第４項に規定する場合を除き、

売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と

買呼値との争合により、 も低い値段の売

呼値と も高い値段の買呼値とが合致する

とき、その値段を約定値段（約定数値（第

４条第５号ａの（ｂ）又は同号ｂに規定す

る約定数値をいう。）を含む。以下この章

及び第５５条において同じ。）とし、前条

第２項に定める呼値の順位に従って、対当
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位に従って、対当する呼値の間に取引を成

立させることにより行う。

３～７ （略）

する呼値の間に取引を成立させることによ

り行う。

３～７ （略）

（呼値）

第２６条 （略）

２ （略）

３ 取引参加者は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定める間、呼値を行うことができる。ただ

し、ストラテジー取引の呼値は、オープニ

ング・オークション及びレギュラー・セッ

ションにおいてのみ行うことができる。

（１）～（３） （略）

（４） 商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引

ａ 日中立会

（ａ） オープニング・オークション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午前８時から８時４５分まで

の間

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午前８時から９時までの間

（ｂ） レギュラー・セッション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午前８時４５分から午後３時

１０分までの間

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午前９時から午後３時１０分

までの間

（ｃ） クロージング・オークション

午後３時１０分から３時１５分ま

での間

ｂ 夜間立会

（ａ） オープニング・オークション

午後４時１５分から４時３０分ま

での間

（ｂ） レギュラー・セッション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取 引の区分に従い、当該イ

及びロに定めるところによる。

（呼値）

第２６条 （略）

２（略）

３ 取引参加者は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定める間、呼値を行うことができる。ただ

し、ストラテジー取引の呼値は、オープニ

ング・オークション及びレギュラー・セッ

ションにおいてのみ行うことができる。

（１）～（３） （略）

（新設）
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イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

午後４時３０分から翌日の午

前５時２５分までの間

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午後４時３０分から６時５５

分までの間

（ｃ） クロージング・オークション

次のイ及びロに掲げる市場デリバ

ティブ取引の区分に従い、当該イ及

びロに定めるところによる。

イ 商品先物取引（ロに掲げる取

引を除く。）及び商品先物オプ

ション取引

翌日の午前５時２５分から５

時３０分までの間

ロ ゴム市場に係る商品先物取引

午後６時５５分から７時まで

の間

４～７ （略）

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に

定めるところによる。

（１）～（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 金

（ａ） 現物先物取引

１グラムにつき１円とする。

（ｂ） 限月現金決済先物取引

１グラムにつき１円とする。

（ｃ） 限日現金決済先物取引

１グラムにつき１円とする。

ｂ  白金

（ａ） 現物先物取引

１グラムにつき１円とする。

（ｂ） 限月現金決済先物取引

１グラムにつき１円とする。

（ｃ） 限日現金決済先物取引

１グラムにつき１円とする。

ｃ 銀

１グラムにつき１０銭とする。

ｄ  パラジウム

１グラムにつき１円とする。

ｅ ＲＳＳ

１キログラムにつき１０銭とする。

ｆ ＴＳＲ

１キログラムにつき１０銭とする。

ｇ 一般大豆

１,０００キログラムにつき１０円と

する。

４～７ （略）

８ 呼値の単位は、次の各号に掲げる市場デ

リバティブ取引の区分に従い、当該各号に定

めるところによる。

（１）～（２） （略）

（新設）
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ｈ 小豆

１袋（正味３０キログラム）につき１

０円とする。

ｉ とうもろこし

１,０００キログラムにつき１０円と

する。

（３）～（５） （略）

（６） 商品先物オプション取引

１円とする。

９～１２ （略）

（３）～（５） （略）

（新設）

９～１２ （略）

（取引単位）

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

次のａからｉまでに掲げる商品の区分

に従い、当該ａからｉまでに定める数量

を１単位として行う。

ａ 金

（ａ） 現物先物取引

１キログラム

（ｂ） 限月現金決済先物取引

１００グラム

（ｃ） 限日現金決済先物取引

１００グラム

ｂ 白金

（ａ） 現物先物取引

５００グラム

（ｂ） 限月現金決済先物取引

１００グラム

（ｃ） 限日現金決済先物取引

１００グラム

ｃ 銀

１０キログラム

ｄ パラジウム

５００グラム

ｅ ＲＳＳ

５,０００キログラム

ｆ ＴＳＲ

５,０００キログラム

ｇ 一般大豆

２５,０００キログラム

ｈ 小豆

２,４００キログラム

ｉ とうもろこし

５０,０００キログラム

（３）～（４） （略）

（５） 指数オプション取引

（取引単位）

第２９条 取引単位は、次の各号に掲げる市

場デリバティブ取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（４）（略）

（５） 指数オプション取引
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取引対象指数オプションごとに、指数

プットオプション又は指数コールオプシ

ョン１単位を 小単位として行う。

（６） 商品先物オプション取引

金先物プットオプション又は金先物コ

ールオプション１単位を 小単位として

行う。

取引対象オプションごとに、指数プッ

トオプション又は指数コールオプション

１単位を 小単位として行う。

（新設）

（取引の一時中断）

第３３条 本所は、レギュラー・セッション

における先物取引（Ｍｉｎｉ取引、台湾加

権指数を対象とする指数先物取引及び商品

先物取引のうち現金決済先物取引を除

く。）の中心限月取引（対象銘柄（取引対

象とする国債証券の標準物又は現物先物取

引の標準品をいう。以下同じ。）又は取引

対象指数が当該中心限月取引と同一の先物

取引の限月取引のうち流動性が も集中し

ているものとして本所が指定する限月取引

をいう。以下同じ。）において、売呼値又

は買呼値が次の各号に定める値段で行われ

た後、本所が定める一定の時間が経過する

までの間に本所が定める値幅外の値段で取

引（ストラテジー取引を除く。）が成立し

ない場合には、その直後の本所がその都度

定める時から本所が適当と認める時間を経

過するまでの間、対象銘柄又は取引対象指

数が当該中心限月取引と同一の先物取引に

ついて一時中断を行う。ただし、本所が定

める場合その他取引の状況等を勘案して取

引の一時中断を行うことが適当でないと本

所が認める場合には、取引の一時中断を行

わない。

（１）・（２） （略）

２ （略）

３ 本所は、長期国債標準物に係るＬａｒｇ

ｅ取引又は金若しくは白金の現物先物取引

について第１項の規定により取引を一時中

断した場合には、取引を中断している間、

国債証券先物取引に係るＭｉｎｉ取引又は

金若しくは白金の現物先物取引の価格に係

る現金決済先物取引について、取引を一時

中断する。この場合において、当該Ｍｉｎ

ｉ取引又は当該現金決済先物取引につい

て、本所が定めるところにより呼値の制限

値幅を拡大する。

４ 本所は、国債証券先物取引、指数先物取

引又は商品先物取引について第１項の規定

により取引を一時中断した場合には、取引

を中断している間、対象銘柄が当該国債証

券先物取引と同一の国債証券先物オプショ

（取引の一時中断）

第３３条 本所は、レギュラー・セッション

における先物取引（Ｍｉｎｉ取引及び台湾

加権指数を対象とする指数先物取引を除

く。）の中心限月取引（対象銘柄（取引対

象とする国債証券の標準物をいう。以下同

じ。）又は取引対象指数が当該中心限月取

引と同一の先物取引の限月取引のうち流動

性が も集中しているものとして本所が指

定する限月取引をいう。以下同じ。）にお

いて、売呼値又は買呼値が次の各号に定め

る値段で行われた後、本所が定める一定の

時間が経過するまでの間に本所が定める値

幅外の値段で取引（ストラテジー取引を除

く。）が成立しない場合には、その直後の

本所がその都度定める時から本所が適当と

認める時間を経過するまでの間、対象銘柄

又は取引対象指数が当該中心限月取引と同

一の先物取引について一時中断を行う。た

だし、本所が定める場合その他取引の状況

等を勘案して取引の一時中断を行うことが

適当でないと本所が認める場合には、取引

の一時中断を行わない。

（１）・（２） （略）

２ （略）

３ 本所は、長期国債標準物に係るＬａｒｇ

ｅ取引について第１項の規定により取引を

一時中断した場合には、取引を中断してい

る間、国債証券先物取引に係るＭｉｎｉ取

引について、取引を一時中断する。この場

合において、当該Ｍｉｎｉ取引について、

本所が定めるところにより呼値の制限値幅

を拡大する。

４ 本所は、国債証券先物取引又は指数先物

取引について第１項の規定により取引を一

時中断した場合には、取引を中断している

間、対象銘柄が当該国債証券先物取引と同

一の国債証券先物オプション取引又は当該
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ン取引、当該指数先物取引の取引対象指数

と同一の対象指数に係る指数オプション取

引又は当該商品先物取引の価格を取引対象

とする商品先物オプション取引について、

取引を一時中断する。この場合において、

当該国債証券先物オプション取引、指数オ

プション取引又は当該商品先物オプション

取引について、本所が定めるところにより

呼値の制限値幅を拡大する。

５～７ （略）

指数先物取引の取引対象指数と同一の対象

指数に係る指数オプション取引について、

取引を一時中断する。この場合において、

当該国債証券先物オプション取引又は指数

オプション取引について、本所が定めると

ころにより呼値の制限値幅を拡大する。

５～７（略）

（受渡決済）

第３４条の３ Ｌａｒｇｅ取引の各限月取引

について、 終売建玉（売建玉のうち、取

引 終日の翌日までの間に決済が行われな

かったものをいう。以下同じ。）又は 終

買建玉（買建玉のうち取引 終日の翌日ま

での間に決済が行われなかったものをい

う。以下同じ。)については、当該限月取

引の受渡決済期日において当該 終売建玉

及び当該 終買建玉の受渡決済（受渡決済

代金及び国債証券を授受することにより決

済することをいう。以下この款において同

じ。）を行う。

（受渡決済）

第３４条の３ Ｌａｒｇｅ取引の各限月取引

について、 終売建玉（売建玉のうち、取

引 終日の翌日までの間に決済が行われな

かったものをいう。以下同じ。）又は 終

買建玉（買建玉のうち取引 終日の翌日ま

での間に決済が行われなかったものをい

う。以下同じ。）については、当該限月取

引の受渡決済期日において当該 終売建玉

及び当該 終買建玉の受渡決済（受渡決済

代金及び国債証券を授受することにより決

済することをいう。以下同じ。）を行う。

（ 終決済）

第３４条の９ Ｍｉｎｉ取引の各限月取引に

ついて、取引 終日の翌日までの間に決済

が行われなかった建玉については、次条に

基づき 終清算数値を定める日の翌日(以

下「 終決済期日」という。)に同条に規

定する 終清算数値による決済(以下この

款において「 終決済」という。)を行

う。

（ 終決済）

第３４条の９ Ｍｉｎｉ取引の各限月取引に

ついて、取引 終日の翌日までの間に決済

が行われなかった建玉については、次条に

基づき 終清算数値を定める日の翌日（以

下「 終決済期日」という。）に同条に規

定する 終清算数値による決済（以下「

終決済」という。）を行う。

第１節の３ 商品先物取引における受渡決

済等

第１款 現物先物取引における受渡決

済

（新設）

（新設）

（受渡決済）

第３６条の２ 現物先物取引の各限月取引に

ついて、 終売建玉又は 終買建玉につい

ては、当該限月取引の受渡決済期日におい

て当該 終売建玉及び当該 終買建玉の受

渡決済（受渡決済代金及び受渡供用品又は

倉荷証券等を授受することにより決済する

ことをいう。以下この款において同じ。）

を行う。

（新設）

（現物先物取引の受渡単位）
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第３６条の３ 現物先物取引の受渡単位は、

次の各号に掲げる市場の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。

（１） 貴金属市場

ａ 金

１キログラム

ｂ 白金

５００グラム

ｃ 銀

３０キログラム

ｄ パラジウム

３キログラム

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳ

５,０００キログラム

ｂ ＴＳＲ

２０,０００キログラム

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆

２５,０００キログラム

ｂ 小豆

２,４００キログラム

ｃ とうもろこし

５０,０００キログラム

（新設）

（受渡供用品）

第３６条の４ 受渡供用品は、各市場ごとに

本所が定めるものとする。

（新設）

（受渡場所）

第３６条の５ 受渡場所は、次の各号に定め

るものとする。

（１） 貴金属市場

東京都及び神奈川県所在の営業倉庫の

うち、本所が指定した倉庫とする。

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳ

東京都、神奈川県、千葉県及びその

他道府県所在の営業倉庫のうち、本所

が指定した倉庫とする。

ｂ ＴＳＲ

タイ王国のバンコク港及び本所が指

定した港とする。

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

及び茨城県所在の営業倉庫のうち、本

所が指定した倉庫とする。

ｂ 小豆

（新設）
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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

及び北海道所在の営業倉庫のうち、本

所が指定した倉庫とする。

ｃ とうもろこし

川崎、横浜、千葉及び鹿島の各港に

所在する荷受渡し（受渡品について荷

卸を行うことをいう。）をすることが

できる埠頭のうち、本所が指定した埠

頭とする。ただし、受渡当事者間の合

意がある場合は、当該合意した港の埠

頭（日本国内の埠頭に限る。）とする

ことができる。

（受渡決済値段）

第３６条の６ 受渡決済値段は、当該限月取

引の取引 終日の清算値段（クリアリング

機構が現物先物取引の清算値段として定め

る値段をいう。）とする。

（新設）

（受渡決済代金の算出方法）

第３６条の７ 受渡決済における受渡決済代

金は標準品の受渡しを行う場合は、受渡決

済値段に受渡数量を乗じて得た金額（円位

未満の端数が生じた場合は、切り捨て

る。）とする。

２ ゴム市場のうちＲＳＳ及び農産物市場に

おいて標準品以外の受渡供用品の受渡しを

行う場合の受渡決済代金は、受渡決済値段

に本所が別に定める当該受渡供用品の格差

を加減して、これに受渡数量を乗じて得た

金額とする。

（新設）

（受渡決済に係る消費税の取扱い）

第３６条の８ 受渡決済に賦課される消費税

（地方消費税を含む。）は、受渡決済代金

を課税標準として算出した金額（円位未満

の端数が生じた場合は、切り捨てる。）と

する。

（新設）

（受渡品の倉荷証券等）

第３６条の９ 貴金属市場、ゴム市場のうち

ＲＳＳ、並びに農産物市場のうち一般大豆

及び小豆における受渡決済は、第３６条の

５に規定する本所が指定した倉庫を営業す

る業者（以下「指定倉庫業者」という。）

が発行した倉荷証券をもって行わなければ

ならない。ただし、貴金属市場及びゴム市

場のうちＲＳＳにあっては、受方の同意が

あるときは、指定倉庫業者が当該受渡品の

保管を確認し、荷渡指図書と引換えでなけ

れば貨物を引き渡さない旨を確約した荷渡

（新設）
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指図書（その発行の日から、３月以内のも

のに限る。以下同じ。）をもって、倉荷証

券に代えることができる。

２ ゴム市場のうちＴＳＲ及び農産物市場の

うちとうもろこしにおける受渡決済は、渡

方又は渡方の指示に基づき船会社等が作成

した船荷証券、本船荷渡指図書、その他本

所が別に定める受渡書類をもって行わなけ

ればならない。

３ 第３６条の１２及び第３６条の１３の規

定による貴金属市場（本所が別に定める取

引に限る。）、ゴム市場及び農産物市場

（本所が別に定める取引に限る。）におけ

る受渡しは、前２項の規定にかかわらず本

所が別に定めるところに従い行うことがで

きる。

（受渡決済が結了するまでの保管料等）

第３６条の１０ 渡方は、受渡決済に係る倉

荷証券等に係る保管料、保険料並びに農産

物市場のうち一般大豆及び小豆にあって

は、出庫料を、当該受渡日の属する期（三

期制における期をいう。）まで負担しなけ

ればならない。

（新設）

（早受渡し）

第３６条の１１ 貴金属市場、ゴム市場のう

ちＲＳＳ及び農産物市場について、当月限

の建玉を有する取引参加者は、本所が別に

定めるところにより、第７条の５に定める

受渡決済期日以前の受渡し（以下この条に

おいて「早受渡し」という。）を行うこと

ができる。

２ 前項の規定による早受渡しは、第７条の

５及び第３６条の６の規定にかかわらず、

受渡しを行うことができる。

（新設）

（申告受渡）

第３６条の１２ 貴金属市場（本所が別に定

める取引に限る。）、ゴム市場及び農産物

市場（本所が別に定める取引に限る。）に

あっては、当月限の建玉を有する取引参加

者は、その全部又は一部について、本所が

別に定めるところにより、第７条の５に定

める受渡決済期日以前の受渡し（以下この

条において「申告受渡」という。）を行う

ことができる。

２ 前項の規定による申告受渡は、第７条の

５及び第３６条の４から第３６条の６まで

の規定にかかわらず、受渡しを行うことが

できる。

（新設）
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（受渡条件調整）

第３６条の１３ 貴金属市場（本所が別に定

める取引に限る。）、ゴム市場及び農産物

市場（本所が別に定める取引に限る。）に

あっては、受渡決済を行う取引参加者は、

本所が別に定める期間内において、受渡条

件について協議し、合意が得られた場合に

は、当該取引参加者間で受渡決済（以下

「受渡条件調整」という。）を行うことが

できる。

２ 前項の規定による受渡条件調整は、次の

各号に掲げる規定にかかわらず、これを行

うことができる。

（１） 貴金属市場については、第３６条

の４及び第３６条の５

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳについては、第３６条の４及

び第３６条の５

ｂ ＴＳＲについては、第７条の５、第

３６条の４及び第３６条の５

（３） 農産物市場については、第３６条

の４から第３６条の６

（新設）

（ＡＤＰ）

第３６条の１４ 取引参加者は、本所が定め

る期間内にＡＤＰ（本所が定める受渡条件

によらず受渡当事者間で合意した受渡条件

による受渡しを行うことをいう。以下同

じ。）を本所に申し出て、その承認を受け

たものについては、本所が別に定めるとこ

ろにより、これを行うことができる。

（新設）

第２款 限月現金決済先物取引における

終決済

（新設）

（ 終決済）

第３６条の１５ 限月現金決済先物取引の各

限月取引について、取引 終日の終了する

日の翌日までの間に決済が行われなかった

建玉については、次条に基づき 終決済期

日（次条に規定する 終清算数値を定める

日の翌日をいう。）に同条に規定する 終

清算数値による決済(以下この款において

「 終決済」という。)を行う。

（新設）

（ 終清算数値）

第３６条の１６ 終清算数値は限月現金決

済先物取引の当該限月取引の取引 終日の

終了する日の翌日に定めるものとし、当該

限月取引と取引 終日の属する月を同一と

する当該限月現金決済先物取引の取引対象

（新設）
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とする現物先物取引の価格に係る限月取引

に係る立会開始時の約定値段（当該現物先

物取引の限月取引において取引 終日の終

了する日の翌日の立会開始時に約定値段が

ない場合は本所が定める値段）とする。た

だし、当該現物先物取引の限月取引の立会

が停止された場合において必要と認めると

きは、 終清算数値は、本所がその都度定

める日に、本所がその都度定める。

第２款の２ 限日現金決済先物取引にお

ける 終決済

（新設）

（理論現物価格）

第３６条の１７ 限日現金決済先物取引の理

論現物価格は、本所が別に定める数値とす

る。

（新設）

（建玉の決済方法）

第３６条の１８ 限日現金決済先物取引の建

玉については、転売又は買戻しにより売買

約定を結了するものとし、転売又は買戻し

により売買約定を結了されないものについ

ては前条に規定する理論現物価格によりロ

ールオーバーを行う。

（新設）

（限日現金決済先物取引における希望受渡

し）

第３６条の１９ 売建玉を有する取引参加者

と買建玉を有する取引参加者が合意した場

合であって、かつ、これらの者からの申出

を受け、本所が適当と認めた場合には、前

条の規定にかかわらず、受渡しにより売買

約定を結了させることができるものとす

る。

２ 第３６条の４、第３６条の５第１項第１

号、第３６条の８及び第３６条の１０の規

定は、限日現金決済先物取引における希望

受渡しについて準用する。

３ 第１項の規定に基づき受渡決済により売

買約定を結了させようとする取引参加者

は、受渡当事者間で合意した次の各号に定

める受渡条件により受渡決済を行うものと

する。

（１） 限日現金決済先物取引における希

望受渡しの受渡日時は、当該取引が成立

した日の翌々営業日のクリアリング機構

が定める時刻までとする。

（２） 限日現金決済先物取引における希

望受渡しの受渡決済値段は、第３６条の

１７に定める理論現物価格とする。

（新設）
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（３） 限日現金決済先物取引における希

望受渡しの受渡決済代金は、受渡値段に

取引参加者が合意した格差を加算して、

これに受渡数量を乗じて得た金額とす

る。

（４） 限日現金決済先物取引における希

望受渡しの受渡単位は、次のとおりとす

る。

ａ 金にあっては、１枚１００グラムと

する。

ｂ 白金にあっては、１枚５００グラム

とする。

（５） 限日現金決済先物取引における希

望受渡しの受渡方法は、次のとおりとす

る。

ａ 金

限日現金決済先物取引の希望受渡し

に係る指定倉庫における渡方から受方

へ名義変更することによって、行うも

のとする。ただし、渡方と受方の合意

があるときは、指定倉庫業者が発行す

る倉荷証券等をもって受渡しをするこ

とができるものとする。

ｂ 白金

第３６条の９第１項の規定を準用す

る。

（６） 希望受渡しの受渡条件調整

限日現金決済先物取引における希望受

渡しを行う取引参加者は、本所が別に定

める期間内において、受渡条件について

協議し、合意が得られた場合には、希望

受渡しの受渡供用品及び受渡場所にかか

わらず、受渡しを行うことができる。

（権利行使日等）

第３７条 有価証券オプション取引における

権利行使日は、各銘柄の取引 終日とし、

指数オプション取引及び商品先物オプショ

ン取引における権利行使日は、各銘柄の取

引 終日の終了する日の翌日とする。ただ

し、指数オプション取引のフレックス限月

取引において、権利行使日における対象指

数の 終の数値をオプション清算数値とす

るものの権利行使日は、各銘柄の取引 終

日の終了する日とする。

２～４ （略）

５ フレックス限月取引に係る有価証券オプ

ションのうち、権利行使により権利行使価

格と現実価格との差に基づいて金銭を授受

することとなる取引 が成立するものにつ

いては、当該金銭の授受の決済は第 12 条

（権利行使日等）

第３７条 有価証券オプション取引における

権利行使日は、各銘柄の取引 終日とし、

指数オプション取引における権利行使日

は、各銘柄の取引 終日の終了する日の翌

日とする。ただし、指数オプション取引の

フレックス限月取引において、権利行使日

における対象指数の 終の数値をオプショ

ン清算数値とするものの権利行使日は、各

銘柄の取引 終日の終了する日とする。

２～４ （略）

５ フレックス限月取引に係る有価証券オプ

ションのうち、権利行使により権利行使価

格と現実価格との差に基づいて金銭を授受

することとなる取引 が成立するものにつ

いては、当該金銭の授受の決済は第 12 条
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第 2 項に規定するオプション対象証券の

終値段に基づき、権利行使日の翌日に行う

ものとする。

６ 指数オプション及び商品先物オプション

の権利行使が行われたときは、権利行使日

の翌日にオプション清算数値（第４０条に

規定するオプション清算数値をいう。）に

よる決済を行うものとする。

第 2 項に規定するオプション対象証券の

終の約定値段に基づき、権利行使日の翌日

に行うものとする。

６ 指数オプションの権利行使が行われたと

きは、権利行使日の翌日にオプション清算

数値（第４０条に規定するオプション清算

数値をいう。）による決済を行うものとす

る。

（オプションの消滅）

第３９条 権利行使日において、権利行使の

申告が行われなかった有価証券オプショ

ン、指数オプション及び商品先物オプショ

ンは、本所が定める時限に消滅するものと

する。

２ （略）

（オプションの消滅）

第３９条 権利行使日において、権利行使の

申告が行われなかった有価証券オプション

及び指数オプションは、本所が定める時限

に消滅するものとする。

２ （略）

（オプション清算数値）

第４０条 本所は、取引対象指数オプション

及び取引対象商品先物オプションごとに、

権利行使日の日中立会の終了後に、オプシ

ョン清算数値を定める。

２ 前項のオプション清算数値のうち、取引

対象指数オプションに係るオプション清算

数値は、権利行使日における対象指数の各

構成銘柄の東京証券取引所が開設する取引

所金融商品市場における売買立会の始めの

約定値段（取引 終日の終了する日の翌日

に約定値段がない銘柄については、本所が

定める値段）に基づき算出した特別な指数

（以下「特別清算数値」という。）とす

る。ただし、フレックス限月取引におい

て、各銘柄の設定時に予め清算数値を特別

清算数値としないことを定めるものは、権

利行使日における対象指数の 終の数値と

する。

３ （略）

４ 第１項のオプション清算数値のうち、取

引対象商品先物オプションに係るオプショ

ン清算数値は、権利行使日における限月を

同一とする現物先物取引の売買立会の始め

の約定値段（取引 終日の終了する日の翌

日に約定値段がない銘柄については、本所

が定める値段） とする。

５ 本所は、第２項の規定にかかわらず、権

利行使に係る決済の日の前日までに特別清

算数値に誤りがあると認められた場合に

は、再算出された特別清算数値をオプショ

ン清算数値とすることができる。

６ 前項の規定は、権利行使日における対象

指数及び限月を同一とする現物先物取引の

（オプション清算数値）

第４０条 本所は、取引対象オプションごと

に、権利行使日の日中立会の終了後に、オ

プション清算数値を定める。

２ 前項のオプション清算数値は、権利行使

日における対象指数の各構成銘柄の東京証

券取引所が開設する取引所金融商品市場に

おける売買立会の始めの約定値段（取引

終日の終了する日の翌日に約定値段がない

銘柄については、本所が定める値段）に基

づき算出した特別な指数（以下「特別清算

数値」という。）とする。ただし、フレッ

クス限月取引において、各銘柄の設定時に

予め清算数値を特別清算数値としないこと

を定めるものは、権利行使日における対象

指数の 終の数値とする。

３ （略）

（新設）

４ 本所は、第２項の規定にかかわらず、権

利行使に係る決済の日の前日までに特別清

算数値に誤りがあると認められた場合に

は、再算出された特別清算数値をオプショ

ン清算数値とすることができる。

５ 前項の規定は、権利行使日における対象

指数の 終の数値をオプション清算数値と
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終の数値をオプション清算数値とする場

合において、当該対象指数及び限月を同一

とする現物先物取引の 終の数値について

これを準用する。

７ 取引参加者は、取引対象指数、対象指数

又は対象商品の算出若しくは配信の不能、

遅延若しくは誤り又は前項の規定によるオ

プション清算数値の変更により損害を被っ

た場合においても、本所及び当該指数の算

出者（当該算出者から当該指数の算出に関

して業務の委託を受けたものを含む。）に

対してその損害の賠償の請求をすることが

できない。

する場合において、当該対象指数の 終の

数値についてこれを準用する。

６ 取引参加者は、取引対象指数又は対象指

数の算出若しくは配信の不能、遅延若しく

は誤り又は前項の規定によるオプション清

算数値の変更により損害を被った場合にお

いても、本所及び当該指数の算出者（当該

算出者から当該指数の算出に関して業務の

委託を受けたものを含む。）に対してその

損害の賠償の請求をすることができない。

（ギブアップ）

第４２条 （略）

２ （略）

３ ギブアップが成立した場合には、当該ギ

ブアップ申告に係る市場デリバティブ取引

の売付け又は買付けが将来に向かって消滅

し、同時に、当該消滅した市場デリバティ

ブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市

場デリバティブ取引の売付け又は買付け

が、当該清算執行取引参加者の名におい

て、新たに発生するものとする。ただし、

当該清算執行取引参加者が非清算参加者

（取引参加者規程第２４条第２項に規定す

る国債先物等非清算参加者、同条第３項に

規定する指数先物等非清算参加者又は同条

第９項に規定する商品先物等非清算参加者

をいう。以下同じ。）である場合には、そ

の指定清算参加者（当該非清算参加者が取

引参加者規程第２７条第１項の規定により

指定した国債先物等他社清算参加者（国債

先物等清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する国債先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格（クリアリング

機構の業務方法書に規定する他社清算資格

をいう。以下同じ。）を有する者をい

う。）、指数先物等他社清算参加者（指数

先物等清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する指数先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格を有する者をい

う。）、貴金属先物等他社清算参加者（貴

金属先物等清算資格（クリアリング機構の

業務方法書に規定する貴金属先物等清算資

格をいう。）に係る他社清算資格を有する

者をいう。）をいう。）、ゴム先物等他社

清算参加者（ゴム先物等清算資格（クリア

リング機構の業務方法書に規定するゴム先

物等清算資格をいう。）に係る他社清算資

（ギブアップ）

第４２条 （略）

２（略）

３ ギブアップが成立した場合には、当該ギ

ブアップ申告に係る市場デリバティブ取引

の売付け又は買付けが将来に向かって消滅

し、同時に、当該消滅した市場デリバティ

ブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市

場デリバティブ取引の売付け又は買付け

が、当該清算執行取引参加者の名におい

て、新たに発生するものとする。ただし、

当該清算執行取引参加者が非清算参加者

（取引参加者規程第２４条第２項に規定す

る国債先物等非清算参加者又は同条第３項

に規定する指数先物等非清算参加者をい

う。以下同じ。）である場合には、その指

定清算参加者（当該非清算参加者が取引参

加者規程第２７条第１項の規定により指定

した国債先物等他社清算参加者（国債先物

等清算資格（クリアリング機構の業務方法

書に規定する国債先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格（クリアリング

機構の業務方法書に規定する他社清算資格

をいう。以下同じ。）を有する者をい

う。）又は指数先物等他社清算参加者（指

数先物等清算資格（クリアリング機構の業

務方法書に規定する指数先物等清算資格を

いう。）に係る他社清算資格を有する者を

いう。）をいう。）の名において当該清算

執行取引参加者の計算により、当該消滅し

た市場デリバティブ取引の売付け又は買付

けと同一内容の市場デリバティブ取引の売

付け又は買付けが、新たに発生するものと

する。
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格を有する者をいう。）をいう。）及び農

産物先物等他社清算参加者（農産物先物等

清算資格（クリアリング機構の業務方法書

に規定する農産物先物等清算資格をい

う。）に係る他社清算資格を有する者をい

う。）をいう。）の名において当該清算執

行取引参加者の計算により、当該消滅した

市場デリバティブ取引の売付け又は買付け

と同一内容の市場デリバティブ取引の売付

け又は買付けが、新たに発生するものとす

る。

（本所の市場における市場デリバティブ取

引の方法等）

第５１条 （略）

２・３ （略）

４ 取引参加者は、本所の市場における次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務

を担当する役員又はその責任者の地位にあ

る従業員のうちから、当該各号に定める責

任者（本所の市場における当該各号に掲げ

る市場デリバティブ取引の業務の統轄及び

これに関連する事項の処理に当たる者をい

う。以下この条において同じ。）１人を選

任し、あらかじめ本所に届け出なければな

らない。ただし、国債先物等取引参加者に

ついては第２号及び第３号に定める責任

者、商品先物等取引参加者については第１

号及び第２号に定める責任者の選任及び本

所への届出を要しない。

（１）・（２） （略）

（３） 商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引

商品先物取引等責任者

５ 前項の規定にかかわらず、取引参加者規

程第２５条第９項の承認を得た先物取引等

取引参加者は、前項第１号に規定する責任

者の選任及び本所への届出を要しない。

６ 第４項の規定にかかわらず、本所が国債

証券先物取引等責任者、指数先物取引等責

任者又は商品先物取引等責任者の行うべき

事務のうち一部のものについて別に責任者

を設けるべき事務として定める場合には、

取引参加者は、国債証券先物取引等責任

者、指数先物取引等責任者又は商品先物取

引等責任者に代わって当該事務に当たる責

任者を選任し、あらかじめ本所に届け出る

ものとする。

（本所の市場における市場デリバティブ取

引の方法等）

第５１条 （略）

２・３ （略）

４ 取引参加者は、本所の市場における次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の業務

を担当する役員又はその責任者の地位にあ

る従業員のうちから、当該各号に定める責

任者（本所の市場における当該各号に掲げ

る市場デリバティブ取引の業務の統轄及び

これに関連する事項の処理に当たる者をい

う。以下この条において同じ。）１人を選

任し、あらかじめ本所に届け出なければな

らない。ただし、国債先物等取引参加者

は、第２号に定める責任者の選任及び本所

への届出を要しない。

（１）・（２） （略）

（新設）

５ 前項の規定にかかわらず、取引参加者規

程第２５条第６項の承認を得た先物取引等

取引参加者は、前項第１号に規定する責任

者の選任及び本所への届出を要しない。

６ 第４項の規定にかかわらず、本所が国債

証券先物取引等責任者又は指数先物取引等

責任者の行うべき事務のうち一部のものに

ついて別に責任者を設けるべき事務として

定める場合には、取引参加者は、国債証券

先物取引等責任者又は指数先物取引等責任

者に代わって当該事務に当たる責任者を選

任し、あらかじめ本所に届け出るものとす

る。

（国債証券先物取引等に係る建玉の内容に

関する報告）

（建玉の内容に関する報告）
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第５３条の２ 取引参加者は、国債証券先物

取引に係るＬａｒｇｅ取引（第３４条に規

定する過誤訂正等のための取引を含む。）

における直近の限月取引において、一の顧

客の委託に基づく売建玉と買建玉の差引数

量が、本所が定める取引日に本所が銘柄ご

とに定める報告数量以上となっている場合

は、本所が定めるところにより、その内容

を本所に報告するものとする。

２ 取引参加者は、国債証券先物取引におけ

る直近の限月取引を権利行使対象先物限月

取引とする国債証券先物オプション取引

（第３４条に規定する過誤訂正等のための

取引を含む。）において、一の顧客の委託

に基づく次の各号に掲げる数量が、本所が

定める取引日に本所が権利行使により成立

する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに定

める報告数量以上となっている場合は、本

所が定めるところにより、その内容を本所

に報告するものとする。

（１）～（３） （略）

第５３条の２ 取引参加者は、国債証券先物

取引に係るＬａｒｇｅ取引（第３４条に規

定する過誤訂正等のための取引を含む。）

における直近の限月取引において、自己の

計算による売建玉と買建玉の差引数量又は

一の顧客の委託に基づく売建玉と買建玉の

差引数量が、本所が定める取引日に本所が

銘柄ごとに定める報告数量以上となってい

る場合は、本所が定めるところにより、そ

の内容を本所に報告するものとする。

２ 取引参加者は、国債証券先物取引におけ

る直近の限月取引を権利行使対象先物限月

取引とする国債証券先物オプション取引

（第３４条に規定する過誤訂正等のための

取引を含む。）において、自己の計算によ

る次の各号に掲げる数量又は一の顧客の委

託に基づく次の各号に掲げる数量が、本所

が定める取引日に本所が権利行使により成

立する国債証券先物取引の対象銘柄ごとに

定める報告数量以上となっている場合は、

本所が定めるところにより、その内容を本

所に報告するものとする。

（１）～（３） （略）

（有価証券オプション取引に係る自己計算

による取引の制限及び大口建玉の報告）

第５４条 （略）

２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合には、当該各号に定める数量

を前項各号に規定する数量から減じるもの

とする。

（１）・（２） （略）

（３） 当該オプション証券に係る有価証

券オプションを対象とし、権利行使によ

り権利行使価格と現実価格との差に基づ

いて金銭を授受することとなる有価証券

オプション取引を行った場合には、当該

有価証券オプション取引における建玉の

数量

３・４ （略）

５ 取引参加者は、自己の計算による第１項

各号に掲げる数量（第２項第１号及び第３

号に該当する場合には、同号に定める数量

を減じることができる。以下この項におい

て同じ。）又は一の顧客の委託に基づく第

１項各号に掲げる数量が、本所が報告数量

として定める数値以上となったときは、本

所が定めるところにより、その内容を本所

に報告するものとする。

６ （略）

（自己計算による取引の制限及び大口建玉

の報告）

第５４条 （略）

２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合には、当該各号に定める数量

を前項各号に規定する数量から減じるもの

とする。

（１）・（２） （略）

（新設）

３・４ （略）

５ 取引参加者は、自己の計算による第１項

各号に掲げる数量（第２項第１号に該当す

る場合には、同号に定める数量を減じた数

量。以下この項において同じ。）又は一の

顧客の委託に基づく第１項各号に掲げる数

量が、本所が報告数量として定める数値以

上となったときは、本所が定めるところに

より、その内容を本所に報告するものとす

る。

６ （略）
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（商品先物取引及び商品先物オプション取

引に係る取引又は建玉の制限並びに建玉の

内容に関する報告）

第５４条の２ 本所は、必要があると認める

ときは、商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引に係る全部又は一部の限月（商品

先物オプション取引にあっては銘柄とす

る。以下この条において同じ。）につき、

取引参加者に対し、次の各号に掲げる制限

を設けることができる。

（１） 売買注文数量その他の売買注文の

制限

（２） 取引数量その他の取引の制限

（３） 売建玉又は買建玉のそれぞれの数

量、総建玉数量の 高限度その他の本所

が定める建玉数量の制限

２ 本所は、必要があると認めるときは、全

部又は一部の限月につき、一の顧客の委託

に基づく取引に対し、前項第１号から第３

号までに掲げる制限を設けることができ

る。ただし、本所が別に認める場合はこの

限りでない。

３ 本所は、前２項に基づく売買注文の制限

を行った場合、当該制限を超える注文を発

注した取引参加者に対し、該当する注文の

取消しを行わせること、又は前２項に基づ

く売建玉又は買建玉のそれぞれの数量、総

建玉数量の 高限度その他の建玉数量の制

限を行った場合、当該制限を超える建玉を

有する取引参加者に対し、該当する建玉の

処分を行わせることができる。

４ 取引参加者は、現物先物取引（第３４条

に規定する過誤訂正等のための取引を含

む。）の各限月取引において、一の顧客の

委託に基づく売建玉又は買建玉のそれぞれ

につき、本所が銘柄ごとに定める報告数量

を超えた場合その他本所が必要と認めた場

合には、本所が定めるところにより、取引

日ごとにその内容を本所に報告するものと

する。

（新設）

（取引に関する通知書の送付）

第５５条 取引参加者は、市場デリバティブ

取引（第３４条に規定する過誤訂正等のた

めの取引を含む。）に係る未決済勘定があ

る顧客に対して、次の各号に掲げる事項を

記載した通知書を毎月送付するものとす

る。

（１） 次のａからｅの２までの市場デリ

バティブ取引の区分に従い、当該区分に定

める事項

（取引に関する通知書の送付）

第５５条 取引参加者は、市場デリバティブ

取引（第３４条に規定する過誤訂正等のた

めの取引を含む。）に係る未決済勘定があ

る顧客に対して、次の各号に掲げる事項を

記載した通知書を毎月送付するものとす

る。

（１） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項
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ａ・ｂ （略）

ｃ 商品先物取引

（ａ） 取引の対象とする商品

（ｂ） 金及び白金に係る商品先物取

引については、現物先物取引、限月

現金決済先物取引又は限日現金決済

先物取引の別

（ｃ） 限月取引（ただし、限日現金

決済先物取引にあってはその旨）

ｄ 有価証券オプション取引

（ａ）～（ｆ） （略）

ｄの２ 国債証券先物オプション取引

（ａ）～（ｄ） （略）

ｅ （略）

ｅの２ 商品先物オプション取引

（ａ） 対象商品

（ｂ） 商品先物プットオプション又

は商品先物コールオプションの別

（ｃ） 限月取引

（ｄ） 権利行使価格

（２）～（５） （略）

（６） 次のａからｄまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ 国債証券先物取引、指数先物取引及

び商品先物取引

当該限月取引の取引 終日の終了す

る日

ｂ・ｃ （略）

ｄ 指数オプション取引及び商品先物オ

プション取引

当該限月取引の取引 終日の終了す

る日及び権利行使日

２～６ （略）

ａ・ｂ （略）

（新設）

ｃ 有価証券オプション取引

（ａ）～（ｆ） （略）

ｄ 国債証券先物オプション取引

（ａ）～（ｄ） （略）

ｅ （略）

（新設）

（２）～（５） （略）

（６） 次のａからｄまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ 国債証券先物取引及び指数先物取引

当該限月取引の取引 終日の終了す

る日

ｂ・ｃ （略）

ｄ 指数オプション取引

当該限月取引の取引 終日の終了す

る日及び権利行使日

２～６ （略）

（建玉の期限前終了時等における建玉の割

当て及び割当対象顧客への通知）

第５７条の２ 取引参加者は、クリアリング

機構の業務方法書に基づき顧客の委託に基

づく建玉について期限前終了割当建玉の指

定又は被違約受渡玉の決定を受けた場合に

は、あらかじめ定めた方法により、顧客に

対して直ちに当該期限前終了割当建玉又は

被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うも

のとする。

２ 前項の場合において、取引参加者は、期

限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当

対象となった顧客に、当該割当てに係る銘

柄及び数量を速やかに通知するものとす

る。

（新設）
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（特別売買）

第５８条の３ 先物取引等取引参加者又は商

品先物等取引参加者は、商品先物取引及び

商品先物オプション取引における立会にお

いて次の各号に該当するときは、同一約定

値段において、同一限月（オプション取引

にあっては銘柄とする。）、かつ、同一数

量につき、本所の指定したところにより立

会中又は立会終了後申し出て、その承認を

受けたものについては、自己が売方及び買

方となって売買約定を成立させることがで

きる。

（１） 取引参加者端末の故障等により執

行することができない顧客の委託による

売買注文を、顧客の委託による売買注文

同士又は顧客の委託による売買注文と自

己の計算による売買注文とを対当させ

て、顧客から売買注文を受けた直後の値

段により売買約定を成立させるとき

（２） 前号に定めるもののほか、本所が

特に必要と認めたとき

２ 取引参加者は、取引 終日の日中立会終

了時において、当該限月取引の建玉が、受

渡単位を取引単位で除した値の整数倍にな

らなかったときは、本所に申し出て、その

承認を受けたものについては、クリアリン

グ機構が定める当該限月取引の 終清算値

段をもって、売買約定を成立させることが

できる。

３ 前項において、当該取引参加者のみで売

買約定が成立しない場合であって、本所が

認めたときは、当該取引参加者及び他の取

引参加者は、本所に申し出て、その承認を

受けたものについては、本所が定める当該

限月取引の 終清算値段をもって、売買約

定を成立させることができる。

４ 取引参加者は、建玉について、現物先物

取引の取引 終日までに、市場の状況その

他やむを得ない理由により、転売又は買戻

しにより決済することができず、受渡決済

を行うこととなり、かつ、当該受渡しの履

行ができない場合であって、当該日の日中

立会終了後において、他の取引参加者と約

定値段について合意したときは、本所に申

し出て、本所がその承認をしたものについ

ては、本所は当該約定値段をもって、売買

約定を成立させることができる。

５ 前各項の申出は、取引 終日の日中立会

終了後の本所が定める時刻までに行うもの

とする。ただし、取引参加者端末の故障等

（新設）
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やむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

３ この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）の前日における株式会社東京商

品取引所の開設する商品市場における商品

デリバティブ取引（商品先物法第２条１５

項に規定する商品デリバティブ取引のう

ち、金、銀、白金、パラジウム、ＲＳＳ、

ＴＳＲ、一般大豆、小豆及びとうもろこし

に係るものに限る。）に係る未決済約定に

ついては、取引参加者は、施行日以降、本

所の市場において転売又は買戻しを行うこ

とができる。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者）

第２条 本所の取引参加者は、先物取引等取

引参加者、国債先物等取引参加者、商品先

物等取引参加者及び外国為替証拠金取引参

加者の４種類とする。

２ 先物取引等取引参加者は、本所の市場に

おいて、次の各号に掲げる取引（有価証券

等清算取次ぎによるものを除く。）を行う

ための取引資格（以下「先物取引等取引資

格」という。）を有する。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引（法第２条第２

１項第１号に掲げる取引のうち商品（法

第２条第２４項第３号の３に掲げる商品

をいう。以下同じ。）に係るもの又は同

条第２１項第２号に掲げる取引のうち商

品の価格に係るものをいう。以下同

じ。）

（３）～（５） （略）

（６） 商品先物オプション取引（法第２

条第２１項第３号に掲げる取引のうち同

項第２号に掲げる取引に準ずる取引とし

て業務規程に定める取引（商品先物取引

の価格に係る取引に限る。）に係るもの

をいう。以下同じ。）

３ （略）

４ 商品先物等取引参加者とは、本所の市場

における第２項第２号の２及び第６号に掲

げる取引（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。）を行うための取引資格（以下

「商品先物等取引資格」という。）を有す

る者をいう。

５ （略）

６ （略）

７ 取引参加者は、先物取引等取引資格と商

品先物等取引資格を同時に有することはで

きない。

（取引参加者）

第２条 本所の取引参加者は、先物取引等取

引参加者、国債先物等取引参加者及び外国

為替証拠金取引参加者の３種類とする。

２ 先物取引等取引参加者は、本所の市場に

おいて、次の各号に掲げる取引（有価証券

等清算取次ぎによるものを除く。）を行う

ための取引資格（以下「先物取引等取引資

格」という。）を有する。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）

（新設）

３ （略）

（新設）

４ （略）

５ （略）

（新設）

（商品先物等取引参加者の種別）

第２条の２ 本所の商品先物等取引参加者の

種別は、次の各号に定めるところによる。

（１） 商品受託取引参加者 本所の市場

において商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引を行うことができる者

（２） 商品市場取引参加者 本所の市場

において自己の計算による商品先物取引

（新設）
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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

（商品先物等取引参加者の区分）

第２条の３ 本所の商品先物等取引参加者

は、次の各号のとおり区分する。

（１） 貴金属部取引参加者 貴金属市場

を対象とする商品先物取引及び金の現物

先物取引の価格を対象とする商品先物オ

プション取引を行うことができる者

（２） ゴム部取引参加者 ゴム市場を対

象とする商品先物取引を行うことができ

る者

（３） 農産物部取引参加者 農産物市場

を対象とする商品先物取引を行うことが

できる者

（新設）

（本所の市場における市場デリバティブ取

引の態様）

第３条 取引参加者は、その有する清算資格

（株式会社日本証券クリアリング機構（以

下「クリアリング機構」という。）の業務

方法書に規定する清算資格をいう。以下同

じ。）に係る本所の市場における市場デリ

バティブ取引（当該取引参加者が有する取

引資格の種類に係るもの及び特定商品先物

取引等（当該取引参加者の商品先物等取引

参加者の区分に係るもの又は当該取引参加

者が第１５条第１５号に規定する届出を行

った取引をいう。以下同じ。）に限る。以

下この条において同じ。）については、自

らの名においてこれを行うものとする。

２ （略）

３ 前２項の規定にかかわらず、リモート取

引参加者（取引資格を有する取引所取引許

可業者をいう。以下同じ。）及び遠隔地商

品市場取引参加者（国内に本所の市場にお

ける取引を行う営業所又は事務所を保有し

ない商品市場取引参加者（リモート取引参

加者を除く。）をいう。以下同じ。）は、

本所の市場における市場デリバティブ取引

については、指定清算参加者に対する有価

証券等清算取次ぎの委託を行うものとす

る。

（本所の市場における市場デリバティブ取

引の態様）

第３条 取引参加者は、その有する清算資格

（株式会社日本証券クリアリング機構（以

下「クリアリング機構」という。）の業務

方法書に規定する清算資格をいう。以下同

じ。）に係る本所の市場における市場デリ

バティブ取引（当該取引参加者が有する取

引資格の種類に係るものに限る。次項にお

いて同じ。）については、自らの名におい

てこれを行うものとする。

２ （略）

３ 前２項の規定にかかわらず、リモート取

引参加者（取引資格を有する取引所取引許

可業者をいう。以下同じ。）は、本所の市

場における市場デリバティブ取引（当該リ

モート取引参加者が有する取引資格の種類

に係るものに限る。）については、指定清

算参加者に対する有価証券等清算取次ぎの

委託を行うものとする。

（取引参加者代表者）

第６条 取引参加者は、その代表取締役又は

代表執行役（リモート取引参加者及び遠隔

地商品市場取引参加者以外の外国法人にあ

っては日本における代表者で、かつ、取締

役又は執行役と同等以上の地位にある者、

（取引参加者代表者）

第６条 取引参加者は、その代表取締役又は

代表執行役（リモート取引参加者以外の外

国法人にあっては日本における代表者で、

かつ、取締役又は執行役と同等以上の地位

にある者、リモート取引参加者にあっては
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リモート取引参加者及び遠隔地商品市場取

引参加者にあっては取締役又は執行役と同

等以上の地位にある者）のうちから、本所

において当該取引参加者を代表するのに適

当な者１人を、本所が定めるところによ

り、あらかじめ取引参加者代表者として本

所に届け出なければならない。

２ （略）

取締役又は執行役と同等以上の地位にある

者）のうちから、本所において当該取引参

加者を代表するのに適当な者１人を、本所

が定めるところにより、あらかじめ取引参

加者代表者として本所に届け出なければな

らない。

２ （略）

（法令遵守責任者）

第７条 リモート取引参加者及び商品市場取

引参加者は、本所が定めるところにより、

その取締役又は執行役と同等以上の地位に

ある者のうちから１人を法令遵守責任者

（当該取引参加者の役職員に対し、法及び

その関係法令（以下「法令」という。）、

法令に基づく行政官庁の処分及び本所の定

款、業務規程、受託契約準則その他の規則

並びに取引の信義則の遵守（以下「法令等

の遵守」という。）を徹底し、内部管理体

制の整備に努めるとともに、法令等の遵守

に関し本所と適切な連絡及び調整を行う者

をいう。）として本所に申請し、その承認

を受けなければならない。

（法令遵守責任者）

第７条 リモート取引参加者は、本所が定め

るところにより、その取締役又は執行役と

同等以上の地位にある者のうちから１人を

法令遵守責任者（当該リモート取引参加者

の役職員に対し、法及びその関係法令（以

下「法令」という。）、法令に基づく行政

官庁の処分及び本所の定款、業務規程、受

託契約準則その他の規則並びに取引の信義

則の遵守（以下「法令等の遵守」とい

う。）を徹底し、内部管理体制の整備に努

めるとともに、法令等の遵守に関し本所と

適切な連絡及び調整を行う者をいう。）と

して本所に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。

（連絡事務所）

第８条 取引参加者は、本店その他の営業所

又は主たる事務所（取引参加者が外国法人

の場合は、国内における主たる営業所又は

事務所）で、本所との連絡上便利な場所に

あるもののうちから、本所からの通知を受

ける場所１か所を連絡事務所として本所に

届け出なければならない。ただし、これに

代えて、国内に事務所を有しないリモート

取引参加者は、法第６０条の２第１項に規

定する国内における代表者の氏名及び住所

を届け出るものとし、遠隔地商品市場取引

参加者は、日本における代表者の氏名及び

住所を届け出るものとする。

（連絡事務所）

第８条 取引参加者は、本店その他の営業所

又は主たる事務所（取引参加者が外国法人

の場合は、国内における主たる営業所又は

事務所）で、本所との連絡上便利な場所に

あるもののうちから、本所からの通知を受

ける場所１か所を連絡事務所として本所に

届け出なければならない。ただし、国内に

事務所を有しないリモート取引参加者は、

これに代えて、法第６０条の２第１項に規

定する国内における代表者の氏名及び住所

を届け出るものとする。

（信認金）

第１１条 （略）

２ 信認金は、本所が定めるところに従い、

有価証券をもって代用預託することができ

る。ただし、リモート取引参加者及び遠隔

地商品市場取引参加者については、この限

りでない。

３・４ （略）

（信認金）

第１１条 （略）

２ 信認金は、本所が定めるところに従い、

有価証券をもって代用預託することができ

る。ただし、リモート取引参加者について

は、この限りでない。

３・４ （略）

（取引参加者保証金） （取引参加者保証金）
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第１１条の２ 取引参加者は、第９条第１項

の規定に基づく取引参加者料金に係る債務

の履行を確保するための取引参加者保証金

を、本所が定めるところにより、本所に預

託しなければならない。

２ 取引参加者保証金は、本所が定めるとこ

ろに従い、有価証券をもって代用預託する

ことができる。ただし、リモート取引参加

者及び遠隔地商品市場取引参加者について

は、この限りでない。

３ （略）

第１１条の２ 取引参加者は、第９条第１項

の規定に基づく取引参加者料金に係る債務

の履行を確保するための取引参加者保証金

を、本所が規則で定めるところにより、本

所に預託しなければならない。

２ 取引参加者保証金は、本所が定めるとこ

ろに従い、有価証券をもって代用預託する

ことができる。ただし、リモート取引参加

者については、この限りでない。

３ （略）

（合併等について承認を受ける義務）

第１４条 取引参加者は、次に掲げる行為を

しようとするときは、あらかじめ本所の承

認を受けなければならない。

（１） （略）

（２） 分割による事業（国債先物等取引

参加者（登録金融機関に限る。）にあっ

ては国債証券先物取引及び国債証券先物

オプション取引に係る業務、商品受託取

引参加者（登録金融機関に限る。）及び

商品市場取引参加者（金融商品取引業者

及び取引所取引許可業者を除く。）にあ

っては商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引に係る業務をいう。以下この

項、第１５条及び第３２条第３項におい

て同じ。）の一部の他の法人への承継

（第１５条第９号に掲げるものを除

く。）

（３）～（５） （略）

２～５ （略）

（合併等について承認を受ける義務）

第１４条 取引参加者は、次に掲げる行為を

しようとするときは、あらかじめ本所の承

認を受けなければならない。

（１） （略）

（２） 分割による事業（登録金融機関に

あっては、登録金融機関業務をいう。以

下この項及び第１５条において同じ。）

の一部の他の法人への承継（第１５条第

９号に掲げるものを除く。）

（３）～（５） （略）

２～５ （略）

（届出事項）

第１５条 取引参加者は、次に掲げる行為を

しようとするときは、本所が定めるところ

により、あらかじめその内容を本所に届け

出なければならない。

（１） 業務（金融商品取引業者にあって

は法第２８条第１項第１号及び第１号の

２に掲げる行為に係る業務、第二種金融

商品取引業又は有価証券等管理業務をい

い、取引所取引許可業者にあっては取引

所取引業務をいい、国債先物等取引参加

者（登録金融機関に限る。）にあっては

国債証券先物取引及び国債証券先物オプ

ション取引に係る業務をいい、商品受託

取引参加者（登録金融機関に限る。）及

び商品市場取引参加者（金融商品取引業

者及び取引所取引許可業者を除く。）に

（届出事項）

第１５条 取引参加者は、次に掲げる行為を

しようとするときは、本所が定めるところ

により、あらかじめその内容を本所に届け

出なければならない。

（１） 業務（金融商品取引業者にあって

は法第２８条第１項第１号に掲げる行為

に係る業務、第二種金融商品取引業又は

有価証券等管理業務をいい、登録金融機

関にあっては登録金融機関業務をいい、

取引所取引許可業者にあっては取引所取

引業務をいう。）の廃止
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あっては商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引に係る業務をいう。）の廃止

（２）～（１４） （略）

（１５） 本所の市場における商品先物取

引及び商品先物オプション取引を行おう

とする先物取引等取引参加者において

は、次の a から c までに掲げる取引の開

始及び中止

ａ 貴金属市場を対象とする商品先物取

引及び金の現物先物取引の価格を対象

とする商品先物オプション取引

ｂ ゴム市場を対象とする商品先物取引

ｃ 農産物市場を対象とする商品先物取

引

（１６） 商品市場取引参加者における第

３２条第１項第４号ａからｉに掲げる者

の該当状況の変更

（２）～（１４） （略）

（新設）

（新設）

（資料等の提出義務等）

第１７条 本所は、次の各号に掲げる場合そ

の他の本所の目的及び市場の運営にかんが

みて必要があると認める場合は、取引参加

者に対し、当該取引参加者の営業若しくは

財産に関して参考となるべき報告若しくは

資料の提出を請求し、又は当該取引参加者

の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査することができ

る。

（１）～（３） （略）

（４） 他の金融商品取引所、金融商品取

引業協会、法第２条第３８項に規定する

商品取引所又は商品先物取引法（昭和２

５年法律第２３９号。以下「商品先物取

引法」という。）に規定する商品先物取

引協会（これらに相当する外国の団体を

含む。）から市場デリバティブ取引その

他の取引等の公正の確保を図るための調

査に関し、情報提供の要請があった場合

において、本所が当該要請に応じること

が適当と認める場合

２ （略）

（資料等の提出義務等）

第１７条 本所は、次の各号に掲げる場合そ

の他の本所の目的及び市場の運営にかんが

みて必要があると認める場合は、取引参加

者に対し、当該取引参加者の営業若しくは

財産に関して参考となるべき報告若しくは

資料の提出を請求し、又は当該取引参加者

の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査することができ

る。

（１）～（３） （略）

（４） 他の金融商品取引所又は金融商品

取引業協会（これらに相当する外国の団

体を含む。）から市場デリバティブ取引

その他の取引等の公正の確保を図るため

の調査に関し、情報提供の要請があった

場合において、本所が当該要請に応じる

ことが適当と認める場合

２ （略）

（受託に係る適切な措置）

第１９条の２ （略）

２ 前項の規定は、前項の顧客が取引取次者

（取引参加者に市場デリバティブ取引の委

託をした顧客が、金融商品取引業者又は外

国証券業者である場合であって、当該委託

が取引参加者に対する市場デリバティブ取

引の委託の取次ぎによるものであるときの

当該顧客をいう。）である場合について準

（受託に係る適切な措置）

第１９条の２ （略）

２ 前項の規定は、前項の顧客が取引取次者

（取引参加者に市場デリバティブ取引の委

託をした顧客が、金融商品取引業者又は外

国証券会社である場合であって、当該委託

が取引参加者に対する市場デリバティブ取

引の委託の取次ぎによるものであるときの

当該顧客をいう。）である場合について準
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用する。この場合において、「当該顧客」

とあるのは、「当該顧客に本所の市場にお

ける高速取引行為に係る市場デリバティブ

取引の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と

読み替えるものとする。

用する。この場合において、「当該顧客」

とあるのは、「当該顧客に本所の市場にお

ける高速取引行為に係る市場デリバティブ

取引の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と

読み替えるものとする。

（商品先物取引・商品先物オプション取引

の制限）

第２０条の３ 取引参加者は、商品先物取引

及び商品先物オプション取引について特定

商品先物取引等以外の取引を行ってはなら

ない。

（新設）

（商品市場取引参加者の義務等）

第２１条の６ 商品市場取引参加者は、次の

各号に掲げる事項を遵守して、業務を行わ

なければならない。

（１） 本所の市場における市場デリバテ

ィブ取引等に係る電子情報処理組織の管

理を十分に行うこと。

（２） 本所が適当と認める役職員以外の

者に、本所の市場における市場デリバテ

ィブ取引に関する本所が定める行為を行

わせないこと。

２ 商品市場取引参加者は、当該商品市場取

引参加者が行う取引所取引業務に照らし

て、遵守する必要があると本所が認める日

本証券業協会の規則、理事会決議及びガイ

ドラインを遵守しなければならない。

３ 商品市場取引参加者は、本所が定める帳

簿書類を作成及び保存しなければならな

い。

４ 商品市場取引参加者は、本所が定める行

為を行ってはならない。

（新設）

（過誤のある注文の公表）

第２２条の２ 過誤のある注文が発注された

場合であって、本所が業務規程第５２条の

規定に基づき公表を行なったときは、当該

注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、

当該注文に係る銘柄（国債証券先物取引、

指数先物取引及び商品先物取引について

は、限月取引又は限日取引）その他の本所

が定める事項を公表しなければならない。

（過誤のある注文の公表）

第２２条の２ 過誤のある注文が発注された

場合であって、本所が業務規程第５２条の

規定に基づき公表を行なったときは、当該

注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、

当該注文に係る銘柄（国債証券先物取引及

び指数先物取引については、限月取引）そ

の他の本所が定める事項を公表しなければ

ならない。

（非清算参加者の定義）

第２４条 （略）

２～４ （略）

５ 貴金属先物等非清算参加者とは、特定商

品先物取引等に係る貴金属先物等清算資格

（クリアリング機構の業務方法書に規定す

（非清算参加者の定義）

第２４条 （略）

２～４ （略）

（新設）
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る貴金属先物等清算資格をいう。以下同

じ。）を有しない先物取引等取引参加者及

び商品先物等取引参加者をいう。

６ ゴム先物等非清算参加者とは、特定商品

先物取引等に係るゴム先物等清算資格（ク

リアリング機構の業務方法書に規定するゴ

ム先物等清算資格をいう。以下同じ。）を

有しない先物取引等取引参加者及び商品先

物等取引参加者をいう。

７ 農産物先物等非清算参加者とは、特定商

品先物取引等に係る農産物先物等清算資格

（クリアリング機構の業務方法書に規定す

る農産物先物等清算資格をいう。以下同

じ。）を有しない先物取引等取引参加者及

び商品先物等取引参加者をいう。

８ この規程においては、現物非清算参加

者、国債先物等非清算参加者、指数先物等

非清算参加者、ＦＸ非清算参加者、貴金属

先物等非清算参加者、ゴム先物等非清算参

加者及び農産物先物等非清算参加者を総称

して、非清算参加者という。

９ この規程においては、貴金属先物等非清

算参加者、ゴム先物等非清算参加者及び農

産物先物等非清算参加者を総称して、商品

先物等非清算参加者という。

（新設）

（新設）

５ この規程においては、現物非清算参加

者、国債先物等非清算参加者、指数先物等

非清算参加者及びＦＸ非清算参加者を総称

して、非清算参加者という。

（新設）

（清算受託契約の締結）

第２５条 （略）

２～４

５ 貴金属先物等非清算参加者は、本所の市

場における貴金属市場を対象とする商品先

物取引及び金の現物先物取引の価格を対象

とする商品先物オプション取引に係る有価

証券等清算取次ぎの委託に関し、貴金属先

物等他社清算参加者（貴金属先物等清算資

格に係る他社清算資格を有する者をいう。

以下同じ。）との間でクリアリング機構の

業務方法書に規定する清算受託契約を締結

しなければならない。

６ ゴム先物等非清算参加者は、本所の市場

におけるゴム市場を対象とする商品先物取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関

し、ゴム先物等他社清算参加者（ゴム先物

等清算資格に係る他社清算資格を有する者

をいう。以下同じ。）との間でクリアリン

グ機構の業務方法書に規定する清算受託契

約を締結しなければならない。

７ 農産物先物等非清算参加者は、本所の市

場における農産物市場を対象とする商品先

物取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託

に関し、農産物先物等他社清算参加者（農

（清算受託契約の締結）

第２５条 （略）

２～４ （略）

（新設）

（新設）

（新設）
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産物先物等清算資格に係る他社清算資格を

有する者をいう。以下同じ。）との間でク

リアリング機構の業務方法書に規定する清

算受託契約を締結しなければならない。

８ （略）

９ （略）

５ （略）

６ （略）

（指定清算参加者の指定）

第２７条 非清算参加者は、清算資格の種類

ごとに、清算受託契約の相手方である他社

清算参加者（現物他社清算参加者、国債先

物等他社清算参加者、指数先物等他社清算

参加者、ＦＸ他社清算参加者、貴金属先物

等他社清算参加者、ゴム先物等他社清算参

加者又は農産物先物等他社清算参加者をい

う。以下同じ。）のうちから、当該清算資

格の種類に係る取引につき常に有価証券等

清算取次ぎの委託先とする一の者（以下

「指定清算参加者」という。）を指定しな

ければならない。

２ 第２５条第８項の承認（同条第９項にお

いて準用する場合を含む。）を受けて清算

受託契約を締結しない場合の当該清算資格

の種類に係る取引については、前項の規定

は適用しない。

３ （略）

（指定清算参加者の指定）

第２７条 非清算参加者は、清算資格の種類

ごとに、清算受託契約の相手方である他社

清算参加者（現物他社清算参加者、国債先

物等他社清算参加者、指数先物等他社清算

参加者又はＦＸ他社清算参加者をいう。以

下同じ。）のうちから、当該清算資格の種

類に係る取引につき常に有価証券等清算取

次ぎの委託先とする一の者（以下「指定清

算参加者」という。）を指定しなければな

らない。

２ 第２５条第５項の承認（同条第６項にお

いて準用する場合を含む。）を受けて清算

受託契約を締結しない場合の当該清算資格

の種類に係る取引については、前項の規定

は適用しない。

３ （略）

（清算受託契約の解約の報告）

第２９条 非清算参加者は、清算受託契約の

解約については、次の各号に掲げる解約の

区分に従い、当該各号に定めるところによ

り、その内容を本所に報告しなければなら

ない。

（１） 合意による解約

当該解約を行おうとする日の３日前（休

業日（現物非清算参加者、国債先物等非

清算参加者、指数先物等非清算参加者及

び商品先物等非清算参加者にあっては業

務規程第１９条第１項に規定する休業日

（同条第２項に規定する臨時休業日を含

む。）をいい、ＦＸ非清算参加者にあっ

ては取引所外国為替証拠金取引に関する

業務規程及び受託契約準則の特例（以下

「取引所ＦＸ取引特例」という。）第６

条第１項に規定する休業日（同条第２項

に規定する臨時休業日を含む。）をい

う。第４号及び第３５条第１項において

同じ。）を除外する。）の日までに報告

を行う。

（２）～（５） （略）

（清算受託契約の解約の報告）

第２９条 非清算参加者は、清算受託契約の

解約については、次の各号に掲げる解約の

区分に従い、当該各号に定めるところによ

り、その内容を本所に報告しなければなら

ない。

（１） 合意による解約

当該解約を行おうとする日の３日前（休

業日（現物非清算参加者、国債先物等非

清算参加者及び指数先物等非清算参加者

にあっては業務規程第１９条第１項に規

定する休業日（同条第２項に規定する臨

時休業日を含む。）をいい、ＦＸ非清算

参加者にあっては取引所外国為替証拠金

取引に関する業務規程及び受託契約準則

の特例（以下「取引所ＦＸ取引特例」と

いう。）第６条第１項に規定する休業日

（同条第２項に規定する臨時休業日を含

む。）をいう。第４号及び第３５条第１

項において同じ。）を除外する。）の日

までに報告を行う。

（２）～（５） （略）
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（取引資格の取得の申請）

第３０条 取引資格を取得しようとする者

は、取得しようとする取引資格の種類ごと

に、本所が定めるところにより、本所に取

引資格の取得の申請を行わなければならな

い。この場合において、取得しようとする

取引資格が商品先物等取引資格であるとき

は、当該申請に当たり、商品先物等取引参

加者の種別及び区分を明示するものとす

る。

２・３ （略）

（取引資格の取得の申請）

第３０条 取引資格を取得しようとする者

は、取得しようとする取引資格の種類ごと

に、本所が定めるところにより、本所に取

引資格の取得の申請を行わなければならな

い。

２・３ （略）

（取引資格取得の承認）

第３２条 本所は、次の各号に掲げる取引資

格の区分に従い、当該各号に定める者であ

って、第３０条第２項に定めるところによ

る審査により適当であると認める者に対し

て、取引資格の取得の承認を行う。

（１）～（３） （略）

（４） 商品先物等取引資格

商品受託取引参加者においては次のａか

らｃまでのいずれかに該当する者、商品

市場取引参加者においては次のａからｉ

までのいずれかに該当する者（ただし、

個人、法第２９条の４第１項第１号イか

らハまでのいずれかに該当する者又はそ

の役員のうちに同項第２号イからリまで

のいずれかに該当する者のある法人を除

く。）

ａ 金融商品取引業者（法第２８条第１

項第１号の２に掲げる行為に係る業務

の登録を受けた者に限る。）

ｂ 取引所取引許可業者

ｃ 登録金融機関

ｄ 当業者（本所が定める商品の売買、

売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生

産、加工又は使用を業として行う者を

いう。）

ｅ 商品先物取引業者（商品先物取引法

第２条第２３項に規定する商品先物取

引業者をいう。以下同じ。）

ｆ 外国商品先物取引業者（商品先物取

引法施行令（昭和２５年政令第２８０

号）第２条第２号に規定する外国商品

先物取引業者をいう。以下同じ。）

ｇ 特定店頭商品デリバティブ取引業者

（本所が定める商品に係る商品先物取

引法第３４９条第１項に規定する特定

店頭商品デリバティブ取引を業として

行うことについて同項の届出をした者

をいう。以下同じ。）

（取引資格取得の承認）

第３２条 本所は、次の各号に掲げる取引資

格の区分に従い、当該各号に定める者であ

って、第３０条第２項に定めるところによ

る審査により適当であると認める者に対し

て、取引資格の取得の承認を行う。

（１）～（３） （略）

（新設）
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ｈ 商品投資顧問業者等（法第２条第８

項第１１号に規定する投資顧問契約に

基づき本所の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に

係る同号に掲げる行為を業として行う

者又は商品投資に係る事業の規制に関

する法律（平成３年法律第６６号）第

２条第４項に規定する商品投資顧問業

者及び外国においてこれらに相当する

者をいう。以下同じ。）

ｉ 本所の商品先物取引及び商品先物オ

プション取引に係る市場又は商品先物

取引法第２条第１２項に規定する外国

商品市場において、専ら自己の計算に

よる取引（他の取引参加者等へ委託し

た取引を含む。）を業として営む者

２ 本所が取引資格取得を承認したときは、

本所は、期日を指定し、取引資格取得申請

者をして、取引参加者参加金の払込み、取

引参加者契約の締結、取得しようとする取

引資格の種類及び商品先物等取引参加者の

区分に係る清算資格のうち現に有していな

いものの取得手続（当該清算資格を新たに

取得しない場合にあっては、第２５条及び

第２７条の規定により必要となる清算受託

契約の締結及び指定清算参加者の指定）、

信認金の預託、取引参加者保証金の預託そ

の他本所が定める取引資格取得手続を履行

させるものとする。この場合において、取

引資格取得の承認を受けた者が本所の他の

取引資格を取得している者であるときは、

当該者が現に預託している信認金及び取引

参加者保証金をもって取引資格取得申請者

が預託すべき信認金及び取引参加者保証金

に充当することができる。

３～６ （略）

２ 本所が取引資格取得を承認したときは、

本所は、期日を指定し、取引資格取得申請

者をして、取引参加者参加金の払込み、取

引参加者契約の締結、取得しようとする取

引資格の種類に係る清算資格のうち現に有

していないものの取得手続（当該清算資格

を新たに取得しない場合にあっては、第２

５条及び第２７条の規定により必要となる

清算受託契約の締結及び指定清算参加者の

指定）、信認金の預託、取引参加者保証金

の預託その他本所が定める取引資格取得手

続を履行させるものとする。この場合にお

いて、取引資格取得の承認を受けた者が本

所の他の取引資格を取得している者である

ときは、当該者が現に預託している信認金

及び取引参加者保証金をもって取引資格取

得申請者が預託すべき信認金及び取引参加

者保証金に充当することができる。

３～６ （略）

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者

間の移行）

第３３条の２ （略）

２・３ （略）

４ 金融商品取引業の登録を受けようとする

リモート取引参加者は、第１項に規定する

承認を受けたときは、当該登録を受けよう

とする日の前日までに本所が定める額の金

銭を納入するものとする。

（取引所取引許可業者と金融商品取引業者

間の移行）

第３３条の２ （略）

２・３ （略）

４ 金融商品取引業の登録を受けようとする

リモート取引参加者は、第１項に規定する

承認を受けたときは、当該登録を受けよう

とする日の前日までに本所が規則で定める

額の金銭を納入するものとする。

（商品先物等取引参加者の種別の変更）

第３３条の３ 商品先物等取引参加者が第２

条の２に規定する商品先物等取引参加者の

（新設）
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種別を変更しようとする場合は、本所の承

認を受けなければならない。

２ 商品先物等取引参加者は、前項の承認を

受けようとする場合には、本所が定めると

ころにより、本所に申請を行わなければな

らない。

３ 第１４条第３項及び第４項の規定は、第

１項の承認について準用する。

（商品先物等取引参加者の区分の追加、変

更又は削除）

第３３条の４ 商品先物等取引参加者が商品

先物等取引参加者の区分を追加、変更又は

削除しようとする場合は、本所が定めると

ころにより、あらかじめその内容を本所に

届け出なければならない。

２ 本所は前項に規定する商品先物等取引参

加者の区分の追加、変更又は削除の届出を

受理した場合は、各取引参加者にその旨を

通知する。

（新設）

（取引資格喪失申請者の市場デリバティブ

取引の停止等の措置）

第３５条 本所は、取引参加者から取引資格

喪失の申請を受理した日の翌日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）から、

その取引参加者の当該取引資格の種類に係

る本所の市場における市場デリバティブ取

引（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。次項、次条、第３５条の３及び第３６

条において同じ。）又は有価証券等清算取

次ぎの委託を停止する。

２ （略）

（取引資格喪失申請者の市場デリバティブ

取引の停止等の措置）

第３５条 本所は、取引参加者から取引資格

喪失の申請を受理した日の翌日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）から、

その取引参加者の当該取引資格の種類に係

る本所の市場における市場デリバティブ取

引（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。次項及び次条において同じ。）又は有

価証券等清算取次ぎの委託を停止する。

２ （略）

（商品先物等取引参加者の種別変更申請者

の市場デリバティブ取引の停止等の措

置）

第３５条の２ 本所は、第３３条の３の規定

に基づく商品受託取引参加者から商品市場

取引参加者への種別変更の申請を受理した

日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰

り下げる。）から、その商品先物等取引参

加者の顧客の委託に基づく本所の市場にお

ける市場デリバティブ取引又は有価証券等

清算取次ぎの委託を停止する。

２ 前項の規定にかかわらず、商品先物等取

引参加者の種別変更申請者は、清算・決済

規程第３４条に定めるところによる整理を

行うために必要とする限度において、本所

の承認を受けて、本所の市場における市場

（新設）
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デリバティブ取引又は有価証券等清算取次

ぎの委託を行うことができる。

（商品先物等取引参加者の区分削除届出者

の市場デリバティブ取引の停止等の措

置）

第３５条の３ 本所は、第３３条の４の規定

に基づく商品先物取引参加者の区分削除の

届出を受理した日の翌日（休業日に当たる

ときは、順次繰り下げる。）から、その商

品先物等取引参加者の当該削除区分に係る

本所の市場における市場デリバティブ取引

又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止す

る。

２ 前項の規定にかかわらず、商品先物等取

引参加者の区分削除届出者は、清算・決済

規程第３４条に定めるところによる整理を

行うために必要とする限度において、本所

の承認を受けて、本所の市場における市場

デリバティブ取引又は有価証券等清算取次

ぎの委託を行うことができる。

（新設）

（商品先物等取引参加者の種別を変更した

場合における取引等）

第４０条の２ 第３３条の３の規定に基づき

商品受託取引参加者から商品市場取引参加

者への種別の変更について承認を受けた商

品先物等取引参加者は、清算・決済規程第

３５条の２に定めるところによる整理を行

うために必要とする限度において、本所の

承認を受けて、本所の市場における市場デ

リバティブ取引（有価証券等清算取次ぎに

よるものを除く。）又は有価証券等清算取

次ぎの委託を行うことができる。

（新設）

（商品先物等取引参加者の区分を削除した

場合における取引等）

第４０条の３ 第３３条の４の規定に基づき

商品先物等取引参加者の区分の削除を届け

出た商品先物等取引参加者は、清算・決済

規程第３５条の２に定めるところによる整

理を行うために必要とする限度において、

本所の承認を受けて、本所の市場における

市場デリバティブ取引（有価証券等清算取

次ぎによるものを除く。）又は有価証券等

清算取次ぎの委託を行うことができる。

（新設）

（取引参加者の処分）

第４２条 本所は、定款第４７条の規定に基

づき、取引参加者が次の各号のいずれかに

（取引参加者の処分）

第４２条 本所は、定款第４７条の規定に基

づき、取引参加者が次の各号のいずれかに
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該当すると認められる場合には、当該取引

参加者を審問のうえ、当該各号に掲げる処

分を行うことができる。

（１）～（８） （略）

（９） 商品市場取引参加者（金融商品取

引業者、取引所取引許可業者及び登録金

融機関を除く。）において、法第２９条

の４第１項第１号イからハまでのいずれ

かに該当することとなったとき又はその

役員のうちに同項第２号イからリまでの

いずれかに該当する者が存在することと

なったときは、６か月以内の本所の市場

における市場デリバティブ取引若しくは

有価証券等清算取次ぎの委託の停止若し

くは制限又は取引資格の取消し

（１０） 前各号のほか、取引参加者が法

令（取引参加者が外国法人であって金融

商品取引業者である場合又は取引所取引

許可業者である場合には外国金融商品取

引法令、外国銀行及び保険会社以外の登

録金融機関である場合には銀行法（昭和

５６年法律第５９号）及びその関係法令

（以下「銀行法令」という。）、外国銀

行である場合には銀行法令及び外国銀行

法令又は外国金融商品取引法令、保険会

社である場合には保険業法（平成７年法

律第１０５号）及びその関係法令（以下

「保険業法令」という。）、商品先物取

引業者、特定店頭商品デリバティブ取引

業者及び商品投資顧問業者である場合に

は商品先物取引法及びその関連法令（以

下「商品先物取引法令」という。）、外

国商品先物取引業者である場合には外国

商品先物取引法令を含む。以下同

じ。）、法令に基づいてする行政官庁の

処分又は本所の定款、業務規程、受託契

約準則その他の規則若しくはこれらに基

づく処分に違反し、又は取引の信義則に

反する行為をしたときは、１億円以下の

過怠金、戒告、６か月以内の本所の市場

における市場デリバティブ取引若しくは

有価証券等清算取次ぎの委託の停止若し

くは制限又は取引資格の取消し

２・３ （略）

該当すると認められる場合には、当該取引

参加者を審問のうえ、当該各号に掲げる処

分を行うことができる。

（１）～（８） （略）

（新設）

（９） 前各号のほか、取引参加者が法令

（取引参加者が外国法人であって金融商

品取引業者である場合又は取引所取引許

可業者である場合には外国金融商品取引

法令、外国銀行及び保険会社以外の登録

金融機関である場合には銀行法（昭和５

６年法律第５９号）及びその関係法令

（以下「銀行法令」という。）、外国銀

行である場合には銀行法令及び外国銀行

法令又は外国金融商品取引法令、保険会

社である場合には保険業法（平成７年法

律第１０５号）及びその関係法令（以下

「保険業法令」という。）を含む。以下

同じ。）、法令に基づいてする行政官庁

の処分又は本所の定款、業務規程、受託

契約準則その他の規則若しくはこれらに

基づく処分に違反し、又は取引の信義則

に反する行為をしたときは、１億円以下

の過怠金、戒告、６か月以内の本所の市

場における市場デリバティブ取引若しく

は有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は取引資格の取消し

２・３ （略）

（取引参加者に対する処置）

第４３条 （略）

２ 本所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなった場合には、当該

取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅

するまで、当該取引参加者の本所の市場に

（取引参加者に対する処置）

第４３条 （略）

２ 本所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなった場合には、当該

取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅

するまで、当該取引参加者の本所の市場に
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おける市場デリバティブ取引（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）若しくは

有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制

限を行うことができる。

（１）～（６） （略）

（７） 商品先物取引業者（金融商品取引

業者及び登録金融機関を除く。）につい

て、商品先物取引法第２１１条第１項に

規定する純資産額規制比率が１４０パー

セントを下回ったとき。

（８） 第２号から第７号までに規定する

者以外の者について、保有する資産等に

照らし、自己資本の充実の状況が適当で

ないと本所が認めたとき。

３ 本所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、当該取

引参加者を審問のうえ、本所の市場におけ

る市場デリバティブ取引（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止を行うことがで

きる。ただし、第１号に該当する場合に行

うことができる市場デリバティブ取引又は

有価証券等清算取次ぎの委託の停止は、そ

の事由の消滅するときまでとする。

（１） （略）

（２） 第１５条第１号から第５号までの

いずれかに掲げる事項に係る公告を行っ

た場合（リモート取引参加者及び遠隔地

商品市場取引参加者にあっては、同条第

１号から第５号までのいずれかに掲げる

事項について本所に届け出た場合）にお

いて、取引資格の喪失申請を行わないと

き。

４ （略）

おける市場デリバティブ取引（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）若しくは

有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制

限を行うことができる。

（１）～（６） （略）

（新設）

（新設）

３ 本所は、取引参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、当該取

引参加者を審問のうえ、本所の市場におけ

る市場デリバティブ取引（有価証券等清算

取次ぎによるものを除く。）又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止を行うことがで

きる。ただし、第１号に該当する場合に行

うことができる市場デリバティブ取引又は

有価証券等清算取次ぎの委託の停止は、そ

の事由の消滅するときまでとする。

（１） （略）

（２） 第１５条第１号から第５号までの

いずれかに掲げる事項に係る公告を行っ

た場合（リモート取引参加者にあって

は、同条第１号から第５号までのいずれ

かに掲げる事項について本所に届け出た

場合）において、取引資格の喪失申請を

行わないとき。

４ （略）

（法令により処分を受けた取引参加者に対

する措置）

第４５条 取引参加者が法令により業務の全

部若しくは一部の停止若しくは登録若しく

は許可の取消しの処分を受けた場合又は法

第１５３条の５の規定に基づき本所が取引

参加者に対し処分を行うよう命じられた場

合には、本所は、直ちに当該取引参加者に

ついて、その処分の内容に応じ、本所の市

場における市場デリバティブ取引（有価証

券等清算取次ぎによるものを除く。）若し

くは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若

しくは制限又は取引資格の取消しを行う。

（法令により処分を受けた取引参加者に対

する措置）

第４５条 取引参加者が法令により業務の全

部若しくは一部の停止又は登録若しくは許

可の取消しの処分を受けた場合には、本所

は、直ちに当該取引参加者について、その

処分の内容に応じ、本所の市場における市

場デリバティブ取引（有価証券等清算取次

ぎによるものを除く。）若しくは有価証券

等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又

は取引資格の取消しを行う。

付 則
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１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

３ 金融商品取引業者等に関する内閣府令附

則（平２６年内閣令１１）第４条の適用を

受ける者に対する改正後の第４３条第２項

第２号の規定の適用については、同号中

「１２０パーセント」とあるのは「１４０

パーセント」とする。

４ 本所は、令和元年７月３０日において株

式会社東京商品取引所（以下「東京商品取

引所」という。）の取引参加者である者

で、かつ、本所の取引参加者でない者が、

令和２年４月１日時点で改正後の第２条第

４項に規定する商品先物等取引資格を取得

する旨を申請する場合における第３０条第

３項に規定する資格審査料の納入及び当該

取引資格取得について本所が承認した場合

における第３２条２項に規定する取引参加

者参加金の払込みを免除する。

５ 本所は、本所の市場の運営上必要がある

と認める場合は、ＴＯＣＯＭ取引資格保有

者（本所の取引参加者のうち、この改正規

定施行の日（以下「施行日」という。）の

前日において、東京商品取引所の取引資格

有する者をいう。以下同じ。）に対し、東

京商品取引所の取引資格を取得したときか

ら施行日の前日までの間の当該ＴＯＣＯＭ

取引資格保有者の業務又は財産に関して参

考となるべき報告若しくは資料の提出を請

求し、又は当該ＴＯＣＯＭ取引資格保有者

の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類

その他の物件を検査することができる。
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清算・決済規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（用語の意義）

第２条 （略）

２ （略）

３ この規程において使用する商品先物取引

（法第２条第２１項第１号に掲げる取引の

うち商品（法第２条第２４項第３号の３に

掲げる商品をいう。以下同じ。）に係るも

の又は同条第２１項第２号に掲げる取引の

うち商品の価格に係るものをいう。以下同

じ。）に係る用語の意義は、この規程に別

に定める場合を除き、業務規程及び J－NET

市場特例において定めるところによるもの

とする。

４ （略）

５ （略）

６ （略）

７ この規程において使用する商品先物オプ

ション取引（法第２条第２１項第３号に掲

げる取引のうち同項第２号に掲げる取引に

準ずる取引として業務規程に定める取引

（商品先物取引の価格に係る取引に限

る。）に係るものをいう。以下同じ。）に

係る用語の意義は、この規程に別に定める

場合を除き、業務規程及び J－NET 市場特

例において定めるところによるものとす

る。

８ （略）

９ （略）

１０ （略）

（用語の意義）

第２条 （略）

２ （略）

（新設）

３ （略）

４ （略）

５ （略）

（新設）

６ （略）

７ （略）

８ （略）

（清算参加者の決済）

第４条 （略）

２ （略）

３ 本所の市場において成立した貴金属に係

る商品先物取引及び商品先物オプション取

引の決済は、クリアリング機構の業務方法

書の定めるところにより貴金属先物等清算

参加者 （貴金属先物等清算資格（クリア

リング機構の業務方法書に規定する貴金属

先物等清算資格をいう。以下同じ。）を有

する者をいう。以下同じ。）とクリアリン

グ機構との間で行う。

４ 本所の市場において成立したゴムに係る

商品先物取引の決済は、クリアリング機構

の業務方法書の定めるところによりゴム先

物等清算参加者 （ゴム先物等清算資格

（クリアリング機構の業務方法書に規定す

（清算参加者の決済）

第４条 （略）

２ （略）

（新設）

（新設）
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るゴム先物等清算資格をいう。以下同

じ。）を有する者をいう。以下同じ。）と

クリアリング機構との間で行う。

５ 本所の市場において成立した農産物に係

る商品先物取引の決済は、クリアリング機

構の業務方法書の定めるところにより農産

物先物等清算参加者 （農産物先物等清算

資格 （クリアリング機構の業務方法書に

規定する農産物先物等清算資格をいう。以

下同じ。）を有する者をいう。以下同

じ。）とクリアリング機構との間で行う。

６ （略）

（新設）

３ （略）

（クローズアウト数量等申告）

第４条の２ 国債先物等非清算参加者（取引

参加者規程第２４条第２項に規定する国債

先物等非清算参加者をいう。以下同じ。）

は、国債証券先物取引の各限月取引につい

て、クローズアウト数量（一の銘柄におい

て有価証券等清算取次ぎの委託に基づく買

建玉（以下「清算取次買建玉」という。）

と有価証券等清算取次ぎの委託に基づく売

建玉（以下「清算取次売建玉」という。）

を同時に有し、かつ、その一部又は全部を

決済（転売又は買戻しによる場合を除

く。）する場合における当該決済数量をい

う。以下同じ。）並びに清算取次買建玉に

係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻し

が成立した場合における当該清算取次買建

玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び

買戻しの数量を、クリアリング機構の業務

方法書に定める指定国債先物等清算参加者

（当該国債先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た国債先物等他社清算参加者（国債先物等

清算資格に係る他社清算資格を有する者を

いう。）をいう。）が管理する区分口座ご

とにクリアリング機構が定める時限までの

当該指定国債先物等清算参加者が定める時

限までに当該指定国債先物等清算参加者に

申告を行うものとする。ただし、当該指定

国債先物等清算参加者が当該申告を行うべ

き内容を把握している場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより当該国債先物

等非清算参加者がクリアリング機構に対し

て当該申告を行った場合には、この限りで

はない。

２ （略）

（クローズアウト数量等申告）

第４条の２ 国債先物等非清算参加者（取引

参加者規程第２４条第２項に規定する国債

先物等非清算参加者をいう。以下同じ。）

は、国債証券先物取引の各限月取引につい

て、クローズアウト数量（一の銘柄におい

て有価証券等清算取次ぎの委託に基づく買

建玉（以下「清算取次買建玉」という。）

と有価証券等清算取次ぎの委託に基づく売

建玉（以下「清算取次売建玉」という。）

を同時に有し、かつ、その一部又は全部を

決済（転売又は買戻しによる場合を除

く。）する場合における当該決済数量をい

う。以下同じ。）並びに清算取次買建玉に

係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻し

が成立した場合における当該清算取次買建

玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び

買戻しの数量を、クリアリング機構の業務

方法書に定める指定国債先物等清算参加者

（当該国債先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た国債先物等他社清算参加者（国債先物等

清算資格（クリアリング機構の業務方法書

に規定する国債先物等清算資格をいう。）

に係る他社清算資格を有する者をいう。）

をいう。以下同じ。）が管理する区分口座

ごとにクリアリング機構が定める時限まで

の当該指定国債先物等清算参加者が定める

時限までに当該指定国債先物等清算参加者

に申告を行うものとする。ただし、当該指

定国債先物等清算参加者が当該申告を行う

べき内容を把握している場合又はクリアリ

ング機構が定めるところにより当該国債先

物等非清算参加者がクリアリング機構に対

して当該申告を行った場合には、この限り

ではない。

２ （略）
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（受渡決済のために授受する国債証券及び

金銭）

第４条の７ Ｌａｒｇｅ取引における受渡決

済のために国債先物等非清算参加者が指定

国債先物等清算参加者との間で授受する国

債証券の数量及び金銭の額は、次の各号に

定めるところによる。

（１） 国債証券の数量は、 終清算取次

売建玉（取引 終日までの間に第４条の

２第１項に規定する申告が行われなかっ

た売建玉をいう。）と 終清算取次買建

玉（取引 終日までの間に第４条の２第

１項に規定する申告が行われなかった買

建玉をいう。）の差引数量

（２） （略）

（受渡決済のために授受する国債証券及び

金銭）

第４条の７ Ｌａｒｇｅ取引における受渡決

済のために国債先物等非清算参加者が指定

国債先物等清算参加者との間で授受する国

債証券の数量及び金銭の額は、次の各号に

定めるところによる。

（１） 国債証券の数量は、 終清算取次

売建玉と 終清算取次買建玉の差引数量

（２） （略）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に

関する特則）

第４条の１２の２ リモート取引参加者は、

顧客（当該リモート取引参加者と同一の企

業集団（法第５条第１項第２号に規定する

企業集団をいう。以下同じ。）に含まれる

者に限る。以下この条から第４条の１２の

４までにおいて同じ。）及び当該リモート

取引参加者の指定清算参加者との間であら

かじめ合意した場合には、当該顧客の委託

に基づく取引に係る第４条の４、第４条の

５及び前条に規定する金銭の授受及び金銭

の交付（以下この条及び第４条の１２の４

において「金銭の授受等」という。）を当

該顧客と指定清算参加者との間で行わせる

ことができる。

２ （略）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に

関する特則）

第４条の１２の２ リモート取引参加者は、

顧客（当該リモート取引参加者と同一の企

業集団（法第５条第１項第２号に規定する

企業集団をいう。以下同じ。）に含まれる

者に限る。以下この条から第１４条の２の

４までにおいて同じ。）及び当該リモート

取引参加者の指定清算参加者との間であら

かじめ合意した場合には、当該顧客の委託

に基づく取引に係る第４条の４、第４条の

５及び前条に規定する金銭の授受及び金銭

の交付（以下この条及び第４条の１２の４

において「金銭の授受等」という。）を当

該顧客と指定清算参加者との間で行わせる

ことができる。

２ （略）

（クローズアウト数量等申告）

第５条 指数先物等非清算参加者（取引参加

者規程第２４条第３項に規定する指数先物

等非清算参加者をいう。以下同じ。）は、

指数先物取引の各限月取引について、クロ

ーズアウト数量並びに清算取次買建玉に係

る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが

成立した場合における当該清算取次買建玉

又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買

戻しの数量を、クリアリング機構の業務方

法書に定める指定指数先物等清算参加者

（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た指数先物等他社清算参加者（指数先物等

清算資格に係る他社清算資格を有する者を

いう。）をいう。）が管理する区分口座ご

とにクリアリング機構が定める時限までの

（クローズアウト数量等申告）

第５条 指数先物等非清算参加者（取引参加

者規程第２４条第３項に規定する指数先物

等非清算参加者をいう。以下同じ。）は、

指数先物取引の各限月取引について、クロ

ーズアウト数量並びに清算取次買建玉に係

る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが

成立した場合における当該清算取次買建玉

又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買

戻しの数量を、クリアリング機構の業務方

法書に定める指定指数先物等清算参加者

（当該指数先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た指数先物等他社清算参加者（指数先物等

清算資格（クリアリング機構の業務方法書

に規定する指数先物等清算資格をいう。）

に係る他社清算資格を有する者をいう。）
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当該指定指数先物等清算参加者が定める時

限までに当該指定指数先物等清算参加者に

申告を行うものとする。ただし、当該指定

指数先物等清算参加者が当該申告を行うべ

き内容を把握している場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより当該指数先物

取引等非清算参加者がクリアリング機構に

対して当該申告を行った場合には、この限

りではない。

２ （略）

をいう。以下同じ。）が管理する区分口座

ごとにクリアリング機構が定める時限まで

の当該指定指数先物等清算参加者が定める

時限までに当該指定指数先物等清算参加者

に申告を行うものとする。ただし、当該指

定指数先物等清算参加者が当該申告を行う

べき内容を把握している場合又はクリアリ

ング機構が定めるところにより当該指数先

物取引等非清算参加者がクリアリング機構

に対して当該申告を行った場合には、この

限りではない。

２ （略）

第１節の４ 商品先物取引に係る決済 （新設）

第１款 清算約定に係る申告 （新設）

（クローズアウト数量等申告）

第９条の４ 商品先物等非清算参加者（取引

参加者規程第２４条第９項に規定する商品

先物等非清算参加者をいう。以下同じ。）

は、商品先物取引の各限月取引及び各限日

取引について、クローズアウト数量並びに

清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売

建玉に係る買戻しが成立した場合における

当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建

玉に係る転売及び買戻しの数量を、貴金属

市場についてはクリアリング機構の業務方

法書に定める指定貴金属先物等清算参加者

（当該商品先物等非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

た貴金属先物等他社清算参加者（貴金属先

物等清算資格に係る他社清算資格を有する

者をいう。）をいう。）、ゴム市場につい

ては指定ゴム先物等清算参加者（当該商品

先物等非清算参加者が取引参加者規程第２

７条第１項の規定により指定したゴム先物

等他社清算参加者（ゴム先物等清算資格に

係る他社清算資格を有する者をいう。）を

いう。）、農産物市場については指定農産

物先物等清算参加者（当該商品先物等非清

算参加者が取引参加者規程第２７条第１項

の規定により指定した農産物先物等他社清

算参加者（農産物先物等清算資格に係る他

社清算資格を有する者をいう。）をい

う。）が管理する区分口座ごとに、クリア

リング機構が定める時限までの当該指定貴

金属先物等清算参加者、当該指定ゴム先物

等清算参加者又は当該指定農産物先物等清

算参加者が定める日時までに、当該指定貴

金属先物等清算参加者、当該指定ゴム先物

等清算参加者又は当該指定農産物先物等清

算参加者に申告を行うものとする。ただ

（新設）
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し、当該指定貴金属先物等清算参加者、当

該指定ゴム先物等清算参加者若しくは当該

指定農産物先物等清算参加者が当該申告を

行うべき内容を把握している場合又はクリ

アリング機構が定めるところにより当該指

定貴金属先物等清算参加者、当該指定ゴム

先物等清算参加者若しくは当該指定農産物

先物等清算参加者がクリアリング機構に対

して当該申告を行った場合には、この限り

ではない。

２ 商品先物等非清算参加者が前項に定める

申告を行った場合には、本所は、クリアリ

ング機構から当該申告に係るクローズアウ

ト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知

を受けるものとする。

第２款 商品先物取引に係る清算約定の

決済

（新設）

（商品先物取引の清算値段）

第９条の５ 商品先物取引の清算値段（限月

現金決済先物取引にあっては、清算数値。

以下この節において同じ。）は、クリアリ

ング機構が、商品先物取引の清算値段とし

て定める値段（限月現金決済先物取引にあ

っては、数値）とする。

（新設）

（約定値段と清算値段の差額の授受）

第９条の６ 商品先物等非清算参加者は、有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく商品先

物取引（過誤訂正等のための取引を含む。

以下同じ。）について、約定値段（限月現

金決済先物取引にあっては、約定数値。以

下この節において同じ。）と当該取引契約

締結を行った取引日の清算値段とを比較し

て差額を生じたときは、その差額に相当す

る金銭を、貴金属市場については指定貴金

属先物等清算参加者、ゴム市場については

指定ゴム先物等清算参加者及び農産物市場

については指定農産物先物等清算参加者と

の間で授受するものとする。この場合にお

いて、金銭を支払う商品先物等非清算参加

者は、当該差額に相当する金銭を、クリア

リング機構が定める決済時限までの指定貴

金属先物等清算参加者、指定ゴム先物等清

算参加者及び指定農産物先物等清算参加者

が指定する日時までに、当該指定貴金属先

物等清算参加者、当該指定ゴム先物等清算

参加者及び当該指定農産物先物等清算参加

者に交付しなければならない。

（新設）

（清算値段間の差額の授受）
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第９条の７ 商品先物等非清算参加者は、有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく商品先

物取引について、当該取引日の清算値段と

前取引日の清算値段とを比較して差額を生

じたときは、その差額に相当する金銭を、

貴金属市場については指定貴金属先物等清

算参加者、ゴム市場については指定ゴム先

物等清算参加者及び農産物市場については

指定農産物先物等清算参加者との間で授受

するものとする。この場合において、金銭

を支払う商品先物等非清算参加者は、当該

差額に相当する金銭を、クリアリング機構

が定める決済時限までの指定貴金属先物等

清算参加者、指定ゴム先物等清算参加者及

び指定農産物先物等清算参加者が指定する

日時までに、当該指定貴金属先物等清算参

加者、当該指定ゴム先物等清算参加者及び

当該指定農産物先物等清算参加者に交付し

なければならない。

２ 前項の規定は、貴金属市場に係る限日現

金決済先物取引の決済のために金銭を授受

する場合について準用する。この場合にお

いて、同項中「清算値段」とあるのは「ロ

ールオーバー時の理論現物価格」と読み替

えるものとする。

（新設）

第３款 現物先物取引における 終決済 （新設）

第１目 金、銀、白金及びパラジウム （新設）

（貴金属に係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭）

第９条の８ 商品先物等非清算参加者が貴金

属に係る受渡決済（現物先物取引に係る受

渡決済をいう。以下この款において同

じ。）のために指定貴金属先物等清算参加

者との間で授受する受渡品の数量及び金銭

の額は、次の各号に定めるところによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定める

ところによる。

ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉（取引 終日ま

での間に第９条の４第１項に規定する

申告が行われなかった売建玉をいう。

以下同じ。）又は早受渡し（業務規程

第３６条の１１に規定する早受渡しを

いう。以下同じ。）若しくは申告受渡

（業務規程第３６条の１２に規定する

申告受渡しをいう。以下同じ。）によ

り受渡決済が行われる現物先物取引に

係る清算取次売建玉を受渡倍率（受渡

単位（業務規程第３６条の３に規定す

（新設）
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る受渡単位をいう。）の取引単位（業

務規程第２９条に規定する取引単位を

いう。）に対する倍率をいう。以下同

じ。）で除して得た数量

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉（取引 終日ま

での間に第９条の４第１項に規定する

申告が行われなかった買建玉をいう。

以下同じ。）又は早受渡し若しくは申

告受渡により受渡決済が行われる現物

先物取引に係る清算取次買建玉を受渡

倍率で除して得た数量

（２） 金銭の額は、前号ａに規定する

終清算取次売建玉又は清算取次売建玉に

係る受渡決済代金等（受渡決済代金及び

その消費税（地方消費税を含む。以下同

じ。）相当額の合計額をいう。以下同

じ。）の合計額と同号ｂに規定する 終

清算取次買建玉又は清算取次買建玉に係

る受渡決済代金等の合計額の差額

（貴金属に係る受渡品の決定）

第９条の９ 貴金属に係る受渡決済におい

て、受渡品を受領する商品先物等非清算参

加者（以下「受方商品先物等非清算参加

者」という。以下この款において同じ。）

が受領する各受渡品は、指定貴金属先物等

清算参加者が定めるところにより決定す

る。

（新設）

（貴金属に係る受渡決済における決済時限

及び方法）

第９条の１０ 商品先物等非清算参加者は、

貴金属に係る受渡決済における受渡品及び

金銭の授受を、次の各号に定めるところに

より行う。

（１） 受渡品を引き渡す商品先物等非清

算参加者（以下「渡方商品先物等非清算

参加者」という。）は、受渡決済期日

（業務規程第７条の６第２項に定める受

渡決済期日をいう。以下同じ。）の前日

のクリアリング機構が定める時限までの

指定貴金属先物等清算参加者が指定する

日時までに、受渡品の倉荷証券（本所が

定める要件を満たしたものに限る。以下

同じ。）（受方貴金属先物等清算参加者

（受渡品を受領する貴金属先物等清算参

加者をいう。以下同じ。）が同意した場

合にあっては、荷渡指図書（その発行の

日から３か月以内のものに限る。）。以

下この目及び第４款において同じ。）を

（新設）
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指定貴金属先物等清算参加者に引き渡さ

なければならない。

（２） 金銭を支払う商品先物等非清算参

加者は、クリアリング機構が定める決済

時限までの指定貴金属先物等清算参加者

が指定する日時までに指定貴金属先物等

清算参加者に対し金銭を交付しなければ

ならない。

（貴金属に係る受渡品提供後の滅失又は毀

損）

第９条の１１ 商品先物等非清算参加者が倉

荷証券を指定貴金属先物等清算参加者に引

き渡し、指定貴金属先物等清算参加者が当

該倉荷証券をクリアリング機構に引き渡し

た後、クリアリング機構がこれを受方貴金

属先物等清算参加者に交付するまでに、受

渡しの当事者（指定貴金属先物等清算参加

者と受渡しの相手方となる貴金属先物等清

算参加者をいう。以下この目及び第４款に

おいて同じ。）の責めに帰することができ

ない事由により受渡品の全部又は一部が滅

失又は毀損した場合は、その損失の負担

は、渡方商品先物等非清算参加者とする。

２ 前項に定める場合には、渡方商品先物等

非清算参加者は、直ちにその旨を指定貴金

属先物等清算参加者に申し出て、当該申し

出の日の翌日から起算して５日目（休業日

を除外する。）の日までに、その滅失又は

毀損した受渡品の代品の倉荷証券をもって

受渡しを履行しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、渡方商品先物

等非清算参加者は、滅失又は毀損した受渡

品の全部又は一部につき、代品をもって受

渡しを履行することができない場合には、

指定貴金属先物等清算参加者がクリアリン

グ機構の承認を受けて、その受渡しの義務

を免れることができる。この場合において

は、指定貴金属先物等清算参加者は、受渡

しが履行されなかった分に係る取引参加者

への金銭の支払いを要しない。

（新設）

（貴金属に係るＡＤＰ）

第９条の１２ 本所が貴金属に係る受渡決済

をＡＤＰ（業務規程第３６条の１４に定め

るＡＤＰをいう。以下同じ。）により行う

ことについて承認した場合には、当該ＡＤ

Ｐに係る受渡決済は、当該承認をもって結

了したものとみなす。

２ 前項のＡＤＰに係る受渡品及び金銭の授

受は、第９条の１０及び第９条の１１の規

（新設）
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定にかかわらず、受渡しの当事者間で取り

決めた方法により当該受渡しの当事者間で

行うものとする。

第２目 くん煙シート（ＲＳＳ） （新設）

（ＲＳＳに係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭）

第９条の１３ 商品先物等非清算参加者がＲ

ＳＳに係る受渡決済のために指定ゴム先物

等清算参加者との間で授受する受渡品の数

量及び金銭の額は、次の各号に定めるとこ

ろによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉又は早受渡し若

しくは申告受渡により受渡決済が行わ

れる現物先物取引に係る清算取次売建

玉を受渡倍率で除して得た数量

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉又は早受渡し若

しくは申告受渡により受渡決済が行わ

れる現物先物取引に係る清算取次買建

玉を受渡倍率で除して得た数量

（２） 金銭の額は、前号ａに規定する

終清算取次売建玉又は清算取次売建玉に

係る受渡決済代金等の合計額と同号ｂに

規定する 終清算取次買建玉又は清算取

次買建玉に係る受渡決済代金等の合計額

の差額に、本所が定めるところにより決

定した受渡品の値引き額並びに運賃及び

保険料の額を加減した額

（新設）

（ＲＳＳに係る受渡品の決定）

第９条の１４ ＲＳＳに係る受渡決済におい

て、受方商品先物等非清算参加者が受領す

る各受渡品は、指定ゴム先物等清算参加者

が定めるところにより決定する。

（新設）

（ＲＳＳに係る受渡決済における決済時限

及び方法）

第９条の１５ 商品先物等非清算参加者は、

ＲＳＳに係る受渡決済における受渡品及び

金銭の授受を、次の各号に定めるところに

より行う。

（１） 受渡品を引き渡す商品先物等非清

算参加者は、受渡決済期日の前日のクリ

アリング機構が定める時限までの指定ゴ

ム先物等清算参加者が指定する日時まで

に、受渡品の倉荷証券（受方ゴム先物等

（新設）
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清算参加者（受渡品を受領するゴム先物

等清算参加者をいう。以下同じ。）が同

意した場合にあっては、荷渡指図書（そ

の発行の日から３か月以内のものに限

る。）。以下この目において同じ。）を

指定ゴム先物等清算参加者に対し引き渡

するものとする。

（２） 金銭を支払う商品先物等非清算参

加者は、クリアリング機構が定める決済

時限までの指定ゴム先物等清算参加者が

指定する日時までに指定ゴム先物等清算

参加者に対し金銭を交付するものとす

る。

（ＲＳＳに係る受渡品提供後の滅失又は毀

損）

第９条の１６ 渡方商品先物等非清算参加者

が受渡しのため倉荷証券を指定ゴム先物等

清算参加者に引き渡し、指定ゴム先物等清

算参加者が当該倉荷証券をクリアリング機

構に引き渡した後、クリアリング機構がこ

れを受方ゴム先物等清算参加者に交付する

までに、受渡しの当事者（指定ゴム先物等

清算参加者と受渡しの相手方となるゴム先

物等清算参加者をいう。以下この目及び第

３目において同じ。）の責めに帰すること

ができない事由により受渡品の全部又は一

部が滅失又は毀損した場合は、その損失の

負担は、渡方商品先物等非清算参加者とす

る。

２ 前項に定める場合には、渡方商品先物等

非清算参加者は、直ちにその旨を指定ゴム

先物等清算参加者に申し出て、当該申し出

の日の翌日から起算して５日目（休業日を

除外する。）の日までに、その滅失又は毀

損した受渡品の代品の倉荷証券をもって受

渡しを履行しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、渡方商品先物

等非清算参加者は、滅失又は毀損した受渡

品の全部又は一部につき、代品をもって受

渡しを履行することができない場合には、

指定ゴム先物等清算参加者がクリアリング

機構の承認を受けて、その受渡しの義務を

免れることができる。この場合において

は、指定ゴム先物等清算参加者は、受渡し

が履行されなかった分に係る取引参加者へ

の金銭の支払いを要しない。

（新設）

（ＲＳＳに係るＡＤＰ）

第９条の１７ 本所がＲＳＳに係る受渡決済

をＡＤＰにより行うことについて承認した

（新設）
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場合には、当該ＡＤＰに係る受渡決済は、

当該承認をもって結了したものとみなす。

２ 前項のＡＤＰに係る受渡品及び金銭の授

受は、第９条の１３及び第９条の１６の規

定にかかわらず、受渡しの当事者間で取り

決めた方法により当該受渡しの当事者間で

行うものとする。

（ＲＳＳに係る検品等）

第９条の１８ 受渡品に関する検品及び検量

並びに故障荷口の処理に関して必要な事項

は、クリアリング機構が定めるところによ

るものとし、指定ゴム先物等清算参加者が

クリアリング機構に対して検品の請求を行

う。

（新設）

（ＲＳＳに係る検品等のための決済の繰延

べ）

第９条の１９ 前条の検品若しくは検量又は

故障荷口の処理のため、その受渡日時まで

に決済を結了させることができないとクリ

アリング機構が認める受渡しについては、

受方商品先物等非清算参加者は金銭を、渡

方商品先物等非清算参加者は倉荷証券又は

荷渡指図書を、クリアリング機構が定める

決済時限までの指定ゴム先物等清算参加者

が指定する日時までに、当該指定ゴム先物

等清算参加者に交付するものとし、第９条

の１５の規定にかかわらず、その受渡しが

可能となるまで決済を繰り延べるものとす

る。

２ 前項の規定により受渡しが受渡決済期日

を超えて行われる場合において、商品先物

等非清算参加者が渡方である場合には、当

該受渡しが行われる日の属する期（三期制

における期をいう。）に係る保管料及び保

険料が新たに発生するときは、渡方商品先

物等非清算参加者がその負担を行うものと

する。

（新設）

第３目 技術的格付けゴム（ＴＳＲ） （新設）

（ＴＳＲに係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭）

第９条の２０ 商品先物等非清算参加者がＴ

ＳＲに係る受渡決済のために指定ゴム先物

等清算参加者との間で授受する受渡品の数

量及び金銭の額は、次の各号に定めるとこ

ろによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

（新設）
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ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉又は申告受渡に

より受渡決済が行われる現物先物取引

に係る清算取次売建玉を受渡倍率で除

して得た数量

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉又は申告受渡に

より受渡決済が行われる現物先物取引

に係る清算取次買建玉を受渡倍率で除

して得た数量

（２） 金銭の額は、受渡しを行う日を同

日とする前号ａに規定する 終清算取次

売建玉又は清算取次売建玉に係る受渡決

済代金（業務規程第３６条の７第２項に

定める受渡決済代金をいう。以下この目

及び第６目において同じ。）の合計額と

同号ｂに規定する 終清算取次買建玉又

は清算取次買建玉に係る受渡決済代金の

合計額の差額

（ＴＳＲに係る受渡品の決定）

第９条の２１ ＴＳＲに係る受渡決済におい

て、受方商品先物等非清算参加者が受領す

る受渡品は、指定ゴム先物等清算参加者が

定めるところにより決定する。

（新設）

（ＴＳＲに係る受渡決済における決済時限

及び方法）

第９条の２２ 商品先物等非清算参加者は、

ＴＳＲに係る受渡決済における受渡品及び

金銭の授受を、次の各号に定めるところに

より行う。

（１） 受渡品の授受

ａ 受渡品の授受は本船渡し（ＦＯＢ）

とし、渡方商品先物等非清算参加者

は、クリアリング機構が定めるところ

により、自らが指定する受渡場所にお

いて、船積日、船舶その他受方ゴム先

物等清算参加者の指定に従い、受渡品

を船積するものとする。

ｂ 商品先物等非清算参加者は、前ａに

規定する船積日の翌日から起算して５

日目（休業日を除外する。）のクリア

リング機構が定める決済時限までの指

定ゴム先物等清算参加者が指定する日

時までに、連署によりクリアリング機

構が定める受渡通知書をクリアリング

機構が定めるところにより指定ゴム先

物等清算参加者に提出するものとす

る。

（新設）
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ｃ 渡方商品先物等非清算参加者は、前

ｂの受渡通知書の提出日からクリアリ

ング機構が定める決済時限までの指定

ゴム先物等清算参加者が指定する日時

までに、クリアリング機構が定めると

ころにより、船荷証券その他の受渡書

類のうち受方ゴム先物等清算参加者が

指定する書類を指定ゴム先物等清算参

加者に提出するものとする。

ｄ 受方ゴム先物等清算参加者は、受渡

決済期日の翌々日（休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。）のクリアリ

ング機構が定める決済時限までの指定

ゴム先物等清算参加者が指定する日時

までに、クリアリング機構が定める受

渡完了通知書を指定ゴム先物等清算参

加者に提出するものとする。

（２） 金銭の授受

金銭を支払う商品先物等非清算参加者

は、前号ａに規定する船積日のクリアリ

ング機構が定める時限までの指定ゴム先

物等清算参加者が指定する日時までに金

銭の支払いを行う。

（ＴＳＲに係るＡＤＰ）

第９条の２３ 本所がＴＳＲに係る受渡決済

をＡＤＰにより行うことについて承認した

場合には、当該ＡＤＰに係る受渡決済は、

当該承認をもって結了したものとみなす。

２ 前項のＡＤＰに係る受渡品及び金銭の授

受は、第９条の２２の規定にかかわらず、

受渡しの当事者間で取り決めた方法により

当該受渡しの当事者間で行うものとする。

（新設）

（ＴＳＲに係る渡方商品先物等非清算参加

者の責任範囲）

第９条の２４ ＴＳＲに係る受渡決済におけ

る渡方商品先物等非清算参加者は、受渡品

の全部が船積される時点まで、当該受渡品

の全部又は一部の滅失又は毀損に対して、

その損失を負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、申告受渡、受

渡条件調整又はＡＤＰにより、本所が定め

る受渡供用品又は受渡場所以外をもって

TSR に係る受渡しを行う場合には、受渡し

の当事者の合意により、同項に規定する損

失の負担を決定する。

（新設）

（ＴＳＲに係る検品等）

第９条の２５ 受渡品に関する検品及び検量

並びに故障に関して必要な事項は、クリア

（新設）
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リング機構が別に定めるところによるもの

とし、指定ゴム先物等清算参加者がクリア

リング機構に対して検品の請求を行う。

第４目 一般大豆 （新設）

（一般大豆に係る受渡決済のために授受す

る受渡品及び金銭）

第９条の２６ 商品先物等非清算参加者が受

渡決済のために指定農産物先物等清算参加

者との間で授受する受渡品の数量及び金銭

の額は、次の各号に定めるところによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉又は早受渡し若

しくは申告受渡により受渡決済が行わ

れる現物先物取引に係る清算取次売建

玉の数量

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉又は早受渡し若

しくは申告受渡により受渡決済が行わ

れる現物先物取引に係る清算取次買建

玉の数量

（２） 金銭の額は、受渡しの日を同日と

する前号ａに規定する 終清算取次売建

玉又は清算取次売建玉に係る受渡決済代

金等の合計額と同号ｂに規定する 終清

算取次買建玉又は清算取次買建玉に係る

受渡決済代金等の合計額の差額

（新設）

（一般大豆に係る受渡品の決定）

第９条の２７ 一般大豆に係る受渡決済にお

いて、受渡品を受領する受方商品先物等非

清算参加者が受領する受渡品は、指定農産

物先物等清算参加者が定めるところにより

決定する。

（新設）

（一般大豆に係る受渡決済における決済時

限及び方法）

第９条の２８ 商品先物等非清算参加者は、

一般大豆に係る受渡決済における受渡品及

び金銭の授受を、次の各号に定めるところ

により行う。

（１） 渡方商品先物等非清算参加者は、

クリアリング機構が定める決済時限まで

の指定農産物先物等清算参加者が指定す

る日時までに、受渡品の倉荷証券を指定

農産物先物等清算参加者に交付するもの

とする。

（新設）
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（２） 金銭を支払う受方商品先物等非清

算参加者は、クリアリング機構が定める

決済時限までの指定農産物先物等清算参

加者が定める日時までに金銭を交付する

ものとする。

（一般大豆に係る受渡品提供後の滅失又は

毀損）

第９条の２９ 渡方商品先物等非清算参加者

が受渡しのため倉荷証券を指定農産物先物

等清算参加者に引き渡し、指定農産物先物

等清算参加者が当該倉荷証券をクリアリン

グ機構に引き渡した後、クリアリング機構

がこれを受方農産物先物等清算参加者（受

渡品を受領する農産物先物等清算参加者を

いう。以下同じ。）に交付するまでに、受

渡しの当事者（指定農産物先物等清算参加

者と受渡しの相手方となる農産物先物等清

算参加者をいう。以下この目から第６目ま

でにおいて同じ。）の責めに帰することが

できない事由により受渡品の全部又は一部

が滅失又は毀損した場合は、その損失の負

担は、渡方商品先物等非清算参加者とす

る。

２ 前項に定める場合には、渡方商品先物等

非清算参加者は、直ちにその旨を指定農産

物先物等清算参加者に申し出て、当該申し

出の日の翌日から起算して３日目（休業日

を除外する。）の日までに、その滅失又は

毀損した受渡品の代品の倉荷証券をもって

受渡しを履行しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、渡方商品先物

等非清算参加者は、滅失又は毀損した受渡

品の全部又は一部につき、代品をもって受

渡しを履行することができない場合には、

指定農産物先物等清算参加者がクリアリン

グ機構の承認を受けて、その受渡しの義務

を免れることができる。この場合において

は、指定農産物先物等清算参加者は、受渡

しが履行されなかった分に係る取引参加者

への金銭の支払いを要しない。

４ 第２項の規定により代品を提供して受渡

しを結了した渡方商品先物等非清算参加者

は、当該代品に係る受渡決済代金に１００

分の１を乗じて得た金額に相当する遅滞金

を指定農産物先物等清算参加者に差し出す

ものとする。

（新設）

（一般大豆に係るＡＤＰ）

第９条の３０ 本所が一般大豆に係る受渡決

済をＡＤＰにより行うことについて承認し

（新設）
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た場合には、当該ＡＤＰに係る受渡決済

は、当該承認をもって結了したものとみな

す。

２ 前項のＡＤＰに係る受渡品及び金銭の授

受は、第９条の２８及び第９条の２９の規

定にかかわらず、受渡しの当事者間で取り

決めた方法により当該受渡しの当事者間で

行うものとする。

（一般大豆に係る検品等）

第９条の３１ 受渡品に関する検品及び故障

に関して必要な事項は、クリアリング機構

が別に定めるところによるものとし、指定

農産物先物等清算参加者がクリアリング機

構に対して検品の請求を行う。

（新設）

第５目 小豆 （新設）

（小豆に係る受渡決済のために授受する受

渡品及び金銭）

第９条の３２ 商品先物等非清算参加者が小

豆に係る受渡決済のために指定農産物先物

等清算参加者との間で授受する受渡品の数

量及び金銭の額は、次の各号に定めるとこ

ろによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉の数量又は早受

渡しにより受渡決済が行われる現物先

物取引に係る清算取次売建玉

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉の数量又は早受

渡しにより受渡決済が行われる現物先

物取引に係る清算取次買建玉

（２） 金銭の額は、前号ａに規定する

終清算取次売建玉又は清算取次売建玉に

係る受渡決済代金等の合計額と同号ｂに

規定する 終清算取次買建玉又は清算取

次買建玉に係る受渡決済代金等の合計額

の差額に、本所が定める貨物運送運賃の

額を合計した額

（新設）

（小豆に係る受渡品の決定）

第９条の３３ 小豆に係る受渡決済におい

て、受方商品先物等非清算参加者が受領す

る各受渡品は、指定農産物先物等清算参加

者が定めるところにより決定する。

（新設）

（小豆に係る受渡決済における決済時限及

び方法）
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第９条の３４ 小豆に係る受渡決済のために

商品先物等非清算参加者が指定農産物先物

等取引参加者との間で授受する受渡品及び

金銭は、次の各号に定めるところによる。

（１） 渡方農産物先物等清算参加者（受

渡品を引き渡す農産物先物等清算参加者

をいう。）は、クリアリング機構が定め

る決済時限までの指定農産物先物等清算

参加者の指定する日時までに、指定農産

物先物等清算参加者に対し受渡品の倉荷

証券を交付するものとする。

（２） 金銭を支払う商品先物等非清算参

加者は、クリアリング機構が定める決済

時限までの指定農産物先物等清算参加者

の指定する日時までに、指定農産物先物

等清算参加者に対し金銭を交付するもの

とする。

（新設）

（小豆に係る受渡品提供後の滅失又は毀

損）

第９条の３５ 渡方商品先物等非清算参加者

が受渡しのため倉荷証券を指定農産物先物

等清算参加者に引き渡し、指定農産物先物

等清算参加者が当該倉荷証券をクリアリン

グ機構引き渡した後、クリアリング機構が

これを受方農産物先物等清算参加者に引き

渡すまでに、受渡しの当事者の責めに帰す

ることができない事由により受渡品の全部

又は一部が滅失又は毀損した場合は、その

損失の負担は、渡方商品先物等非清算参加

者とする。

２ 前項に定める場合には、渡方商品先物等

非清算参加者は、直ちにその旨を指定農産

物先物等清算参加者に申し出て、当該申し

出の日の翌日から起算して３日目の日（休

業日を除外する。）までに、その滅失又は

毀損した受渡品の代品の倉荷証券をもって

受渡しを履行しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、渡方商品先物

等非清算参加者は、滅失又は毀損した受渡

品の全部又は一部につき、代品をもって受

渡しを履行することができない場合には、

指定農産物先物等清算参加者がクリアリン

グ機構の承認を受けて、その受渡しの義務

を免れることができる。この場合において

は、指定農産物先物等清算参加者は、受渡

しが履行されなかった分に係る取引参加者

への金銭の支払いを要しない。

４ 第２項の規定により代品を提供して受渡

しを結了した渡方商品先物等非清算参加者

は、当該代品に係る受渡決済代金に１００

（新設）
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分の１を乗じて得た金額に相当する遅滞金

を指定農産物先物等清算参加者に差し出す

ものとする。

（小豆に係るＡＤＰ）

第９条の３６ 本所が小豆に係る受渡決済を

ＡＤＰにより行うことについて承認した場

合には、当該ＡDP に係る受渡決済は、当該

承認をもって結了したものとみなす。

２ 前項のＡＤＰに係る受渡品及び金銭の授

受は、第９条の３４及び第９条の３５の規

定にかかわらず、受渡しの当事者間で取り

決めた方法により当該受渡しの当事者間で

行うものとする。

（新設）

（小豆に係る検品等）

第９条の３７ 受渡品に関する検品及び検量

並びに故障に関して必要な事項は、クリア

リング機構が定めるところによるものと

し、指定農産物先物等清算参加者がクリア

リング機構に対して検品の請求を行う。

（新設）

第６目 とうもろこし （新設）

（とうもろこしに係る受渡決済のために授

受する受渡品及び金銭）

第９条の３８ 商品先物等非清算参加者がと

うもろこしに係る受渡決済のために指定農

産物先物等清算参加者との間で授受する受

渡品の数量及び金銭の額は、次の各号に定

めるところによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。

ａ 受渡品の引渡し

終清算取次売建玉の数量又は早受

渡しにより受渡決済が行われる現物先

物取引に係る清算取次売建玉

ｂ 受渡品の受領

終清算取次買建玉の数量又は早受

渡しにより受渡決済が行われる現物先

物取引に係る清算取次買建玉

（２） 金銭の額は、受渡しの日を同日と

する前号ａに規定する 終清算取次売建

玉又は清算取次売建玉に係る受渡決済代

金の合計額と同号ｂに規定する 終清算

取次買建玉又は清算取次買建玉に係る受

渡決済代金の合計額の差額

（新設）

（とうもろこしに係る受渡品の決定）

第９条の３９ とうもろこしに係る受渡決済

において受方商品先物等非清算参加者が受

（新設）
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領する各受渡品は、指定農産物先物等清算

参加者が定めるところにより決定する。

２ 受渡しの当事者は、クリアリング機構が

定めるところにより、とうもろこしに係る

受渡決済における荷捌きの方法その他荷役

遂行のために必要な事項を協議の上決定

し、当該決定事項を遵守して荷受渡しを行

う。

（とうもろこしに係る受渡決済における決

済時限及び方法）

第９条の４０ とうもろこしに係る受渡決済

のために商品先物等非清算参加者が指定農

産物先物等取引参加者との間で授受する受

渡品及び金銭は、次の各号に定めるところ

による。

（１） 受渡品の授受は運賃保険料込み条

件（ＣＩＦ）とし、渡方商品先物等非清

算参加者は、積来本船の荷受渡港への入

港予定日の７日前（休業日を除外す

る。）の日のクリアリング機構が定める

決済時限までの指定農産物先物等清算参

加者が指定する日時までに、指定農産物

先物等清算参加者に対し、クリアリング

機構が定める受渡品明細通知書を提出す

るものとし、かつクリアリング機構が定

める決済時限までの指定農産物先物等清

算参加者が指定する決済時限までに、指

定農産物先物等清算参加者に対し、受渡

品の受渡書類（荷渡指図書その他のクリ

アリング機構が定める書類をいう。以下

この目において同じ。）を交付するもの

とする。

（２） 金銭を支払う商品先物等非清算参

加者は、クリアリング機構が定める決済

時限までの指定農産物先物等清算参加者

が指定する時限までに、指定農産物先物

等清算参加者に対し、金銭の支払いを行

う。

（新設）

（とうもろこしに係る受渡諸費用による負

担等）

第９条の４１ とうもろこしに係る受渡決済

により発生する諸費用の負担は、クリアリ

ング機構が定めるところによる。

（新設）

（とうもろこしに係るＡＤＰ）

第９条の４２ 本所がとうもろこしに係る受

渡決済をＡＤＰにより行うことについて承

認した場合には、当該ＡＤＰに係る受渡決

（新設）
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済は、当該承認をもって結了したものとみ

なす。

２ 前項のＡＤＰに係る商品先物等非清算参

加者の受渡品及び金銭の授受は、第９条の

４０及び前条の規定にかかわらず、受渡し

の当事者間で取り決めた方法により当該受

渡しの当事者間で行うものとする。

第７目 その他 （新設）

（商品先物取引に係る早受渡し、申告受

渡、受渡条件調整を行う場合の取扱い

第９条の４３ 商品先物等非清算参加者は、

業務規程に定める早受渡し、申告受渡又は

受渡条件調整を行う場合には、第１目から

第６目までの規定にかかわらず、取引所が

定めるところにより、貴金属市場に係る受

渡決済においては指定貴金属先物等清算参

加者、ゴム市場に係る受渡決済においては

指定ゴム先物等清算参加者、並びに農産物

市場に係る受渡決済においては指定農産物

先物等清算参加者との間の決済及び所要の

手続きを行うものとする。

（新設）

（受渡不能時の処理）

第９条の４４ 商品先物取引の受渡決済（Ａ

ＤＰによる場合を除く。）において、本船

事故その他の受渡しの当事者（第１目から

第６目に規定する受渡しの当事者をいう。

以下この条において同じ。）の責めに帰す

ることができない事由としてクリアリング

機構が定める事由により、受渡決済期日又

は早受渡し日に受渡し（クリアリング機構

が定めるものに限る。）が行われなかった

場合には、当該受渡しに係る取引について

の本所が定める受渡しの期間又はクリアリ

ング機構が認める期間において、受渡しの

当事者で協議のうえ、受渡決済期日を改め

て設け、受渡しを行うものとする。ただ

し、これにより受渡しを行うことが不可能

又は非効率的であるとクリアリング機構が

認める場合には、本所が定める受渡値段を

もって清算することにより、受渡しが結了

したものとみなす。

２ 前項の規定により、受渡品の授受が受渡

決済期日又は早受渡し日を超える場合に

は、受渡品を引き渡す商品先物等非清算参

加者は、当該受渡決済期日又は当該早受渡

し日を超えた１日につき受渡決済代金の１

００分の１を乗じて得た額に相当する遅滞

金を指定貴金属先物等清算参加者、指定ゴ

ム先物等清算参加者又は指定農産物先物等

（新設）
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清算参加者に交付するものとする。ただ

し、クリアリング機構が定める場合にあっ

ては、この限りでない。

３ 受渡しの当事者は、前２項の処理につい

て異議を申し立てることはできない。

（現物先物取引の現金決済による結了等）

第９条の４５ この節に定めるところにより

現物先物取引に係る受渡しを商品先物等非

清算参加者が履行しない場合（ＡDP による

受渡決済を除く。）は、商品先物等非清算

参加者は、指定貴金属先物等清算参加者、

指定ゴム先物等清算参加者又は指定農産物

先物等清算参加者に対し、クリアリング機

構が定める金額を差し入れ、クリアリング

機構はこれを当該受渡しにおいて受渡品を

授受する他の清算参加者に交付することを

もって、本所が定める受渡値段により当該

受渡しを結了させるものとする。

（新設）

第４款 現金決済先物取引における 終

決済

（新設）

（限月現金決済先物取引の 終決済に伴う

金銭の授受）

第９条の４６ 限月現金決済先物取引（業務

規程第３条に規定する限月現金決済先物取

引をいう。以下同じ。）における 終決済

（業務規程第３６条の１５に規定する 終

決済をいう。）において、 終清算数値

（業務規程第３６条の１６に規定する 終

清算数値をいう。）と清算値段とを比較し

て差を生じたときは、商品先物等非清算参

加者はその差に相当する金銭を 終決済期

日（業務規程第３６条の１５に規定する

終決済期日をいう。）において、指定貴金

属先物等清算参加者との間で授受するもの

とする。この場合において、金銭を支払う

商品先物等非清算参加者は、クリアリング

機構が定める決済時限までの指定貴金属先

物等清算参加者が指定する日時までに、当

該指定貴金属先物等清算参加者に交付しな

ければならない。

（新設）

（限日現金決済先物取引の決済に伴う金銭

の授受）

第９条の４７ 限日現金決済先物取引（業務

規程第３条第２号の２ｂ（ｂ）に規定する

限日現金決済先物取引をいう。以下同

じ。）において、商品先物等非清算参加者

は、次の各号に掲げる金銭の合計額を、ロ

ールオーバー（業務規程第７条の６に規定

（新設）
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するロールオーバーをいう。以下この節に

おいて同じ。）若しくは第９条の４第１項

に規定する申告が行われた取引日の翌日又

は希望受渡し（業務規程第３６条の１９に

規定する希望受渡しをいう。以下同じ。）

が合意された取引日の翌日に、指定貴金属

先物等清算参加者との間で授受するものと

する。この場合において、金銭を支払う商

品先物等非清算参加者は、クリアリング機

構が定める決済時限までの指定貴金属先物

等清算参加者が指定する日時までに、指定

貴金属先物等清算参加者に金銭を交付しな

ければならない。

（１） 当該取引日の終了時にロールオー

バーが行われた建玉にあっては、次のａ

及びｂに掲げる金銭

ａ 当該取引日に成立した取引による建

玉について、その約定値段と当該取引日

の清算値段との差に相当する金銭

ｂ 当該取引日より前に成立した取引に

よる建玉について、当該取引日の清算値

段とその前取引日の清算値段との差に相

当する金銭

（２） 第９条の４第１項に規定する申告

が行われた建玉にあっては、次のａ及び

ｂに掲げる金銭

ａ 当該申告が行われた取引日に成立し

た取引による建玉について、当該取引

の約定値段と当該申告に係る取引の約

定値段との差に相当する金銭

ｂ 当該申告が行われた取引日より前に

成立した取引による建玉について、前

取引日の清算値段と当該申告に係る取

引の約定値段との差に相当する金銭

（３） 希望受渡しが合意された建玉にあ

っては、次のａ及びｂに掲げる金銭

ａ 当該合意がされた取引日に成立した

取引による建玉について、当該取引の

約定値段と当該取引日の清算値段との

差に相当する金銭

ｂ 当該合意がされた取引日より前に成

立した取引による建玉について、前取

引日の清算値段と当該取引日の清算値

段との差に相当する金銭

（限日現金決済先物取引における希望受渡

し）

第９条の４８ 商品先物等非清算参加者が限

日現金決済先物取引において希望受渡しに

より受渡決済を行う場合において授受する

（新設）
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受渡品の数量及び金銭の額は、次の各号に

定めるところによる。

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂに

定めるところによる。

ａ 受渡品の引渡しにあっては、希望受

渡しを行う清算取次売建玉の合計数量

を受渡倍率（受渡単位の取引単位に対

する倍率をいう。以下同じ。）で除し

て得た数量

ｂ 受渡品の受領にあっては、希望受渡

しを行う清算取次買建玉の合計数量を

受渡倍率で除して得た数量

（２） 金銭の額は、希望受渡しを行う清

算取次売建玉に係る受渡決済代金等の合

計額と希望受渡しを行う清算取次買建玉

に係る受渡決済代金等の合計額の差額

２ 前項の希望受渡しにおける受渡品及び金

銭の授受は、希望受渡しが成立した日の

翌々日（休業日に当たるときは、順次繰り

下げる。）までの本所が定めるところによ

り希望受渡しの受渡決済期日として決定さ

れた日を受渡しの日（以下「希望受渡日」

という。）として、次の各号に定めるとこ

ろに従い、指定貴金属先物等清算参加者と

の間において行う。

（１） 受渡品の授受

ａ 金の授受

渡方商品先物等非清算参加者から指

定貴金属先物等清算参加者へ名義変更

することによって行うものとする。

ｂ 白金の授受

渡方商品先物等非清算参加者は、ク

リアリング機構が定める決済時限まで

の指定貴金属先物等清算参加者が指定

する日時までに、指定貴金属先物等清

算参加者に受渡品の倉荷証券を交付す

るものとする。

（２） 金銭を支払う商品先物等非清算参

加者は、希望受渡日の前日のクリアリン

グ機構が定める決済時限の指定貴金属先

物等清算参加者が指定する日時までに、

指定貴金属先物等清算参加者に金銭を交

付するものとする。

（限日現金決済先物取引における希望受渡

しにおける受渡条件調整）

第９条の４９ 前条に規定する希望受渡しを

受渡条件調整により行う場合には、同条第

２項の規定にかかわらず、本所が定めると

ころにより指定貴金属清算参加者との間の

決済及び所要の手続きを行うものとする。 

（新設）



70

（権利行使の申告）

第１２条 有価証券オプション取引の清算取

次買建玉についての権利行使は、指数先物

等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に

係る数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリ

ング機構が定める時限までの指定指数先物

等清算参加者が指定する時限までに指定指

数先物等清算参加者に申告することにより

行うものとする。ただし、受託契約準則第

１４条の２の２第１項の規定に基づき顧客

が指定指数先物等清算参加者に対して当該

申告を行った場合又はクリアリング機構が

定めるところにより指数先物等非清算参加

者がクリアリング機構に対して当該申告を

行った場合には、この限りではない。

２～６ （略）

７ 受託契約準則第１４条の２の２第１項の

規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参

加者に第１項に規定する権利行使の申告を

行った場合（第３項の規定により権利行使

の申告が行われたとみなされる場合及び権

利行使を行わない旨の申告を行った場合を

含む。）には、リモート取引参加者は、当

該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握

することができる態勢を整備しなければな

らない。

（権利行使の申告）

第１２条 有価証券オプション取引の清算取

次買建玉についての権利行使は、指数先物

等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に

係る数量を、顧客の委託に基づくものと自

己の計算によるものとに区分してクリアリ

ング機構が定める時限までの指定指数先物

等清算参加者が指定する時限までに指定指

数先物等清算参加者に申告することにより

行うものとする。ただし、受託契約準則第

１４条の２第１項の規定に基づき顧客が指

定指数先物等清算参加者に対して当該申告

を行った場合又はクリアリング機構が定め

るところにより指数先物等非清算参加者が

クリアリング機構に対して当該申告を行っ

た場合には、この限りではない。

２～６ （略）

７ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第３項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

（権利行使の割当てに関する通知）

第１３条 清算取次売建玉につき、クリアリ

ング機構が自らが定めるところにより権利

行使の割当てを行った場合には、本所は、

クリアリング機構から当該割当てに係る内

容の通知を受けるものとする。

２ （略）

（権利行使の割当てに関する通知）

第１３条 清算取次売建玉につき、クリアリ

ング機構がクリアリング機構が定めるとこ

ろにより権利行使の割当てを行った場合に

は、本所は、クリアリング機構から当該割

当てに係る内容の通知を受けるものとす

る。

２ （略）

（権利行使の申告）

第１８条の３ 国債証券先物オプション取引

（過誤訂正等のための取引を含む。以下同

じ。）の清算取次買建玉についての権利行

使は、国債先物等非清算参加者が、銘柄ご

とに権利行使に係る数量を、顧客の委託に

基づくものと自己の計算によるものとに区

分してクリアリング機構が定める時限まで

の指定国債先物等清算参加者が定める時限

までに指定国債先物等清算参加者に申告す

ることにより行うものとする。ただし、受

託契約準則第１４条の２の２第１項の規定

に基づき顧客が指定国債先物等清算参加者

（権利行使の申告）

第１８条の３ 国債証券先物オプション取引

（過誤訂正等のための取引を含む。以下同

じ。）の清算取次買建玉についての権利行

使は、国債先物等非清算参加者が、銘柄ご

とに権利行使に係る数量を、顧客の委託に

基づくものと自己の計算によるものとに区

分してクリアリング機構が定める時限まで

の指定国債先物等清算参加者が定める時限

までに指定国債先物等清算参加者に申告す

ることにより行うものとする。ただし、受

託契約準則第１４条の２第１項の規定に基

づき顧客が指定国債先物等清算参加者に対



71

に対して当該申告を行った場合又はクリア

リング機構が定めるところにより国債先物

等非清算参加者がクリアリング機構に対し

て当該申告を行った場合には、この限りで

はない。

２～４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２の２第１項の

規定に基づき顧客が指定国債先物等清算参

加者に第１項に規定する権利行使の申告を

行った場合（第２項の規定により権利行使

の申告が行われたとみなされる場合及び権

利行使を行わない旨の申告を行った場合を

含む。）には、リモート取引参加者は、当

該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握

することができる態勢を整備しなければな

らない。

して当該申告を行った場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより国債先物等非

清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではな

い。

２～４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定国債先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第２項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

（権利行使の割当てに関する通知）

第１８条の４ 清算取次売建玉につき、クリ

アリング機構が、自らが定めるところによ

り権利行使の割当てを行った場合には、本

所は、クリアリング機構から当該割当てに

係る内容の通知を受けるものとする。

（権利行使の割当てに関する通知）

第１８条の４ 清算取次売建玉につき、クリ

アリング機構が、クリアリング機構が定め

るところにより権利行使の割当てを行った

場合には、本所は、クリアリング機構から

当該割当てに係る内容の通知を受けるもの

とする。

（権利行使の申告）

第２１条 指数オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非

清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る

数量を、顧客の委託に基づくものと自己の

計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清

算参加者が定める時限までに指定指数先物

等清算参加者に申告することにより行うも

のとする。ただし、受託契約準則第１４条

の２の２第１項の規定に基づき顧客が指定

指数先物等清算参加者に対して当該申告を

行った場合又はクリアリング機構が定める

ところにより指数先物等非清算参加者がク

リアリング機構に対して当該申告を行った

場合には、この限りではない。

２～４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２の２第１項の

規定に基づき顧客が指定指数先物等清算参

加者に第１項に規定する権利行使の申告を

行った場合（第３項の規定により権利行使

の申告が行われたとみなされる場合及び権

利行使を行わない旨の申告を行った場合を

含む。）には、リモート取引参加者は、当

該顧客の権利行使の申告に係る状況を把握

（権利行使の申告）

第２１条 指数オプション取引の清算取次買

建玉についての権利行使は、指数先物等非

清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に係る

数量を、顧客の委託に基づくものと自己の

計算によるものとに区分してクリアリング

機構が定める時限までの指定指数先物等清

算参加者が定める時限までに指定指数先物

等清算参加者に申告することにより行うも

のとする。ただし、受託契約準則第１４条

の２第１項の規定に基づき顧客が指定指数

先物等清算参加者に対して当該申告を行っ

た場合又はクリアリング機構が定めるとこ

ろにより指数先物等非清算参加者がクリア

リング機構に対して当該申告を行った場合

には、この限りではない。

２～４ （略）

５ 受託契約準則第１４条の２第１項の規定

に基づき顧客が指定指数先物等清算参加者

に第１項に規定する権利行使の申告を行っ

た場合（第３項の規定により権利行使の申

告が行われたとみなされる場合及び権利行

使を行わない旨の申告を行った場合を含

む。）には、リモート取引参加者は、当該

顧客の権利行使の申告に係る状況を把握す
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することができる態勢を整備しなければな

らない。

ることができる態勢を整備しなければなら

ない。

第３節の２ 商品先物オプション取引に係

る決済

（新設）

（クローズアウト数量等申告）

第２４条の４ 商品先物等非清算参加者は、

商品先物オプション取引の各銘柄につい

て、クローズアウト数量並びに転売又は買

戻しをした場合における転売及び買戻しの

数量をクリアリング機構の業務方法書に定

める指定貴金属先物等清算参加者が管理す

る区分口座ごとにクリアリング機構が定め

る時限までの当該指定貴金属先物等清算参

加者が定める日時までに当該指定貴金属先

物等清算参加者に申告を行うものとする。

ただし、当該指定貴金属先物等清算参加者

が当該申告を行うべき内容を把握している

場合又はクリアリング機構が定めるところ

により当該指定貴金属先物等清算参加者が

クリアリング機構に対して当該申告を行っ

た場合には、この限りではない。

（新設）

（取引代金の授受）

第２４条の５ 商品先物等非清算参加者は、

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく商品

先物オプション取引（過誤訂正等のための

取引を含む。以下同じ。）が成立したとき

は、その取引代金を指定貴金属先物等清算

参加者との間で授受するものとする。この

場合において、金銭を支払う商品先物等非

清算参加者は、クリアリング機構が定める

決済時限までの指定貴金属先物等清算参加

者が指定する日時までに、当該指定貴金属

先物等清算参加者に金銭を交付しなければ

ならない。

（新設）

（権利行使の申告）

第２４条の６ 商品先物オプション取引の清

算取次買建玉についての権利行使は、商品

先物等非清算参加者が、銘柄ごとに権利行

使に係る数量を、顧客の委託に基づくもの

と自己の計算によるものとに区分してクリ

アリング機構が定める時限までの指定貴金

属先物等清算参加者が定める時限までに指

定貴金属先物等清算参加者に申告すること

により行うものとする。ただし、受託契約

準則第１４条の２の２第１項の規定に基づ

き顧客が指定貴金属先物等清算参加者に対

して当該申告を行った場合又はクリアリン

グ機構が定めるところにより商品先物等非

（新設）
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清算参加者がクリアリング機構に対して当

該申告を行った場合には、この限りではな

い。

２ 商品先物等非清算参加者は、権利行使日

において次の各号に定める場合に該当する

銘柄については、前項の権利行使の申告を

行うことができないものとする。

（１） 商品先物プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値以下である場合

（２） 商品先物コールオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値以上である場合

３ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の第

１項に規定する時限までに権利行使の申告

が行われないときであっても、当該権利行

使の申告が行われたものとみなす。ただ

し、当該銘柄について、顧客又は商品先物

等非清算参加者が当該時限までに権利行使

を行わない旨の申告を行った場合には、こ

の限りでない。

（１） 商品先物プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値を上回っている場合

（２） 商品先物コールオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値を下回っている場合

４ 商品先物等非清算参加者が第１項に規定

する権利行使の申告を行った場合（前項の

規定により権利行使の申告が行われたとみ

なされる場合を含む。）には、本所は、ク

リアリング機構から当該申告に係る権利行

使の内容の通知を受けるものとする。

５ 受託契約準則第１４条の２の２第１項の

規定に基づき顧客が指定貴金属先物等清算

参加者に第１項に規定する権利行使の申告

を行った場合（第３項の規定により権利行

使の申告が行われたとみなされる場合及び

権利行使を行わない旨の申告を行った場合

を含む。）には、リモート取引参加者は、

当該顧客の権利行使の申告に係る状況を把

握することができる態勢を整備しなければ

ならない。

（権利行使の割当てに関する通知）

第２４条の７ 清算取次売建玉につき、クリ

アリング機構が、クリアリング機構が定め

るところにより権利行使の割当てを行った

場合には、本所は、クリアリング機構から

（新設）
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当該割当てに係る内容の通知を受けるもの

とする。

（権利行使に係る決済のための金銭の授

受）

第２４条の８ 商品先物等非清算参加者は、

商品先物オプション取引において清算取次

売建玉又は清算取次買建玉に係る権利行使

が行われたときは、権利行使価格とオプシ

ョン清算数値との差に相当する金銭を、指

定貴金属先物等清算参加者との間で授受す

るものとする。この場合において、金銭を

支払う商品先物等非清算参加者は、当該金

銭を、クリアリング機構が定める決済時限

までの指定貴金属先物等清算参加者が指定

する日時までに、当該指定貴金属先物等清

算参加者に交付しなければならない。

（新設）

（リモート取引参加者に係る金銭の授受に

関する特則）

第２４条の９ リモート取引参加者は、顧客

（当該リモート取引参加者と同一の企業集

団に含まれる者に限る。以下この条及び次

条において同じ。）及び当該リモート取引

参加者の指定貴金属先物等清算参加者との

間であらかじめ合意した場合には、当該顧

客の委託に基づく取引に係る第２４の５に

規定する取引代金の授受及び金銭の交付並

びに前条に規定する金銭の授受及び交付

（以下この条及び次条において「金銭の授

受等」という。）を当該顧客と指定貴金属

先物等清算参加者との間で行わせることが

できる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定貴金属先

物等清算参加者との間で金銭の授受等を行

った場合は、当該金銭の授受等を第２４の

５又は前条の規定に基づく金銭の授受等と

みなす。

（新設）

（リモート取引参加者の顧客に係る金銭の

授受等の状況の把握）

第２４条の１０ 前条第１項に規定する合意

をしたリモート取引参加者は、当該合意に

係る顧客と指定貴金属先物等清算参加者と

の間の金銭の授受等の状況を把握すること

ができる態勢を整備しなければならない。

（新設）

（建玉の申告）

第２５条 ＦＸ非清算参加者（取引参加者規

程第２４条第４項に規定する FX 非清算参

加者をいう。以下同じ。）は、対象金融指

（建玉の申告）

第２５条 ＦＸ非清算参加者（取引参加者規

程第２４条第４項に規定するＦＸ非清算参

加者をいう。以下同じ。）は、対象金融指
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標ごとに、取引所 FX 取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく買建玉（以下

「ＦＸ清算取次買建玉」という。）又は有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉

（以下「ＦＸ清算取次売建玉」という。）

の数量を、顧客の委託に基づくものと自己

の計算によるものとに区分して、クリアリ

ング機構が定める時限までの指定ＦＸ清算

参加者（当該ＦＸ非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

たＦＸ他社清算参加者（ＦＸ清算資格に係

る他社清算資格を有する者をいう。）をい

う。）が定める時限までに指定ＦＸ清算参

加者に申告するものとする。ただし、転売

又は買戻しをした場合には、当該転売又は

買戻しの数量を、決済に係るものとして、

減じて得た数量を申告するものとする。

２・３ （略）

標ごとに、取引所 FX 取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく買建玉（以下

「ＦＸ清算取次買建玉」という。）又は有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく売建玉

（以下「ＦＸ清算取次売建玉」という。）

の数量を、顧客の委託に基づくものと自己

の計算によるものとに区分して、クリアリ

ング機構が定める時限までの指定ＦＸ清算

参加者（当該ＦＸ非清算参加者が取引参加

者規程第２７条第１項の規定により指定し

たＦＸ他社清算参加者（ＦＸ清算資格（ク

リアリング機構の業務方法書に規定する FX

清算資格をいう。）に係る他社清算資格を

有する者をいう。）をいう。以下同じ。）

が定める時限までに指定ＦＸ清算参加者に

申告するものとする。ただし、転売又は買

戻しをした場合には、当該転売又は買戻し

の数量を、決済に係るものとして、減じて

得た数量を申告するものとする。

２・３ （略）

（取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等）

第３１条 国債証券先物取引、指数先物取

引、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引、指数オプション取引、

商品先物取引及び商品先物オプション取引

（以下「先物・オプション取引」とい

う。）に係る取引証拠金及び未決済約定の

引継ぎ等に関する事項は、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

ぎ等に関する規則をもって定める。

２ （略）

（取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等）

第３１条 国債証券先物取引、指数先物取

引、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（以下「先物・オプション取引」とい

う。）に係る取引証拠金及び未決済約定の

引継ぎ等に関する事項は、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

ぎ等に関する規則をもって定める。

２ （略）

（清算資格取得の場合の未決済取引の取扱

い）

第３２条 非清算参加者（取引参加者規程第

２４条第５項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である取引参加者が新た

に清算資格（国債先物等清算資格、指数先

物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴ

ム先物等清算資格、農産物先物等清算資格

又は FX 清算資格をいう。以下同じ。）を

取得した場合には、当該取引参加者の有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく取引で未

決済のもの（当該清算資格に係るものに限

る。）は、当該清算資格を取得したとき以

降、当該取引参加者の名における市場デリ

バティブ取引とする。

（清算資格取得の場合の未決済取引の取扱

い）

第３２条 非清算参加者（取引参加者規程第

２４条第５項に規定する非清算参加者をい

う。以下同じ。）である取引参加者が新た

に清算資格（国債先物等清算資格、指数先

物等清算資格又は FX 清算資格をいう。以

下同じ。）を取得した場合には、当該取引

参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引で未決済のもの（当該清算資格に

係るものに限る。）は、当該清算資格を取

得したとき以降、当該取引参加者の名にお

ける市場デリバティブ取引とする。
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（取引資格の喪失等の申請又は届出を行っ

たことにより市場デリバティブ取引の停止

等を受けた取引参加者に対する措置）

第３４条 本所は、取引参加者規程第３５条

第１項、第３５条の２第１項又は第３５条

の３第１項の規定により、市場デリバティ

ブ取引（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。以下この節において同じ。）又は

有価証券等清算取次ぎの委託を停止したと

きは、当該取引資格の喪失申請者（取引参

加者規程第３５条の２第１項の規定による

ときは商品先物等取引参加者の種別変更申

請者、取引参加者規程第３５条の３第１項

の規定によるときは商品先物等取引参加者

の区分削除届出者をいう。以下この条にお

いて同じ。）をして、当該取引資格の喪失

申請者の本所の市場における市場デリバテ

ィブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引及びこれらに関する取引で未

決済のものの他の取引参加者への引継ぎそ

の他本所が必要と認める整理を行わせるこ

とができる。

（取引資格の喪失を申請したことにより市

場デリバティブ取引の停止等を受けた取引

参加者に対する措置）

第３４条 本所は、取引参加者規程第３５条

第１項の規定により、市場デリバティブ取

引（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。以下この節において同じ。）又は有価

証券等清算取次ぎの委託を停止したとき

は、当該取引資格の喪失申請者をして、当

該取引資格の喪失申請者の本所の市場にお

ける市場デリバティブ取引又は有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれら

に関する取引で未決済のものの他の取引参

加者への引継ぎその他本所が必要と認める

整理を行わせることができる。

（商品先物等取引参加者の種別を変更した

者の未決済の市場デリバティブ取引の決

済）

第３５条の２ 取引参加者規程第３３条の３

に定めるところにより商品先物等取引参加

者の種別を変更した者の当該種別又は同第

３３条の４に定めるところにより商品先物

等取引参加者の区分を削除した者の当該区

分に係る本所の市場における市場デリバテ

ィブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引に未決済のものがある場合

は、本人又は一般承継人をして、その決済

を行わせるものとする。ただし、本人又は

その承継人に決済させることが適当でない

と認めるときは、本所は、他の取引参加者

をして、これを行わせることができる。

２ 前項の場合において、本所が必要と認め

た場合には、当該種別又は当該区分に係る

本所の市場における市場デリバティブ取引

又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引及びこれらに関する取引で未決済のも

のの他の取引参加者への引継ぎその他本所

が必要と認める整理を行わせることができ

る。

３ 本所は、必要があると認めるときは、前

項に定める整理を、他の取引参加者をして

行わせることができる。この場合において

は、その取引参加者と同項の市場デリバテ

（新設）
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ィブ取引又は有価証券等清算取次ぎの委託

の停止の処置を受けた取引参加者との間に

委任契約が成立していたものとみなす。

（国債先物等清算参加者、指数先物等清算

参加者、貴金属先物等清算参加者、ゴム先

物等清算参加者、農産物先物等清算参加者

又はＦＸ清算参加者である取引参加者が改

善指示を受けた場合の未決済約定の引継

ぎ）

第３９条 国債先物等清算参加者、指数先物

等清算参加者、貴金属先物等清算参加

者、ゴム先物等清算参加者、農産物先物

等清算参加者又はＦＸ清算参加者である

取引参加者が改善指示を受けた場合に

は、クリアリング機構の承認及び他の取

引参加者の承諾を受けて、当該他の取引

参加者に、先物・オプション取引又は取

引所ＦＸ取引の未決済約定を引き継ぐこ

とができる。

２ 前項の場合において、引継ぎを行おうと

する未決済約定がその顧客の委託に基づく

ものであるときは、当該国債先物等清算参

加者、指数先物等清算参加者、貴金属先物

等清算参加者、ゴム先物等清算参加者、農

産物先物等清算参加者又はＦＸ清算参加者

である取引参加者は、当該未決済約定の引

継ぎについて当該顧客の同意を得るものと

する。

（国債先物等清算参加者、指数先物等清算

参加者又はＦＸ清算参加者である取引参加

者が改善指示を受けた場合の未決済約定の

引継ぎ）

第３９条 国債先物等清算参加者、指数先物

等清算参加者又はＦＸ清算参加者である

取引参加者が改善指示を受けた場合に

は、クリアリング機構の承認及び他の取

引参加者の承諾を受けて、当該他の取引

参加者に、先物・オプション取引又は取

引所ＦＸ取引の未決済約定を引き継ぐこ

とができる。

２ 前項の場合において、引継ぎを行おうと

する未決済約定がその顧客の委託に基づく

ものであるときは、当該国債先物等清算参

加者、指数先物等清算参加者又はＦＸ清算

参加者である取引参加者は、当該未決済約

定の引継ぎについて当該顧客の同意を得る

ものとする。

（建玉の期限前終了時等の取扱い）

第４２条の２ 清算取次建玉につき、クリア

リング機構によりクリアリング機構の業務

方法書に基づき期限前終了割当建玉の指定

又は被違約受渡玉の決定が行われた場合に

は、本所は、クリアリング機構から当該指

定又は決定に係る内容の通知を受けるもの

とする。

２ 清算取次建玉について前項に規定する期

限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉

の決定が行われたときは、非清算参加者

は、当該期限前終了割当建玉又は当該被違

約受渡玉についてクリアリング機構が定め

る決済の条件に従い、指定清算参加者との

間の決済を行うものとする。

（新設）

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。
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２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（遵守義務）

第２条 顧客及び取引参加者（取引参加者規

程第２条第２項に規定する先物取引等取引

参加者、同条第３項に規定する国債先物等

取引参加者及び同条４項に規定する商品先

物等取引参加者をいう。以下同じ。）は、

この準則を熟読し、これを遵守すべきこと

に同意してすべての取引を処理するものと

する。

（遵守義務）

第２条 顧客及び取引参加者（取引参加者規

程第２条第２項に規定する先物取引等取引

参加者及び同条第３項に規定する国債先物

等取引参加者をいう。以下同じ。）は、こ

の準則を熟読し、これを遵守すべきことに

同意してすべての取引を処理するものとす

る。

（有価証券オプション取引に係る顧客の取

引の制限）

第８条 （略）

２ 前項各号の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合には、当該各号に定める数量

を前項各号に規定する数量から減じるもの

とする。

（１） 当該オプション対象証券を所有し

ている場合その他の場合で、前項各号の

数量の全部又は一部について、当該オプ

ション対象証券の価格の変動により発生

し得る危険が消滅又は減少するものとし

て取引所が認めた場合

当該全部又は一部の数量

（２） 当該オプション証券に係る有価証

券オプションを対象とし、権利行使によ

り権利行使価格と現実価格との差に基づ

いて金銭を授受することとなる有価証券

オプション取引を行った場合

当該有価証券オプション取引における

建玉の数量

３～５ （略）

（顧客の取引の制限）

第８条 （略）

２ 前項各号の規定にかかわらず、当該オプ

ション対象証券を所有している場合その他

の場合で、前項各号の数量の全部又は一部

について、当該オプション対象証券の価格

の変動により発生し得る危険が消滅又は減

少するものとして取引所が認めた場合に

は、当該全部又は一部の数量を前項各号に

規定する数量から減じるものとする。

（新設）

（新設）

３～５ （略）

（商品先物取引に係る顧客の取引の制限）

第８条の２ 顧客は、商品先物取引（限月現

金決済先物取引及び限日現金決済先物取引

を除く。以下この条において同じ。）を取

引参加者（当該顧客が他の取引参加者に先

物・オプション取引口座を設定している場

合には、当該他の取引参加者を含む。）に

委託する場合には、当該商品先物取引の総

売建玉又は総買建玉のそれぞれにつき、別

表１に定める制限数量を超えることとなる

（新設）
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新規の売付け若しくは新規の買付けの委託

を行ってはならない。

２ 前項に規定する総売建玉と総買建玉の数

量は、次の各号に掲げる者に取引の委託又

は取引の委託の取次ぎを委託した建玉数量

を合算したものとする。

（１） 商品受託取引参加者（取引参加者

規程第２条の２第１号に規定する商品受

託取引参加者をいう。）

（２） 取次者（取引の委託の取次ぎを受

ける者をいう。以下同じ。）

（３） 外国証券業者

（４） 外国商品先物取引業者（商品先物

取引法施行令（昭和２５年政令第２８０

号）第２条第２号に規定する外国商品先

物取引業者をいう。以下同じ。）

３ 顧客が第１項に規定する建玉の制限数量

を超える建玉数量を有することとなった場

合、当該顧客は速やかに当該建玉の制限数

量以内に建玉を縮減しなければならない。

４ 前３項の規定にかかわらず、現物商品等

の取引等によって生じる価格変動リスクを

回避又は軽減することを目的として、別表

２に定める事項を満たす取引所の市場にお

いて保有する建玉（以下「ヘッジ玉」とい

う。）については、別表１に定める制限数

量を超えて保有することができる。

５ 前各項に定めるもののほか、第１項に定

める取引の制限及び第４項に定めるヘッジ

玉に係る取扱いに関し必要な事項は、取引

所が定める。

（商品先物取引に係る取次者等の取引の制

限の特例措置）

第８条の３ 取次者、外国証券業者又は外国

商品先物取引業者（以下「取次者等」とい

う。）は、取引参加者を通じて、別に定め

る誓約書を取引所に提出し、取引所が適当

と認めたときは、当該取次者等に取引の委

託の取次ぎを委託した者（以下「申込者」

という。）に対して前条第１項に定める取

引の制限を適用することができる。

２ 前項の適用を受けた取次者等は、業務規

程施行規則第３０条第１号に定める建玉等

の報告を行わなければならない。

３ 取引所は、取次者等が次の各号のいずれ

かに該当したときは、第１項に定める特例

措置を解除することができる。この場合に

おいて、取次者等は速やかに前条第１項に

定める制限数量以内に縮減しなければなら

ない。

（新設）
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（１） 建玉等の報告を適正に行わないと

き

（２） 第１項に定める特例措置に関し取

引所が定める事項を遵守しないとき

（３） 誓約書に記載した事項を遵守しな

いとき

（４） 市場の状況等を勘案し取引所が必

要と認めたとき

４ 取引所が前項の措置を講じた場合は、取

次者等及び申込者は取引所に対し異議を申

し立てることができない。

５ 前各項に定めるもののほか、第１項に定

める特例措置に関し必要な事項は、取引所

が定める。

（商品先物取引に係る顧客の建玉の処分）

第８条の４ 取引参加者が委託を受けた取引

について、名義の如何にかかわらず、顧客

（取次者等及び申込者を含む。以下この条

において同じ。）の建玉（２以上の取引参

加者又は取次者等に委託又は委託の取次ぎ

を委託した場合はその合計）が取引所が定

める建玉の限度を超え若しくは超えること

となった場合又は超えていると取引所が認

めた場合には、取引所の業務規程に基づく

取引所の指示により、取引参加者は、当該

限度を超える建玉を当該顧客の計算におい

て転売又は買戻しにより処分するものとす

る。

（新設）

（農産物市場における受渡建玉の制限）

第８条の５ 同一の顧客は、一般大豆、小豆

又はとうもろこしの受渡において、受方及

び渡方双方になることはできない。

（新設）

（委託の際の指示事項）

第９条 顧客は、市場デリバティブ取引を委

託する場合には、その都度、次の各号に掲

げる事項を取引参加者に指示するものとす

る。ただし、顧客があらかじめ指定した方

法に従い市場デリバティブ取引の決済を行

うことについて、取引参加者が同意してい

る場合には、第２号に掲げる事項の指示が

あったものとみなす。

（１） 次のａからｆまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引

（ａ） 取引の対象とする商品

（委託の際の指示事項）

第９条 顧客は、市場デリバティブ取引を委

託する場合には、その都度、次の各号に掲

げる事項を取引参加者に指示するものとす

る。ただし、顧客があらかじめ指定した方

法に従い市場デリバティブ取引の決済を行

うことについて、取引参加者が同意してい

る場合には、第２号に掲げる事項の指示が

あったものとみなす。

（１） 次のａからｅまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略）

（新設）
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（ｂ） 金及び白金に係る商品先

物取引については、現物先物取

引又は現金決済先物取引の別

（ｃ） 限月取引（ただし、限日

現金決済先物取引については、

その旨）

ｃ～ｅ （略）

ｆ 商品先物オプション取引

（ａ） 対象商品

（ｂ） 商品先物プットオプショ

ン又は商品先物コールオプショ

ンの別

（ｃ） 限月取引

（ｄ） 権利行使価格

（２）～（１０） （略）

２～４ （略）

ｃ～ｅ （略）

（新設）

（２）～（１０） （略）

２～４ （略）

（ギブアップに係る市場デリバティブ取引

の委託の際の指示事項等）

第１０条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引及び商品

先物オプション取引にあっては、当該日が

取引 終日である場合には、取引 終日が

到来した限月取引に係る当該指示は午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時

限までに行うものとする。

３ 業務規程第４２条第２項の規定によりギ

ブアップが成立した場合には、前条第１項

ただし書及び第２項の規定にかかわらず、

顧客は、清算執行取引参加者に対し、取引

を委託した取引日の終了する日の午後５時

１５分までの清算執行取引参加者の指定す

る時限までに、業務規程第４２条第３項の

規定により新たに発生した市場デリバティ

ブ取引に係る前条第１項第２号に掲げる事

項を指示するものとする。ただし、有価証

券オプション取引、国債証券先物オプショ

ン取引及び商品先物オプション取引にあっ

ては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時３０分までの清算執行

取引参加者の指定する時限までに行うもの

とする。

４・５ （略）

（ギブアップに係る市場デリバティブ取引

の委託の際の指示事項等）

第１０条 （略）

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引及び国債証券先物オプション取引にあっ

ては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時までの注文執行取引参

加者の指定する時限までに行うものとす

る。

３ 業務規程第４２条第２項の規定によりギ

ブアップが成立した場合には、前条第１項

ただし書及び第２項の規定にかかわらず、

顧客は、清算執行取引参加者に対し、取引

を委託した取引日の終了する日の午後５時

１５分までの清算執行取引参加者の指定す

る時限までに、業務規程第４２条第３項の

規定により新たに発生した市場デリバティ

ブ取引に係る前条第１項第２号に掲げる事

項を指示するものとする。ただし、有価証

券オプション取引及び国債証券先物オプシ

ョン取引にあっては、当該日が取引 終日

である場合には、取引 終日が到来した限

月取引に係る当該指示は午後４時３０分ま

での清算執行取引参加者の指定する時限ま

でに行うものとする。

４・５ （略）
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（有価証券オプションの権利行使の指示）

第１３条 （略）

２・３ （略）

４ 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、前項本文

の規定により権利行使の申告が行われたも

のとみなすことが適当でないと取引所が認

めるときは、同項本文の規定は適用しない

ものとする。

（有価証券オプションの権利行使の指示）

第１３条 （略）

２・３ （略）

４ 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、前項本文

の規定により権利行使の申告が行われたも

のとみなすことが適当でないと本所が認め

るときは、同項本文の規定は適用しないも

のとする。

（国債証券先物オプションの権利行使の指

示）

第１３条の２ （略）

２ （略）

３ 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、前項本文

の規定により権利行使の申告が行われたも

のとみなすことが適当でないと取引所が認

めるときは、同項本文の規定は適用しない

ものとする。

（国債証券先物オプションの権利行使の指

示）

第１３条の２ （略）

２ （略）

３ 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、前項本文

の規定により権利行使の申告が行われたも

のとみなすことが適当でないと本所が認め

るときは、同項本文の規定は適用しないも

のとする。

（商品先物オプションの権利行使の指示）

第１４条の２ 顧客は、商品先物オプション

の権利行使を委託する場合には、各銘柄

（次の各号に定める場合に該当する銘柄を

除く。）ごとに権利行使に係る数量を、権

利行使日の午後４時までに取引参加者に指

示するものとする。

（１） 商品先物プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値以下である場合

（２） 商品先物コールオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値以上である場合

２ 権利行使日において次の各号に定める場

合に該当する銘柄については、当該日の前

項に規定する時限までに同項の指示が行わ

れないときであっても、当該指示が行われ

たものとみなす。ただし、当該銘柄につい

て、顧客が当該時限までに権利行使を行わ

ない旨の指示を行った場合には、この限り

でない。

（１） 商品先物プットオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値を上回っている場合

（２） 商品先物コールオプションについ

ては、権利行使価格がオプション清算数

値を下回っている場合

３ 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、前項本文

（新設）
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の規定により権利行使の申告が行われたも

のとみなすことが適当でないと取引所が認

めるときは、同項本文の規定は適用しない

ものとする。

（権利行使の指示に関する特則）

第１４条の２の２ 顧客（リモート取引参加

者（取引参加者規程第３条第３項に規定す

るリモート取引参加者をいう。以下同

じ。）の顧客であって、当該リモート取引

参加者と同一の企業集団（法第５条第１項

第２号に規定する企業集団をいう。以下同

じ。）に含まれる者に限る。以下この条に

おいて同じ。）は、非清算参加者である取

引参加者とその指定清算参加者との間であ

らかじめ合意した場合には、第１３条から

第１４条の２までに規定する権利行使の指

示又は権利行使を行わない旨の指示（以下

この条において「権利行使等の指示」とい

う。）を、取引参加者に代えて指定清算参

加者に行うことができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者に権利行使等の指示を行った場合は、当

該権利行使等の指示を第１３条から第１４

条の２までに規定する権利行使等の指示と

みなす。

３ （略）

（権利行使の指示に関する特則）

第１４条の２ 顧客（リモート取引参加者

（取引参加者規程第３条第３項に規定する

リモート取引参加者をいう。以下同じ。）

の顧客であって、当該リモート取引参加者

と同一の企業集団（法第５条第１項第２号

に規定する企業集団をいう。以下同じ。）

に含まれる者に限る。以下この条において

同じ。）は、非清算参加者である取引参加

者とその指定清算参加者との間であらかじ

め合意した場合には、前３条に規定する権

利行使の指示又は権利行使を行わない旨の

指示（以下この条において「権利行使等の

指示」という。）を、取引参加者に代えて

指定清算参加者に行うことができる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者に権利行使等の指示を行った場合は、当

該権利行使等の指示を前３条に規定する権

利行使等の指示とみなす。

３ （略）

（決済のために授受する金銭）

第１４条の２の３ 顧客と取引参加者との間

でＬａｒｇｅ取引の決済のために授受する

金銭（当該顧客が受渡決済を行う場合にお

ける第１４条の７の規定に基づき算出する

受渡決済代金を除く。）は、当該顧客が転

売又は買戻しにより決済を行う場合には当

該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委

託に基づく未決済約定に係る約定値段と当

該転売又は買戻しに係る約定値段の差に１

億円の１００分の１を乗じて得た額の合計

額とし、当該顧客が受渡決済を行う場合に

は当該顧客の委託に基づく未決済約定に係

る約定値段と受渡決済値段（受渡決済にお

いて授受する受渡決済代金を算出するため

の基準とする値段をいう。以下この節にお

いて同じ。）との差に１億円の１００分の

１を乗じて得た額の合計額とする。この場

合における約定値段には､法第４５条の規

定により顧客に契約締結時交付書面の交付

を要しない場合又は金融商品取引業等に関

する内閣府令第１０８条第７項の規定によ

り取引残高報告書に同一日における同一銘

（決済のために授受する金銭）

第１４条の２の２ 顧客と取引参加者との間

でＬａｒｇｅ取引の決済のために授受する

金銭（当該顧客が受渡決済を行う場合にお

ける第１４条の７の規定に基づき算出する

受渡決済代金を除く。）は、当該顧客が転

売又は買戻しにより決済を行う場合には当

該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委

託に基づく未決済約定に係る約定値段と当

該転売又は買戻しに係る約定値段の差に１

億円の１００分の１を乗じて得た額の合計

額とし、当該顧客が受渡決済を行う場合に

は当該顧客の委託に基づく未決済約定に係

る約定値段と受渡決済値段（受渡決済にお

いて授受する受渡決済代金を算出するため

の基準とする値段をいう。以下同じ。）と

の差に１億円の１００分の１を乗じて得た

額の合計額とする。この場合における約定

値段には､法第４５条の規定により顧客に

契約締結時交付書面の交付を要しない場合

又は金融商品取引業等に関する内閣府令第

１０８条第７項の規定により取引残高報告

書に同一日における同一銘柄の取引の単価
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柄の取引の単価の平均額（以下｢平均単価｣

という｡）を記載することができる場合に

は､取引所が定めるところにより､平均単価

を用いることができる｡

２ 顧客と取引参加者との間でＭｉｎｉ取引

の決済のために授受する金銭は、当該顧客

が転売又は買戻しによりＭｉｎｉ取引の決

済を行う場合には当該転売又は買戻しに対

当する当該顧客の委託に基づく未決済約定

に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係

る約定数値の差に相当する金銭とし、当該

顧客の委託に基づく未決済約定が 終決済

により決済される場合には当該顧客の委託

に基づく未決済約定に係る約定数値と 終

清算数値との差に相当する金銭とする。こ

の場合における約定数値には､法第４５条

の規定により顧客に契約締結時交付書面の

交付を要しない場合又は金融商品取引業等

に関する内閣府令第１０８条第７項の規定

により取引残高報告書に平均単価を記載す

ることができる場合には､取引所が定める

ところにより､平均単価を用いることがで

きる｡

３ （略）

の平均額（以下｢平均単価｣という｡）を記

載することができる場合には､本所が定め

るところにより､平均単価を用いることが

できる｡

２ 顧客と取引参加者との間でＭｉｎｉ取引

の決済のために授受する金銭は、当該顧客

が転売又は買戻しによりＭｉｎｉ取引の決

済を行う場合には当該転売又は買戻しに対

当する当該顧客の委託に基づく未決済約定

に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係

る約定数値の差に相当する金銭とし、当該

顧客の委託に基づく未決済約定が 終決済

により決済される場合には当該顧客の委託

に基づく未決済約定に係る約定数値と 終

清算数値との差に相当する金銭とする。こ

の場合における約定数値には､法第４５条

の規定により顧客に契約締結時交付書面の

交付を要しない場合又は金融商品取引業等

に関する内閣府令第１０８条第７項の規定

により取引残高報告書に平均単価を記載す

ることができる場合には､本所が定めると

ころにより､平均単価を用いることができ

る｡

３ （略）

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に

関する特則）

第１４条の１２の２ 顧客（リモート取引参

加者の顧客であって、当該リモート取引参

加者と同一の企業集団に含まれる者に限

る。以下この条及び次条において同じ。）

は、当該リモート取引参加者及びその指定

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、リモート取引参加者に代えて指定

清算参加者との間で、第１４条の２の３か

ら前条までの規定に準じて、国債証券先物

取引の決済を行うことができる。

２ （略）

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に

関する特則）

第１４条の１２の２ 顧客（リモート取引参

加者の顧客であって、当該リモート取引参

加者と同一の企業集団に含まれる者に限

る。以下この条及び次条において同じ。）

は、当該リモート取引参加者及びその指定

清算参加者との間であらかじめ合意した場

合には、リモート取引参加者に代えて指定

清算参加者との間で、第１４条の２の２か

ら前条までの規定に準じて、国債証券先物

取引の決済を行うことができる。

２ （略）

（指数先物取引に係る決済のために授受す

る金銭）

第１５条 顧客と取引参加者との間で指数先

物取引の決済のために授受する金銭は、当

該顧客が転売又は買戻しにより決済を行う

場合には当該顧客の当該転売又は買戻しに

対当する当該顧客の委託に基づく未決済約

定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに

係る約定数値の差に相当する金銭とし、当

該顧客の委託に基づく未決済約定が 終決

済により決済される場合には当該顧客の委

託に基づく未決済約定に係る約定数値と

（指数先物取引に係る決済のために授受す

る金銭）

第１５条 顧客と取引参加者との間で指数先

物取引の決済のために授受する金銭は、当

該顧客が転売又は買戻しにより決済を行う

場合には当該顧客の当該転売又は買戻しに

対当する当該顧客の委託に基づく未決済約

定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに

係る約定数値の差に相当する金銭とし、当

該顧客の委託に基づく未決済約定が 終決

済により決済される場合には当該顧客の委

託に基づく未決済約定に係る約定数値と



86

終清算数値との差に相当する金銭とする。

この場合における約定数値には､法第４５

条の規定により顧客に契約締結時交付書面

の交付を要しない場合又は金融商品取引業

等に関する内閣府令第１０８条第７項の規

定により取引残高報告書に平均単価を記載

することができる場合には､取引所が定め

るところにより､平均単価を用いることが

できる｡

２ （略）

終清算数値との差に相当する金銭とする。

この場合における約定数値には､法第４５

条の規定により顧客に契約締結時交付書面

の交付を要しない場合又は金融商品取引業

等に関する内閣府令第１０８条第７項の規

定により取引残高報告書に平均単価を記載

することができる場合には､本所が定める

ところにより､平均単価を用いることがで

きる｡

２ （略）

第１節の４ 商品先物取引に係る顧客の決

済

（新設）

第１款 決済のために授受する金銭 （新設）

（商品先物取引に係る決済のために授受す

る金銭）

第１６条の４ 顧客と取引参加者との間で現

物先物取引の決済のために授受する金銭

（当該顧客が受渡決済を行う場合における

第１６条の６、第１６条の８、第１６条の

１０、第１６条の１２、第１６条の１４及

び第１６条の１６に規定する総取引代金等

及び総取引代金を除く。）は、当該顧客が

転売又は買戻しにより現物先物取引の決済

を行う場合には当該転売又は買戻しに対当

する当該顧客の委託に基づく未決済約定に

係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る

約定数値の差に相当する金銭とし、当該顧

客が受渡決済を行う場合には当該顧客の委

託に基づく未決済約定に係る約定数値と受

渡決済値段（受渡決済において授受する総

取引代金を算出するための基準とする値段

をいう。）との差に相当する金銭とする。

この場合における約定数値には､法第４５

条の規定により顧客に契約締結時交付書面

の交付を要しない場合又は金融商品取引業

等に関する内閣府令第１０８条第７項の規

定により取引残高報告書に平均単価を記載

することができる場合には､取引所が定め

るところにより､平均単価を用いることが

できる｡

２ 顧客と取引参加者との間で限月現金決済

先物取引の決済のために授受する金銭は、

当該顧客が転売又は買戻しにより限月現金

決済先物取引の決済を行う場合には当該転

売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に

基づく未決済約定に係る約定数値と当該転

売又は買戻しに係る約定数値の差に相当す

る金銭とし、当該顧客の委託に基づく未決

済約定が 終決済により決済される場合に

は当該顧客の委託に基づく未決済約定に係

（新設）
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る約定数値と 終清算数値との差に相当す

る金銭とする。この場合における約定数値

には､法第４５条の規定により顧客に契約

締結時交付書面の交付を要しない場合又は

金融商品取引業等に関する内閣府令第１０

８条第７項の規定により取引残高報告書に

平均単価を記載することができる場合に

は､取引所が定めるところにより､平均単価

を用いることができる｡

３ 顧客と取引参加者との間で限日現金決済

先物取引の決済のために授受する金銭（当

該顧客が希望受渡しを行う場合における第

１６条の８に規定する総取引代金等を除

く。）は、当該顧客が転売又は買戻しによ

り限日現金決済先物取引の決済を行う場合

には当該転売又は買戻しに対当する当該顧

客の委託に基づく未決済約定に係る約定数

値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の

差に相当する金銭とし、当該顧客が希望受

渡しを行う場合には当該顧客の委託に基づ

く未決済約定に係る約定数値と受渡決済値

段（希望受渡しにおいて授受する総取引代

金を算出するための基準とする値段をい

う。）との差に相当する金銭とし、当該顧

客の委託に基づく未決済約定に係る決済が

転売又は買戻しにより行われない場合には

当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る

約定数値とロールオーバー時の理論現物価

格との差に相当する金銭とする。この場合

における約定数値には､法第４５条の規定

により顧客に契約締結時交付書面の交付を

要しない場合又は金融商品取引業等に関す

る内閣府令第１０８条第７項の規定により

取引残高報告書に平均単価を記載すること

ができる場合には､取引所が定めるところ

により､平均単価を用いることができる｡

４ 顧客が商品先物取引の決済を行う場合に

おいて、損失が生じているときは、当該顧

客は当該損失に相当する金銭を、転売又は

買戻しにより決済を行う場合には当該決済

に係る転売又は買戻しが成立した取引日の

終了する日の翌日（当該顧客が非居住者で

ある場合は、当該成立した取引日の終了す

る日から起算して３日目の日）までの取引

参加者が指定する日時までに、現物先物取

引において受渡決済を行う場合には当該限

月取引の取引 終日の終了する日の翌日

（当該顧客が非居住者である場合は、当該

取引 終日の終了する日から起算して３日

目の日）までの取引参加者が指定する日時

までに、限月現金決済先物取引において
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終決済を行う場合には当該限月取引の 終

決済期日（当該顧客が非居住者である場合

は、その翌日）までの取引参加者が指定す

る日時までに、限日現金決済先物取引にお

いて希望受渡しを行う場合には希望受渡し

の成立日の翌日 （当該顧客が非居住者で

ある場合は、当該希望受渡しの成立日から

起算して３日目の日）までの取引参加者が

指定する日時までに、限日現金決済先物取

引においてロールオーバーを行う場合には

当該ロールオーバーが行われる日の翌日

（当該顧客が非居住者である場合は、当該

ロールオーバーが行われる日から起算して

３日目の日）までの取引参加者が指定する

日時までに、取引参加者に差し入れるもの

とする。

（決済方法に係る顧客の指示がない場合の

特則）

第１６条の５ 取引参加者は、顧客から委託

を受けた商品先物取引（限月現金決済先物

取引及び限日現金決済先物取引を除く。以

下この条において同じ。）で直近の限月取

引に係るものについて、当該顧客から取引

終日の終了する日の前日（休業日に当た

るときは、順次繰り上げる。以下同じ。）

の午後４時までに決済方法に係る指示がな

いときは、当該日時以降の売買立会におい

て、当該取引を当該顧客の計算において転

売又は買戻しにより処分するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、取引参加者

は、顧客から委託を受けた商品先物取引で

直近の限月取引に係るものについて、指示

日（一般大豆及びとうもろこしにあって

は、取引 終日の終了する日の属する月の

１日（休業日である場合は順次繰り上げ

る。）をいい、その他の商品にあっては、

取引 終日の終了する日の属する月の１５

日（休業日である場合は順次繰り上げ

る。）をいう。以下同じ。）に顧客から取

引参加者が定める決済方法のうちいずれか

の指示を受けることができるものとし、当

該顧客から指示日の午後４時までにその指

示がないとき又はその指示が取引参加者が

定める決済方法と異なるものであるとき

は、当該日時以降の売買立会において、当

該取引を当該顧客の計算において転売又は

買戻しにより処分するものとする。

（新設）

第２款 受渡決済 （新設）

第１目 金、銀、白金及びパラジウム （新設）
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（受渡しによる決済）

第１６条の６ 顧客は、金、銀、白金及びパ

ラジウムに係る現物先物取引において、直

近の限月取引の取引 終日の終了する日の

前日の取引参加者が指定する日時まで（第

１６条の５第２項の規定により、顧客が指

示日において受渡しにより決済をすると指

示した場合にあっては、取引参加者が指定

する日時まで）に、売方であるときは受渡

しにより決済しようとする売付けに係る倉

荷証券（本所が定める要件を満たしたもの

に限る。以下同じ。）（受方貴金属先物等

清算参加者（受渡品を受領する貴金属先物

等清算参加者をいう。以下同じ。）が同意

した場合にあっては、荷渡指図書（その発

行の日から３か月以内のものに限る。）。

以下この目において同じ。）を、買方であ

るときは受渡しにより決済しようとする買

付けに係る総取引代金（約定値段に取引単

位の倍率（取引単位当たりの数量を呼値の

単位で除した数値をいう。）と取引数量を

乗じて得た価額をいう。以下同じ。）を取

引参加者に差し入れるものとする。この場

合において、買方である顧客は受渡決済日

の前日の取引参加者が指定する日時までに

当該買付けの総取引代金に係る消費税相当

額を取引参加者に差し入れるものとする。

２ 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総

取引代金を差し入れないときは、取引参加

者は、当該日時以降（第１６条の５第２項

の規定により、顧客が指示日において受渡

しにより決済をすると指示した場合であっ

て、取引参加者が指定する日時までに倉荷

証券又は総取引代金を差し入れないとき

は、当該日時以降）の売買立会において、

当該取引を当該顧客の計算において転売又

は買戻しにより処分するものとする。

３ 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物

先物取引において、取引参加者が適当と認

める者にあっては、第１項の規定にかかわ

らず、取引参加者の指定する日時までに、

売方である顧客は売付けに係る倉荷証券

を、買方である顧客は総取引代金を取引参

加者に差し入れることができる。

４ 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物

先物取引において、取引参加者は、顧客か

ら委託を受けた取引で受渡しにより決済す

るものについて、取引所の市場における受

渡しを終了したときは、遅滞なく、売方で

ある顧客に対しては総取引代金等（総取引

代金に当該総取引代金に係る消費税相当額

（新設）
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を加えたものをいう。以下同じ。）を、買

方である顧客に対しては取引所の市場にお

ける受渡しにおいて受領した倉荷証券を引

き渡さなければならない。この場合におい

て、買方である顧客が２人以上であり、当

該受領した倉荷証券の内容が異なるとき

は、あらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に配分しなければならない。

５ 金、銀、白金及びパラジウムに係る現物

先物取引において、顧客は、受方の同意を

得て倉荷証券によらずして受渡しによる決

済を行うことができる。この場合におい

て、顧客は、取引 終日の終了する日から

起算して２日前（休業日を除外する。以下

日数計算について同じ。）の日までに、そ

の旨を取引参加者に通知しなければならな

い。

６ 前各項に規定する場合のほか、金、銀、

白金及びパラジウムに係る現物先物取引に

おいて受渡しに関する必要な事項は、業務

規程第６章第１節の３第１款の規定（金、

銀、白金及びパラジウムに係る規定に限

る。）によるものとする。

（金、銀、白金及びパラジウムに係る現物

先物取引における受渡決済の事前手続き）

第１６条の７ 顧客は、金、銀、白金及びパ

ラジウムに係る現物先物取引における売建

玉について受渡しにより決済を行おうとす

る場合（受渡決済に必要な倉荷証券等を既

に保持又は手当てしている場合を除く。）

は、取引 終日の終了する日から起算して

７日前の日に当たる日まで（第１６条の５

第２項の規定により、顧客が指示日におい

て受渡しにより決済をすると指示した場合

にあっては、取引参加者が指定する日時ま

で）に、受渡しに提供する貴金属地金を、

取引所が指定する鑑定業者（以下「指定鑑

定業者」という。）に鑑定のために引き渡

さなければならない。この場合において、

顧客が倉荷証券の発行を希望しない場合

は、その旨を意思表示しなければならな

い。

２ 前項の場合において、指定鑑定業者か

ら、受渡しに提供する貴金属地金が受渡供

用品に該当する旨の連絡を受けた場合に

は、顧客は、遅滞なく、指定鑑定業者か

ら、取引所が指定する倉庫業者の発行する

倉荷証券（倉荷証券の発行を希望しない旨

の意思表示をした場合には貨物引渡証）の

交付を受けなければならない。

（新設）
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（限日現金決済先物取引における希望受渡

しによる決済）

第１６条の８ 顧客は、限日現金決済先物取

引を業務規程に定める希望受渡しにより決

済する場合においては、売方であるとき

は、取引参加者が指定する日時までに業務

規程に定めるところに従って受渡し行うも

のとし、買方であるときは、取引参加者が

指定する日時までに総取引代金等を取引参

加者に差し入れるものとする。

２ 取引参加者は、取引所の市場における限

日現金決済先物取引に係る希望受渡しを終

了したときは、遅滞なく、売方である顧客

に対しては総取引代金等を、買方である顧

客に対しては金にあっては倉荷証券又は金

地金、白金にあっては倉荷証券を交付しな

ければならない。

３ 前２項に規定する場合のほか、限日現金

決済先物取引に係る希望受渡しに関する必

要な事項については、業務規程第３６条の

１９の規定によるものとする。

（新設）

（受渡品提供後の滅失又は毀損）

第１６条の９ 金、銀、白金及びパラジウム

に係る受渡決済（限日現金決済先物取引に

おける希望受渡しを含む。）において、渡

方である顧客が受渡しのため倉荷証券を取

引参加者に差し出した後、クリアリング機

構がこれを受方貴金属先物等清算参加者に

交付するまでに、受渡当事者の責めに帰す

ることができない原因によってその目的物

の全部又は一部が滅失又は毀損したとき

は、その損失は、渡方である顧客の負担と

する。

２ 前項の場合においては、渡方である顧客

は、直ちに、その旨を取引参加者に届け出

て、その申出の日の翌日から起算して５日

目の日までに、その滅失又は毀損したもの

の代品の倉荷証券を差し出して受渡しを履

行しなければならない。

３ 渡方である顧客は、代品の全部又は一部

を提供することができない場合において、

取引参加者（当該取引参加者が非清算参加

者である場合にはその指定清算参加者）が

クリアリング機構の承認を受けたときは、

前項の規定にかかわらず、その受渡しの義

務を免れることができる。この場合におい

ては、取引参加者は、受渡しが履行されな

かった分に係る顧客への金銭の支払いを要

しない。

（新設）
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第２目 くん煙シート（ＲＳＳ） （新設）

（受渡しによる決済）

第１６条の１０ 顧客は、くん煙シート（以

下「ＲＳＳ」という。）に係る現物先物取

引において、直近の限月取引の取引 終日

の終了する日の前日の取引参加者が指定す

る日時まで（第１６条の５第２項の規定に

より、顧客が指示日において受渡しにより

決済をすると指示した場合にあっては、取

引参加者が指定する日時まで）に、売方で

あるときは受渡しにより決済しようとする

売付けに係る倉荷証券（受方ゴム先物等清

算参加者（受渡品を受領するゴム先物等清

算参加者をいう。以下同じ。）が同意した

場合にあっては、荷渡指図書（その発行の

日から３か月以内のものに限る。）。以下

この目において同じ。）を、買方であると

きは受渡しにより決済しようとする総取引

代金を取引参加者に差し入れるものとす

る。この場合において、買方である顧客は

受渡決済日の前日の取引参加者が指定する

日時までに当該買付けの総取引代金に係る

消費税相当額を取引参加者に差し入れるも

のとする。

２ 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総

取引代金を差し入れないときは、取引参加

者は、当該日時以降（第１６条の５第２項

の規定により、顧客が指示日において受渡

しにより決済をすると指示した場合であっ

て、取引参加者が指定する日時までに倉荷

証券又は総取引代金を差し入れないとき

は、当該日時以降）の売買立会において、

当該取引を当該顧客の計算において転売又

は買戻しにより処分するものとする。

３ ＲＳＳに係る現物先物取引において、取

引参加者が適当と認める者にあっては、第

１項の規定にかかわらず、取引参加者の指

定する日時までに、売方である顧客は売付

けに係る倉荷証券を、買方である顧客は総

取引代金を取引参加者に差し入れることが

できる。

４ ＲＳＳに係る現物先物取引において、取

引参加者は、顧客から委託を受けた取引で

受渡しにより決済するものについて、取引

所の市場における受渡しを終了したとき

は、遅滞なく、売方である顧客に対しては

総取引代金等を、買方である顧客に対して

は取引所の市場における受渡しにおいて受

領した倉荷証券を交付しなければならな

い。この場合において、買方である顧客が

（新設）
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２人以上であり、当該受領した倉荷証券の

内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽

選その他の方法により公平に配分しなけれ

ばならない。

５ ＲＳＳに係る現物先物取引において、顧

客は、受方の同意を得て倉荷証券によらず

して受渡しによる決済を行うことができ

る。この場合において、顧客は、取引 終

日の終了する日から起算して２日前の日ま

でに、その旨を取引参加者に通知しなけれ

ばならない。

６ 前各項に規定する場合のほか、ＲＳＳに

係る現物先物取引において受渡しに関する

必要な事項は、業務規程第６章第１節の３

第１款の規定（ＲＳＳに係る規定に限

る。）によるものとする。

（受渡品提供後の滅失又は毀損）

第１６条の１１ ＲＳＳに係る受渡決済にお

いて、渡方である顧客が受渡しのため倉荷

証券を取引参加者に差し出した後、クリア

リング機構がこれを受方ゴム先物等清算参

加者に交付するまでに、受渡当事者の責め

に帰することができない原因によってその

目的物の全部又は一部が滅失又は毀損した

ときは、その損失は、渡方である顧客の負

担とする。

２ 前項の場合においては、渡方である顧客

は、直ちにその旨取引所に届け出て、その

申出の日の翌日から起算して５日目の日ま

でに、その滅失又は毀損したものの代品の

倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなけ

ればならない。

３ 渡方である顧客は、代品の全部又は一部

を提供することができない場合において、

取引参加者（当該取引参加者が非清算参加

者である場合にはその指定清算参加者）が

クリアリング機構の承認を受けたときは、

前項の規定にかかわらず、その受渡しの義

務を免れることができる。この場合におい

ては、取引参加者は、受渡しが履行されな

かった分に係る顧客への金銭の支払いを要

しない。

（新設）

第３目 技術的格付けゴム（ＴＳＲ） （新設）

（受渡しによる決済）

第１６条の１２ 顧客は、技術的格付けゴム

（以下「ＴＳＲ」という。）に係る現物先

物取引において、売方であるときは受渡決

済期日の前日の取引参加者が指定する日時

までに受渡しにより決済しようとする売付

（新設）
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けに係る受渡書類を、買方であるときは船

積日の前日の取引参加者が指定する日時ま

でに受渡しにより決済しようとする総取引

代金を取引参加者に差し入れるものとす

る。

２ 取引参加者は、顧客から委託を受けた取

引で受渡しにより決済するものについて、

取引所の市場における受渡しを終了したと

きは、遅滞なく、売方である顧客に対して

は総取引代金等を、買方である顧客に対し

ては取引所の市場における受渡しにおいて

受領した受渡書類を交付しなければならな

い。この場合において、買方である顧客が

２人以上であり、当該受領した受渡書類の

内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽

選その他の方法により公平に配分しなけれ

ばならない。

３ 取引参加者は、前項の規定により顧客か

ら委託を受けた取引を受渡しにより決済し

たときは、遅滞なく、書面により、次に掲

げる事項を当該顧客に通知しなければなら

ない。ただし、顧客が商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）第２条第２５項

に規定する特定委託者又は同条第２６項に

規定する特定当業者である場合は当該通知

を要しない。

（１） 取引の種類

（２） 取引の対象とする商品

（３） 限月

（４） 売付け又は買付け年月日

（５） 売買枚数

（６） 船舶名

（７） 船積日

（８） 受渡場所

（９） 成立した取引の約定値段

（１０） 総取引代金

（１１） 受渡決済値段

（１２） 諸勘定

（１３） 新規の売付け若しくは買付けに

係る委託手数料及び受渡しに係る委託手

数料

（１４） 差引受払金

４ 第５条第４項及び第５項の規定は、前項

の書面による通知について準用する。

５ 前各項に規定する場合のほか、ＴＳＲの

受渡しに関する必要な事項については、業

務規程第６章第１節の３第１款の規定（Ｔ

ＲＳに係る規定に限る。）によるものとす

る。
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（ＴＳＲに係る渡方である顧客の責任範

囲）

第１６条の１３ ＴＳＲに係る受渡決済にお

ける渡方である顧客は、受渡品の全部が船

積される時点まで、当該受渡品の全部又は

一部の滅失又は毀損に対して、その損失を

負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、申告受渡又は

受渡条件調整により、取引所が定める受渡

供用品又は受渡場所以外をもってＴＳＲに

係る受渡しを行う場合には、受渡しの当事

者の合意により、同項に規定する損失の負

担を決定する。

（新設）

第４目 一般大豆 （新設）

（受渡しによる決済）

第１６条の１４ 顧客は、一般大豆に係る現

物先物取引において、受渡決済期日の前日

の取引参加者が指定する日時までに、売方

であるときは受渡しにより決済しようとす

る売付けに係る倉荷証券を、買方であると

きは受渡しにより決済しようとする総取引

代金等を取引参加者に差し入れるものとす

る。

２ 取引参加者は、顧客から委託を受けた取

引で受渡しにより決済するものについて、

取引所の市場における受渡しを終了したと

きは、遅滞なく、売方である顧客に対して

は総取引代金等を、買方である顧客に対し

ては取引所の市場における受渡しにおいて

受領した倉荷証券を交付しなければならな

い。この場合において、買方である顧客が

２人以上であり、当該受領した倉荷証券の

内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽

選その他の方法により公平に配分しなけれ

ばならない。

３ 第１項の規定にかかわらず、顧客は、申

告受渡及び受渡条件調整による受渡しを行

う場合、受方の同意を得て倉荷証券によら

ずして受渡しによる決済を行うことができ

る。この場合において、顧客は、遅滞な

く、その旨を取引参加者に通知しなければ

ならない。

４ 前各項に規定する場合のほか、一般大豆

の受渡しに関する必要な事項については、

業務規程第６章第１節の３第１款の規定

（一般大豆に係る規定に限る。）によるも

のとする。

（新設）

（受渡品提供後の滅失又は毀損）
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第１６条の１５ 一般大豆に係る受渡決済に

おいて、渡方である顧客が受渡しのため倉

荷証券を取引参加者に差し出した後、クリ

アリング機構がこれを受方農産物先物等清

算参加者（受渡品を受領する貴農産物先物

等清算参加者をいう。以下同じ。）に交付

するまでに、受渡当事者の責めに帰するこ

とができない原因によってその目的物の全

部又は一部が滅失又は毀損したときは、そ

の損失は、渡方である顧客の負担とする。

２ 前項の場合においては、渡方である顧客

は、遅滞なく、その旨取引所に届け出て、

その申出の日の翌日から起算して３日目の

日までに、その滅失又は毀損したものの代

品の倉荷証券を差し出して受渡しを履行し

なければならない。

３ 渡方である顧客は、代品の全部又は一部

を提供することができない場合において、

取引参加者（当該取引参加者が非清算参加

者である場合にはその指定清算参加者）が

クリアリング機構の承認を受けたときは、

前項の規定にかかわらず、その受渡しの義

務を免れることができる。この場合におい

ては、取引参加者は、受渡しが履行されな

かった分に係る顧客への金銭の支払いを要

しない。

４ 第２項の規定により代品を提供して受渡

しを結了した渡方である顧客は、当該代品

に係る受渡決済代金に１００分の１を乗じ

て得た金額に相当する遅滞金を取引参加者

に差し出すものとする。

（新設）

第５目 小豆 （新設）

（受渡しによる決済）

第１６条の１６ 顧客は、小豆に係る現物先

物取引において、直近の限月取引の取引

終日の終了する日の前日の取引参加者が指

定する日時まで（第１６条の５第２項の規

定により、顧客が指示日において受渡しに

より決済をすると指示した場合にあって

は、取引参加者が指定する日時まで）に、

売方であるときは受渡しにより決済しよう

とする売付けに係る倉荷証券を、買方であ

るときは受渡しにより決済しようとする総

取引代金を取引参加者に差し入れるものと

する。この場合において、買方である顧客

は受渡決済日の前日の取引参加者が指定す

る日時までに当該買付けの総取引代金に係

る消費税相当額を取引参加者に差し入れる

ものとする。

（新設）
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２ 顧客が前項の日時までに倉荷証券又は総

取引代金を差し入れないときは、取引参加

者は、当該日時以降（第１６条の５第２項

の規定により、顧客が指示日において受渡

しにより決済をすると指示した場合であっ

て、取引参加者が指定する日時までに倉荷

証券又は総取引代金を差し入れないとき

は、当該日時以降）の売買立会において、

当該取引を当該顧客の計算において転売又

は買戻しにより処分するものとする。

３ 小豆に係る現物先物取引において、取引

参加者は、顧客から委託を受けた取引で受

渡しにより決済するものについて、取引所

の市場における受渡しを終了したときは、

遅滞なく、売方である顧客に対しては総取

引代金等を、買方である顧客に対しては取

引所の市場における受渡しにおいて受領し

た倉荷証券を交付しなければならない。こ

の場合において、買方である顧客が２人以

上であり、当該受領した倉荷証券の内容が

異なるときは、あらかじめ定めた抽選その

他の方法により公平に配分しなければなら

ない。

４ 前各項に規定する場合のほか、小豆に係

る現物先物取引において受渡しに関する必

要な事項は、業務規程第６章第１節の３第

１款の規定（小豆に係る規定に限る。）に

よるものとする。

（受渡品提供後の滅失又は毀損）

第１６条の１７ 小豆に係る受渡決済におい

て、渡方である顧客が受渡しのため倉荷証

券を取引参加者に差し出した後、クリアリ

ング機構がこれを受方農産物先物等清算参

加者に交付するまでに、受渡当事者の責め

に帰することができない原因によってその

目的物の全部又は一部が滅失又は毀損した

ときは、その損失は、渡方である顧客の負

担とする。

２ 前項の場合においては、渡方である顧客

は、直ちにその旨取引所に届け出て、その

申出の日の翌日から起算して３日目の日ま

でに、その滅失又は毀損したものの代品の

倉荷証券を差し出して受渡しを履行しなけ

ればならない。

３ 渡方である顧客は、代品の全部又は一部

を提供することができない場合において、

取引参加者（当該取引参加者が非清算参加

者である場合にはその指定清算参加者）が

クリアリング機構の承認を受けたときは、

前項の規定にかかわらず、その受渡しの義

（新設）
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務を免れることができる。この場合におい

ては、取引参加者は、受渡しが履行されな

かった分に係る顧客への金銭の支払いを要

しない。

４ 第２項の規定により代品を提供して受渡

しを結了した渡方である顧客は、当該代品

に係る受渡決済代金に１００分の１を乗じ

て得た金額に相当する遅滞金を取引参加者

に差し出すものとする。

第６目 とうもろこし （新設）

（受渡しによる決済）

第１６条の１８ 顧客は、受渡決済期日の前

日の取引参加者が指定する日時までに、売

方であるときは受渡しにより決済しようと

する売付けに係る受渡書類を、買方である

ときは受渡しにより決済しようとする総取

引代金を取引参加者に差し入れるものとす

る。

２ 取引参加者は、顧客から委託を受けた取

引で受渡しにより決済するものについて、

取引所の市場における受渡しを終了したと

きは、遅滞なく、売方である顧客に対して

は総取引代金を、買方である顧客に対して

は取引所の市場における受渡しにおいて受

領した受渡書類を交付しなければならな

い。この場合において、買方である顧客が

２人以上であり、当該受領した受渡書類の

内容が異なるときは、あらかじめ定めた抽

選その他の方法により公平に配分しなけれ

ばならない。

３ 取引参加者は、前項の規定により顧客か

ら委託を受けた取引を受渡しにより決済し

たときは、遅滞なく、書面により、次に掲

げる事項を当該顧客に通知しなければなら

ない。ただし、顧客が商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）第２条第２５項

に規定する特定委託者又は同条第２６項に

規定する特定当業者である場合は当該通知

を要しない。

（１） 取引の種類

（２） 取引の対象とする商品

（３） 限月

（４） 売付け又は買付け年月日

（５） 売買枚数

（６） 積来本船名

（７） 出港年月日

（８） 荷受渡港及び埠頭名

（９） 成立した取引の約定値段

（１０） 格付差金

（１１） 総取引代金

（新設）
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（１２） 受渡値段

（１３） 諸勘定

（１４） 新規の売付け若しくは買付けに

係る委託手数料及び受渡しに係る委託手

数料

（１５） 差引受払金

４ 第５条第４項及び第５項の規定は、前項

の書面による通知について準用する。

５ 前各項に規定する場合のほか、とうもろ

こしの受渡しに関する必要な事項について

は、業務規程第６章第１節の３第１款の規

定（とうもろこしに係る規定に限る。）に

よるものとする。

第７目 その他 （新設）

（商品先物取引に係る早受渡し、申告受

渡、受渡条件調整を行う場合の取扱い）

第１６条の１９ 顧客は、業務規程に定める

早受渡し、申告受渡又は受渡条件調整を行

う場合には、第１目から第６目までの規定

にかかわらず、取引所が定めるところによ

り取引参加者との間の決済及び所要の手続

きを行うものとする。

（新設）

（商品先物取引に係るＡＤＰの委託の際の

指示事項等）

第１６条の２０ 顧客は、業務規程に定める

ＡＤＰの委託をする場合には、その旨を取

引参加者に指示するものとする。この場合

において、顧客は、取引参加者が定める日

時までに取引参加者が定める事項を取引参

加者へ申し出るものとする。

２ ＡＤＰの成立については、取引所が承認

したものに限るものとする。

３ 前各項に規定する場合のほか、ＡＤＰに

関する必要な事項については、業務規程第

３６条の１４の規定を準用する。

（新設）

（取引代金等の差入れ）

第１７条 顧客は、有価証券オプション取引

の買付けの委託については、当該買付けに

係る取引代金を、取引成立の日の翌日（当

該顧客が非居住者である場合は、当該取引

成立の日から起算して３日目の日）までの

取引参加者が指定する日時までに、取引参

加者に差し入れるものとする。この場合に

おける取引代金は､法第４５条の規定によ

り顧客に契約締結時交付書面の交付を要し

ない場合又は金融商品取引業等に関する内

閣府令第１０８条第７項の規定により取引

残高報告書に平均単価を記載することがで

（取引代金等の差入れ）

第１７条 顧客は、有価証券オプション取引

の買付けの委託については、当該買付けに

係る取引代金を、取引成立の日の翌日（当

該顧客が非居住者である場合は、当該取引

成立の日から起算して３日目の日）までの

取引参加者が指定する日時までに、取引参

加者に差し入れるものとする。この場合に

おける取引代金は､法第４５条の規定によ

り顧客に契約締結時交付書面の交付を要し

ない場合又は金融商品取引業等に関する内

閣府令第１０８条第７項の規定により取引

残高報告書に平均単価を記載することがで
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きる場合には､取引所が定めるところによ

り､平均単価に基づき算出することができ

る｡

２ （略）

きる場合には､本所が定めるところにより､

平均単価に基づき算出することができる｡

２ （略）

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第１８条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金又は権利行使の割当てを受けたこと

に伴う金銭については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は､

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には､取引

所が定めるところにより､平均単価に基づ

き算出することができる｡

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第１８条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金又は権利行使の割当てを受けたこと

に伴う金銭については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は､

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には､本所

が定めるところにより､平均単価に基づき

算出することができる｡

（顧客の権利行使に係る決済時限等）

第１９条 顧客が第１３条第１項及び第２項

に規定する指示を行った場合及び有価証券

オプションの権利行使の割当てを受けた場

合に成立するオプション対象証券の売買に

係る決済は、権利行使日から起算して５日

目の日の午前９時までに、当該権利行使に

より成立するオプション対象証券の売買に

係る第２１条に規定する金銭又は有価証券

を、取引参加者に差し入れるものとする。

ただし、オプション対象証券の売買に係る

配当落等の期日（指定取引所が定める配当

落等の期日であって、普通取引に係るもの

に限る。以下同じ。）又は株式併合後の株

券の売買開始の期日（指定取引所が定める

株式併合後の株券（投資信託受益証券及び

投資証券を含む。以下同じ。）の売買開始

の期日であって、普通取引に係るものに限

る。以下同じ。）の前日に行われた権利行

使により成立する当該オプション対象証券

の売買に係る決済の場合は、当該権利行使

日から起算して４日目の日の午前９時まで

に差し入れるものとする。

２ （略）

（顧客の権利行使に係る決済時限等）

第１９条 顧客が第１３条第１項及び第２項

に規定する指示を行った場合及び有価証券

オプションの権利行使の割当てを受けた場

合に成立するオプション対象証券の売買に

係る決済は、権利行使日から起算して５日

目の日の午前９時までに、当該権利行使に

より成立するオプション対象証券の売買に

係る第２１条に規定する金銭又は有価証券

を、取引参加者に差し入れるものとする。

ただし、オプション対象証券の売買に係る

配当落等の期日（指定取引所が定める配当

落等の期日であって、普通取引に係るもの

に限る。以下同じ。）又は株式併合後の株

券の売買開始の期日（指定取引所が定める

株式併合後の株券（投資信託受益証券及び

投資証券を含む。以下同じ。）の売買開始

の期日であって、普通取引に係るものに限

る。以下同じ。）の前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

行われた権利行使により成立する当該オプ

ション対象証券の売買に係る決済の場合

は、当該権利行使日から起算して４日目の

日の午前９時までに差し入れるものとす

る。

２ （略）
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（顧客の決済時限）

第２６条の２の３ 顧客は、国債証券先物オ

プション取引の買付けの委託については、

当該買付けに係る取引代金を、取引が成立

した取引日の終了する日の翌日（当該顧客

が非居住者である場合は、当該取引日の終

了する日から起算して３日目の日）までの

取引参加者が指定する日時までに、取引参

加者に差し入れるものとする。この場合に

おける取引代金は､法第４５条の規定によ

り顧客に契約締結時交付書面の交付を要し

ない場合又は金融商品取引業等に関する内

閣府令第１０８条第７項の規定により取引

残高報告書に平均単価を記載することがで

きる場合には､取引所が定めるところによ

り､平均単価に基づき算出することができ

る｡

（顧客の決済時限）

第２６条の２の３ 顧客は、国債証券先物オ

プション取引の買付けの委託については、

当該買付けに係る取引代金を、取引が成立

した取引日の終了する日の翌日（当該顧客

が非居住者である場合は、当該取引日の終

了する日から起算して３日目の日）までの

取引参加者が指定する日時までに、取引参

加者に差し入れるものとする。この場合に

おける取引代金は､法第４５条の規定によ

り顧客に契約締結時交付書面の交付を要し

ない場合又は金融商品取引業等に関する内

閣府令第１０８条第７項の規定により取引

残高報告書に平均単価を記載することがで

きる場合には､本所が定めるところにより､

平均単価に基づき算出することができる｡

（証拠金の取引代金への充当）

第２６条の３ 取引参加者は、顧客が前条の

規定により当該取引参加者に差し入れるべ

き取引代金については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は､

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には､取引

所が定めるところにより､平均単価に基づ

き算出することができる｡

（証拠金の取引代金への充当）

第２６条の３ 取引参加者は、顧客が前条の

規定により当該取引参加者に差し入れるべ

き取引代金については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は､

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には､本所

が定めるところにより､平均単価に基づき

算出することができる｡

（指数オプション取引の決済のために授受

する金銭）

第２７条 顧客と取引参加者との間で指数オ

プション取引の決済のために授受する金銭

は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買

付けが成立した場合の取引代金及び当該顧

客の委託に基づく権利行使に係る決済の場

合における権利行使価格とオプション清算

数値との差に相当する金銭とする。この場

合における取引代金は､法第４５条の規定

により顧客に契約締結時交付書面の交付を

要しない場合又は金融商品取引業等に関す

る内閣府令第１０８条第７項の規定により

取引残高報告書に平均単価を記載すること

ができる場合には､取引所が定めるところ

（指数オプション取引の決済のために授受

する金銭）

第２７条 顧客と取引参加者との間で指数オ

プション取引の決済のために授受する金銭

は、当該顧客の委託に基づく売付け又は買

付けが成立した場合の取引代金及び当該顧

客の委託に基づく権利行使に係る決済の場

合における権利行使価格とオプション清算

数値との差に相当する金銭とする。この場

合における取引代金は､法第４５条の規定

により顧客に契約締結時交付書面の交付を

要しない場合又は金融商品取引業等に関す

る内閣府令第１０８条第７項の規定により

取引残高報告書に平均単価を記載すること

ができる場合には､本所が定めるところに
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により､平均単価に基づき算出することが

できる｡

より､平均単価に基づき算出することがで

きる｡

（顧客の決済時限）

第２８条 顧客が前条に掲げる決済を行う場

合には、買付けに係る取引代金又は権利行

使の割当てを受けたことに伴う金銭を、取

引が成立した取引日の終了する日又は権利

行使日の翌日（当該顧客が非居住者である

場合は、当該取引が成立した取引日の終了

する日又は権利行使日から起算して３日目

の日）までの取引参加者が指定する日時ま

でに、取引参加者に差し入れるものとす

る。この場合における取引代金は､法第４

５条の規定により顧客に契約締結時交付書

面の交付を要しない場合又は金融商品取引

業等に関する内閣府令第１０８条第７項の

規定により取引残高報告書に平均単価を記

載することができる場合には､取引所が定

めるところにより､平均単価に基づき算出

することができる｡

（顧客の決済時限）

第２８条 顧客が前条に掲げる決済を行う場

合には、買付けに係る取引代金又は権利行

使の割当てを受けたことに伴う金銭を、取

引が成立した取引日の終了する日又は権利

行使日の翌日（当該顧客が非居住者である

場合は、当該取引が成立した取引日の終了

する日又は権利行使日から起算して３日目

の日）までの取引参加者が指定する日時ま

でに、取引参加者に差し入れるものとす

る。この場合における取引代金は､法第４

５条の規定により顧客に契約締結時交付書

面の交付を要しない場合又は金融商品取引

業等に関する内閣府令第１０８条第７項の

規定により取引残高報告書に平均単価を記

載することができる場合には､本所が定め

るところにより､平均単価に基づき算出す

ることができる｡

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第２９条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金又は金銭については、当該顧客が当

該差入れをすべき日において証拠金として

差し入れ若しくは預託している金銭又は当

該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の

利益額に相当する額の金銭をもって充てる

ことができる。この場合における取引代金

は､法第４５条の規定により顧客に契約締

結時交付書面の交付を要しない場合又は金

融商品取引業等に関する内閣府令第１０８

条第７項の規定により取引残高報告書に平

均単価を記載することができる場合には､

取引所が定めるところにより､平均単価に

基づき算出することができる｡

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第２９条 取引参加者は、顧客が前条の規定

により当該取引参加者に差し入れるべき取

引代金又は金銭については、当該顧客が当

該差入れをすべき日において証拠金として

差し入れ若しくは預託している金銭又は当

該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の

利益額に相当する額の金銭をもって充てる

ことができる。この場合における取引代金

は､法第４５条の規定により顧客に契約締

結時交付書面の交付を要しない場合又は金

融商品取引業等に関する内閣府令第１０８

条第７項の規定により取引残高報告書に平

均単価を記載することができる場合には､

本所が定めるところにより､平均単価に基

づき算出することができる｡

第３節の２ 商品先物オプション取引に係

る顧客の決済等

（新設）

（商品先物オプション取引の決済のために

授受する金銭）

第２９条の４ 顧客と取引参加者との間で商

品先物オプション取引の決済のために授受

する金銭は、当該顧客の委託に基づく売付

け又は買付けが成立した場合の取引代金及

び当該顧客の委託に基づく権利行使に係る

決済の場合における権利行使価格とオプシ

ョン清算数値との差に相当する金銭とす

（新設）
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る。この場合における取引代金は､法第４

５条の規定により顧客に契約締結時交付書

面の交付を要しない場合又は金融商品取引

業等に関する内閣府令第１０８条第７項の

規定により取引残高報告書に平均単価を記

載することができる場合には､取引所が定

めるところにより､平均単価に基づき算出

することができる｡

（顧客の決済時限）

第２９条の５ 顧客は、商品先物オプション

取引の買付けの委託については、当該買付

けに係る取引代金を、取引が成立した取引

日の終了する日の翌日（当該顧客が非居住

者である場合は、当該取引日の終了する日

から起算して３日目の日）までの取引参加

者が指定する日時までに、取引参加者に差

し入れるものとする。この場合における取

引代金は､法第４５条の規定により顧客に

契約締結時交付書面の交付を要しない場合

又は金融商品取引業等に関する内閣府令第

１０８条第７項の規定により取引残高報告

書に平均単価を記載することができる場合

には､取引所が定めるところにより､平均単

価に基づき算出することができる｡

（新設）

（証拠金の決済のために授受する取引代金

等への充当）

第２９条の６ 取引参加者は、顧客が前条の

規定により当該取引参加者に差し入れるべ

き取引代金については、当該顧客が当該差

入れをすべき日において証拠金として差し

入れ若しくは預託している金銭又は当該顧

客に係る証拠金規則に定める計算上の利益

額に相当する額の金銭をもって充てること

ができる。この場合における取引代金は､

法第４５条の規定により顧客に契約締結時

交付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条第

７項の規定により取引残高報告書に平均単

価を記載することができる場合には､取引

所が定めるところにより､平均単価に基づ

き算出することができる｡

（新設）

（リモート取引参加者の顧客に係る決済に

関する特則）

第２９条の７ 顧客（リモート取引参加者の

顧客であって、当該リモート取引参加者と

同一の企業集団に含まれる者に限る。以下

この条及び次条において同じ。）は、当該

リモート取引参加者及びその指定清算参加

（新設）
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者との間であらかじめ合意した場合には、

リモート取引参加者に代えて指定清算参加

者との間で、前３条の規定に準じて、商品

先物オプション取引の決済を行うことがで

きる。

２ 前項の規定に基づき顧客が指定清算参加

者との間で決済を行った場合は、当該顧客

とリモート取引参加者との間で決済が行わ

れたものとみなす。

（リモート取引参加者の顧客に係る決済の

状況に関する報告義務）

第２９条の８ 前条第１項の規定により指定

清算参加者との間で商品先物オプション取

引の決済を行う顧客は、リモート取引参加

者の指示に従って当該リモート取引参加者

に商品先物オプション取引に係る決済の状

況を報告しなければならない。

（新設）

（ポジション保有状況の改善指示を受けた

取引参加者が行う措置等）

第３１条 清算参加者（国債先物等清算参加

者（清算・決済規程第４条第１項に規定す

る国債先物等清算参加者をいう。以下同

じ。）、指数先物等清算参加者（同第４条

第２項に規定する指数先物等清算参加者を

いう。以下同じ。）、貴金属先物等清算参

加者（同第４条第３項に規定する貴金属先

物等清算参加者をいう。以下同じ。）、ゴ

ム先物等清算参加者（同第４条第４項に規

定するゴム先物等清算参加者をいう。以下

同じ。）又は農産物先物等清算参加者（同

第４条第５項に規定する農産物先物等清算

参加者をいう。以下同じ。）をいう。以下

同じ。）である取引参加者が改善指示（ク

リアリング機構の業務方法書の規定に基づ

くポジション保有状況の改善指示をいう。

以下同じ。）を受けた場合には、当該改善

指示の事由と密接な関係を有している市場

デリバティブ取引の委託を行った顧客に対

して、当該顧客の委託に基づく未決済約定

の決済又は他の取引参加者への引継ぎを要

請することができる。ただし、当該要請

は、当該顧客の委託に基づく市場デリバテ

ィブ取引に係る取引証拠金についてクリア

リング機構の業務方法書第２９条の２第２

項に規定する措置が実施されたにもかかわ

らず、当該顧客が正当な理由なくこれに従

わないことによって当該清算参加者が改善

指示を受けたときに限り行うことができる

ものとする。

（ポジション保有状況の改善指示を受けた

取引参加者が行う措置等）

第３１条 清算参加者（国債先物等清算参加

者（清算・決済規程第４条第１項に規定す

る国債先物等清算参加者をいう。以下同

じ。）又は指数先物等清算参加者（同第４

条第２項に規定する指数先物等清算参加者

をいう。以下同じ。）をいう。以下同

じ。）である取引参加者が改善指示（クリ

アリング機構の業務方法書の規定に基づく

ポジション保有状況の改善指示をいう。以

下同じ。）を受けた場合には、当該改善指

示の事由と密接な関係を有している市場デ

リバティブ取引の委託を行った顧客に対し

て、当該顧客の委託に基づく未決済約定の

決済又は他の取引参加者への引継ぎを要請

することができる。ただし、当該要請は、

当該顧客の委託に基づく市場デリバティブ

取引に係る取引証拠金についてクリアリン

グ機構の業務方法書第２９条の２第２項に

規定する措置が実施されたにもかかわら

ず、当該顧客が正当な理由なくこれに従わ

ないことによって当該清算参加者が改善指

示を受けたときに限り行うことができるも

のとする。
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２ （略）

３ 前２項の規定は、非清算参加者（取引参

加者規程第２４条第２項に規定する国債先

物等非清算参加者、同第２４条第３項に規

定する指数先物等非清算参加者、同第２４

条第５項に規定する貴金属先物等非清算参

加者、同条第６項に規定するゴム先物等非

清算参加者又は同条第７項に規定する農産

物先物等非清算参加者をいう。以下同

じ。）に係る指定清算参加者（当該非清算

参加者が取引参加者規程第２７条第１項の

規定により指定した他社清算参加者（国債

先物等清算資格（クリアリング機構の業務

方法書に規定する国債先物等清算資格をい

う。）、指数先物等清算資格（クリアリン

グ機構の業務方法書に規定する指数先物等

清算資格をいう。）、貴金属先物等清算資

格（クリアリング機構の業務方法書に規定

する貴金属先物等清算資格をいう。）、ゴ

ム先物等清算資格（クリアリング機構の業

務方法書に規定するゴム先物等清算資格を

いう。）又は農産物先物等清算資格（クリ

アリング機構の業務方法書に規定する農産

物先物等清算資格をいう。）に係る他社清

算資格を有する者をいう。）をいう。以下

同じ）が改善指示を受けた場合であって、

当該指定清算参加者が当該非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場

デリバティブ取引に係る未決済約定の決済

又は他の清算参加者への引継ぎの指示を当

該非清算参加者に対して行ったときについ

て準用する。

２ （略）

３ 前２項の規定は、非清算参加者（取引参

加者規程第２４条第２項に規定する国債先

物等非清算参加者又は同第２４条第３項に

規定する指数先物等非清算参加者をいう。

以下同じ。）に係る指定清算参加者（当該

非清算参加者が取引参加者規程第２７条第

１項の規定により指定した他社清算参加者

（国債先物等清算資格（クリアリング機構

の業務方法書に規定する国債先物等清算資

格をいう。）又は指数先物等清算資格（ク

リアリング機構の業務方法書に規定する指

数先物等清算資格をいう。）に係る他社清

算資格を有する者をいう。）をいう。以下

同じ）が改善指示を受けた場合であって、

当該指定清算参加者が当該非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく市場

デリバティブ取引に係る未決済約定の決済

又は他の清算参加者への引継ぎの指示を当

該非清算参加者に対して行ったときについ

て準用する。

（顧客の決済不履行の場合の処置）

第３３条 顧客が、所定の時限（国債証券先

物取引に係るＬａｒｇｅ取引にあっては、

第１４条の１０に規定する取引参加者が必

要と認めて指定する日時を含む。）まで

に、市場デリバティブ取引に関し取引参加

者に差し入れるべき証拠金を差し入れない

若しくは預託すべき証拠金を預託しない場

合、支払うべき金銭若しくは買付けに係る

取引代金を支払わない場合又は受渡決済に

係る売付国債証券若しくは買付代金若しく

は現物商品（倉荷証券及びその他受渡決済

に必要な受渡書類を含む。）若しくは買付

代金若しくは権利行使に係る決済代金若し

くは引渡有価証券を取引参加者に交付しな

い場合には、当該取引参加者は、任意に、

当該市場デリバティブ取引を決済するため

に、当該顧客の計算において、先物取引

（顧客の決済不履行の場合の処置）

第３３条 顧客が、所定の時限（国債証券先

物取引に係るＬａｒｇｅ取引にあっては、

第１４条の１０に規定する取引参加者が必

要と認めて指定する日時を含む。）まで

に、市場デリバティブ取引に関し取引参加

者に差し入れるべき証拠金を差し入れない

若しくは預託すべき証拠金を預託しない場

合、支払うべき金銭若しくは買付けに係る

取引代金を支払わない場合又は受渡決済に

係る売付国債証券若しくは買付代金若しく

は権利行使に係る決済代金若しくは引渡有

価証券を取引参加者に交付しない場合に

は、当該取引参加者は、任意に、当該市場

デリバティブ取引を決済するために、当該

顧客の計算において、先物取引（クリアリ

ング機構の業務方法書に定めるクロスマー

ジン対象国債先物清算約定を除く。）に係
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（クリアリング機構の業務方法書に定める

クロスマージン対象国債先物清算約定を除

く。）に係る転売若しくは買戻し又は受渡

決済若しくは 終決済、オプション取引に

係る転売若しくは買戻し、権利行使又は有

価証券の売付契約若しくは買付契約の締結

（これらの委託を含む。）を行うことがで

きる。この場合における取引代金は､法第

４５条の規定により顧客に契約締結時交付

書面の交付を要しない場合又は金融商品取

引業等に関する内閣府令第１０８条第７項

の規定により取引残高報告書に平均単価を

記載することができる場合には､取引所が

定めるところにより､平均単価に基づき算

出することができる｡

２ （略）

る転売若しくは買戻し又は受渡決済若しく

は 終決済、オプション取引に係る転売若

しくは買戻し、権利行使又は有価証券の売

付契約若しくは買付契約の締結（これらの

委託を含む。）を行うことができる。この

場合における取引代金は､法第４５条の規

定により顧客に契約締結時交付書面の交付

を要しない場合又は金融商品取引業等に関

する内閣府令第１０８条第７項の規定によ

り取引残高報告書に平均単価を記載するこ

とができる場合には､本所が定めるところ

により､平均単価に基づき算出することが

できる｡

２ （略）

（高速取引行為を行う者としての登録等に

係る提出等）

第３５条 （略）

２・３ （略）

４ 顧客が取引取次者（取引参加者に市場デ

リバティブ取引の委託（有価証券等清算取

次ぎの委託を除く。以下同じ。）をした顧

客が、金融商品取引業者又は外国証券業者

である場合であって、当該委託が取引参加

者に対する市場デリバティブ取引の委託の

取次ぎによるものであるときの当該顧客を

いう。以下同じ。）である場合には、当該

顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引

所金融商品市場における高速取引行為に係

る市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを

申し込んだ顧客（以下「取次者顧客」とい

う。）が当該取次者顧客に係る第１項に規

定する証跡の写しの提出、第２項各号に定

める事項の届出及び前項各号に定める書類

等の写しの提出を取引所に対して行うよう

適切な措置を講じなければならない。

（高速取引行為を行う者としての登録等に

係る提出等）

第３５条 （略）

２・３ （略）

４ 顧客が取引取次者（取引参加者に市場デ

リバティブ取引の委託（有価証券等清算取

次ぎの委託を除く。以下同じ。）をした顧

客が、金融商品取引業者又は外国証券会社

である場合であって、当該委託が取引参加

者に対する市場デリバティブ取引の委託の

取次ぎによるものであるときの当該顧客を

いう。以下同じ。）である場合には、当該

顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引

所金融商品市場における高速取引行為に係

る市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを

申し込んだ顧客（以下「取次者顧客」とい

う。）が当該取次者顧客に係る第１項に規

定する証跡の写しの提出、第２項各号に定

める事項の届出及び前項各号に定める書類

等の写しの提出を取引所に対して行うよう

適切な措置を講じなければならない。

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと取引所が認める場合には、同日後の取

引所が定める日から施行する。
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３ この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）の前日における株式会社東京商

品取引所（以下「ＴＯＣＯＭ」という。）

の開設する商品市場における商品デリバテ

ィブ取引（金、銀、白金、パラジウム、Ｒ

ＳＳ、ＴＳＲ、一般大豆、小豆及びとうも

ろこしに係るものに限る。以下「ＴＯＣＯ

Ｍ上場商品デリバティブ取引」という。）

に係る未決済約定については、顧客は、施

行日以降、取引所の市場において、取引所

の取引参加者に転売又は買戻しの委託を行

うことができる。

４ 別表１第１項の規定にかかわらず、取引

所が別に定める一般委託者等については、

同別表１に定める当業者、投資信託等及び

マーケット・メーカーに適用する建玉制限

数量を当該一般委託者等に適用することが

できる。

５ 施行日の前日においてＴＯＣＯＭ上場商

品デリバティブ取引に係る未決済約定を有

する顧客のうち、同日までにＴＯＣＯＭの

受託契約準則令和２年７月２７日改正附則

第５条の規定に基づき取引所が定める様式

による先物・オプション取引口座設定約諾

書をＴＯＣＯＭの取引参加者に差し入れな

い者については、当該約諾書を取引所の取

引参加者に差し入れたものとみなして、施

行日以降、改正後の第３３条の規定を適用

する。この場合において、当該約諾書を取

引所の取引参加者に差し入れたものとみな

された顧客が商品市場における取引（株式

会社東京商品取引所及び大阪堂島商品取引

所が開設する商品市場における取引（商品

先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十

九号）第２条第１０項に定める取引をい

う。）をいう。）に係る口座において証拠

金額に余剰がある場合には、当該余剰額を

取引所の市場デリバティブ取引に係る証拠

金とみなすものとする。

別表１

商品先物取引に係る顧客の取引の制限等に

関する表

第８条の２第１項に規定する制限数量は

次のとおりとする。

（新設）
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取引

対象

商品

対象者

第１限月

第２

限月

第３

限月

第４

限月

第５

限月

第６

限月

全限

月合

計

取引

終

日の

属す

る月

左記

以外

の月

金

（注

１）

一般委

託者等

（注

２）

- - - - - -

５，

００

０枚

特定委

託者

（注

３）

- - - - - -

１

０，

００

０枚

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

１０，０

００枚
- - - - -

３

０，

００

０枚

銀

一般委

託者等

（注

２）

１，５０

０枚
- - - - -

６，

００

０枚

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

３，００

０枚
- - - - -

３

０，

００

０枚

白金

（注

１）

一般委

託者等

（注

２）

１０

０枚

１５

０枚

２０

０枚
- - - -

３，

５０

０枚

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

６０

０枚

７０

０枚

１，

２０

０枚

- - - -

１

０，

００

０枚

パラ

ジウ

ム

一般委

託者等

（注

２）

６０

枚

１２

０枚

２４

０枚
- - - -

２，

５０

０枚

当業者

（注

４）、

４５

０枚

６０

０枚

１，

２０

０枚

- - - -

９，

００

０枚
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投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

ゴム

（Ｒ

Ｓ

Ｓ）

一般委

託者等

（注

２）

３００枚
６０

０枚
- - - -

１

０，

００

０枚

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

４００枚
６０

０枚
- - - -

１

０，

００

０枚

ゴム

（Ｔ

Ｓ

Ｒ）

一般委

託者等

（注

２）

５００枚

１，

００

０枚

- - - -

１

０，

００

０枚

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

１，００

０枚

２，

００

０枚

- - - -

１

０，

００

０枚

一般

大豆

一般委

託者等

（注

２）ｚ

４０

０枚

８０

０枚

２，

００

０枚

４，

００

０枚

４，

００

０枚

４，

００

０枚

４，

００

０枚

-

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

４０

０枚

８０

０枚

２，

００

０枚

４，

００

０枚

８，

００

０枚

８，

００

０枚

８，

００

０枚

-

小豆

一般委

託者等

（注

２）

２０枚
５０

枚

１５

０枚

３０

０枚

５０

０枚

５０

０枚
-

当業者

（注

４）、

投資信

託等

５０枚
１０

０枚

２０

０枚

６０

０枚

１，

００

０枚

１，

００

０枚

-
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（注） １ 限月現金決済先物取引及び限

日現金決済先物取引を除く。

２ 一般委託者等とは、特定委託

者、当業者、投資信託等及びマー

ケット・メーカー以外の者をい

う。

３ 特定委託者とは、商品先物取

引法（昭和２５年法律第２３９

号）第２条第２５項に規定する特

定委託者（同法第１９７条の５及

び法第１９７条の６の規定により

特定委託者とみなされる者を含

む。）をいう。

４ 当業者とは、取引所が定める

商品の売買、売買の媒介、取次ぎ

若しくは代理、生産、加工又は使

用を業として行う者をいう。

５ 投資信託等とは、次に掲げる

もの（（１）から（４）について

は、投資信託及び投資法人に関す

る法律施行令（平成１２年政令第

４８０号）第３条第９号に規定す

る商品又は同第１０号に規定する

商品投資取引に係る権利を特定資

産とするものに限る。）をいう。

（１） 投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和２６年法律第１

９８号。以下「投信法」とい

う。）第２条第３項に規定する投

資信託

（２） 投信法第２条第１２項に

規定する投資法人

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

とう

もろ

こし

一般委

託者等

（注

２）

６０

０枚

１，

２０

０枚

３，

００

０枚

６，

００

０枚

６，

００

０枚

６，

００

０枚

６，

００

０枚

-

当業者

（注

４）、

投資信

託等

（注

５）、

マーケ

ット・

メーカ

ー（注

６）

６０

０枚

１，

２０

０枚

３，

００

０枚

６，

００

０枚

１

２，

００

０枚

１

２，

００

０枚

１

２，

００

０枚

-
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（３） 投信法第２条第２４項に

規定する外国投資信託

（４） 投信法第２条第２５項に

規定する外国投資法人

（５） 次に掲げる取引について

商品投資に係る事業の規制に関す

る法律（平成３年法律第６６号）

第２条第１項に規定する商品投資

による運用を行う者

  ａ 同法第２条第５項に掲げ

る商品投資契約に基づき金融

商品取引業者等により運用又

は管理される資金に係る取引

  ｂ 信託財産の全部又は一部

を商品投資により運用するこ

とを目的とする信託契約及び

これに類する契約に基づき金

融商品取引業者等により運用

又は管理される資金に係る取

引

（６） 信託法（平成１８年法律

第１０８号）第１８５条に規定す

る受益証券発行信託に組み入れる

証券の裏付けとなる商品先物取引

を当該証券の発行者の相手方とな

って行う者

（７） （１）から（６）に準じ

たものとして取引所が認めたも

の。

６ マーケット・メーカーについ

ては、取引所が認めたものに限

る。

別表２

ヘッジ玉の利用可能対象者及び対象とする

現物商品等の取引等に関する表

第８条の２第４項に規定するヘッジ玉の

利用可能対象者及び対象とする現物商品

等の取引等は次のとおりとする。

取引対

象商品

ヘッジ玉の利用

可能対象者

対象とする現物商品等の取引

等

（新設）
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（注） 当業者とは、取引所が定める商

品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しく

は代理、生産、加工又は使用を業とし

て行う者をいう。

金

銀

白金

パラジ

ウム

・当業者（注）

・商品現物型Ｅ

ＴＦの組成に

係る取引を行

う業者

・マーケット・

メーカーとし

て取引所が認

めた者

・その他取引所

が適当と認め

る者

・同一現物商品の保有

・同一現物商品の売買取引

・同一現物商品の先渡取引

・価値の変動が本質的に関連

している商品の保有又は売

買取引等

・商品現物型ＥＴＦに係る取

引

・限月現金決済先物取引

・限日現金決済先物取引

・その他取引所が適当と認め

る取引等

ゴム

（ＲＳ

Ｓ）

ゴム

（ＴＳ

Ｒ）

一般大

豆

小豆

とうも

ろこし

・当業者（注）

・その他取引所

が適当と認め

る者

・同一現物商品の保有

・同一現物商品の売買取引

・同一現物商品の先渡取引

・価値の変動が本質的に関連

している商品の保有又は売

買取引等

・その他取引所が適当と認め

る取引等
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先物・オプション取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表

新 旧

（先物・オプション取引口座による処理）

第１条 私が今後貴 に対して行う先物・オ

プション取引のうち私が指定する取引の委

託において、次に掲げる事項をすべてこの

先物・オプション取引口座で処理するこ

と。

（１） 法第２条第２１項第１号に掲げる

取引に係る買付代金、売付代金、買付有

価証券、売付有価証券、買付けに係る商

品（法第２条第２４項第３号の３に掲げ

る商品をいう。以下同じ。）、売付けに

係る商品、倉荷証券、証拠金（取引証拠

金及び委託証拠金を含む。以下この条に

おいて同じ。）、計算上の損益金、決済

に伴う損益金、その他授受する金銭

（２）・（３） （略）

（先物・オプション取引口座による処理）

第１条 私が今後貴 に対して行う先物・オ

プション取引のうち私が指定する取引の委

託において、次に掲げる事項をすべてこの

先物・オプション取引口座で処理するこ

と。

（１） 法第２条第２１項第１号に掲げる

取引に係る買付代金、売付代金、買付有

価証券、売付有価証券、証拠金（取引証

拠金及び委託証拠金を含む。以下この条

において同じ。）、計算上の損益金、決

済に伴う損益金、その他授受する金銭

（２）・（３） （略）

（取引証拠金及び委託証拠金）

第３条 私がこの先物・オプション取引口座

を通じて貴 に差し入れた証拠金（私の現

金支払予定額に相当する額の金銭を除く。

以下同じ。）は、貴 が保管するのではな

く、私の代理人である貴 （貴 が非清算

参加者である場合には、貴 及び貴 の指

定清算参加者）が、私の委託に基づく未決

済約定に係る取引証拠金としてそのままク

リアリング機構に直接預託し、クリアリン

グ機構で保管されること。ただし、私が貴

に証拠金を差し入れた日から起算して４日

目（金融商品取引所が定める休業日を除

く。）の日までの間は、貴 が取引証拠金

としてこれを保管し、貴 自身が所有する

これに相当する金銭又は代用有価証券若し

くは倉荷証券（以下「代用有価証券等」と

いう。）が差換預託されることがあり得る

ことについて異議のないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、私が別に書面

による同意をした場合は、私が差し入れ又

は預託した証拠金の全部又は一部につい

て、次の各号のいずれかに定める方法によ

り、これに相当する金銭又は代用有価証券

等が差換預託されることがあり得ることに

ついて異議のないこと。

（１） 私が預託した証拠金を貴 が委託

証拠金として保管し、これに相当する貴

自身が所有する金銭又は代用有価証券等

（取引証拠金及び委託証拠金）

第３条 私がこの先物・オプション取引口座

を通じて貴 に差し入れた証拠金（私の現

金支払予定額に相当する額の金銭を除く。

以下同じ。）は、貴 が保管するのではな

く、私の代理人である貴 （貴 が非清算

参加者である場合には、貴 及び貴 の指

定清算参加者）が、私の委託に基づく未決

済約定に係る取引証拠金としてそのままク

リアリング機構に直接預託し、クリアリン

グ機構で保管されること。ただし、私が貴

に証拠金を差し入れた日から起算して４日

目（金融商品取引所が定める休業日を除

く。）の日までの間は、貴 が取引証拠金

としてこれを保管し、貴 自身が所有する

これに相当する金銭又は代用有価証券が差

換預託されることがあり得ることについて

異議のないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、私が別に書面

による同意をした場合は、私が差し入れ又

は預託した証拠金の全部又は一部につい

て、次の各号のいずれかに定める方法によ

り、これに相当する金銭又は代用有価証券

が差換預託されることがあり得ることにつ

いて異議のないこと。

（１） 私が預託した証拠金を貴 が委託

証拠金として保管し、これに相当する貴

自身が所有する金銭又は代用有価証券が
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が取引証拠金としてクリアリング機構に

差換預託される方法

（２） 貴 が非清算参加者である場合に

おいて、私が預託した証拠金を貴 が委

託証拠金として保管し、これに相当する

貴 自身が所有する金銭又は代用有価証

券等が非清算参加者証拠金として貴 の

指定清算参加者に預託され、当該非清算

参加者証拠金に相当する貴 の指定清算

参加者自身が所有する金銭又は代用有価

証券等が取引証拠金としてクリアリング

機構に差換預託される方法

取引証拠金としてクリアリング機構に差

換預託される方法

（２） 貴 が非清算参加者である場合に

おいて、私が預託した証拠金を貴 が委

託証拠金として保管し、これに相当する

貴 自身が所有する金銭又は代用有価証

券が非清算参加者証拠金として貴 の指

定清算参加者に預託され、当該非清算参

加者証拠金に相当する貴 の指定清算参

加者自身が所有する金銭又は代用有価証

券が取引証拠金としてクリアリング機構

に差換預託される方法

（取引証拠金及び委託証拠金の返還請求

権）

第５条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委

託証拠金に対する返還請求権は、私が貴

に対して負担する先物・オプション取引に

係る債務のうち未履行部分に相当する額

（以下「未履行債務額」という。）を控除

した額に相当する部分について、私が有す

ること。

（１） 私が差し入れた取引証拠金が直接

預託された場合

貴 の直接預託分の取引証拠金（清算

参加者委託分の取引証拠金（直接預託

分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）をいう。以下同じ。）

のうち、私が貴 （貴 が非清算参加者

の場合には、貴 及び貴 の指定清算参

加者）を代理人としてクリアリング機構

に預託したのと同額の金銭又は私が貴

（貴 が非清算参加者の場合には、貴

及び貴 の指定清算参加者）を代理人と

してクリアリング機構に預託した代用有

価証券等

（２） 私が委託証拠金を預託し、取引証

拠金が差換預託された場合（第３条第１

項ただし書に規定する差換預託が行われ

た場合を含む。）

私が預託した委託証拠金（同条第１項

ただし書に規定する差換預託が行われた

場合における私が貴 に差し入れた取引

証拠金を含む。以下この号において同

じ。）及び次のａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 貴 の差換預託分の取引証拠金とし

て代用有価証券等が預託されている場

合は、当該代用有価証券等のうち、私

が預託した委託証拠金に相当する額の

（取引証拠金及び委託証拠金の返還請求

権）

第５条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委

託証拠金に対する返還請求権は、私が貴

に対して負担する先物・オプション取引に

係る債務のうち未履行部分に相当する額

（以下「未履行債務額」という。）を控除

した額に相当する部分について、私が有す

ること。

（１） 私が差し入れた取引証拠金が直接

預託された場合

貴 の直接預託分の取引証拠金（清算

参加者委託分の取引証拠金（直接預託

分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）をいう。以下同じ。）

のうち、私が貴 （貴 が非清算参加者

の場合には、貴 及び貴 の指定清算参

加者）を代理人としてクリアリング機構

に預託したのと同額の金銭又は私が貴

（貴 が非清算参加者の場合には、貴

及び貴 の指定清算参加者）を代理人と

してクリアリング機構に預託した代用有

価証券

（２） 私が委託証拠金を預託し、取引証

拠金が差換預託された場合（第３条第１

項ただし書に規定する差換預託が行われ

た場合を含む。）

私が預託した委託証拠金（同条第１項

ただし書に規定する差換預託が行われた

場合における私が貴 に差し入れた取引

証拠金を含む。以下この号において同

じ。）及び次のａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 貴 の差換預託分の取引証拠金とし

て代用有価証券が預託されている場合

は、当該代用有価証券のうち、私が預

託した委託証拠金に相当する額の有価

証券
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有価証券及び倉荷証券（以下「有価証

券等」という。）

２～４ （略） ２～４ （略）

（証拠金の代用有価証券等の範囲）

第７条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券

等をもって代用する場合については、貴

は、金融商品取引所及びクリアリング機構

の規則又は規則に基づく措置により定める

範囲のうち貴 が応じられる範囲において

有価証券等を受け入れることに異議のない

こと。

２ 前項の場合における有価証券等の代用価

格の計算に係る時価（金融商品取引所及び

クリアリング機構の規則に基づき決定され

る時価をいう。）に乗ずべき率について

は、金融商品取引所及びクリアリング機構

の規則又は規則に基づく措置により定める

率を超えない率として貴 が設定する率と

することに異議のないこと。

（証拠金の代用有価証券の範囲）

第７条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券

をもって代用する場合については、貴

は、金融商品取引所及びクリアリング機構

の規則又は規則に基づく措置により定める

範囲のうち貴 が応じられる範囲において

有価証券を受け入れることに異議のないこ

と。

２ 前項の場合における有価証券の代用価格

の計算に係る時価（金融商品取引所及びク

リアリング機構の規則に基づき決定される

時価をいう。）に乗ずべき率については、

金融商品取引所及びクリアリング機構の規

則又は規則に基づく措置により定める率を

超えない率として貴 が設定する率とする

ことに異議のないこと。

（建玉の期限前終了時等の処理等）

第８条の２ クリアリング機構が、貴 の顧

客の委託に基づく建玉について期限前終了

割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を

行う場合において、貴 が貴 の定める方

法により当該期限前終了割当建玉又は被違

約受渡玉の各顧客への割当てを行うことに

異議のないこと。

２ 私の委託に基づく未決済約定について、

前項の期限前終了割当建玉又は被違約受渡

玉の割当てが行われた場合においては、当

該期限前終了割当建玉又は当該被違約受渡

玉についてクリアリング機構が定める決済

の条件に従い、貴 との間の決済を行うこ

とに異議のないこと。

（新設）

（貴 に増担保等措置が実施された場合の

措置）

第１２条の２ 貴 が、クリアリング機構か

ら増担保等措置（クリアリング機構の業務

方法書第２９条の２に規定する措置をい

う。以下同じ。）を受けた場合（貴 が非

清算参加者の場合には、クリアリング機構

の業務方法書第２９条の２第２項の規定に

よる措置を貴 の指定清算参加者から受け

た場合）であって、私の委託に基づく未決

済約定が当該措置の事由と密接な関係を有

しているときは、貴 が当該措置に従うた

めに必要な範囲内で私に対して次の各号に

掲げる措置を行うことに異議のないこと。

（貴 に増担保等措置が実施された場合の

措置）

第１２条の２ 貴 が、クリアリング機構か

ら増担保等措置（クリアリング機構の業務

方法書第２９条の２に規定する措置をい

う。以下同じ。）を受けた場合（貴 が非

清算参加者の場合には、クリアリング機構

の業務方法書第２９条の２第２項の規定に

よる措置を貴 の指定清算参加者から受け

た場合）であって、私の委託に基づく未決

済約定が当該措置の事由と密接な関係を有

しているときは、貴 が当該措置に従うた

めに必要な範囲内で私に対して次の各号に

掲げる措置を行うことに異議のないこと。
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（１） （略）

（２） 証拠金を有価証券等をもって代用

する場合における貴 が指定する銘柄の

限定

（３） 証拠金を有価証券等をもって代用

する場合の代用価格の計算における時価

に乗ずべき率の引下げ

（１） （略）

（２） 証拠金を有価証券をもって代用す

る場合における貴 が指定する銘柄の限

定

（３） 証拠金を有価証券をもって代用す

る場合の代用価格の計算における時価に

乗ずべき率の引下げ

（決済方法に係る指示がない場合の特則）

第１２条の５ 商品先物取引（現物先物取引

に限る。以下この条において同じ。）で直

近の限月取引に係るものについて、取引

終日の終了する日の前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。） の午後４時

までに私から決済方法に係る指示がないと

きは、貴 が任意に、私の計算においてそ

れを決済するために必要な転売又は買戻し

を行うことに異議のないこと。

２ 商品先物取引で直近の限月取引に係るも

のについて、貴 が指示日（一般大豆及び

とうもろこしにあっては、取引 終日の終

了する日の属する月の１日（休業日である

場合は順次繰り上げる。）をいい、その他

の商品にあっては、取引 終日の終了する

日の属する月の１５日（休業日である場合

は順次繰り上げる。）をいう。以下同

じ。）に私から貴 が定める決済方法のう

ちいずれかの指示を受けることとした場合

においては、当該指示日の午後４時までに

決済方法に係る指示がないとき又はその指

示が貴 が定める決済方法と異なるもので

あるときは、貴 が任意に、私の計算にお

いてそれを決済するために必要な転売又は

買戻しを行うことに異議のないこと。

（新設）

（商品先物取引に係る建玉の処分）

第１２条の６ 私の商品先物取引に関し、金

融商品取引所の定める受託契約準則第８条

の２に規定する建玉の限度を超え若しくは

超えることとなった場合又は超えていると

金融商品取引所が認めた場合には、貴

が、私の委託に基づく未決済約定につい

て、私の計算において、当該建玉の限度を

超え若しくは超えることとなった部分又は

超えていると金融商品取引所が認めた部分

を決済するために必要な転売又は買戻しを

行うことに異議のないこと。

（新設）

（商品先物取引における特別売買）

第１２条の７ 私の委託に基づく未決済約定

について、金融商品取引所の業務規程第５

（新設）
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８条の３第２項から第４項までの規定に基

づき売買約定を成立させることに異議のな

いこと。

（商品先物取引の現物先物取引の現金決済

による結了）

第１２条の８ 私の委託に基づく現物先物取

引の受渡決済に係る未決済約定について、

クリアリング機構が金融商品取引所が定め

る受渡値段により当該未決済約定の転売又

は買戻しを行ったものとみなして当該未決

済約定に係る受渡しを結了させる場合に

は、その措置に従うこと。

（新設）

（取引証拠金等の処分）

第１３条 私が先物・オプション取引に関

し、貴 に対し負担する債務を所定の時限

までに履行しないときは、通知、催告を行

わず、かつ法律上の手続によらないで、次

の各号に掲げるものを、私の計算におい

て、その方法、時期、場所、価格等は貴

の任意で処分し、その取得金から諸費用を

差し引いた残額を法定の順序にかかわらず

債務の弁済に充当されても異議なく、また

当該弁済充当を行った結果、残債務がある

場合は直ちに弁済を行うこと。

（１）・（２） （略）

（３） 私が差し入れた代用有価証券等が

取引証拠金として直接預託された場合に

は、クリアリング機構に預託されている

代用有価証券等

（４） 私が委託証拠金として預託した代

用有価証券等

（５） その他金融商品取引に関し、貴

が占有し、又は社債、株式等の振替に関

する法律（平成１３年法律第７５号）に

基づく口座に記録している私の有価証

券、倉荷証券及びその他の動産

（取引証拠金等の処分）

第１３条 私が先物・オプション取引に関

し、貴 に対し負担する債務を所定の時限

までに履行しないときは、通知、催告を行

わず、かつ法律上の手続によらないで、次

の各号に掲げるものを、私の計算におい

て、その方法、時期、場所、価格等は貴

の任意で処分し、その取得金から諸費用を

差し引いた残額を法定の順序にかかわらず

債務の弁済に充当されても異議なく、また

当該弁済充当を行った結果、残債務がある

場合は直ちに弁済を行うこと。

（１）・（２） （略）

（３） 私が差し入れた代用有価証券が取

引証拠金として直接預託された場合に

は、クリアリング機構に預託されている

代用有価証券

（４） 私が委託証拠金として預託した代

用有価証券

（５） その他金融商品取引に関し、貴

が占有し、又は社債、株式等の振替に関

する法律（平成１３年法律第７５号）に

基づく口座に記録している私の有価証券

及びその他の動産

（差換預託の場合の証拠金の取扱い）

第１８条 貴 について支払不能による売買

停止等が行われた場合において、私が委託

証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託さ

れていたとき（第３条第１項ただし書に規

定する差換預託が行われていたときを含

む。）は、次の各号に掲げる取扱いが行わ

れることに異議のないこと。

（１） 外国通貨又は代用有価証券等がク

リアリング機構に預託されていたとき

は、クリアリング機構が当該外国通貨の

全部若しくは一部をもって円貨を取得し

（差換預託の場合の証拠金の取扱い）

第１８条 貴 について支払不能による売買

停止等が行われた場合において、私が委託

証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託さ

れていたとき（第３条第１項ただし書に規

定する差換預託が行われていたときを含

む。）は、次の各号に掲げる取扱いが行わ

れることに異議のないこと。

（１） 外国通貨又は代用有価証券がクリ

アリング機構に預託されていたときは、

クリアリング機構が当該外国通貨の全部

若しくは一部をもって円貨を取得して、
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て、円貨により返還する、又は当該代用

有価証券等の全部若しくは一部を換金し

て、金銭により返還することがあり得る

こと。この場合において、私とクリアリ

ング機構との間に委任契約が成立してい

たものとされること。

（２） 第５条第１項第２号の規定にかか

わらず、次のａ又はｂのいずれか小さい

方の額につき、私の未履行債務額を控除

した額に相当する部分について、私が取

引証拠金の返還請求権を有すること。

ａ （略）

ｂ 貴 がクリアリング機構に預託して

いる差換預託分の取引証拠金（前号の

規定によりクリアリング機構が外国通

貨をもって円貨を取得し、又は有価証

券等を換金した場合は、差換預託分の

取引証拠金として預託している当該取

得に係る外国通貨以外の金銭、当該換

金に係る有価証券等以外の有価証券等

並びに当該取得後の金銭の額から当該

取得に要した費用を差し引いた額の金

銭及び当該換金の後の金銭の額から当

該換金に要した費用を差し引いた額の

金銭）を、私を含む貴 の各顧客が貴

に預託した委託証拠金に相当する額に

応じてあん分した額

２ （略）

円貨により返還する、又は当該代用有価

証券の全部若しくは一部を換金して、金

銭により返還することがあり得ること。

この場合において、私とクリアリング機

構との間に委任契約が成立していたもの

とされること。

（２） 第５条第１項第２号の規定にかか

わらず、次のａ又はｂのいずれか小さい

方の額につき、私の未履行債務額を控除

した額に相当する部分について、私が取

引証拠金の返還請求権を有すること。

ａ （略）

ｂ 貴 がクリアリング機構に預託して

いる差換預託分の取引証拠金（前号の

規定によりクリアリング機構が外国通

貨をもって円貨を取得し、又は有価証

券を換金した場合は、差換預託分の取

引証拠金として預託している当該取得

に係る外国通貨以外の金銭及び当該換

金に係る有価証券以外の有価証券並び

に当該取得後の金銭の額から当該取得

に要した費用を差し引いた額の金銭及

び当該換金の後の金銭の額から当該換

金に要した費用を差し引いた額の金

銭）を、私を含む貴 の各顧客が貴

に預託した委託証拠金に相当する額に

応じてあん分した額

２ （略）

（支払不能による売買停止等時の建玉の移

管が行われなかった場合の証拠金の取扱

い）

第２１条 金融商品取引所により、貴 につ

いて支払不能による売買停止等が行われ、

当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく

未決済約定について引継ぎ又は転売若しく

は買戻し若しくは権利行使を行わせること

とした場合（私の委託に基づく未決済約定

について第１７条第１項の支払不能による

売買停止等時の建玉の移管が行われた場合

を除く。）には、第５条の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる取扱いが行われるこ

とに異議のないこと。

（１） 私が差し入れた取引証拠金が直接

預託されていたときは、第５条第１項第

１号に掲げる金銭又は代用有価証券等に

つき、クリアリング機構の定めるところ

により、クリアリング機構に対して直接

返還請求が行えること。

（２）・（３） （略）

（支払不能による売買停止等時の建玉の移

管が行われなかった場合の証拠金の取扱

い）

第２１条 金融商品取引所により、貴 につ

いて支払不能による売買停止等が行われ、

当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく

未決済約定について引継ぎ又は転売若しく

は買戻し若しくは権利行使を行わせること

とした場合（私の委託に基づく未決済約定

について第１７条第１項の支払不能による

売買停止等時の建玉の移管が行われた場合

を除く。）には、第５条の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる取扱いが行われるこ

とに異議のないこと。

（１） 私が差し入れた取引証拠金が直接

預託されていたときは、第５条第１項第

１号に掲げる金銭又は代用有価証券につ

き、クリアリング機構の定めるところに

より、クリアリング機構に対して直接返

還請求が行えること。

（２）・（３） （略）
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（証拠金の利息その他の対価）

第２４条 私が先物・オプション取引に関

し、貴 に証拠金として差し入れ又は預託

する金銭又は代用有価証券等には、利息そ

の他の対価をつけないこと。

（証拠金の利息その他の対価）

第２４条 私が先物・オプション取引に関

し、貴 に証拠金として差し入れ又は預託

する金銭又は代用有価証券には、利息その

他の対価をつけないこと。

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。



120

Agreement for Setting up Futures/Options Trading Account の一部改正新旧対照表

新 旧

Article 1.  （Management through 
the Account）
With respect to the 

Futures/Options Trading which I/we 
will hereafter conduct through your 
company, the following items shall 
be managed through the Account:
（1） Purchase funds, sales 

proceeds, securities purchased or 
sold, commodities pertaining to 
purchases （meaning commodities 
set forth in Article 2, Paragraph 
24, Item 3-3 of the Act; the same 
shall apply hereinafter）, 
commodities pertaining to sales, 
warehouse receipts, margin
（including clearing margin and 
customer margin; the same shall 
apply in this Article）, unrealized 
loss or profit, loss or profit at 
settlement, or other money payable 
or receivable concerning trades set 
forth in Article 2, Paragraph 21, 
Item 1 of the Act;
（2）・（3） （略）

Article 1.  （Management through 
the Account）
With respect to the 

Futures/Options Trading which I/we 
will hereafter conduct through your 
company, the following items shall 
be managed through the Account:
（1） Purchase funds, sales 

proceeds, securities purchased 
or sold, margin （including 
clearing margin and customer 
margin; the same shall apply in 
this Article）, unrealized loss or 
profit, loss or profit at 
settlement, or other money 
payable or receivable 
concerning  trades set forth in 
Article 2, Paragraph 21, Item 1 
of the Act;

（2）・（3） （略）

Article 3.  （Clearing Margin and 
Customer Margin）

Margin （excluding the 
amount equivalent to the amount 
I/we are scheduled to pay; the same 
shall apply hereinafter） submitted 
to your company by me/us through 
the Account shall not be kept by 
your company （In the case where 
your company is a Non-Clearing 
Participant, your company and your 
company’s Designated Clearing 
Participant）, but shall be directly 
deposited by your company acting as 
my/our agent with JSCC as clearing 
margin concerning the unsettled 

Article 3.  （Clearing Margin and 
Customer Margin）

Margin （excluding the 
amount equivalent to the amount 
I/we are scheduled to pay; the same 
shall apply hereinafter） submitted 
to your company by me/us through 
the Account shall not be kept by 
your company （In the case where 
your company is a Non-Clearing 
Participant, your company and your 
company’s Designated Clearing 
Participant）, but shall be directly 
deposited by your company acting as 
my/our agent with JSCC as clearing 
margin concerning my/our unsettled 
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contracts based on entrustment from 
me/us and shall be kept by JSCC. 
Notwithstanding the foregoing, I/we 
shall not object to your company 
keeping the margin as clearing
margin for four （4） days 
（excluding holidays prescribed by 
the Financial Instruments 
Exchange） counted from the day of 
my/our submission of the margin to 
your company and then depositing 
the equivalent amount of money or 
securities or warehouse receipts
deposited in lieu of money
（hereinafter referred to as the 
"Replacement Securities, etc."）
owned by your company with JSCC 
in lieu of my/our margin.
2. Notwithstanding the provision 
of the preceding paragraph, I/we 
shall not object, in the case where 
I/we agree separately in writing, to 
all or part of the margin submitted or 
deposited by me/us being replaced 
by the equivalent amount of money 
or Replacement Securities, etc. by 
the methods mentioned in any of the 
following items.
（1） A method where, your 

company keeping all or part of
the margin deposited by me/us as 
customer margin and depositing 
the equivalent amount of money 
or Replacement Securities, etc.
owned by your company with 
JSCC in lieu of my/our margin.

（2） A method where, in the case 
where your company is a Non-
Clearing Participant, your 
company keeping all or part of 
the margin deposited by me/us as 
customer margin and depositing 
the equivalent amount of money 
or Replacement Securities, etc.
owned by your company with 
your company’s Designated 
Clearing Participant as Non-
Clearing Participant’s margin,

transactions relating to my/our 
positions and shall be kept by JSCC. 
Notwithstanding the foregoing, I/we 
shall not object to your company 
keeping the margin as clearing 
margin for four （4） days 
（excluding holidays prescribed by 
the Financial Instruments 
Exchange） counted from the day of 
my/our submission of the margin to 
your company and then depositing 
the equivalent amount of money or 
securities deposited in lieu of money
owned by your company with JSCC 
in lieu of my/our margin.

2. Notwithstanding the provision 
of the preceding paragraph, I/we 
shall not object, in the case where 
I/we agree separately in writing, to 
all or part of the margin submitted or 
deposited by me/us being replaced 
by the equivalent amount of money 
or securities deposited in lieu of 
money by the methods mentioned in 
any of the following items.
（1） A method where, your 

company keeping all or part of the 
margin deposited by me/us as 
customer margin and depositing 
the equivalent amount of money or 
securities deposited in lieu of 
money owned by your company 
with JSCC in lieu of my/our 
margin.

（2） A method where, in the case 
where your company is a Non-
Clearing Participant, your company 
keeping all or part of the margin 
deposited by me/us as customer 
margin and depositing the 
equivalent amount of money or 
securities deposited in lieu of 
money owned by your company 
with your company’s Designated 
Clearing Participant as Non-
Clearing Participant’s margin, and 
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and your company’s Designated 
Clearing Participant depositing
the amount of money or 
Replacement Securities, etc.
owned by your company’s 
Designated Clearing Participant 
equivalent to said Non-Clearing 
Participant’s margin with JSCC 
as clearing margin in lieu of your 
company’s margin to be 
deposited with the Designated 
Clearing Participant.

your company’s Designated 
Clearing Participant depositing the 
amount of money or securities
deposited in lieu of money owned 
by your company’s Designated 
Clearing Participant equivalent to 
said Non-Clearing Participant’s 
margin with JSCC as clearing 
margin in lieu of your company’s 
margin to be deposited with the 
Designated Clearing Participant.

Article 5.  （Claims for Return of 
Clearing Margin and 
Customer Margin）

I/we shall be able to claim the 
return of the following clearing 
margin and customer margin, after 
deducting the amount equivalent to 
my/our obligations to your company 
relating to Futures/Options Trading 
that have not been fulfilled 
（hereinafter referred to as the 
"Unfulfilled Obligations"）.
（1） If the clearing margin 

submitted by me/us is directly 
deposited:

Of the clearing margin for Direct 
Deposit of your company 
（hereinafter referred to as 
clearing margin for clearing 
participant deposit （Direct 
Deposit） or clearing margin for 
Non-Clearing Participant deposit 
（Direct Deposit）, same shall 
apply hereafter）, the money 
equivalent to the amount deposited 
by me/us with JSCC through your 
company （in the case where your 
company is a Non-Clearing 
Participant, your company and 
your company’s Designated 
Clearing Participant） acting as 
my/our agent or the Replacement 
Securities, etc. with JSCC through 
your company （in the case where 

Article 5.  （Claims for Return of 
Clearing Margin and 
Customer Margin）

I/we shall be able to claim the 
return of the following clearing 
margin and customer margin, after 
deducting the amount equivalent to 
my/our obligations to your company 
relating to Futures/Options Trading 
that have not been fulfilled 
（hereinafter referred to as the 
"Unfulfilled Obligations"）.
（1） If the clearing margin 

submitted by me/us is directly 
deposited:

Of the clearing margin for Direct 
Deposit of your company 
（hereinafter referred to as 
clearing margin for clearing 
participant deposit （Direct 
Deposit） or clearing margin for 
Non-Clearing Participant deposit 
（Direct Deposit）, same shall 
apply hereafter）, the money 
equivalent to the amount deposited 
by me/us with JSCC through your 
company （in the case where your 
company is a Non-Clearing 
Participant, your company and 
your company’s Designated 
Clearing Participant） acting as 
my/our agent or the securities 
deposited in lieu of money  with 
JSCC through your company （in 
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your company is a Non-Clearing 
Participant, your company and 
your company’s Designated 
Clearing Participant） acting as 
my/our agent.
（2） If I/we deposit a customer 

margin and a clearing margin is 
deposited as a replacement 
deposit （including the case 
where the replacement deposit 
set forth in the proviso to Article 
3, Paragraph 1, has been 
made）:

The customer margin 
deposited by me/us 
（including the clearing 
margin submitted to your 
company in the case where 
the replacement deposit set 
forth in the proviso to 
Article 3, Paragraph 1, has 
been made; the same shall 
apply in this item） and:

a. （略）
b. In the case where your 

company has deposited the 
Replacement Securities, etc. as 
the clearing margin for the 
replacement deposit, the 
securities and warehouse 
receipts （hereinafter referred 
to as the "Securities, etc."）
equivalent to the amount of 
customer margin deposited by 
me/us of such Replacement 
Securities, etc.

2.～4. （略）

the case where your company is a 
Non-Clearing Participant, your 
company and your company’s 
Designated Clearing Participant）
acting as my/our agent.
（2） If I/we deposit a 

customer margin and a clearing 
margin is deposited as a 
replacement deposit （including 
the case where the replacement 
deposit set forth in the proviso 
to Article 3, Paragraph 1, has 
been made）:

The customer margin 
deposited by me/us 
（including the clearing 
margin submitted to your 
company in the case where 
the replacement deposit set 
forth in the proviso to 
Article 3, Paragraph 1, has 
been made; the same shall 
apply in this item） and:

a. （略）
b. In the case where your 

company has deposited 
securities deposited in lieu of 
money as the clearing margin 
for the replacement deposit, the 
securities equivalent to the 
amount of customer margin 
deposited by me/us of such 
securities deposited in lieu of 
money.

2.～4. （略）

Article 7.  （Scope of Replacement 
Securities, etc. Deposited 
as Margin）

    In the case where the Securities, 
etc. are submitted or deposited as 
margin in lieu of money, I/we shall 
not object to your company receiving 
such Securities, etc. as long as 
acceptable to your company within 

Article 7.  （Scope of Securities 
Deposited in Lieu of
Money）

    In the case where securities are 
submitted or deposited as margin in 
lieu of money, I/we shall not object 
to your company receiving such 
securities as long as acceptable to 
your company within the scope 
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the scope specified by the rules and 
disposition based on such rules of 
the Financial Instruments Exchange 
and JSCC.
2.  With respect to the ratio by which 
the market value （meaning the 
market value determined based on 
the rules of the Financial Instruments 
Exchange and JSCC） of the 
Securities, etc. in the preceding 
paragraph is multiplied pertaining to 
calculation of substitute value, I/we 
shall not object to the ratio set by 
your company as that which does not 
exceed the ratio specified by the 
rules and disposition based on such 
rules of the Financial Instruments 
Exchange and JSCC.

specified by the rules and disposition 
based on such rules of the Financial 
Instruments Exchange and JSCC.

2.  With respect to the ratio by which 
the market value （meaning the 
market value determined based on 
the rules of the Financial Instruments 
Exchange and JSCC） of the 
securities in the preceding paragraph 
is multiplied pertaining to 
calculation of substitute value, I/we 
shall not object to the ratio set by 
your company as that which does not 
exceed the ratio specified by the 
rules and disposition based on such 
rules of the Financial Instruments 
Exchange and JSCC.

Article 8-2.  （Procedures in the 
Case of Early Termination, 
etc. of Positions）

In the case where JSCC 
designates positions to be allocated 
for early termination or determines 
non-defaulting delivery positions 
subject to cash settlement with 
respect to the positions based on 
entrustment from your company’s 
customers, I/we shall not object to 
your company's allocation of the 
positions to be allocated for early 
termination or non-defaulting 
delivery positions subject to cash 
settlement to each customer in the 
manner prescribed by your company.
2. In the case where the positions 
to be allocated for early termination 
or non-defaulting delivery positions 
subject to cash settlement are 
allocated as set forth in the 
preceding paragraph with respect to 
the unsettled contracts based on 
entrustment from me/us, I/we shall 
not object to conducting settlement 
with your company with respect to 
such positions to be allocated for 
early termination or non-defaulting 
delivery positions subject to cash 

（新設）
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settlement pursuant to the conditions 
of settlement prescribed by JSCC.

Article 9.  （Changes in the 
Conditions of Settlement）

In the event that the Financial 
Instruments Exchange or JSCC 
makes any changes in the conditions 
of settlement, such as deliverable 
assets, exercise period of the 
options, exercise date of the options, 
date of settlement by delivery or 
final settlement date, due to a natural 
disaster, a drastic change in overall 
economic conditions, a shortage in 
deliverable assets or other 
unavoidable reasons, I/we shall 
comply with such changes.

Article 9.  （Changes in the 
Conditions of Settlement）

In the event that the Financial 
Instruments Exchange or JSCC 
makes any changes in the conditions 
of settlement, such as deliverable 
assets, exercise period of the 
options, exercise date of the options, 
delivery date or final settlement date, 
due to a natural disaster, a drastic 
change in overall economic 
conditions, a shortage in deliverable 
assets or other unavoidable reasons, 
I/we shall comply with such changes.

Article 12-2.  （In the Event that 
Actions to Increase 
Collateral, etc. Is 
Implemented for Your 
Company）

In the event that JSCC has 
taken actions to increase collateral, 
etc. （meaning actions set forth in 
JSCC Business Rules Article29-2; 
the same shall apply hereinafter）
against your company （in the event 
that your company is a Non-Clearing 
Participant, and your company’s 
Designated Clearing Participant has 
taken actions as prescribed in JSCC 
Business Rules Article 29-2, 
Paragraph 2 against your company）
and the unsettled contracts based on 
entrustment from me/us have a close 
relation to reason for such actions, 
I/we shall not object to your 
company taking measures set forth in 
the following items as far as those 
are necessary.
（1） （略）

（2） In the case where the 
Securities, etc. are deposited as 
margin in lieu of money, 

Article 12-2.  （In the Event that 
Actions to Increase 
Collateral, etc. Is 
Implemented for Your 
Company）

In the event that JSCC has 
taken actions to increase collateral, 
etc. （meaning actions set forth in 
JSCC Business Rules Article29-2; 
the same shall apply hereinafter）
against your company （in the event 
that your company is a Non-Clearing 
Participant, and your company’s 
Designated Clearing Participant has 
taken actions as prescribed in JSCC 
Business Rules Article 29-2, 
Paragraph 2 against your company）
and the unsettled transactions based 
on my/our entrustment have a close 
relation to reason for such actions, 
I/we shall not object to your 
company taking measures set forth in 
the following items as far as those 
are necessary.
（1） （略）

（2） In the case where securities
are deposited as margin in lieu of 
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limitation on Issues acceptable 
by your company

（3） In the case where the 
Securities, etc. are deposited as 
margin in lieu of money, 
reduction in collateral value
ratios in calculation of substitute 
value as collateral.

money, limitation on Issues
acceptable by your company

（3） In the case where securities
are deposited as margin in lieu of 
money, reduction in collateral 
value ratios in calculation of 
substitute value as collateral.

Article 12-3.  （Position Transfer 
in the Event that 
Instruction to Improve 
Position Status Is Issued to 
Your Company）

In the event that JSCC has 
issued the instruction to improve 
position status （hereinafter referred 
to as the “improvement 
instruction”） to your company 
pursuant to the provision of 
Article29-3 of the JSCC Business 
Rules （or in the event that your 
company is a Non-Clearing 
Participant and that your company’s 
Designated Clearing Participant has 
made a request to your company 
pursuant to the provisions of Article 
45-2, Paragraph 1 of the JSCC 
Business Rules） due to my/our
failure to comply with the measures 
set forth in the preceding Article 
without reasonable excuse, I/we shall 
not object to a possibility that your 
company will request me/us to carry 
out Resale or Repurchase, etc., or to 
transfer the unsettled contracts based 
on entrustment from me/us to the 
other participant.
2.  In the event that I/we receive 
your request set forth in the 
preceding paragraph, and if I/we 
choose to transfer such unsettled 
contracts to participants other than 
your company （hereinafter referred 
to as the “Position Transfer”）, I/we 
shall not object to being required to 
make an application for Position 

Article 12-3.  （Position Transfer 
in the Event that 
Instruction to Improve 
Position Status Is Issued to 
Your Company）

In the event that JSCC has 
issued the Instruction to improve 
position status （hereinafter referred 
to as the “improvement 
instruction”） to your company 
pursuant to the provision of 
Article29-3 of the JSCC Business 
Rules （or in the event that your 
company is a Non-Clearing 
Participant and that your company’s 
Designated Clearing Participant has 
made a request to your company 
pursuant to the provisions of Article 
45-2, Paragraph 1 of the JSCC 
Business Rules） due to my/our
failure to comply with the measures 
set forth in the preceding Article 
without reasonable excuse, I/we shall 
not object to a possibility that your 
company will request me/us to carry 
out Resale or Repurchase, etc., or to 
transfer my/our position to the other 
participant.

2.  In the event that I/we receive 
your request set forth in the 
preceding paragraph, and if I/we 
choose to transfer my/our position to 
participants other than your company 
（hereinafter referred to as the 
“Position Transfer”）, I/we shall not 
object to being required to make an 
application for Position Transfer
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Transfer with and obtain approval 
from the said participants.
3.・4. （略）

with and obtain approval from the 
said participants.
3.・4. （略）

Article 12-5.  （Special Provisions 
in the Case of No 
Instructions on Means of 
Settlement）

In the event that, in 
connection with commodity futures 
transactions （limited to Genbutsu-
Sakimono （commodity futures 
transactions with an agreement of 
physical delivery）; the same shall 
apply hereinafter in this Article）
pertaining to the most recent contract 
month, I/we fail to give instructions 
regarding the means of settlement by 
4:00 p.m. on the day prior to the last 
trading day （to be moved up in 
order if the day falls on a holiday）, 
I/we shall not object if your 
company, at its discretion and for 
and on my/our account, carries out 
any resale or repurchase which may 
be necessary for the settlement of 
such commodity futures transactions.
2. In the event that, in 
connection with commodity futures 
transactions pertaining to the most 
recent contract month, your company 
has decided to receive instructions 
from me/us on the instruction date 
（meaning the 1st of the month 
which includes the last trading day 
for general soybeans and corn （to 
be moved up in order if the day falls 
on a holiday） or the 15th of the 
month which includes the last 
trading day for other commodities 
（to be moved up in order if the day 
falls on a holiday）; the same shall 
apply hereinafter） with respect to 
any of the means of settlement 
prescribed by your company, and if 
I/we fail to give instructions 
regarding the means of settlement by 

（新設）
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4:00 p.m. on the relevant instruction
date or my/our instruction is 
different from any of the means of 
settlement prescribed by your 
company, I/we shall not object if 
your company, at its discretion and 
for and on my/our account, carries 
out any resale or repurchase which 
may be necessary for the settlement 
of such commodity futures 
transactions.

Article 12-6.  （Disposal of 
Positions Pertaining to 
Commodity Futures 
Transactions）

In the event that, in 
connection with my/our commodity 
futures transactions, the volume of 
the positions has exceeded or would 
result in exceeding the limit of 
positions set forth in Article 8-2 of 
the Brokerage Agreement Standards 
stipulated by the Financial 
Instruments Exchange or the 
Financial Instruments Exchange 
determines that the volume of the 
positions has exceeded such limit, 
I/we shall not object if your 
company, for and on my/our account, 
carries out any resale or repurchase 
which may be necessary for the 
settlement of the portion of the 
positions that has exceeded or would 
result in exceeding the limit or 
determined by the Financial 
Instruments Exchange to have 
exceeded the limit with respect to the 
unsettled contracts based on 
entrustment from me/us.

（新設）

Article 12-7.  （Special Purchases 
and Sales in Commodity 
Futures Transactions）

I/we shall not object to the 
conclusion of a purchase and sale 
contract based on the provisions of 

（新設）
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Article 58-3, Paragraphs 2 to 4 of the 
Business Regulations of the 
Financial Instruments Exchange with 
respect to the unsettled contracts 
based on entrustment from me/us.

Article 12-8.  （Completion of 
Cash Settlement of 
Genbutsu-Sakimono
Pertaining to Commodities 
Futures Transactions）

In the event, in connection 
with the unsettled contracts 
pertaining to the settlement by 
delivery of  Genbutsu-Sakimono 
based on entrustment from me/us, 
JSCC completes delivery pertaining 
to said unsettled contracts by 
deeming that the resale or repurchase
of said unsettled contracts has been 
executed at the delivery price 
prescribed by the Financial 
Instruments Exchange, I/we shall 
comply with such actions.

（新設）

Article 13.  （Disposal of Clearing 
Margin, etc.）

In the event that I/we fail to 
fulfill by the prescribed date and 
time any of the obligations which 
I/we owe your company relating to 
any Futures/Options Trading, I/we 
shall not object to your company, at 
its discretion and for and on my/our 
account, disposing of the securities 
and other assets set forth in the 
following items, in such a manner, at 
such time and place, for such price 
and on such other terms as may be 
determined by your company, 
without any notification from or
demand by your company, and 
without following the procedures 
under the laws, and applying the 
proceeds （after deducting 
expenses） of such disposal to the 
payment of any of my/our 

Article 13.  （Disposal of Clearing 
Margin, etc.）

In the event that I/we fail to 
fulfill by the prescribed date and 
time any of the obligations which 
I/we owe your company relating to 
any Futures/Options Trading, I/we 
shall not object to your company, at 
its discretion and for and on my/our 
account, disposing of the securities 
and other assets set forth in the 
following items, in such a manner, at 
such time and place, for such price 
and on such other terms as may be 
determined by your company, 
without any notification from or
demand by your company, and 
without following the procedures 
under the laws, and applying the 
proceeds （after deducting 
expenses） of such disposal to the 
payment of any of my/our 
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obligations, regardless of the legal 
priority of such obligations; and in 
the event that any obligation remains 
unsatisfied after the abovementioned 
application of the proceeds, I/we 
agree to immediately satisfy the 
same:
（1）・（2） （略）

（3） In the case where the 
Replacement Securities, etc.
submitted by me/us is directly 
deposited with JSCC as clearing 
margin, the Replacement 
Securities, etc. deposited with 
JSCC;

（4） The Replacement Securities, 
etc. deposited by me/us as 
customer margin; and

（5） Other securities, warehouse 
receipts or other movable 
properties which are owned by 
me/us and are in the possession 
of your company or registered to 
your company’s account based 
on the Act on the Book-Entry 
Transfer of Corporate Bonds, 
Shares, etc. （Act No. 75 of 
2001） relating to any other 
financial instruments 
transaction.

obligations, regardless of the legal 
priority of such obligations; and in 
the event that any obligation remains 
unsatisfied after the abovementioned 
application of the proceeds, I/we 
agree to immediately satisfy the 
same:
（1）・（2） （略）

（3） In the case where the 
securities deposited in lieu of 
money submitted by me/us is 
directly deposited with JSCC as 
clearing margin, the securities 
deposited in lieu of money
deposited with JSCC;

（4） The securities deposited in 
lieu of money deposited by 
me/us as customer margin; and

（5） Other securities or other 
movable properties which are 
owned by me/us and are in the 
possession of your company or 
registered to your company’s
account based on the Act on the 
Book-Entry Transfer of 
Corporate Bonds, Shares, etc.
（Act No. 75 of 2001） relating 
to any other financial 
instruments transaction.

Article 17. （Measures in the 
Event of Suspension of 
Trading Due to Insolvency, 
etc.）

In the event that your 
company is suspended from 
Futures/Options Trading （excluding 
those subject to Brokerage for 
Clearing of Securities, etc.） or the 
entrustment by Brokerage for 
Clearing of Securities, etc. 
（hereinafter referred to as 
“suspension of trading due to 
insolvency, etc.”） in accordance 
with the Trading Participant 
Regulations of the Financial 

Article 17. （Measures in the 
Event of Suspension of 
Trading Due to Insolvency, 
etc.）

In the event that your 
company is suspended from 
Futures/Options Trading （excluding 
those subject to Brokerage for 
Clearing of Securities, etc.） or the 
entrustment by Brokerage for 
Clearing of Securities, etc. 
（hereinafter referred to 
as ”suspension of trading due to 
insolvency, etc.”） in accordance 
with the Trading Participant 
Regulations of the Financial 
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Instruments Exchange, due to any of 
the reasons set forth in the following 
items, and the Financial Instruments 
Exchange decides to have the 
unsettled contracts based on 
entrustment from the customers
（except for unsettled contracts for 
which Resale, Repurchase, etc. was 
not carried out by the last day of 
trading） transferred, resold or 
repurchased, or to have options in 
connection with such contracts 
exercised （including the 
entrustment of these actions; the 
same shall apply hereinafter）; and 
when I/we wish to transfer such 
unsettled contracts from your 
company to one of the trading 
participants designated by the 
Financial Instruments Exchange 
（hereinafter referred to as the 
"Position Transfer in the case of 
suspension of trading due to 
insolvency, etc."）, I/we shall not 
object to being required to make a 
request to and obtain approval from 
such a trading participant with 
respect to the Position Transfer in
the case of suspension of trading due 
to insolvency, etc. in accordance 
with the rules of the Financial 
Instruments Exchange and by the 
date and time fixed by the Financial 
Instruments Exchange.
（1）～（3） （略）

（4） In the event that your 
company’s Designated Clearing 
Participant fails to comply with 
the improvement instruction.

2. （略）
3. In the case of Paragraph 1 
above, if I/we wish to resell or 
repurchase the unsettled contracts 
based on entrustment from me/us or 
exercise options relating to such 
contracts, I/we shall not object to 
being required to give instructions to 
that effect to your company in 
accordance with the provisions 

Instruments Exchange, due to any of 
the reasons set forth in the following 
items, and the Financial Instruments 
Exchange decides to have the 
unsettled positions relating to 
customers’ positions （except for 
unsettled positions for which Resale, 
Repurchase, etc. was not carried out 
by the last day of trading）
transferred, resold or repurchased, or 
to have options in connection with 
such positions exercised （including 
the entrustment of these actions; the 
same shall apply hereinafter）; and 
when I/we wish to transfer my/our 
position from your company to one 
of the trading participants designated 
by the Financial Instruments 
Exchange （hereinafter referred to as 
the "Position Transfer in the case of 
suspension of trading due to 
insolvency, etc."）, I/we shall not 
object to being required to make a 
request to and obtain approval from 
such a trading participant with 
respect to the Position Transfer in 
the case of suspension of trading due 
to insolvency, etc. in accordance 
with the rules of the Financial 
Instruments Exchange and by the 
date and time fixed by the Financial 
Instruments Exchange.

（1）～（3） （略）

（4） In the event that your 
company’s Designated Clearing 
Participant fails to comply with 
Instruction to improve position 
status.

2. （略）
3. In the case of Paragraph 1 
above, if I/we wish to resell or 
repurchase the unsettled positions or 
exercise options relating to my/our 
positions, I/we shall not object to 
being required to give instructions to 
that effect to your company in 
accordance with the provisions 
prescribed by the Financial 
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prescribed by the Financial 
Instruments Exchange as prescribed 
in paragraph 1 by the date and time 
fixed by the Financial Instruments 
Exchange.
4. In the case of Paragraph 1 
above, if I/we do not obtain the 
approval set forth in Paragraph 1 and 
do not give the instructions as set 
forth in the preceding paragraph by 
the date and time fixed by the 
Financial Instruments Exchange as 
prescribed in Paragraph 1, I/we shall 
not object if, with respect to the 
unsettled contracts based on 
entrustment from me/us, resale or 
repurchase is carried out or options 
are exercised at your company’s 
discretion for and on my/our account 
in accordance with the provisions 
prescribed by the Financial 
Instruments Exchange.
5. Notwithstanding the 
provisions of the preceding 
paragraphs in this Article, in the case 
that any of the following events 
listed in the following items
（excluding Item 2 in the event that 
it does not fall under the reason of 
Article 1, Item 1） occurs to me/us, 
I/we shall not object if, with respect 
to the unsettled contracts based on 
entrustment from me/us, resale or 
repurchase is carried out or options 
are exercised at your company’s 
discretion for and on my/our account 
in accordance with the provisions 
prescribed by the Financial 
Instruments Exchange as prescribed 
in Paragraph 1:

（1）・（2） （略）

Instruments Exchange as prescribed 
in paragraph 1 by the date and time 
fixed by the Financial Instruments 
Exchange.

4. In the case of Paragraph 1 
above, if I/we do not obtain the 
approval set forth in Paragraph 1 and 
do not give the instructions as set 
forth in the preceding paragraph by 
the date and time fixed by the 
Financial Instruments Exchange as 
prescribed in Paragraph 1, I/we shall 
not object if, with respect to the 
unsettled positions relating to my/our 
positions, resale or repurchase is 
carried out or options are exercised 
at your company’s discretion for and 
on my/our account in accordance 
with the provisions prescribed by the 
Financial Instruments Exchange.

5. Notwithstanding the 
provisions of the preceding 
paragraphs in this Article, in the case 
that any of the following events 
listed in the following items
（excluding Item 2 in the event that 
it does not fall under the reason of 
Article 1, Item 1） occurs to me/us, 
I/we shall not object if, with respect 
to the unsettled positions relating to 
my/our positions, resale or 
repurchase is carried out or options 
are exercised at your company’s 
discretion for and on my/our account 
in accordance with the provisions 
prescribed by the Financial 
Instruments Exchange as prescribed 
in Paragraph 1:

（1）・（2） （略）

Article 18.  （Treatment of 
Deposited Margin in the 
Case of Replacement 
Deposit）

If your company has received 
suspension of trading due to 

Article 18.  （Treatment of 
Deposited Margin in the 
Case of Replacement 
Deposit）

If your company has received 
suspension of trading due to 
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insolvency, etc. and, if I/we have 
deposited a customer margin and the 
clearing margin has been deposited 
as a replacement deposit （including 
the case where the replacement 
deposit set forth in the proviso to 
Article 3, Paragraph 1, has been 
made）, I/we shall not object to the 
application of the following items: 
（1） If the foreign currency or 

the Replacement Securities, etc.
are deposited with JSCC, JSCC 
may use all or part of such 
foreign currency to acquire 
Japanese yen and return in 
Japanese yen, or liquidate all or 
part of such Replacement 
Securities, etc. and return the 
proceeds. In that event, it shall 
be understood that an
entrustment agreement has been 
established between me/us and 
JSCC;

（2） Notwithstanding the 
provision of Article 5, 
Paragraph 1, Item 2 hereof, I/we 
shall have a claim for return of 
the clearing margin for the 
portion equivalent to the amount 
less my/our Unfulfilled 
Obligations in the lesser amount 
of a. or b. which follows:
a. （略）
b. The amount obtained by 

apportioning the clearing 
margin deposited by your 
company with JSCC for the 
replacement deposit （in the 
event that JSCC uses the 
foreign currency to acquire 
Japanese yen or liquidates the 
Securities, etc. according to 
the provisions of the preceding 
item, the sum of the money 
deposited as clearing margin 
for the replacement deposit
other than the foreign currency 
subject to the acquisition, the 
Securities, etc. other than 

insolvency, etc. and, if I/we have 
deposited a customer margin and the 
clearing margin has been deposited 
as a replacement deposit （including 
the case where the replacement 
deposit set forth in the proviso to 
Article 3, Paragraph 1, has been 
made）, I/we shall not object to the 
application of the following items: 
（1） If the foreign currency or 

the securities deposited in lieu 
of money are deposited with 
JSCC, JSCC may use all or part 
of such foreign currency to 
acquire Japanese yen and return 
in Japanese yen, or liquidate all 
or part of such securities and 
return the proceeds. In that 
event, it shall be understood that 
an entrustment agreement has 
been established between me/us 
and JSCC;

（2） Notwithstanding the 
provision of Article 5, 
Paragraph 1, Item 2 hereof, I/we 
shall have a claim for return of 
the clearing margin for the 
portion equivalent to the amount 
less my/our Unfulfilled 
Obligations in the lesser amount 
of a. or b. which follows:
a. （略）
b. The amount obtained by 

apportioning the clearing 
margin deposited by your 
company with JSCC for the 
replacement deposit （in the 
event that JSCC uses the 
foreign currency to acquire 
Japanese yen or liquidates the 
securities according to the 
provisions of the preceding 
item, the sum of the money 
deposited as clearing margin 
for the replacement deposit
other than the foreign currency 
subject to the acquisition, the 
securities other than those 
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those subject to the 
liquidation, the proceeds of 
the acquisition after deducting 
the expenses required for the 
acquisition, and the proceeds 
of the liquidation after 
deducting the expenses 
required for the liquidation）
in proportion to the amount of 
customer margin deposited by 
the respective customers of 
your company （including 
me/us）.

2. （略）

subject to the liquidation, the 
proceeds of the acquisition 
after deducting the expenses 
required for the acquisition, 
and the proceeds of the 
liquidation after deducting the 
expenses required for the 
liquidation） in proportion to 
the amount of customer 
margin deposited by the 
respective customers of your 
company （including me/us）.

2. （略）

Article 21.  （Handling of 
Deposited Margin in the 
Case that the Position 
Transfer in the Case of 
Suspension of Trading Due 
to Insolvency, etc. Is Not 
Carried Out）

Notwithstanding the 
provisions of Article 5 hereof, if 
your company is subject to the 
suspension of trading due to 
insolvency, etc. and the Financial 
Instruments Exchange decides to 
have the unsettled contracts based on 
entrustment from the customers
transferred, resold or repurchased or 
to have options in connection with 
such contracts exercised （except for 
the case where the unsettled 
contracts based on entrustment from 
me/us are subject to the Position 
Transfer in the case of suspension of 
trading due to insolvency, etc. set 
forth in Article 17, Paragraph 1 
hereof）, I/we shall not object to the 
application of the following items:

(1) If the clearing margin submitted 
by me/us is directly deposited, 
I/we may claim directly against 
JSCC the return of the money or 
the Replacement Securities, etc.
set forth in Article 5, Paragraph 
1, Item 1 hereof, in accordance 

Article 21.  （Handling of 
Deposited Margin in the 
Case that the Position 
Transfer in the Case of 
Suspension of Trading Due 
to Insolvency, etc. Is Not 
Carried Out）

Notwithstanding the 
provisions of Article 5 hereof, if 
your company is subject to the 
suspension of trading due to 
insolvency, etc. and the Financial 
Instruments Exchange decides to 
have the unsettled transactions 
relating to your customers’ positions
transferred, resold or repurchased or 
to have options in connection with 
such positions exercised （except for 
the case where the unsettled 
transactions relating to my/our 
positions are subject to the Position 
Transfer in the case of suspension of 
trading due to insolvency, etc. set 
forth in Article 17, Paragraph 1 
hereof）, I/we shall not object to the 
application of the following items:
（1） If the clearing margin 

submitted by me/us is directly 
deposited, I/we may claim 
directly against JSCC the return 
of the money or securities 
deposited in lieu of money set 
forth in Article 5, Paragraph 1, 
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with the provisions prescribed 
by JSCC.

（2）・（3） （略）

Item 1 hereof, in accordance 
with the provisions prescribed 
by JSCC.

（2）・（3） （略）

Article 24.  （Interest or Other 
Consideration on Margin）

No interest or other 
consideration shall accrue on the 
money or the Replacement 
Securities, etc. submitted to or 
deposited with your company by 
me/us as margin with respect to any 
Futures/Options Trading.

Article 24.  （Interest or Other 
Consideration on Margin）

No interest or other 
consideration shall accrue on the 
money or securities deposited in lieu 
of money submitted to or deposited 
with your company by me/us as 
margin with respect to any 
Futures/Options Trading.

Supplementary Provisions （July 27, 
2020）
1. The amended provisions shall 
become effective as of July 27, 2020.
2 Notwithstanding the provisions of 
the preceding paragraph, where 
Osaka Exchange, Inc.
deems it inappropriate to implement 
the amended provisions from July 
27, 2020 due to any malfunction in 
the operation of the trading systems 
or any other unavoidable reason, the 
amended provisions shall become 
effective as of the date stipulated by 
Osaka Exchange, Inc. subsequent to 
said date.

Dated:   /   /    

[In the case of signature:]

ENTRUSTING PARTY （We, Our, 
Us）:

（Address）

By: 

______________________________
（Name）
（Title）

Dated:   /   /    

[In the case of signature:]

ENTRUSTING PARTY （We, Our, 
Us）:

（Address）

By: 

______________________________
（Name）
（Title）
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[In the case of company seal:]

ENTRUSTING PARTY （We, Our, 
Us） :

（Name/Trade Name）

（Address）

Affix Seal

[In the case of company seal:]

ENTRUSTING PARTY （We, Our, 
Us） :

（Name/Trade Name）

（Address）

Affix Seal
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（用語の意義）

第２条 この特例において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（１）・（２） （略）

（３） Ｊ－ＮＥＴコンボ取引とは、この

特例に定めるところに従って本所が定め

る数の銘柄（先物取引にあっては限月取

引（商品先物取引における限日現金決済

先物取引を含む。）をいう。以下同

じ。）に係る売付け及び買付けを同時に

行う市場デリバティブ取引（フレックス

限月取引に係るものを除く。）をいう。

（４）～（６） （略）

（用語の意義）

第２条 この特例において使用する用語の意

義については、次の各号に定めるところに

よるほか、各条項中に定めるところによる

ものとする。

（１）・（２） （略）

（３） Ｊ－ＮＥＴコンボ取引とは、この

特例に定めるところに従って本所が定め

る数の銘柄（先物取引にあっては限月取

引をいう。以下同じ。）に係る売付け及

び買付けを同時に行う市場デリバティブ

取引（フレックス限月取引に係るものを

除く。）をいう。

（４）～（６） （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する先物取引等取引参加者、

同条第３項に規定する国債先物等取引参加

者又は同条第４項に規定する商品先物等取

引参加者をいう。以下同じ。）は、Ｊ－Ｎ

ＥＴ取引を行おうとするときは、呼値を行

わなければならない。この場合において、

取引参加者は、次の各号に掲げる事項その

他本所が必要と認める事項を、本所に対し

明らかにしなければならない。

（１）・（２） （略）

２～６ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 取引参加者（取引参加者規程第２条

第２項に規定する先物取引等取引参加者又

は同条第３項に規定する国債先物等取引参

加者をいう。以下同じ。）は、Ｊ－ＮＥＴ

取引を行おうとするときは、呼値を行わな

ければならない。この場合において、取引

参加者は、次の各号に掲げる事項その他本

所が必要と認める事項を、本所に対し明ら

かにしなければならない。

（１）・（２） （略）

２～６ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間）

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。

（１）～（３） （略）

（４） 商品先物取引（ＲＳＳ及びＴＳＲ

に係る商品先物取引（以下「ゴム市場に

係る商品先物取引」という。）を除

く。）及び商品先物オプション取引

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

（５） ゴム市場に係る商品先物取引

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

（６） （略）

（７） （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間）

第４条 Ｊ－ＮＥＴ取引の取引時間は、次の

各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分

ごとに、当該各号に定める時間とする。

（１）～（３） （略）

（新設）

（４） （略）

（５） （略）
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（８） （略）

２ （略）

（６） （略）

２ （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の一時中断）

第７条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める銘柄について立会に

よる取引を一時中断している間、当該各号

に定める銘柄に係るＪ－ＮＥＴ取引を一時

中断する。

（１） （略）

（２） 業務規程第３３条第４項の規定に

より国債証券先物オプション取引、指数

オプション取引又は商品先物オプション

取引の全部又は一部の銘柄について立会

による取引の一時中断が行われた場合

（フレックス限月取引のみ行う指数オプ

ション取引については、これに準ずる場

合を含む。）

当該取引の一時中断が行われた銘柄

（Ｊ－ＮＥＴ取引の一時中断）

第７条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める銘柄について立会に

よる取引を一時中断している間、当該各号

に定める銘柄に係るＪ－ＮＥＴ取引を一時

中断する。

（１） （略）

（２） 業務規程第３３条第４項の規定に

より国債証券先物オプション取引又は指

数オプション取引の全部又は一部の銘柄

について立会による取引の一時中断が行

われた場合（フレックス限月取引のみ行

う指数オプション取引については、これ

に準ずる場合を含む。）

当該取引の一時中断が行われた銘柄

（Ｊ－ＮＥＴ取引の停止）

第８条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、本所が定めるところにより、Ｊ－ＮＥ

Ｔ取引（第１号にあっては国債証券先物取

引、第２号にあっては指数先物取引、第２

号の２にあっては商品先物取引、第３号か

ら第５号までにあっては有価証券オプショ

ン取引、第６号にあっては国債証券先物オ

プション取引、第７号にあっては指数オプ

ション取引、第７号の２にあっては商品先

物オプション取引に限る。）を停止するこ

とができる。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 業務規程第３２条の規定によ

り、立会による商品先物取引の停止が行

われた場合

（３）～（７） （略）

（７）の２ 業務規程第３２条の規定によ

り、立会による商品先物オプション取引

の停止が行われた場合

（８）・（９） （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の停止）

第８条 本所は、次の各号に掲げる場合に

は、本所が定めるところにより、Ｊ－ＮＥ

Ｔ取引（第１号にあっては国債証券先物取

引、第２号にあっては指数先物取引、第３

号から第５号までにあっては有価証券オプ

ション取引、第６号にあっては国債証券先

物オプション取引、第７号にあっては指数

オプション取引に限る。）を停止すること

ができる。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（７） （略）

（新設）

（８）・（９） （略）

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をす

る場合には、その都度、次の各号に掲げる

事項を取引参加者に指示又は通知するもの

とする。ただし、顧客があらかじめ指定し

た方法に従いＪ－ＮＥＴ取引の決済を行う

ことについて、取引参加者が同意している

場合には、第３号に掲げる事項の指示があ

ったものとみなす。

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をす

る場合には、その都度、次の各号に掲げる

事項を取引参加者に指示又は通知するもの

とする。ただし、顧客があらかじめ指定し

た方法に従いＪ－ＮＥＴ取引の決済を行う

ことについて、取引参加者が同意している

場合には、第３号に掲げる事項の指示があ

ったものとみなす。
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（１） （略）

（２） 次のａからｆまでの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略）

ｂの２ 商品先物取引

（ａ） 取引の対象とする商品

（ｂ） 金及び白金に係る商品先物取

引については、現物先物取引又は現

金決済取引の別

（ｃ） 限月取引（金及び白金に係る

限日現金決済先物取引については、

その旨）

ｃ～e （略）

ｆ 商品先物オプション取引

（ａ） 取引の対象とする商品

（ｂ） 商品先物プットオプション又

は商品先物コールオプションの別

（ｃ） 限月取引

（ｄ） 権利行使価格

（３）～（８）（略）

２～４（略）

（１） （略）

（２） 次のａから e までの市場デリバテ

ィブ取引の区分に従い、当該区分に定め

る事項

ａ・ｂ （略）

（新設）

ｃ～e （略）

（新設）

（３）～（８）（略）

２～４（略）

（ギブアップに係るＪ－ＮＥＴ取引の委託

の際の指示事項等）

第１２条 顧客がギブアップに係るＪ－ＮＥ

Ｔ取引を委託する場合には、その都度、注

文執行取引参加者に対し、前条第１項各号

（第３号を除く。）に掲げる事項のほか、

次の各号に掲げる事項を指示するものとす

る。

（１）～（３） （略）

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引、指数オ

プション取引（権利行使日における対象指

数の 終の数値をオプション清算数値とす

るものに限る。）及び商品先物オプション

取引にあっては、当該日が取引 終日であ

る場合には、取引 終日が到来した限月取

引に係る当該指示は午後４時までの注文執

行取引参加者の指定する時限までに行うも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引及び商品

先物オプション取引にあっては、当該日が

取引 終日である場合には、取引 終日が

（ギブアップに係るＪ－ＮＥＴ取引の委託

の際の指示事項等）

第１２条 顧客がギブアップに係るＪ－Ｎ

ＥＴ取引を委託する場合には、その都度、

注文執行取引参加者に対し、前条第１項各

号（第３号を除く。）に掲げる事項のほ

か、次の各号に掲げる事項を指示するもの

とする。

（１）～（３） （略）

２ 前項の規定にかかわらず、顧客と注文執

行取引参加者及び指定清算執行取引参加者

との間に合意がある場合には、取引を委託

した取引日の終了する日の午後４時４５分

までの注文執行取引参加者の指定する時限

までに、前項の指示を行うことができるも

のとする。ただし、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引及び指数

オプション取引（権利行使日における対象

指数の 終の数値をオプション清算数値と

するものに限る。）にあっては、当該日が

取引 終日である場合には、取引 終日が

到来した限月取引に係る当該指示は午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時

限までに行うものとする。ただし、有価証

券オプション取引及び国債証券先物オプシ

ョン取引にあっては、当該日が取引 終日

である場合には、取引 終日が到来した限

月取引に係る当該指示は午後４時までの注
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到来した限月取引に係る当該指示は午後４

時までの注文執行取引参加者の指定する時

限までに行うものとする。

３ 前条第１項ただし書及び第２項の規定に

かかわらず、ギブアップが成立した場合に

は、顧客は、清算執行取引参加者に対し、

取引を委託した取引日の終了する日の午後

５時１５分までの清算執行取引参加者の指

定する時限までに、新たに発生したＪ－Ｎ

ＥＴ取引に係る同条第１項第３号に掲げる

事項を指示するものとする。ただし、有価

証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引、指数オプション取引（権利行使

日における対象指数の 終の数値をオプシ

ョン清算数値とするものに限る。）及び商

品先物オプション取引にあっては、当該日

が取引 終日である場合には、取引 終日

が到来した限月取引に係る当該指示は午後

４時までの注文執行取引参加者の指定する

時限までに行うものとする。ただし、有価

証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び商品先物オプション取引にあ

っては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時３０分までの清算執行

取引参加者の指定する時限までに行うもの

とする。

４・５（略）

文執行取引参加者の指定する時限までに行

うものとする。

３ 前条第１項ただし書及び第２項の規定に

かかわらず、ギブアップが成立した場合に

は、顧客は、清算執行取引参加者に対し、

取引を委託した取引日の終了する日の午後

５時１５分までの清算執行取引参加者の指

定する時限までに、新たに発生したＪ－Ｎ

ＥＴ取引に係る同条第１項第３号に掲げる

事項を指示するものとする。ただし、有価

証券オプション取引、国債証券先物オプシ

ョン取引及び指数オプション取引（権利行

使日における対象指数の 終の数値をオプ

ション清算数値とするものに限る。）にあ

っては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該指示は午後４時までの注文執行取引参

加者の指定する時限までに行うものとす

る。ただし、有価証券オプション取引及び

国債証券先物オプション取引にあっては、

当該日が取引 終日である場合には、取引

終日が到来した限月取引に係る当該指示

は午後４時３０分までの清算執行取引参加

者の指定する時限までに行うものとする。

４・５（略）

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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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

新 旧

（目的）

第１条 この規則は、清算・決済規程第３１

条第１項及び受託契約準則第１２条の規定

に基づき、国債証券先物取引、指数先物取

引、商品先物取引、有価証券オプション取

引、国債証券先物オプション取引、指数オ

プション取引及び商品先物オプション取引

（以下「先物・オプション取引」とい

う。）に係る証拠金及び未決済約定の引継

ぎ等について、必要な事項を定める。

２ （略）

（目的）

第１条 この規則は、清算・決済規程第３１

条第１項及び受託契約準則第１２条の規定

に基づき、国債証券先物取引、指数先物取

引、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（以下「先物・オプション取引」とい

う。）に係る証拠金及び未決済約定の引継

ぎ等について、必要な事項を定める。

２ （略）

（定義）

第２条 この規則において「先物取引」と

は、本所が開設する取引所金融商品市場に

おける国債証券先物取引、指数先物取引又

は商品先物取引をいう。

２ この規則において「オプション取引」と

は、本所が開設する取引所金融商品市場に

おける有価証券オプション取引、国債証券

先物オプション取引、指数オプション取引

又は商品先物オプション取引をいう。

３ この規則において「取引参加者」とは、

取引参加者規程第２条第２項に規定する先

物取引等取引参加者、同条第３項に規定す

る国債先物等取引参加者又は同条第４項に

規定する商品先物等取引参加者をいう。

４ この規則において「先物・オプション取

引に係る債務」とは、先物・オプション取

引の決済に係る金銭の支払債務、国債証券

先物取引における受渡決済、商品先物取引

における受渡決済及び有価証券オプション

取引における権利行使による決済に係る有

価証券、倉荷証券又は商品の引渡債務並び

にその他の先物・オプション取引に関して

負担すべき債務をいう。

５～７ （略）

８ この規則において「清算参加者」とは、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下

「クリアリング機構」という。）の業務方

法書に規定する国債先物等清算資格、指数

先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格又は農産物先物等清算

資格を有する清算参加者をいう。

９ この規則において「非清算参加者」と

は、取引参加者規程第２４条第２項に規定

する国債先物等非清算参加者、同条第３項

（定義）

第２条 この規則において「先物取引」と

は、本所が開設する取引所金融商品市場に

おける国債証券先物取引又は指数先物取引

をいう。

２ この規則において「オプション取引」と

は、本所が開設する取引所金融商品市場に

おける有価証券オプション取引、国債証券

先物オプション取引又は指数オプション取

引をいう。

３ この規則において「取引参加者」とは、

取引参加者規程第２条第２項に規定する先

物取引等取引参加者又は同条第３項に規定

する国債先物等取引参加者をいう。

４ この規則において「先物・オプション取

引に係る債務」とは、先物・オプション取

引の決済に係る金銭の支払債務、国債証券

先物取引における受渡決済及び有価証券オ

プション取引における権利行使による決済

に係る有価証券の引渡債務並びにその他の

先物・オプション取引に関して負担すべき

債務をいう。

５～７ （略）

８ この規則において「清算参加者」とは、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下

「クリアリング機構」という。）の業務方

法書に規定する国債先物等清算資格又は指

数先物等清算資格を有する清算参加者をい

う。

９ この規則において「非清算参加者」と

は、取引参加者規程第２４条第２項に規定

する国債先物等非清算参加者及び同条第３



142

に規定する指数先物等非清算参加者及び同

条第９項に規定する商品先物等非清算参加

者をいう。

１０ この規則において「指定清算参加者」

とは、取引参加者規程第２７条第１項に規

定する指定清算参加者のうち、国債先物等

非清算参加者、指数先物等非清算参加者又

は商品先物等非清算参加者が先物・オプシ

ョン取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託先として指定した者をいう。

１１～２２ （略）

項に規定する指数先物等非清算参加者をい

う。

１０ この規則において「指定清算参加者」

とは、取引参加者規程第２７条第１項に規

定する指定清算参加者のうち、国債先物等

非清算参加者又は指数先物等非清算参加者

が先物・オプション取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託先として指定した者をい

う。

１１～２２ （略）

（自己分の取引証拠金の差入れ）

第５条 非清算参加者は、自己の計算による

先物取引の売付け又は買付けが成立した場

合、オプション取引の売付けが成立した場

合又は商品先物取引について受渡しにより

決済を行う場合は、クリアリング機構先

物・オプション取引証拠金規則に規定する

自己分の取引証拠金所要額以上の額の取引

証拠金を、指定清算参加者に差し入れなけ

ればならない。この場合において、当該取

引証拠金は、有価証券及び倉荷証券（以下

「有価証券等」という。）をもって代用差

入れすることができる。

（自己分の取引証拠金の差入れ）

第５条 非清算参加者は、自己の計算による

先物取引の売付け若しくは買付け又はオプ

ション取引の売付けが成立した場合は、ク

リアリング機構先物・オプション取引証拠

金規則に規定する自己分の取引証拠金所要

額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加

者に差し入れなければならない。この場合

において、当該取引証拠金は、有価証券を

もって代用差入れすることができる。

（委託分の取引証拠金の差入れ又は預託）

第６条 非清算参加者は、顧客の委託に基づ

く先物取引の売付け又は買付けが成立した

場合、オプション取引の売付けが成立した

場合又は商品先物取引について受渡しによ

り決済を行う場合は、次項に規定するクリ

アリング機構の業務方法書の規定に基づく

区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額

以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者

に差し入れ又は預託しなければならない。

２・３ （略）

４ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

は、顧客が取引証拠金を差し入れた日から

起算して４日目（休業日（業務規程第１９

条第１項に規定する休業日をいい、同条第

２項に規定する臨時休業日を含む。以下同

じ。）を除外する。以下日数計算において

同じ。）の日までの間においては、当該顧

客が取引証拠金として差し入れた金銭の額

（外国通貨にて金銭を差し入れた場合に

は、取引証拠金の差入れを行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算した額をいう。次項及び

第６項において同じ。）及び有価証券等の

（委託分の取引証拠金の差入れ又は預託）

第６条 非清算参加者は、顧客の委託に基づ

く先物取引の売付け若しくは買付け又はオ

プション取引の売付けが成立した場合は、

次項に規定するクリアリング機構の業務方

法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分

の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金

を、指定清算参加者に差し入れ又は預託し

なければならない。

２・３ （略）

４ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

は、顧客が取引証拠金を差し入れた日から

起算して４日目（休業日（業務規程第１９

条第１項に規定する休業日をいい、同条第

２項に規定する臨時休業日を含む。以下同

じ。）を除外する。以下日数計算において

同じ。）の日までの間においては、当該顧

客が取引証拠金として差し入れた金銭の額

（外国通貨にて金銭を差し入れた場合に

は、取引証拠金の差入れを行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算した額をいう。次項及び

第６項において同じ。）及び有価証券の時
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時価評価額（取引証拠金の差入れを行う日

の前々日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下同じ。）における時価（ク

リアリング機構先物・オプション取引証拠

金規則別表１に規定する時価をいう。以下

同じ。）により評価した額（当該有価証券

等が外国国債証券である場合には、その時

価を取引証拠金の差入れを行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の各外国国債証券の評価に用いる

通貨１単位当たりの円貨額により円貨に換

算した額）をいう。次項及び第６項におい

て同じ。）の合計額に相当する額以上の自

己の金銭をもって、取引証拠金として、指

定清算参加者に差し入れることができる。

この場合において、当該取引証拠金は、有

価証券等をもって代用差入れすることがで

きる。

５ 非清算参加者は、顧客が委託証拠金を預

託した場合においては、当該顧客が委託証

拠金として預託した金銭の額及び有価証券

等の時価評価額の合計額に相当する額以上

の自己の金銭をもって、取引証拠金とし

て、指定清算参加者に差し入れなければな

らない。この場合において、当該取引証拠

金は、有価証券等をもって代用差入れする

ことができる。

６ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

は、当該顧客が委託証拠金として預託した

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額に相当する額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、指定清算参加者に

預託することができる。この場合におい

て、当該取引証拠金（以下「非清算参加者

証拠金」という。）は、有価証券等をもっ

て代用預託することができる。

７ 第３項から前項までの場合において、非

清算参加者は、各顧客が非清算参加者に取

引証拠金として差し入れた又は委託証拠金

として預託した金銭の額（外国通貨にて金

銭を差し入れ又は預託した場合には、取引

証拠金の預託を行う日の前々日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の

当該通貨１単位当たりの円貨額により円貨

に換算した額にクリアリング機構先物・オ

プション取引証拠金規則に規定する率を乗

じた額をいう。）及び有価証券等を代用価

格（取引証拠金の預託を行う日の前々日に

おける時価にクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則別表１に規定する率

を乗じた額（当該有価証券等が外国国債証

価評価額（取引証拠金の差入れを行う日の

前々日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。以下同じ。）における時価（クリ

アリング機構先物・オプション取引証拠金

規則別表１に規定する時価をいう。以下同

じ。）により評価した額（当該有価証券が

外国国債証券である場合には、その時価を

取引証拠金の差入れを行う日の前々日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信買

相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨

１単位当たりの円貨額により円貨に換算し

た額）をいう。次項及び第６項において同

じ。）の合計額に相当する額以上の自己の

金銭をもって、取引証拠金として、指定清

算参加者に差し入れることができる。この

場合において、当該取引証拠金は、有価証

券をもって代用差入れすることができる。

５ 非清算参加者は、顧客が委託証拠金を預

託した場合においては、当該顧客が委託証

拠金として預託した金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額に相当する額以上の

自己の金銭をもって、取引証拠金として、

指定清算参加者に差し入れなければならな

い。この場合において、当該取引証拠金

は、有価証券をもって代用差入れすること

ができる。

６ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

は、当該顧客が委託証拠金として預託した

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合計

額に相当する額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、指定清算参加者に

預託することができる。この場合におい

て、当該取引証拠金（以下「非清算参加者

証拠金」という。）は、有価証券をもって

代用預託することができる。

７ 第３項から前項までの場合において、非

清算参加者は、各顧客が非清算参加者に取

引証拠金として差し入れた又は委託証拠金

として預託した金銭の額（外国通貨にて金

銭を差し入れ又は預託した場合には、取引

証拠金の預託を行う日の前々日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の

当該通貨１単位当たりの円貨額により円貨

に換算した額にクリアリング機構先物・オ

プション取引証拠金規則に規定する率を乗

じた額をいう。）及び有価証券を代用価格

（取引証拠金の預託を行う日の前々日にお

ける時価にクリアリング機構先物・オプシ

ョン取引証拠金規則別表１に規定する率を

乗じた額（当該有価証券が外国国債証券で
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券である場合は、その時価にクリアリング

機構先物・オプション取引証拠金規則別表

１に規定する率を乗じた額を取引証拠金の

預託を行う日の前々日における東京外国為

替市場の対顧客直物電信買相場の各外国国

債証券の評価に用いる通貨１単位当たりの

円貨額により円貨に換算した額）をい

う。）により評価した額の合計額がクリア

リング機構先物・オプション取引証拠金規

則に規定する当該顧客の証拠金所要額に満

たないときは、当該証拠金所要額から当該

顧客が差し入れた取引証拠金又は預託した

委託証拠金を差し引いた額以上の自己の金

銭をもって、指定清算参加者に取引証拠金

として差し入れ又は非清算参加者証拠金と

して預託しなければならない。この場合に

おいて、当該取引証拠金又は非清算参加者

証拠金は、有価証券等をもって代用差入れ

又は代用預託することができる。

ある場合は、その時価にクリアリング機構

先物・オプション取引証拠金規則別表１に

規定する率を乗じた額を取引証拠金の預託

を行う日の前々日における東京外国為替市

場の対顧客直物電信買相場の各外国国債証

券の評価に用いる通貨１単位当たりの円貨

額により円貨に換算した額）をいう。）に

より評価した額の合計額がクリアリング機

構先物・オプション取引証拠金規則に規定

する当該顧客の証拠金所要額に満たないと

きは、当該証拠金所要額から当該顧客が差

し入れた取引証拠金又は預託した委託証拠

金を差し引いた額以上の自己の金銭をもっ

て、指定清算参加者に取引証拠金として差

し入れ又は非清算参加者証拠金として預託

しなければならない。この場合において、

当該取引証拠金又は非清算参加者証拠金

は、有価証券をもって代用差入れ又は代用

預託することができる。

（取引証拠金の差入時限又は預託時限）

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差

入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先

物取引の売付け若しくは買付け又はオプシ

ョン取引の売付けが成立した取引日の終了

する日（有価証券オプション取引（フレッ

クス限月取引を除く。）にあっては、売付

けが成立した日）の翌日（休業日に当たる

時は、順次繰り下げる。以下同じ。）又は

商品先物取引に係る受渡決済の 終建玉が

確定した日の翌日のクリアリング機構が定

める預託時限までの指定清算参加者が指定

する日時までに、次の各号に掲げる区分の

いずれに該当するか明示して行うものとす

る。

（１）～（４） （略）

（取引証拠金の差入時限又は預託時限）

第８条 前３条の規定による取引証拠金の差

入れ又は非清算参加者証拠金の預託は、先

物取引の売付け若しくは買付け又はオプシ

ョン取引の売付けが成立した取引日の終了

する日（有価証券オプション取引（フレッ

クス限月取引を除く。）にあっては、売付

けが成立した日）の翌日（休業日に当たる

時は、順次繰り下げる。以下同じ。）のク

リアリング機構が定める預託時限までの指

定清算参加者が指定する日時までに、次の

各号に掲げる区分のいずれに該当するか明

示して行うものとする。

（１）～（４） （略）

（取引証拠金の維持）

第９条 非清算参加者は、自己分の取引証拠

金として指定清算参加者に差し入れている

金銭の額（外国通貨にて金銭を差し入れた

場合には、計算する日の前日における東京

外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当

該通貨１単位当たりの円貨額により円貨に

換算した額にクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則に規定する率を乗じ

た額をいう。次項及び第４項において同

じ。）及び有価証券等を代用価格（計算す

る日の前日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。以下同じ。）における時価に

クリアリング機構先物・オプション取引証

（取引証拠金の維持）

第９条 非清算参加者は、自己分の取引証拠

金として指定清算参加者に差し入れている

金銭の額（外国通貨にて金銭を差し入れた

場合には、計算する日の前日における東京

外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当

該通貨１単位当たりの円貨額により円貨に

換算した額にクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則に規定する率を乗じ

た額をいう。次項及び第４項において同

じ。）及び有価証券を代用価格（計算する

日の前日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。以下同じ。）における時価にク

リアリング機構先物・オプション取引証拠
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拠金規則別表１に規定する率を乗じた額

（当該有価証券等が外国国債証券である場

合は、その時価にクリアリング機構先物・

オプション取引証拠金規則別表１に規定す

る率を乗じた額を計算する日の前日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相

場の各外国国債証券の評価に用いる通貨１

単位当たりの円貨額により円貨に換算した

額）をいう。次項及び第４項において同

じ。）により評価した額の合計額がクリア

リング機構先物・オプション取引証拠金規

則に規定する自己分の取引証拠金所要額に

満たない場合は、その不足額以上の額を、

自己分の取引証拠金として、不足額が生じ

た日の翌日のクリアリング機構が定める預

託時限までの指定清算参加者が指定する日

時までに、指定清算参加者に追加差入れし

なければならない。この場合において、当

該取引証拠金は、有価証券等をもって代用

差入れすることができる。

２ 非清算参加者は、委託分の取引証拠金と

して指定清算参加者に差し入れ又は預託し

ている金銭の額及び有価証券等を代用価格

により評価した額の合計額がクリアリング

機構の業務方法書の規定に基づく区分口座

ごとの委託分の取引証拠金所要額に満たな

い場合は、その不足額以上の額を、不足額

が生じた日の翌日のクリアリング機構が定

める預託時限までの指定清算参加者が指定

する日時までに、指定清算参加者に取引証

拠金として追加差入れ又は非清算参加者証

拠金として追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金又は非

清算参加者証拠金は、有価証券等をもって

代用差入れ又は代用預託することができ

る。

３ 非清算参加者は、指定清算参加者に、第

６条第３項から第６項まで又は第７条の規

定により顧客に係る取引証拠金として差し

入れ又は非清算参加者証拠金として預託し

ている金銭の額（外国通貨にて金銭を差し

入れ又は預託した場合には、計算する日の

前日における東京外国為替市場の対顧客直

物電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算した額をいう。以下

この項、第１０条及び第２４条において同

じ。）及び有価証券等の時価評価額（計算

する日の前日における時価により評価した

額（当該有価証券等が外国国債証券である

場合は、その時価を計算する日の前日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信買

金規則別表１に規定する率を乗じた額（当

該有価証券が外国国債証券である場合は、

その時価にクリアリング機構先物・オプシ

ョン取引証拠金規則別表１に規定する率を

乗じた額を計算する日の前日における東京

外国為替市場の対顧客直物電信買相場の各

外国国債証券の評価に用いる通貨１単位当

たりの円貨額により円貨に換算した額）を

いう。次項及び第４項において同じ。）に

より評価した額の合計額がクリアリング機

構先物・オプション取引証拠金規則に規定

する自己分の取引証拠金所要額に満たない

場合は、その不足額以上の額を、自己分の

取引証拠金として、不足額が生じた日の翌

日のクリアリング機構が定める預託時限ま

での指定清算参加者が指定する日時まで

に、指定清算参加者に追加差入れしなけれ

ばならない。この場合において、当該取引

証拠金は、有価証券をもって代用差入れす

ることができる。

２ 非清算参加者は、委託分の取引証拠金と

して指定清算参加者に差し入れ又は預託し

ている金銭の額及び有価証券を代用価格に

より評価した額の合計額がクリアリング機

構の業務方法書の規定に基づく区分口座ご

との委託分の取引証拠金所要額に満たない

場合は、その不足額以上の額を、不足額が

生じた日の翌日のクリアリング機構が定め

る預託時限までの指定清算参加者が指定す

る日時までに、指定清算参加者に取引証拠

金として追加差入れ又は非清算参加者証拠

金として追加預託しなければならない。こ

の場合において、当該取引証拠金又は非清

算参加者証拠金は、有価証券をもって代用

差入れ又は代用預託することができる。

３ 非清算参加者は、指定清算参加者に、第

６条第３項から第６項まで又は第７条の規

定により顧客に係る取引証拠金として差し

入れ又は非清算参加者証拠金として預託し

ている金銭の額（外国通貨にて金銭を差し

入れ又は預託した場合には、計算する日の

前日における東京外国為替市場の対顧客直

物電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算した額をいう。以下

この項、第１０条及び第２４条において同

じ。）及び有価証券の時価評価額（計算す

る日の前日における時価により評価した額

（当該有価証券が外国国債証券である場合

は、その時価を計算する日の前日における

東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場
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相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨

１単位当たりの円貨額により円貨に換算し

た額）をいう。以下この項、第１０条及び

第２４条において同じ。）の合計額が、当

該顧客が取引証拠金として差し入れた又は

委託証拠金として預託した金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額に満たない

場合には、その不足額以上の額を、不足額

が生じた日の翌日のクリアリング機構が定

める預託時限までの指定清算参加者が指定

する日時までに、第６条第３項から第６項

まで又は第７条に準じて指定清算参加者に

委託分の取引証拠金として追加差入れ又は

非清算参加者証拠金として追加預託しなけ

ればならない。

４ 非清算参加者は、各顧客が取引証拠金と

して差し入れた又は委託証拠金として預託

した金銭の額及び有価証券等を代用価格に

より評価した額の合計額がクリアリング機

構先物・オプション取引証拠金規則に規定

する当該顧客の証拠金所要額に満たないと

きは、その不足額以上の額を、不足額が生

じた日の翌日のクリアリング機構が定める

預託時限までの指定清算参加者が指定する

日時までに、第６条第７項に準じて指定清

算参加者に委託分の取引証拠金として追加

差入れ又は非清算参加者証拠金として追加

預託しなければならない。

の各外国国債証券の評価に用いる通貨１単

位当たりの円貨額により円貨に換算した

額）をいう。以下この項、第１０条及び第

２４条において同じ。）の合計額が、当該

顧客が取引証拠金として差し入れた又は委

託証拠金として預託した金銭の額及び有価

証券の時価評価額の合計額に満たない場合

には、その不足額以上の額を、不足額が生

じた日の翌日のクリアリング機構が定める

預託時限までの指定清算参加者が指定する

日時までに、第６条第３項から第６項まで

又は第７条に準じて指定清算参加者に委託

分の取引証拠金として追加差入れ又は非清

算参加者証拠金として追加預託しなければ

ならない。

４ 非清算参加者は、各顧客が取引証拠金と

して差し入れた又は委託証拠金として預託

した金銭の額及び有価証券を代用価格によ

り評価した額の合計額がクリアリング機構

先物・オプション取引証拠金規則に規定す

る当該顧客の証拠金所要額に満たないとき

は、その不足額以上の額を、不足額が生じ

た日の翌日のクリアリング機構が定める預

託時限までの指定清算参加者が指定する日

時までに、第６条第７項に準じて指定清算

参加者に委託分の取引証拠金として追加差

入れ又は非清算参加者証拠金として追加預

託しなければならない。

（取引証拠金に係る返還請求権）

第１０条 クリアリング機構に預託された非

清算参加者の各顧客に係る非清算参加者委

託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げ

る者の返還請求権は、非清算参加者委託分

の取引証拠金（直接預託分）としてクリア

リング機構に預託されている金銭の額及び

有価証券等の時価評価額の合計額並びに非

清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）としてクリアリング機構に預託されて

いる金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額のうち当該顧客により委託証拠金

として預託されている金銭の額及び有価証

券等の時価評価額の合計額（当該顧客が差

し入れた取引証拠金がクリアリング機構に

預託されるまでの間における当該取引証拠

金に係る金銭の額及び有価証券等の時価評

価額の合計額を含む。以下この項において

「非清算参加者顧客分現預託合計額」とい

う。）を限度として、当該各号に掲げる者

が、当該各号に定める額に相当する部分に

ついて有するものとする。

（取引証拠金に係る返還請求権）

第１０条 クリアリング機構に預託された非

清算参加者の各顧客に係る非清算参加者委

託分の取引証拠金に対する次の各号に掲げ

る者の返還請求権は、非清算参加者委託分

の取引証拠金（直接預託分）としてクリア

リング機構に預託されている金銭の額及び

有価証券の時価評価額の合計額並びに非清

算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）としてクリアリング機構に預託されて

いる金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額のうち当該顧客により委託証拠金と

して預託されている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額（当該顧客が差し入

れた取引証拠金がクリアリング機構に預託

されるまでの間における当該取引証拠金に

係る金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額を含む。以下この項において「非清

算参加者顧客分現預託合計額」という。）

を限度として、当該各号に掲げる者が、当

該各号に定める額に相当する部分について

有するものとする。
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（１）・（２） （略）

２ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

の顧客が取次者である場合においてクリア

リング機構に預託された各申込者に係る非

清算参加者委託分の取引証拠金に対する次

の各号に掲げる者の返還請求権は、当該申

込者により非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）としてクリアリング機構

に預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額、非清算参加者委託

分の取引証拠金（取次者差換預託分）とし

てクリアリング機構に預託されている金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計額

のうち当該申込者により取次証拠金として

預託されている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額並びに非清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）としてク

リアリング機構に預託されている金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計額のう

ち当該申込者により取次証拠金又は委託証

拠金として預託されている金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額（当該顧客

が差し入れた取引証拠金がクリアリング機

構に預託されるまでの間における当該取引

証拠金に係る金銭の額及び有価証券等の時

価評価額の合計額を含む。以下この項にお

いて「非清算参加者申込者分現預託合計

額」という。）を限度として、当該各号に

掲げる者が、当該各号に定める額に相当す

る部分について有するものとする。

（１）～（３） （略）

３ 第１項の規定にかかわらず、非清算参加

者の顧客が取次者である場合においてクリ

アリング機構に預託された各取次者に係る

非清算参加者委託分の取引証拠金に対する

次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清

算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換

預託分）としてクリアリング機構に預託さ

れている金銭の額及び有価証券等の時価評

価額の合計額のうち当該申込者により取次

証拠金として預託されている金銭の額及び

有価証券等の時価評価額の合計額を超えて

クリアリング機構に預託された額並びに非

清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）としてクリアリング機構に預託されて

いる金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額のうち当該申込者により取次証拠

金として預託されている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額を超えて、委

託証拠金として非清算参加者に預託された

額（当該顧客が差し入れた取引証拠金がク

（１）・（２） （略）

２ 前項の規定にかかわらず、非清算参加者

の顧客が取次者である場合においてクリア

リング機構に預託された各申込者に係る非

清算参加者委託分の取引証拠金に対する次

の各号に掲げる者の返還請求権は、当該申

込者により非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）としてクリアリング機構

に預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額、非清算参加者委託分

の取引証拠金（取次者差換預託分）として

クリアリング機構に預託されている金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額のう

ち当該申込者により取次証拠金として預託

されている金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額並びに非清算参加者委託分の

取引証拠金（差換預託分）としてクリアリ

ング機構に預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額のうち当該申

込者により取次証拠金又は委託証拠金とし

て預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額（当該顧客が差し入れ

た取引証拠金がクリアリング機構に預託さ

れるまでの間における当該取引証拠金に係

る金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額を含む。以下この項において「非清算

参加者申込者分現預託合計額」という。）

を限度として、当該各号に掲げる者が、当

該各号に定める額に相当する部分について

有するものとする。

（１）～（３） （略）

３ 第１項の規定にかかわらず、非清算参加

者の顧客が取次者である場合においてクリ

アリング機構に預託された各取次者に係る

非清算参加者委託分の取引証拠金に対する

次の各号に掲げる者の返還請求権は、非清

算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換

預託分）としてクリアリング機構に預託さ

れている金銭の額及び有価証券の時価評価

額の合計額のうち当該申込者により取次証

拠金として預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額を超えてクリ

アリング機構に預託された額並びに非清算

参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

としてクリアリング機構に預託されている

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合計

額のうち当該申込者により取次証拠金とし

て預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額を超えて、委託証拠金

として非清算参加者に預託された額（当該

顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリン
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リアリング機構に預託されるまでの間にお

ける当該取引証拠金に係る金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額を含む。以

下この項において「非清算参加者取次者分

現預託合計額」という。）を限度として、

当該各号に掲げる者が、当該各号に定める

額に相当する部分について有するものとす

る。

（１）・（２） （略）

４ クリアリング機構に預託された各非清算

参加者に係る非清算参加者自己分の取引証

拠金及び非清算参加者委託分の取引証拠金

に対する非清算参加者の返還請求権は、非

清算参加者自己分の取引証拠金（直接預託

分）としてクリアリング機構に預託されて

いる金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額、非清算参加者自己分の取引証拠

金（差換預託分）としてクリアリング機構

に預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額のうち当該非清算参

加者により取引証拠金として指定清算参加

者に差し入れられている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額、非清算参加

者委託分の取引証拠金（差換預託分）とし

てクリアリング機構に預託されている金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計額

のうち非清算参加者に委託証拠金として預

託されている金銭の額及び有価証券等の時

価評価額の合計額（当該顧客が差し入れた

取引証拠金がクリアリング機構に預託され

るまでの間における当該取引証拠金に係る

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額を含む。）を超えてクリアリング機構

に預託された額並びに非清算参加者委託分

の取引証拠金（差換預託分）としてクリア

リング機構に預託されている金銭の額及び

有価証券等の時価評価額の合計額のうち非

清算参加者に委託証拠金として預託されて

いる金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額（当該顧客が差し入れた取引証拠

金がクリアリング機構に預託されるまでの

間における当該取引証拠金に係る金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計額を含

む。）を超えて非清算参加者証拠金として

指定清算参加者に預託された額（以下この

項において「非清算参加者分現預託合計

額」という。）を限度として、非清算参加

者が、非清算参加者分現預託合計額から、

当該非清算参加者が指定清算参加者に対し

て支払い又は引き渡すべきすべての先物・

オプション取引に係る債務のうち未履行部

グ機構に預託されるまでの間における当該

取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額を含む。以下この項に

おいて「非清算参加者取次者分現預託合計

額」という。）を限度として、当該各号に

掲げる者が、当該各号に定める額に相当す

る部分について有するものとする。

（１）・（２） （略）

４ クリアリング機構に預託された各非清算

参加者に係る非清算参加者自己分の取引証

拠金及び非清算参加者委託分の取引証拠金

に対する非清算参加者の返還請求権は、非

清算参加者自己分の取引証拠金（直接預託

分）としてクリアリング機構に預託されて

いる金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額、非清算参加者自己分の取引証拠金

（差換預託分）としてクリアリング機構に

預託されている金銭の額及び有価証券の時

価評価額の合計額のうち当該非清算参加者

により取引証拠金として指定清算参加者に

差し入れられている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額、非清算参加者委託

分の取引証拠金（差換預託分）としてクリ

アリング機構に預託されている金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額のうち非

清算参加者に委託証拠金として預託されて

いる金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額（当該顧客が差し入れた取引証拠金

がクリアリング機構に預託されるまでの間

における当該取引証拠金に係る金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額を含

む。）を超えてクリアリング機構に預託さ

れた額並びに非清算参加者委託分の取引証

拠金（差換預託分）としてクリアリング機

構に預託されている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額のうち非清算参加者

に委託証拠金として預託されている金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額（当

該顧客が差し入れた取引証拠金がクリアリ

ング機構に預託されるまでの間における当

該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額を含む。）を超えて

非清算参加者証拠金として指定清算参加者

に預託された額（以下この項において「非

清算参加者分現預託合計額」という。）を

限度として、非清算参加者が、非清算参加

者分現預託合計額から、当該非清算参加者

が指定清算参加者に対して支払い又は引き

渡すべきすべての先物・オプション取引に

係る債務のうち未履行部分に相当する額
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分に相当する額（第１項第２号、第２項第

３号及び前項第２号の規定により控除され

た額を除く。）を控除した額に相当する部

分について有するものとする。

５・６ （略）

（第１項第２号、第２項第３号及び前項第

２号の規定により控除された額を除く。）

を控除した額に相当する部分について有す

るものとする。

５・６ （略）

（代用有価証券等）

第１１条 第５条、第６条第４項から第７項

まで及び第９条第１項及び第２項に定める

代用有価証券及び倉荷証券（以下「代用有

価証券等」という。）に関する事項は、ク

リアリング機構先物・オプション取引証拠

金規則別表１の定めるところによる。

２ 前項の規定のほか、代用有価証券等の差

入れ又は預託の取扱いについては、本所が

定める。

（代用有価証券）

第１１条 第５条、第６条第４項から第７項

まで及び第９条第１項及び第２項に定める

代用有価証券に関する事項は、クリアリン

グ機構先物・オプション取引証拠金規則別

表１の定めるところによる。

２ 前項の規定のほか、代用有価証券の差入

れ又は預託の取扱いについては、本所が定

める。

（非清算参加者である支払不能取引参加者

の委託分の取引証拠金の取扱い）

第２４条 （略）

２ 前項の規定によりクリアリング機構に預

託したものとみなされる当該顧客に係る委

託分の取引証拠金のうち、非清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）として預

託されているものの額は、次の各号に掲げ

る額のうちいずれか小さい額とする。

（１） 顧客が非清算参加者である支払不

能取引参加者に委託証拠金として預託し

た金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額に相当する額

（２） 非清算参加者である支払不能取引

参加者がクリアリング機構に預託してい

た非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）から、当該非清算参加者であ

る支払不能取引参加者が非清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）として

預託していた外国通貨をもってクリアリ

ング機構がクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則の規定により円貨

を取得し、又は代用預託していた有価証

券等をクリアリング機構がクリアリング

機構先物・オプション取引証拠金規則の

規定により換金したときの当該取得又は

当該換金に要した費用を差し引いた額

を、各顧客が非清算参加者である支払不

能取引参加者に委託証拠金として預託し

た金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額に相当する額に応じてあん分し

た額

３ （略）

（非清算参加者である支払不能取引参加者

の委託分の取引証拠金の取扱い）

第２４条 （略）

２ 前項の規定によりクリアリング機構に預

託したものとみなされる当該顧客に係る委

託分の取引証拠金のうち、非清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）として預

託されているものの額は、次の各号に掲げ

る額のうちいずれか小さい額とする。

（１） 顧客が非清算参加者である支払不

能取引参加者に委託証拠金として預託し

た金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額に相当する額

（２） 非清算参加者である支払不能取引

参加者がクリアリング機構に預託してい

た非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）から、当該非清算参加者であ

る支払不能取引参加者が非清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）として

預託していた外国通貨をもってクリアリ

ング機構がクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則の規定により円貨

を取得し、又は代用預託していた有価証

券をクリアリング機構がクリアリング機

構先物・オプション取引証拠金規則の規

定により換金したときの当該取得又は当

該換金に要した費用を差し引いた額を、

各顧客が非清算参加者である支払不能取

引参加者に委託証拠金として預託した金

銭の額及び有価証券の時価評価額の合計

額に相当する額に応じてあん分した額

３ （略）
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（差換預託分の取引証拠金等の換金等）

第２５条 本所が第１９条第１項若しくは第

２１条第１項の規定により非清算参加者で

ある支払不能取引参加者の顧客の委託に基

づく未決済約定について転売若しくは買戻

し若しくは権利行使を行わせることとした

場合又は第１９条第１項の規定により非清

算参加者である支払不能取引参加者の顧客

の委託に基づく売買停止等時の建玉の移管

を行わせることとした場合において、クリ

アリング機構が、非清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として預託されて

いる外国通貨の全部若しくは一部をもって

クリアリング機構が適当と認める方法によ

り円貨を取得し、又は代用預託されている

有価証券等の全部若しくは一部をクリアリ

ング機構が適当と認める方法により換金す

ることとしたときは、非清算参加者である

支払不能取引参加者の指定清算参加者、非

清算参加者である支払不能取引参加者及び

その顧客とクリアリング機構との間に委任

契約が成立していたものとする。

２ 本所が第２２条第１項において準用する

第１９条第１項若しくは第２１条第１項の

規定により非清算参加者の顧客の委託に基

づく未決済約定について転売若しくは買戻

し若しくは権利行使を行わせることとした

場合又は非清算参加者の顧客の売買停止等

時の建玉の移管を行わせることとした場合

において、クリアリング機構が、非清算参

加者委託分の取引証拠金（差換預託分）と

して預託されている外国通貨の全部若しく

は一部をもってクリアリング機構が適当と

認める方法により円貨を取得し、又は代用

預託されている有価証券等の全部若しくは

一部をクリアリング機構が適当と認める方

法により換金することとしたときは、当該

非清算参加者の指定清算参加者、当該非清

算参加者及びその顧客とクリアリング機構

との間に委任契約が成立していたものとす

る。

３ 第１項の場合において、取次者が第２１

条第１項各号に掲げる顧客であり、クリア

リング機構が、非清算参加者委託分の取引

証拠金（取次者差換預託分）として預託さ

れている外国通貨の全部若しくは一部をも

ってクリアリング機構が適当と認める方法

により円貨を取得し、又は代用預託されて

いる有価証券等の全部若しくは一部をクリ

アリング機構が適当と認める方法により換

金することとしたときは、非清算参加者で

（差換預託分の取引証拠金等の換金等）

第２５条 本所が第１９条第１項若しくは第

２１条第１項の規定により非清算参加者で

ある支払不能取引参加者の顧客の委託に基

づく未決済約定について転売若しくは買戻

し若しくは権利行使を行わせることとした

場合又は第１９条第１項の規定により非清

算参加者である支払不能取引参加者の顧客

の委託に基づく売買停止等時の建玉の移管

を行わせることとした場合において、クリ

アリング機構が、非清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として預託されて

いる外国通貨の全部若しくは一部をもって

クリアリング機構が適当と認める方法によ

り円貨を取得し、又は代用預託されている

有価証券の全部若しくは一部をクリアリン

グ機構が適当と認める方法により換金する

こととしたときは、非清算参加者である支

払不能取引参加者の指定清算参加者、非清

算参加者である支払不能取引参加者及びそ

の顧客とクリアリング機構との間に委任契

約が成立していたものとする。

２ 本所が第２２条第１項において準用する

第１９条第１項若しくは第２１条第１項の

規定により非清算参加者の顧客の委託に基

づく未決済約定について転売若しくは買戻

し若しくは権利行使を行わせることとした

場合又は非清算参加者の顧客の売買停止等

時の建玉の移管を行わせることとした場合

において、クリアリング機構が、非清算参

加者委託分の取引証拠金（差換預託分）と

して預託されている外国通貨の全部若しく

は一部をもってクリアリング機構が適当と

認める方法により円貨を取得し、又は代用

預託されている有価証券の全部若しくは一

部をクリアリング機構が適当と認める方法

により換金することとしたときは、当該非

清算参加者の指定清算参加者、当該非清算

参加者及びその顧客とクリアリング機構と

の間に委任契約が成立していたものとす

る。

３ 第１項の場合において、取次者が第２１

条第１項各号に掲げる顧客であり、クリア

リング機構が、非清算参加者委託分の取引

証拠金（取次者差換預託分）として預託さ

れている外国通貨の全部若しくは一部をも

ってクリアリング機構が適当と認める方法

により円貨を取得し、又は代用預託されて

いる有価証券の全部若しくは一部をクリア

リング機構が適当と認める方法により換金

することとしたときは、非清算参加者であ
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ある支払不能取引参加者の指定清算参加

者、非清算参加者である支払不能取引参加

者、顧客及びその申込者とクリアリング機

構との間に委任契約が成立していたものと

する。

４ 第２項の場合において、取次者が第２２

条第１項において準用する第２１条第１項

第１号に掲げる顧客であり、クリアリング

機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金

（取次者差換預託分）として預託されてい

る外国通貨の全部若しくは一部をもってク

リアリング機構が適当と認める方法により

円貨を取得し、又は代用預託されている有

価証券等の全部若しくは一部をクリアリン

グ機構が適当と認める方法により換金する

こととしたときは、当該非清算参加者の指

定清算参加者、当該非清算参加者、顧客及

びその申込者とクリアリング機構との間に

委任契約が成立していたものとする。

る支払不能取引参加者の指定清算参加者、

非清算参加者である支払不能取引参加者、

顧客及びその申込者とクリアリング機構と

の間に委任契約が成立していたものとす

る。

４ 第２項の場合において、取次者が第２２

条第１項において準用する第２１条第１項

第１号に掲げる顧客であり、クリアリング

機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金

（取次者差換預託分）として預託されてい

る外国通貨の全部若しくは一部をもってク

リアリング機構が適当と認める方法により

円貨を取得し、又は代用預託されている有

価証券の全部若しくは一部をクリアリング

機構が適当と認める方法により換金するこ

ととしたときは、当該非清算参加者の指定

清算参加者、当該非清算参加者、顧客及び

その申込者とクリアリング機構との間に委

任契約が成立していたものとする。

（差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特

例）

第２６条 前条第１項又は第２項の規定によ

りクリアリング機構が外国通貨をもって円

貨を取得し、又は有価証券等を換金した場

合は、非清算参加者委託分の取引証拠金

（差換預託分）は、非清算参加者である支

払不能取引参加者又は前条第２項の非清算

参加者が非清算参加者委託分の取引証拠金

（差換預託分）としてクリアリング機構に

預託している当該取得に係る外国通貨以外

の金銭及び当該換金に係る有価証券等以外

の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額

から当該取得に要した費用を差し引いた額

の金銭及び当該換金後の金銭の額から当該

換金に要した費用を差し引いた額の金銭と

する。

２ 前条第３項又は第４項の規定によりクリ

アリング機構が外国通貨をもって円貨を取

得し、又は有価証券等を換金した場合は、

非清算参加者委託分の取引証拠金（取次者

差換預託分）は、非清算参加者である支払

不能取引参加者又は前条第４項の非清算参

加者が非清算参加者委託分の取引証拠金

（取次者差換預託分）としてクリアリング

機構に預託している当該取得に係る外国通

貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券

等以外の有価証券等並びに当該取得後の金

銭の額から当該取得に要した費用を差し引

いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額か

（差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特

例）

第２６条 前条第１項又は第２項の規定によ

りクリアリング機構が外国通貨をもって円

貨を取得し、又は有価証券を換金した場合

は、非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）は、非清算参加者である支払不

能取引参加者又は前条第２項の非清算参加

者が非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）としてクリアリング機構に預託

している当該取得に係る外国通貨以外の金

銭及び当該換金に係る有価証券以外の有価

証券並びに当該取得後の金銭の額から当該

取得に要した費用を差し引いた額の金銭及

び当該換金後の金銭の額から当該換金に要

した費用を差し引いた額の金銭とする。

２ 前条第３項又は第４項の規定によりクリ

アリング機構が外国通貨をもって円貨を取

得し、又は有価証券を換金した場合は、非

清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差

換預託分）は、非清算参加者である支払不

能取引参加者又は前条第４項の非清算参加

者が非清算参加者委託分の取引証拠金（取

次者差換預託分）としてクリアリング機構

に預託している当該取得に係る外国通貨以

外の金銭及び当該換金に係る有価証券以外

の有価証券並びに当該取得後の金銭の額か

ら当該取得に要した費用を差し引いた額の

金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換
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ら当該換金に要した費用を差し引いた額の

金銭とする。

金に要した費用を差し引いた額の金銭とす

る。

（証拠金の差入れ又は預託）

第３０条 （略）

２ 顧客が差し入れ又は預託する証拠金は、

有価証券等をもって代用することができ

る。ただし、現金不足額に相当する額の証

拠金は、有価証券等をもって代用すること

ができないものとする。

３ 前項に定める代用有価証券等に関する事

項は、クリアリング機構先物・オプション

取引証拠金規則別表１の定めるところによ

る。

４ 顧客が次の各号に掲げる有価証券等を差

し入れ又は預託する場合には、社債、株式

等の振替に関する法律（平成１３年法律第

７５号）に基づく口座の振替により当該差

入れ又は預託を行うものとし、当該差入れ

又は預託を行うときは、あらかじめ取引参

加者の同意を得るものとする。

（１）・（２） （略）

５～７ （略）

（証拠金の差入れ又は預託）

第３０条 （略）

２ 顧客が差し入れ又は預託する証拠金は、

有価証券をもって代用することができる。

ただし、現金不足額に相当する額の証拠金

は、有価証券をもって代用することができ

ないものとする。

３ 前項に定める代用有価証券に関する事項

は、クリアリング機構先物・オプション取

引証拠金規則別表１の定めるところによ

る。

４ 顧客が次の各号に掲げる有価証券を差し

入れ又は預託する場合には、社債、株式等

の振替に関する法律（平成１３年法律第７

５号）に基づく口座の振替により当該差入

れ又は預託を行うものとし、当該差入れ又

は預託を行うときは、あらかじめ取引参加

者の同意を得るものとする。

（１）・（２） （略）

５～７ （略）

（証拠金の追加差入れ又は追加預託）

第３１条 取引参加者は、顧客に総額の不足

額又は現金不足額が生じた場合には、いず

れか大きい額以上の額を証拠金として、当

該顧客から当該不足額が発生した日の翌日

（当該顧客が非居住者である場合は、当該

不足額が発生した日から起算して３日目の

日）までの取引参加者が指定する日時まで

に差し入れ又は預託させなければならな

い。この場合において、現金不足額に相当

する額の証拠金は、有価証券等をもって代

用させることができないものとする。

（証拠金の追加差入れ又は追加預託）

第３１条 取引参加者は、顧客に総額の不足

額又は現金不足額が生じた場合には、いず

れか大きい額以上の額を証拠金として、当

該顧客から当該不足額が発生した日の翌日

（当該顧客が非居住者である場合は、当該

不足額が発生した日から起算して３日目の

日）までの取引参加者が指定する日時まで

に差し入れ又は預託させなければならな

い。この場合において、現金不足額に相当

する額の証拠金は、有価証券をもって代用

させることができないものとする。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引証

拠金の差入れに関する特則）

第３１条の２ （略）

２ （略）

３ 第３０条第４項から第６項までの規定

は、第１項の合意に基づき顧客が指定清算

参加者に代用有価証券等の差入れ又は追加

差入れを行う場合について準用する。この

場合において、「取引参加者」とあるの

は、「リモート取引参加者の指定清算参加

者」と読み替えるものとする。

（リモート取引参加者の顧客に係る取引証

拠金の差入れに関する特則）

第３１条の２ （略）

２ （略）

３ 第３０条第４項から第６項までの規定

は、第１項の合意に基づき顧客が指定清算

参加者に代用有価証券の差入れ又は追加差

入れを行う場合について準用する。この場

合において、「取引参加者」とあるのは、

「リモート取引参加者の指定清算参加者」

と読み替えるものとする。

（証拠金の区分） （証拠金の区分）
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第３２条 第３０条及び第３１条の規定に基

づき顧客が取引参加者に差し入れ又は預託

した証拠金のうち顧客の現金支払予定額に

相当する額の金銭以外の金銭又は有価証券

等については、当該顧客が取引証拠金とし

て差し入れたものとする。ただし、当該顧

客の同意（金融商品取引所等に関する内閣

府令（平成１９年内閣府令第５４号）第６

６条に規定する同意をいう。）がある場合

には、委託証拠金として預託したものとす

ることができる。

２ 前項の場合において、顧客が取次者であ

るときは、当該顧客が取引証拠金又は委託

証拠金として差し入れ又は預託する金銭又

は有価証券等が次の各号に掲げる区分のい

ずれに該当するか明示するものとする。

（１） 申込者が差し入れた金銭又は有価

証券等

（２） 申込者が預託した金銭又は有価証

券等に代えて、当該顧客が差し入れ又は

預託した自己の保有する金銭又は有価証

券等

第３２条 第３０条及び第３１条の規定に基

づき顧客が取引参加者に差し入れ又は預託

した証拠金のうち顧客の現金支払予定額に

相当する額の金銭以外の金銭又は有価証券

については、当該顧客が取引証拠金として

差し入れたものとする。ただし、当該顧客

の同意（金融商品取引所等に関する内閣府

令（平成１９年内閣府令第５４号）第６６

条に規定する同意をいう。）がある場合に

は、委託証拠金として預託したものとする

ことができる。

２ 前項の場合において、顧客が取次者であ

るときは、当該顧客が取引証拠金又は委託

証拠金として差し入れ又は預託する金銭又

は有価証券が次の各号に掲げる区分のいず

れに該当するか明示するものとする。

（１） 申込者が差し入れた金銭又は有価

証券

（２） 申込者が預託した金銭又は有価証

券に代えて、当該顧客が差し入れ又は預

託した自己の保有する金銭又は有価証券

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 受入証拠金の総額は、先物・オプ

ション取引口座において当該顧客が証拠金

として差し入れ又は預託している金銭の額

及び有価証券等を代用価格（計算する日の

前日における時価にクリアリング機構先

物・オプション取引証拠金規則別表１に規

定する率を乗じた額（外国国債証券につい

ては、その時価にクリアリング機構先物・

オプション取引証拠金規則別表１に規定す

る率を乗じた額を当該計算する日の前日に

おける東京外国為替市場の対顧客直物電信

買相場の各外国国債証券の評価に用いる通

貨１単位当たりの円貨額により円貨に換算

した額）を超えない額をいう。）により評

価した額の合計額に、次項に規定する当該

顧客の現金授受予定額を加減して得た額を

いう。

２ （略）

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づく

国債証券先物取引の相場の変動に基づく利

益に相当する額（当該顧客の委託に基づく

未決済約定（取引 終日における取引が終

了した限月取引に係る未決済約定を除く。

以下同じ。）について、当該未決済約定に

係る約定値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、

約定数値。以下同じ。）と計算する日の清

算値段（Ｍｉｎｉ取引にあっては、清算数

（受入証拠金の総額等の計算方法）

第３３条 受入証拠金の総額は、先物・オプ

ション取引口座において当該顧客が証拠金

として差し入れ又は預託している金銭の額

及び有価証券を代用価格（計算する日の前

日における時価にクリアリング機構先物・

オプション取引証拠金規則別表１に規定す

る率を乗じた額（外国国債証券について

は、その時価にクリアリング機構先物・オ

プション取引証拠金規則別表１に規定する

率を乗じた額を当該計算する日の前日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信買

相場の各外国国債証券の評価に用いる通貨

１単位当たりの円貨額により円貨に換算し

た額）を超えない額をいう。）により評価

した額の合計額に、次項に規定する当該顧

客の現金授受予定額を加減して得た額をい

う。

２ （略）

３ 計算上の損益額は、顧客の委託に基づ

く国債証券先物取引の相場の変動に基づ

く利益に相当する額（当該顧客の委託に

基づく未決済約定（取引 終日における

取引が終了した限月取引に係る未決済約

定を除く。以下同じ。）について、当該

未決済約定に係る約定値段（Ｍｉｎｉ取

引にあっては、約定数値。以下同じ。）

と計算する日の清算値段（Ｍｉｎｉ取引
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値。以下同じ。）との差益に１億円の１０

０分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）、顧客の委

託に基づく指数先物取引の相場の変動に基

づく利益に相当する額（当該顧客の未決済

約定について、当該未決済約定に係る約定

数値と計算する日に終了する取引日の清算

数値との差益に東証株価指数に係るＬａｒ

ｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数及

びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数に係

るものにあっては１万円、日経平均に係る

Ｌａｒｇｅ取引、東証株価指数に係るＭｉ

ｎｉ取引、東証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ

Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数及び日経

平均・配当指数に係るものにあっては１，

０００円、日経平均に係るＭｉｎｉ取引、

ＪＰＸ日経インデックス４００、ＮＹダ

ウ、台湾加権指数及びＦＴＳＥ中国５０イ

ンデックスに係るものにあっては１００円

を乗じて得た額をいう。）及び顧客の委託

に基づく商品先物取引の相場の変動に基づ

く利益に相当する額（当該顧客の未決済約

定について、当該未決済約定に係る約定数

値と計算する日に終了する取引日の清算数

値との差益に金の現物先物取引に係るもの

にあっては１，０００円、白金の現物先物

取引及びパラジウムの取引に係るものにあ

っては５００円、銀の取引に係るものにあ

っては１万円、金の限月現金決済先物取

引、金の限日現金決済先物取引、白金の限

月現金決済先物取引、白金の限日現金決済

先物取引に係るものにあっては１００円、

ＲＳＳ３号及びＴＳＲ２０号の取引に係る

ものにあっては５，０００円、一般大豆の

取引に係るものにあっては２５円、小豆の

取引に係るものにあっては８０円、とうも

ろこしの取引に係るものにあっては５０円

を乗じて得た額をいう。）の合計額から、

当該顧客の委託に基づく国債証券先物取引

の相場の変動に基づく損失に相当する額

（当該顧客の委託に基づく未決済約定につ

いて、当該未決済約定に係る約定値段と計

算する日の清算値段との差損に１億円の１

００分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０

万円）を乗じて得た額をいう。）、当該顧

客の委託に基づく指数先物取引の相場の変

動に基づく損失に相当する額（当該顧客の

未決済約定について、当該未決済約定に係

る約定数値と計算する日に終了する取引日

の清算数値との差損に東証株価指数に係る

にあっては、清算数値。以下同じ。）と

の差益に１億円の１００分の１（Ｍｉｎ

ｉ取引にあっては１０万円）を乗じて得

た額をいう。）と顧客の委託に基づく指

数先物取引の相場の変動に基づく利益に

相当する額（当該顧客の未決済約定につ

いて、当該未決済約定に係る約定数値と

計算する日に終了する取引日の清算数値

との差益に東証株価指数に係るＬａｒｇ

ｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業株価指

数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当指数

及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指数

に係るものにあっては１万円、日経平均

に係るＬａｒｇｅ取引、東証株価指数に

係るＭｉｎｉ取引、東証マザーズ指数、

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩ

Ｔ指数及び日経平均・配当指数に係るも

のにあっては１，０００円、日経平均に

係るＭｉｎｉ取引、ＪＰＸ日経インデッ

クス４００、ＮＹダウ、台湾加権指数及

びＦＴＳＥ中国５０インデックスに係る

ものにあっては１００円を乗じて得た額

をいう。）の合計額から、当該顧客の委

託に基づく国債証券先物取引の相場の変

動に基づく損失に相当する額（当該顧客

の委託に基づく未決済約定について、当

該未決済約定に係る約定値段と計算する

日の清算値段との差損に１億円の１００

分の１（Ｍｉｎｉ取引にあっては１０万

円）を乗じて得た額をいう。）と当該顧

客の委託に基づく指数先物取引の相場の

変動に基づく損失に相当する額（当該顧

客の未決済約定について、当該未決済約

定に係る約定数値と計算する日に終了す

る取引日の清算数値との差損に東証株価

指数に係るＬａｒｇｅ取引、ＲＮＰ指

数、東証銀行業株価指数、日経平均Ｖ

Ｉ、ＴＯＰＩＸ配当指数及びＴＯＰＩＸ

Ｃｏｒｅ３０配当指数に係るものにあっ

ては１万円、日経平均に係るＬａｒｇｅ

取引、東証株価指数に係るＭｉｎｉ取

引、東証マザーズ指数、ＴＯＰＩＸ Ｃ

ｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数及び日経

平均・配当指数に係るものにあっては

１，０００円、日経平均に係るＭｉｎｉ

取引、ＪＰＸ日経インデックス４００、

ＮＹダウ、台湾加権指数及びＦＴＳＥ中

国５０インデックスに係るものにあって

は１００円を乗じて得た額をいう。）の

合計額及び第３６条の規定により払出し

を行った場合の当該払出額の合計額を差
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Ｌａｒｇｅ取引、ＲＮＰ指数、東証銀行業

株価指数、日経平均ＶＩ、ＴＯＰＩＸ配当

指数及びＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０配当指

数に係るものにあっては１万円、日経平均

に係るＬａｒｇｅ取引、東証株価指数に係

るＭｉｎｉ取引、東証マザーズ指数、ＴＯ

ＰＩＸ Ｃｏｒｅ３０、東証ＲＥＩＴ指数

及び日経平均・配当指数に係るものにあっ

ては１，０００円、日経平均に係るＭｉｎ

ｉ取引、ＪＰＸ日経インデックス４００、

ＮＹダウ、台湾加権指数及びＦＴＳＥ中国

５０インデックスに係るものにあっては１

００円を乗じて得た額をいう。） 及び顧

客の委託に基づく商品先物取引の相場の変

動に基づく損失に相当する額金の現物先物

取引に係るものにあっては１，０００円、

白金の現物先物取引及びパラジウムの取引

に係るものにあっては５００円、銀の取引

に係るものにあっては１万円、金の限月現

金決済先物取引、金の限日現金決済先物取

引、白金の限月現金決済先物取引、白金の

限日現金決済先物取引に係るものにあって

は１００円、ＲＳＳ３号及びＴＳＲ２０号

の取引に係るものにあっては５，０００

円、一般大豆の取引に係るものにあっては

２５円、小豆の取引に係るものにあっては

８０円、とうもろこしの取引に係るものに

あっては５０円を乗じて得た額をいう。）

の合計額及び第３６条の規定により払出し

を行った場合の当該払出額の合計額を差し

引いて得た損益額とする。この場合におけ

る約定値段及び約定数値には､法第４５条

の規定により顧客に契約締結時交付書面の

交付を要しない場合又は金融商品取引業等

に関する内閣府令第１０８条第７項の規定

により取引残高報告書に平均単価を記載す

ることができる場合には､本所が定めると

ころにより､平均単価を用いることができ

る｡

し引いて得た損益額とする。この場合に

おける約定値段及び約定数値には､法第

４５条の規定により顧客に契約締結時交

付書面の交付を要しない場合又は金融商

品取引業等に関する内閣府令第１０８条

第７項の規定により取引残高報告書に平

均単価を記載することができる場合に

は､本所が定めるところにより､平均単価

を用いることができる｡

（取引証拠金に係る返還請求権）

第３４条 顧客は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める取引証拠金から当該

顧客が取引参加者に対して負担する先物・

オプション取引にかかる債務のうち未履行

部分に相当する額（以下この条において

「顧客の未履行債務額」という。）を控除

した額に相当する部分について返還請求権

を有するものとする。

（１） 顧客が差し入れた取引証拠金が直

接預託された場合

（取引証拠金に係る返還請求権）

第３４条 顧客は、次の各号に掲げる場合に

は、当該各号に定める取引証拠金から当該

顧客が取引参加者に対して負担する先物・

オプション取引にかかる債務のうち未履行

部分に相当する額（以下この条において

「顧客の未履行債務額」という。）を控除

した額に相当する部分について返還請求権

を有するものとする。

（１） 顧客が差し入れた取引証拠金が直

接預託された場合
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当該顧客に係る直接預託分の取引証拠金

（清算参加者委託分の取引証拠金（直接預

託分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）をいう。）のうち、次の

ａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 顧客が取引証拠金として代用有

価証券等を預託している場合は、

当該有価証券等

（２） 顧客が委託証拠金を預託し又は取

引証拠金を差し入れ、取引証拠金が差換

預託された場合

当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金

（清算参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（差換預託分）をいう。以下同じ。）の

うち次のａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 当該顧客に係る差換預託分の取

引証拠金として代用有価証券等が

預託されている場合は、当該代用

有価証券等のうち、当該顧客が預

託している委託証拠金又は差し入

れている取引証拠金に相当する額

の有価証券等

２～４ （略）

当該顧客に係る直接預託分の取引証拠金

（清算参加者委託分の取引証拠金（直接預

託分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（直接預託分）をいう。）のうち、次の

ａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 顧客が取引証拠金として代用有

価証券を預託している場合は、当

該有価証券

（２） 顧客が委託証拠金を預託し又は取

引証拠金を差し入れ、取引証拠金が差換

預託された場合

当該顧客に係る差換預託分の取引証拠金

（清算参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）又は非清算参加者委託分の取引証拠

金（差換預託分）をいう。以下同じ。）の

うち次のａ又はｂに掲げるもの

ａ （略）

ｂ 当該顧客に係る差換預託分の取

引証拠金として代用有価証券が預

託されている場合は、当該代用有

価証券のうち、当該顧客が預託し

ている委託証拠金又は差し入れて

いる取引証拠金に相当する額の有

価証券

２～４ （略）

（証拠金の引出しの制限）

第３５条 取引参加者は、顧客から証拠金と

して差し入れられ又は預託されている金銭

又は有価証券等を引き出させてはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合において、当該各号に掲げる額を超

えない額に相当する金銭又は有価証券等に

ついては、この限りでない。

（１） 引き出させる際における当該顧客

の受入証拠金の総額が証拠金所要額を上

回っている場合には、その超過額をクリ

アリング機構先物・オプション取引証拠

金規則別表１に規定する率をもって除し

た額（外国国債証券については、当該超

過額を東京外国為替市場の対顧客直物電

信売相場の各外国国債証券の評価に用い

る通貨１単位当たりの円貨額により外国

通貨に換算した額をクリアリング機構先

物・オプション取引証拠金規則別表１に

規定する率をもって除した額をいう。次

号において同じ。）に相当する有価証券

等又は当該超過額と現金超過額（証拠金

として差し入れられ又は預託されている

金銭の額が当該顧客の現金支払予定額を

（証拠金の引出しの制限）

第３５条 取引参加者は、顧客から証拠金と

して差し入れられ又は預託されている金銭

又は有価証券を引き出させてはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合において、当該各号に掲げる額を超えな

い額に相当する金銭又は有価証券等につい

ては、この限りでない。

（１） 引き出させる際における当該顧客

の受入証拠金の総額が証拠金所要額を上

回っている場合には、その超過額をクリ

アリング機構先物・オプション取引証拠

金規則別表１に規定する率をもって除し

た額（外国国債証券については、当該超

過額を東京外国為替市場の対顧客直物電

信売相場の各外国国債証券の評価に用い

る通貨１単位当たりの円貨額により外国

通貨に換算した額をクリアリング機構先

物・オプション取引証拠金規則別表１に

規定する率をもって除した額をいう。次

号において同じ。）に相当する有価証券

又は当該超過額と現金超過額（証拠金と

して差し入れられ又は預託されている金

銭の額が当該顧客の現金支払予定額を超
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超えている場合の当該超過額をいう。以

下同じ。）のいずれか小さい額に相当す

る額（外国通貨の場合には、計算する日

の前日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信買相場の当該通貨１単位当た

りの円貨額により外国通貨に換算した額

をクリアリング機構先物・オプション取

引証拠金規則に規定する率をもって除し

た額をいう。）の金銭

（２） 当該顧客が証拠金として差し入れ

又は預託している有価証券等を金銭又は

他の有価証券等と差し換える場合には、

当該金銭の額又は当該他の有価証券等の

額（第３３条第１項に規定する代用価格

により評価した額をいう。以下この項に

おいて同じ。）をクリアリング機構先

物・オプション取引証拠金規則別表１に

規定する率をもって除した額に相当する

有価証券等

（３） 当該顧客が証拠金として差し入れ

又は預託している金銭のうち現金超過額

に相当する金銭を有価証券等と差し換え

る場合には、当該有価証券等の額に相当

する額の金銭

２ 前項の規定にかかわらず、取引参加者

は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該各号に定める金銭又は有価証券等

を引き出させることができる。

（１）・（２） （略）

えている場合の当該超過額をいう。以下

同じ。）のいずれか小さい額に相当する

額（外国通貨の場合には、計算する日の

前日における東京外国為替市場の対顧客

直物電信買相場の当該通貨１単位当たり

の円貨額により外国通貨に換算した額を

クリアリング機構先物・オプション取引

証拠金規則に規定する率をもって除した

額をいう。）の金銭

（２） 当該顧客が証拠金として差し入れ

又は預託している有価証券を金銭又は他

の有価証券と差し換える場合には、当該

金銭の額又は当該他の有価証券の額（第

３３条第１項に規定する代用価格により

評価した額をいう。以下この項において

同じ。）をクリアリング機構先物・オプ

ション取引証拠金規則別表１に規定する

率をもって除した額に相当する有価証券

（３） 当該顧客が証拠金として差し入れ

又は預託している金銭のうち現金超過額

に相当する金銭を有価証券と差し換える

場合には、当該有価証券の額に相当する

額の金銭

２ 前項の規定にかかわらず、取引参加者

は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、当該各号に定める金銭又は有価証券を

引き出させることができる。

（１）・（２） （略）

（商品先物取引等に係る顧客の建玉の移管

に係る特例）

第３７条の２ 前条の規定にかかわらず、取

引参加者は、顧客との間で特段の定めがあ

る場合であって当該定めに該当した場合に

おいては、当該顧客の建玉（商品先物取引

及び商品先物オプション取引に係る建玉に

限る。）を次の各号に掲げる方法により処

理することができる。

（１） 当該取引参加者が指定する他の取

引参加者へ当該顧客の建玉の移管を行う

こと

（２） 当該取引参加者が指定する他の取

引参加者に、当該取引参加者と当該他の

取引参加者との間で合意した値段にて当

該顧客の建玉の移管を行い、かつ、当該

他の取引参加者が転売又は買戻しにより

移管された建玉を決済すること

２ 取引参加者は、前項の処理を行う場合に

は、あらかじめ同項に規定する他の取引参

加者（当該他の取引参加者が商品先物等非

（新設）
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清算参加者である場合には、その指定清算

参加者を含む。）の承諾を受けたうえで、

本所の承認を得るものとする。

３ 前条第３項の規定は、第１項第１号の建

玉の移管を行う場合において準用する。

（証拠金の特例）

第４１条 （略）

２ 前項の場合において、当該顧客に係る差

換預託分の取引証拠金として預託されてい

るものについては、次の各号に掲げる額の

うちいずれか小さい額を、取引証拠金とし

て差し入れたものとみなす。

（１） 当該顧客が支払不能取引参加者に

委託証拠金として預託した金銭の額（外

国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した

場合には、計算する日の前日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信買相場

の当該通貨１単位当たりの円貨額により

円貨に換算した額をいう。以下この項に

おいて同じ。）及び有価証券等の時価評

価額（計算する日の前日における時価に

より評価した額（当該有価証券等が外国

国債証券である場合は、その時価を計算

する日の前日における東京外国為替市場

の対顧客直物電信買相場の各外国国債証

券の評価に用いる通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算した額）をいう。

以下この項において同じ。）の合計額

（支払不能取引参加者が当該顧客から差

し入れられた取引証拠金をクリアリング

機構に預託するまでの間における当該取

引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額を含む。）に相当

する額

（２） 支払不能取引参加者がクリアリン

グ機構に預託していた差換預託分の取引

証拠金から、当該支払不能取引参加者が

差換預託分の取引証拠金として預託して

いた外国通貨をもってクリアリング機構

が円貨を取得し、又は代用預託していた

有価証券等をクリアリング機構が換金し

たときの当該取得又は当該換金に要した

費用を差し引いた額を、各顧客が支払不

能取引参加者に委託証拠金として預託し

た金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額（支払不能取引参加者が当該顧

客から差し入れられた取引証拠金をクリ

アリング機構に預託するまでの間におけ

る当該取引証拠金に係る金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額を含

（証拠金の特例）

第４１条 （略）

２ 前項の場合において、当該顧客に係る差

換預託分の取引証拠金として預託されてい

るものについては、次の各号に掲げる額の

うちいずれか小さい額を、取引証拠金とし

て差し入れたものとみなす。

（１） 当該顧客が支払不能取引参加者に

委託証拠金として預託した金銭の額（外

国通貨にて金銭を差し入れ又は預託した

場合には、計算する日の前日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信買相場

の当該通貨１単位当たりの円貨額により

円貨に換算した額をいう。以下この項に

おいて同じ。）及び有価証券の時価評価

額（計算する日の前日における時価によ

り評価した額（当該有価証券が外国国債

証券である場合は、その時価を計算する

日の前日における東京外国為替市場の対

顧客直物電信買相場の各外国国債証券の

評価に用いる通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算した額）をいう。以下

この項において同じ。）の合計額（支払

不能取引参加者が当該顧客から差し入れ

られた取引証拠金をクリアリング機構に

預託するまでの間における当該取引証拠

金に係る金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額を含む。）に相当する額

（２） 支払不能取引参加者がクリアリン

グ機構に預託していた差換預託分の取引

証拠金から、当該支払不能取引参加者が

差換預託分の取引証拠金として預託して

いた外国通貨をもってクリアリング機構

が円貨を取得し、又は代用預託していた

有価証券をクリアリング機構が換金した

ときの当該取得又は当該換金に要した費

用を差し引いた額を、各顧客が支払不能

取引参加者に委託証拠金として預託した

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額（支払不能取引参加者が当該顧客か

ら差し入れられた取引証拠金をクリアリ

ング機構に預託するまでの間における当

該取引証拠金に係る金銭の額及び有価証
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む。）に相当する額に応じてあん分した

額

券の時価評価額の合計額を含む。）に相

当する額に応じてあん分した額

第５節 特定会員が商品先物取引及び商品

先物オプション取引に係る証拠金等並び

に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における取扱い

（新設）

（特定会員による証拠金等の一体管理）

第４４条の２ 特定会員（金融商品取引法の

一部を改正する法律（平成２４年法律第８

６号。以下「金融商品取引法改正法」とい

う。）附則第４条に定める特定会員をい

う。以下同じ。）である取引参加者（株式

会社日本証券クリアリング機構（以下「ク

リアリング機構」という。）の清算参加者

である取引参加者に限る。）は、本所の開

設する取引所金融商品市場における商品先

物取引及び商品先物オプション取引（以下

「商品先物取引等」という。）に係る先

物・オプション取引口座（以下単に「先

物・オプション取引口座」という。）及び

商品市場における取引（株式会社東京商品

取引所及び大阪堂島商品取引所が開設する

商品市場における取引（商品先物取引法

（昭和二十五年法律第二百三十九号）第２

条第１０項に規定する取引をいう。）をい

う。以下同じ。）に係る口座を設定した顧

客を対象に、証拠金等の一体管理（先物・

オプション取引口座（商品先物取引等以外

の取引が行われないよう適切な措置が講じ

られている口座に限る。）及び商品市場に

おける取引に係る口座を設定した顧客が、

特定会員である取引参加者に預託する証拠

金等に関し、以下の各号に掲げる取扱いを

行うことをいう。以下同じ。）を行うこと

ができる。

（１） 当該顧客から当該特定会員である

取引参加者が証拠金（金銭並びに商品先

物取引等に係る取引証拠金の代用有価証

券及び商品市場における取引に係る取引

証拠金の充用有価証券の双方に利用可能

な有価証券に限る。）の預託を受ける際

には、全て商品先物取引等分の委託証拠

金として預託を受けること。

（２） 当該特定会員である取引参加者

は、当該顧客から預託を受けた前号の委

託証拠金の額以上の取引証拠金を、クリ

アリング機構における商品先物取引等に

係る区分口座（以下「金融商品取引法下

の取引証拠金口座」という。）及び商品

（新設）
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市場における取引に係る区分口座（以下

「商品先物取引法下の取引証拠金口座」

という。）に預託すること。この場合に

おいて、各口座の預託額はクリアリング

機構の定める取引証拠金所要額以上の額

とし、その預託先に係る配分は当該特定

会員である取引参加者が相当と認める割

合において行うこと。

（３） 当該特定会員である取引参加者

は、クリアリング機構の金融商品取引法

下の取引証拠金口座又は商品先物取引法

下の取引証拠金口座の預託額がクリアリ

ング機構の定める取引証拠金所要額を上

回る場合、当該上回る額を限度に他方の

口座に振り替えることができるものとす

ること。

（４） 当該特定会員である取引参加者

は、証拠金等の一体管理の対象とする口

座における商品先物取引等及び商品市場

における取引の値洗損益及び売買損益を

通算して管理し、当該通算した損益額に

ついては、クリアリング機構の金融商品

取引法下の取引証拠金口座及び商品先物

取引法下の取引証拠金口座にて取引証拠

金として管理すること。

（５） 当該特定会員である取引参加者

は、当該顧客の商品先物取引等又は商品

市場における取引に係る証拠金額のいず

れかに不足（現金不足額を含む。）が生

じた場合において、他方の口座において

証拠金額に余剰がある場合、当該余剰分

の証拠金（現金不足額の場合には現金に

限る。）の額を限度に当該不足額に充当

すること。

（６） 当該特定会員である取引参加者

は、証拠金等の一体管理の対象とする口

座における証拠金の過不足計算（現金不

足額に係る計算を含む。次号において同

じ。）を行う場合は、商品先物取引等及

び商品市場における取引に係る値洗損益

及び売買損益を通算して行うこと。

（７） 当該特定会員である取引参加者

は、前号の過不足計算の結果、証拠金の

不足額（現金不足額を含む。）が発生し

た場合で、当該顧客が当該不足額を所定

の日時までに預託しないときは、商品先

物取引等及び商品市場における取引に係

る建玉を当該顧客の計算で処分すること

ができるものとすること。

（８） 当該特定会員である取引参加者

は、当該顧客に係る証拠金の余剰分の返
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還を行う場合は、クリアリング機構の金

融商品取引法下の取引証拠金口座又は商

品先物取引法下の取引証拠金口座から取

引証拠金の返戻を受けることとし、その

返戻元に係る配分は当該特定会員である

取引参加者が相当と認める割合において

行うこと。

（特約の締結）

第４４条の３ 証拠金等の一体管理を特定会

員である取引参加者が行う場合、当該取引

参加者は証拠金等の一体管理の対象とする

顧客との間で当該証拠金等の一体管理に係

る特約を書面又は電磁的方法（電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって金融商品取引

業等に関する内閣府令第５７条の３に定め

る方法と同様の方法をいう。）にて締結し

なければならない。

（新設）

（管理態勢の整備）

第４４条の４ 証拠金等の一体管理を行う取

引参加者は、証拠金等の一体管理を行うた

めの適切な管理態勢を整備しなければなら

ない。

（新設）

（取次者への適用）

第４４条の５ 取引参加者の顧客（特定会員

である顧客に限る。）が取次者として申込

者の預託する証拠金に関し第４４条の２に

定める証拠金等の一体管理を行おうとする

場合には、当該取引参加者は当該顧客との

間で当該顧客がこの章の規定に準じて申込

者の証拠金等を管理する旨を確約させると

ともに、当該顧客が適切に証拠金等の一体

管理を行うために必要な管理態勢を整備し

なければならない。

（新設）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（新たな限月取引の取引開始時刻）

第４条 規程第４条の４第４項及び第５項、

第７条第４項、第７条の５第４項、第１０

条の２、第１３条の３第２項及び第３項、

第１５条第３項第１号及び第２号並びに第

１６条の３第２項に規定する本所が定める

時刻は、午前８時２０分とし、同第１０条

第３項第２号、第１５条第３項第３号に規

定する本所が定める時刻は、本所がその都

度指定する時刻とする。

（新たな限月取引の取引開始時刻）

第４条 規程第４条の４第４項及び第５項、

第７条第４項、第１０条の２、第１３条の

３第２項及び第３項並びに第１５条第３項

第１号及び第２号に規定する本所が定める

時刻は、午前８時２０分とし、同第１０条

第３項第２号、第１５条第３項第３号に規

定する本所が定める時刻は、本所がその都

度指定する時刻とする。

（商品先物オプション取引に係る権利行使

価格の設定）

第１０条の２ 規程第１６条の４第２項に規

定する本所が定める時刻は、午前８時とす

る。

２ 規程第１６条の４第２項の規定により設

定する権利行使価格は、各限月取引の開始

の日の前日に終了する取引日における５０

円刻みの設定基準価格（当該取引日におけ

る当該限月取引の権利行使対象先物限月取

引の清算値段に も近接する５０円の整数

倍の価格（当該価格が２種類ある場合は、

高い方の価格）をいい、当該取引日に当該

限月取引の権利行使対象先物限月取引の約

定値段がない場合は本所がその都度定めた

５０円の整数倍の価格をいう。以下同

じ。）及び当該５０円刻みの設定基準価格

に近接する上下各２０種類の５０円の整数

倍の価格とする。

３ 規程第１６条の４第３項の規定により設

定する新たな権利行使価格は、各限月取引

について、前日に終了する取引日における

５０円刻みの設定基準価格を上回る既存の

権利行使価格（当該５０円刻みの設定基準

価格から５０円刻みで連続して設定されて

いるものに限る。）又は下回る既存の権利

行使価格（当該５０円刻みの設定基準価格

から５０円刻みで連続して設定されている

ものに限る。）が２０種類以下となった場

合は、その日に、当該５０円刻みの設定基

準価格を上回る権利行使価格及び下回る権

利行使価格がそれぞれ当該５０円刻みの設

定基準価格から５０円刻みで連続して２０

種類となるまで、既存の権利行使価格から

５０円刻みで設定する。ただし、本所が必

（新設）
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要と認める場合には、設定する権利行使価

格及びその数を変更することができる。

（ストラテジー取引の種類等）

第１１条 規程第１７条第２項に規定するス

トラテジー売取引及びストラテジー買取引

により成立する市場デリバティブ取引の売

付け又は買付けの組合せ、本所が定めるス

トラテジー取引の種類並びに同条第３項に

規定する本所が定めるストラテジー取引の

値段の算出方法又は本所が定めるストラテ

ジー取引の取引単位は、別表１及び別表１

の２のとおりとする。

２～５ （略）

（ストラテジー取引の種類等）

第１１条 規程第１７条第２項に規定するス

トラテジー売取引及びストラテジー買取引

により成立する市場デリバティブ取引の売

付け又は買付けの組合せ及び本所が定める

ストラテジー取引の種類及び同条第３項に

規定する本所が定めるストラテジー取引の

値段の算出方法は、別表１のとおりとす

る。

２～５ （略）

（呼値の制限値幅）

第１６条 （略）

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 貴金属市場

（ａ） 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

４００円とする。

（ｂ） 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

４００円とする。

（ｃ） 銀に係る現物先物取引

１０円とする。

（ｄ） パラジウムに係る現物先物取

引

３００円とする。

ｂ ゴム市場

（ａ） ＲＳＳに係る現物先物取引

２０円とする。

（ｂ） ＴＳＲに係る現物先物取引

２０円とする。

ｃ 農産物市場

（a） 一般大豆に係る現物先物取引

４,８００円とする。

（b） 小豆に係る現物先物取引

７００円とする。

（c） とうもろこしに係る現物先物

取引

１,５００円とする。

（３）～（５） （略）

（５）の２ 商品先物オプション取引

（呼値の制限値幅）

第１６条 （略）

２ 前項に規定する制限値幅は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定める数値とする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）

（新設）
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次の基準値段の区分に従い、当該区分

に定める数値とする。

基準値段   呼値の制限値幅

１０円  未満の場合     ２００円

１０円以上４０円〃     ３００円

４０円〃 １００円〃   ４００円

１００円以上の場合    ５５０円

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 金

（ａ）  当取引日において初めて呼値

の制限値幅の下限を拡大する場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から６００円を減じて得た

数値に変更する。

（ｂ） 当取引日において呼値の制限

値幅の下限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から８００円を減じて得た

数値に変更する。

（ｃ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の上限を拡大する場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に６００円を加えて得た数

値に変更する。

（ｄ） 当取引日において呼値の制限

値幅の上限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に８００円を加えて得た数

値に変更する。

ｂ 白金

（ａ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の下限を拡大する場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から６００円を減じて得た

値段に変更する。

（ｂ） 当取引日において呼値の制限

値幅の下限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から８００円を減じて得た

値段に変更する。

（ｃ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の上限を拡大する場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に６００円を加えて得た値

段に変更する。

３ 規程第３３条第２項から第４項までに規

定する呼値の制限値幅の上限又は下限の拡

大は、次の各号に掲げる市場デリバティブ

取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）・（２） （略）

（新設）
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（ｄ） 当取引日において呼値の制限

値幅の上限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に８００円を加えて得た値

段に変更する。

ｃ 銀

（ａ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の下限を拡大する場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から２０円を減じて得た値

段に変更する。

（ｂ） 当取引日において呼値の制限

値幅の下限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から３０円を減じて得た値

段に変更する。

（ｃ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の上限を拡大する場合

呼値の制限値幅の上限について、基

準値段に２０円を加えて得た値段に

変更する。

（ｄ） 当取引日において呼値の制限

値幅の上限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に３０円を加えて得た値段

に変更する。

ｄ パラジウム

（ａ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の下限を拡大する場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から４５０円を減じて得た

値段に変更する。

（ｂ） 当取引日において呼値の制限

値幅の下限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の下限について、

基準値段から６００円を減じて得た

値段に変更する。

（ｃ） 当取引日において初めて呼値

の制限値幅の上限を拡大する場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に４５０円を加えて得た値

段に変更する。

（ｄ） 当取引日において呼値の制限

値幅の上限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の上限について、

基準値段に６００円を加えて得た値

段に変更する。

（３）・（４） （略）

（４）の２ 商品先物オプション取引

ａ 当取引日において初めて呼値の制限

値幅の下限を拡大する場合

（３）・（４） （略）

（新設）
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呼値の制限値幅の下限について、第

一次拡大制限値幅（前項第５号の２に

定める呼値の制限値幅に１５０円を加

えて得た数値をいう。以下この号にお

いて同じ。）を基準値段から減じて得

た数値に変更する。

ｂ 当取引日において呼値の制限値幅の

下限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の下限について、第

二次拡大制限値幅（前項第５号の２に

定める呼値の制限値幅に３００円を加

えて得た数値をいう。以下この号にお

いて同じ。）を基準値段から減じて得

た数値に変更する。

ｃ 当取引日において初めて呼値の制限

値幅の上限を拡大する場合

呼値の制限値幅の上限について、第

一次拡大制限値幅を基準値段に加えて

得た数値に変更する。

ｄ 当取引日において呼値の制限値幅の

上限を１回拡大している場合

呼値の制限値幅の上限について、第

二次拡大制限値幅を基準値段に加えて

得た数値に変更する。

４ （略）

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 現物先物取引

前取引日の当該限月取引の清算値段

（クリアリング機構が商品先物取引の

清算値段として定める値段をいう。以

下この a 及び第２２条の２において同

じ。）とする。ただし、前取引日に当

該限月取引の清算値段がない場合は、

当該限月取引の直前に取引 終日を迎

える限月取引の清算値段とする。

ｂ 限月現金決済先物取引

当該限月取引と取引 終日の属する

月を同一とする当該限月現金決済先物

取引の取引対象とする現物先物取引の

価格に係る限月取引に係る呼値の制限

値幅の基準値段と同一とする。

ｃ 限日現金決済先物取引

前取引日の理論現物価格（第２２条

の３に規定する理論現物価格をい

う。）とする。

（３）～（５） （略）

４ （略）

５ 第１項から第３項までに規定する呼値の

制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分ごとに、当該

各号に定める値段とする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）
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（５）の２ 商品先物オプション取引

前取引日の当該銘柄の清算価格（クリ

アリング機構が商品先物オプション取引

の清算価格として定める価格をいう。以

下同じ。）とし、前取引日に当該銘柄の

清算価格がない場合は、前取引日の限月

を同一とする金の現物先物取引の清算値

段等から本所が算出した理論価格とす

る。

６ （略）

（新設）

６ （略）

（取引の一時中断）

第２０条（略）

２ 規程第３３条第１項に規定する本所が定

める値幅は、国債証券先物取引にあって

は、第５項第１号に定める値幅とし、指数

先物取引にあっては、第１６条第２項第２

号に定める制限値幅に１００分の１０を乗

じて得た値幅とし、商品先物取引（貴金属

市場に係るものに限る。）にあっては、第

１６条第２項第２号の２a に定める制限値

幅に１００分の１０を乗じて得た値幅とす

る。ただし、取引状況等を勘案して本所が

必要と認める場合には、本所がその都度定

める値幅とする。

３ （略）

４ 規程第３３条第１項ただし書に規定する

本所が定める場合は、次の各号に定める場

合とする。

（１）・（２） （略）

（３） 前２号の規定は、指数先物取引

（日経平均ＶＩ及び配当指数を対象とす

る指数先物取引を除く。）及び商品先物

取引（貴金属市場に係るものに限る。）

について準用する。この場合において、

「１回」とあるのは「２回」と読み替え

るものとする。

（４）・（５） （略）

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

ａ 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

４０円とする。

（取引の一時中断）

第２０条（略）

２ 規程第３３条第１項に規定する本所が定

める値幅は、国債証券先物取引にあって

は、第５項第１号に定める値幅とし、指数

先物取引にあっては、第１６条第２項第２

号に定める制限値幅に１００分の１０を乗

じて得た値幅とする。ただし、取引状況等

を勘案して本所が必要と認める場合には、

本所がその都度定める値幅とする。

３ （略）

４ 規程第３３条第１項ただし書に規定する

本所が定める場合は、次の各号に定める場

合とする。

（１）・（２） （略）

（３） 前２号の規定は、指数先物取引

（日経平均ＶＩ及び配当指数を対象とす

る指数先物取引を除く。）について、準

用する。この場合において、「１回」と

あるのは「２回」と読み替えるものとす

る。

（４）・（５） （略）

５ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が定める値幅は、次の各号に掲げる

市場デリバティブ取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、取引

状況等を勘案して本所が必要と認める場合

には、本所がその都度定める値幅とする。

（１）・（２） （略）

（新設）
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ｂ 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

４０円とする。

ｃ 銀に係る現物先物取引

１円とする。

ｄ パラジウムに係る現物先物取引

３０円とする。

ｅ ＲＳＳ及びＴＳＲに係る現物先物取

引

５円とする。

ｆ 一般大豆に係る現物先物取引

５００円とする。

ｇ 小豆に係る現物先物取引

１００円とする。

ｈ とうもろこしに係る現物先物取引

２５０円とする。

（３）～（５） （略）

（５）の２ 商品先物オプション取引

金先物オプションについて、４０円と

する。

６ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が適当と認める時間は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。ただ

し、取引状況等を勘案して本所が必要と認

める場合には、本所がその都度定める時間

とする。

（１） 国債証券先物取引、指数先物取

引、商品先物取引、有価証券オプション

取引、国債証券先物オプション取引及び

商品先物オプション取引

３０秒とする。

（２） （略）

（３）～（５） （略）

（新設）

６ 規程第３３条第５項及び第６項に規定す

る本所が適当と認める時間は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。ただ

し、取引状況等を勘案して本所が必要と認

める場合には、本所がその都度定める時間

とする。

（１） 国債証券先物取引、指数先物取

引、有価証券オプション取引及び国債証

券先物オプション取引

３０秒とする。

（２） （略）

（商品先物取引に係る限月現金決済先物取

引における 終清算数値及び商品先物オプ

ション取引に係るオプション清算数値）

第２２条の２ 規程第３６条の１６及び第４

０条第４項に規定する本所が定める値段

は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、

当該各号に定める値段とする。

（１） 限月現金決済先物取引の限月取

引と取引 終日の属する月を同一とする

取引対象の現物先物取引の限月取引及び

商品先物オプション取引の限月取引と権

利行使日における限月を同一とする取引

対象の現物先物取引の限月取引につい

て、当該取引 終日の翌取引日の日中立

会において約定値段がない場合で、か

（新設）
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つ、当該取引日の夜間立会において約定

値段がある場合

当該取引日の夜間立会における当該現

物先物取引の限月取引の直近の約定値段

（２） 前号に掲げる場合以外の場合

限月現金決済取引の限月取引の取引

終日の終了する日における限月取引と取

引 終日の属する月を同一とする取引対

象の現物先物取引の限月取引及び商品先

物オプション取引の限月取引と権利行使

日における限月を同一とする取引対象の

現物先物取引の限月取引の清算値段

（理論現物価格）

第２２条の３ 規程第３６条の１７に規定す

る本所が別に定める数値は、別表２の２に

より算出した理論価格とする。

（新設）

（ギブアップの申告時限）

第２４条 規程第４３条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時３０分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引、指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の 終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）及び商品先物オプション取引にあっ

ては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該申告は午後４時４５分までに行うもの

とする。

（ギブアップの申告時限）

第２４条 規程第４３条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時３０分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の 終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）にあっては、当該日が取引 終日で

ある場合には、取引 終日が到来した限月

取引に係る当該申告は午後４時４５分まで

に行うものとする。

（テイクアップの申告時限）

第２５条 規程第４４条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時４５分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引、指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の 終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）及び商品先物オプション取引にあっ

ては、当該日が取引 終日である場合に

は、取引 終日が到来した限月取引に係る

当該申告は午後５時までに行うものとす

る。

（テイクアップの申告時限）

第２５条 規程第４４条第１項に規定する申

告は、ギブアップに係る市場デリバティブ

取引が成立した取引日の終了する日の午後

５時４５分までに行うものとする。ただ

し、有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引及び指数オプション取引

（権利行使日における対象指数の 終の数

値をオプション清算数値とするものに限

る。）にあっては、当該日が取引 終日で

ある場合には、取引 終日が到来した限月

取引に係る当該申告は午後５時までに行う

ものとする。

（有価証券オプションの上場廃止日）

第２７条 規程第５３条に規定する上場廃止

日等は、次の各号に定めるところによる。

（有価証券オプションの上場廃止日）

第２７条 規程第５３条に規定する上場廃止

日等は、次の各号に定めるところによる。



170

（１） 規程第５３条第１項第１号の規定

により有価証券オプションの上場を廃止

する場合

ａ （略）

ｂ 規程第５３条第２項に規定する本所

が定める限月取引及びその数

（ａ） オプション対象証券が合併、

株式交換、株式移転又は併合（投資

信託及び投資法人に関する法律（昭

和２６年法律第１９８号）第１６条

第２号に規定する併合をいう｡以下

この（ａ）において同じ｡）により

上場廃止（規程第５３条第１項第１

号に掲げる場合に該当するときの当

該オプション対象証券の上場廃止に

限る。）となる場合（オプション対

象証券が指定取引所の定めるところ

により整理銘柄に指定される又はこ

れに相当する措置が行われる場合を

除く。）には、本所がその都度定め

る日以降において、原則として、吸

収合併若しくは新設合併がその効力

を生ずる日、株式交換がその効力を

生ずる日、株式移転がその効力を生

ずる日又は併合がその効力を生ずる

日以降の日を取引 終日とする限月

取引（フレックス限月取引を除

く。）が二つ以上となる新たな限月

取引に係る取引についてはこれを行

わないものとし、取引 終日がオプ

ション対象証券の上場廃止日の前日

以降の日となる限月取引の取引 終

日は、当該オプション対象証券の上

場廃止日の前々日（休業日を除外す

る。次の（ｂ）における日数計算に

おいて同じ。）とする。ただし、規

程第５３条第３項に基づき有価証券

オプションを引き継ごうとする場合

において、本所が指定する銘柄に係

る限月取引の取引 終日は、当該オ

プション対象証券の上場廃止日の前

日とし、権利行使日については変更

しない。

（ｂ） （略）

（２） （略）

（１） 規程第５３条第１項第１号の規定

により有価証券オプションの上場を廃止

する場合

ａ （略）

ｂ 規程第５３条第２項に規定する本所

が定める限月取引及びその数

（ａ） オプション対象証券が合併、

株式交換、株式移転又は併合（投資

信託及び投資法人に関する法律（昭

和２６年法律第１９８号）第１６条

第２号に規定する併合をいう｡以下

この（ａ）において同じ｡）により

上場廃止（規程第５３条第１項第１

号に掲げる場合に該当するときの当

該オプション対象証券の上場廃止に

限る。）となる場合（オプション対

象証券が指定取引所の定めるところ

により整理銘柄に指定される又はこ

れに相当する措置が行われる場合を

除く。）には、本所がその都度定め

る日以降において、原則として、吸

収合併若しくは新設合併がその効力

を生ずる日、株式交換がその効力を

生ずる日、株式移転がその効力を生

ずる日又は併合がその効力を生ずる

日以降の日を取引 終日とする限月

取引（フレックス限月取引を除

く。）が二つ以上となる新たな限月

取引に係る取引についてはこれを行

わないものとし、取引 終日がオプ

ション対象証券の上場廃止日の前日

以降の日となる限月取引の取引 終

日は、当該オプション対象証券の上

場廃止日の前々日（休業日を除外す

る。次の（ｂ）における日数計算に

おいて同じ。）とする。ただし、規

程第５３条第３項に基づき有価証券

オプションを引き継ごうとする場合

において、当社が指定する銘柄に係

る限月取引の取引 終日は、当該オ

プション対象証券の上場廃止日の前

日とし、権利行使日については変更

しない。

（ｂ） （略）

（２） （略）

（商品先物に係る建玉数量の制限の取扱

い）

第２９条 規程第５４条の２第１項第３号に

規定する本所が定める建玉数量の制限のう

（新設）
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ち自己の計算によるものの数量は、別表３

のとおりとする。

２ 取引参加者については、前項に定める自

己の計算による建玉数量は、他の取引参加

者及び取引取次者（取引参加者規程第１９

条の２第２号の取引取次者をいう。）に取

引の委託又は取次ぎを委託した建玉数量を

合算したものとする。

３ 前各項に定めるもののほか、建玉の制限

に係る取扱いに関し必要な事項は、本所が

定める。

（商品先物に係る建玉の内容に関する報告

の取扱い）

第３０条 規程第５４条の２第４項に規定す

る建玉の内容の報告は、次の各号に定める

ところにより行うものとする。

（１） 一の顧客の委託に基づく売建玉又

は買建玉が本所が銘柄ごとに定める報告

数量を超えた場合

報告数量を超えた取引日の翌日の本所

が定める時限までに報告を行うものとす

る。

（２） 本所が必要と認めた商品に係る受

渡予定玉（両建玉を含む。）を報告させ

る場合

商品ごとに本所が定める時限までに報

告を行うものとする。

（新設）

（ヘッジ玉）

第３１条 第２９条の規定にかかわらず、取

引参加者は、当該取引参加者の本所の市場

における自己の計算による取引に係る建玉

につき、別表４に規定する現物商品等の取

引等によって生じる価格変動リスクを回避

又は軽減することを目的として、第２９条

に定める建玉数量を超えて本所が認めた建

玉数量まで建玉を保有することができる。

２ 取引参加者は、前項に定める取扱いを受

けようとするときは、本所が別に定める申

請書を本所に提出し、本所の承認を受けな

ければならない。この場合において、ヘッ

ジ玉を含めた建玉数量の上限数量は本所が

定めるところによる。

３ 前項に定める本所の承認を受けた取引参

加者は、第１項に規定する価格変動リスク

を回避又は軽減することを目的とした商品

等の取引等を履行若しくは解消したとき又

はその他本所が必要と認めた場合は、速や

かに本所が指示した建玉数量以内に縮減し

なければならない。

（新設）
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４ ヘッジ玉の承認を受けた取引参加者は、

当該ヘッジ玉について受渡しを行うことが

できる。ただし、本所が必要と認めたとき

は、当該ヘッジ玉の受渡の全部又は一部を

制限することができる。

５ 前各項に定めるもののほか、ヘッジ玉に

係る取扱いに関し必要な事項は、本所が定

める。

（受渡供用品）

第３２条 規程第３６条の４に規定する本所

が定めるものは、次の各号に掲げる市場の

区分に従い、当該各号に定めるものとす

る。

（１） 貴金属市場

本所が定める商号又は商標及び品位が

刻印された次のａからｄまでに掲げる地

金であって、かつ、本所が定める品質及

び形状の基準を満たすものとする。

ａ 金１,０００グラムバー純度９９.９

９パーセント以上の金

ｂ 銀３０キログラムバー純度９９.９

９パーセント以上の銀（本所が必要と

認めるときは若干の銀地金を追加する

ことができる。）

ｃ 白金５００グラムバー純度９９.９

５パーセント以上の白金（本所が必要

と認めるときは、若干の白金地金を追

加することができる。）

ｄ パラジウム３キログラム（２個又は

３個のバーをもって１受渡単位とする

ことができる。この場合において、各

バーは同一銘柄とし、１個当たりの重

量は５００グラム以上とする。）バー

純度９９.９５パーセント以上のパラ

ジウム（本所が必要と認めるときは、

若干のパラジウム地金を追加すること

ができる。）

（２） ゴム市場

ａ ＲＳＳ

国際規格によるＲＳＳ３号及び同４

号のうち本所が定める要件を満たすも

のとし、標準品と標準品以外の受渡供

用品との格差は、受渡しを行う月の１

０日（休業日に当たるときは、順次繰

り下げる。）の時価を基準として、本

所が定めるものとする。

ｂ ＴＳＲ

ＴＳＲ２０番のうちタイ産のＳｔａ

ｎｄａｒｄ Ｔｈａｉ Ｒｕｂｂｅｒ

（新設）
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２０番であって、本所が定める要件を

満たしたものとする。

（３） 農産物市場

ａ 一般大豆

アメリカ合衆国産黄大豆未選品（た

だし、本所が必要と認めたときは、ア

メリカ合衆国以外の国を産地とする黄

大豆未選品を、受渡供用品に追加する

ことができる。）であり、かつ本所が

定める格付表に記載したもののうち、

本所が定める要件を満たしたものとす

る。

ｂ 小豆

国内産小豆及び中国産又はカナダ産

赤小豆（ただし、本所が必要と認めた

ときは、日本、中国又はカナダ以外の

国を産地とする小豆を、受渡供用品に

追加することができる。）であり、か

つ本所が定める格付表に記載したもの

のうち、本所が定める要件を満たした

ものとする。

ｃ とうもろこし

アメリカ合衆国産黄とうもろこし

（ただし、本所が必要と認めたとき

は、アメリカ合衆国以外の国を産地と

する黄とうもろこしを、受渡供用品に

追加することができる。）であり、か

つ本所が定める格付表に記載したもの

のうち、本所が定める要件を満たした

ものとする。

（貴金属市場の受渡決済に係る渡方の義

務）

第３３条 渡方は、取引 終日から起算して

７営業日前に当たる日までに受渡しに提供

する貴金属地金を本所が別に指定する鑑定

業者（以下「指定鑑定業者」という。）に

鑑定のため引き渡し、指定鑑定業者の鑑定

を受けるものとする。ただし、受渡決済に

必要な倉荷証券等を既に保持又は手当てし

ている場合には、この限りではない。

（新設）

（限日現金決済先物取引の受渡決済に係る

渡方の制限並びに渡方及び受方の義務）

第３４条 金に係る限日現金決済先物取引の

受渡決済における渡方は、前条の規定に基

づき直接指定倉庫業者に引き渡した場合の

本所が指定する者及び前条に規定する本所

が指定した者が前条に基づき直接指定倉庫

業者に貴金属地金を引き渡し、当該者から

指定倉庫内において、当該貴金属地金の譲

（新設）
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渡を受けた旨の確認を受けた貴金属地金を

指定倉庫に保有する取引参加者に限る。

２ 金に係る限日現金決済先物取引の希望受

渡しにおける受渡決済において、渡方及び

受方は、希望受渡しを成立させようとする

日までに、受渡しを行う指定倉庫業者との

間で受渡しに必要な契約をそれぞれ締結し

なければならない。

３ 渡方は、当該希望受渡しを成立させよう

とする日までに、当該希望受渡しにおいて

提供する金地金を指定倉庫業者に引き渡さ

なければならない。

（農産物市場における受渡しの制限）

第３５条 同一の取引参加者（自己の計算に

よる）又は同一の委託者等は、一般大豆、

小豆又はとうもろこしの受渡しにおいて、

受方及び渡方双方になることはできない。

（新設）

（早受渡し）

第３６条 規程第３６条の１１に規定する早

受渡しは、次の各号に定めるところによる

ものとする。

（１） 早受渡しにおいて相手方を求めよ

うとするときは、渡方及び受方は商品ご

とに本所が定める書類をもって、次の

（ａ）から（ｃ）までに掲げる区分に従

い、当該（ａ）から（ｃ）までに定める

時限までに本所に申し出なければならな

い。この場合において、早受渡しの申出

をした日の翌営業日を受渡決済期日にし

ようとするときは、当該申出日の本所が

定める時限までに本所に申し出なければ

ならない。

（ａ） 貴金属市場

取引 終日の属する月の前月１日

（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。）から、取引 終日から起算し

て３日前に当たる日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。）の本所が

定める時限

（ｂ） ゴム市場

ゴム市場のうちＲＳＳについては取

引 終日の属する月の１日（休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）か

ら、当月限取引 終日から起算して３

日前に当たる日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）の本所が定め

る時限

（ｃ） 農産物市場

ａ 一般大豆

（新設）
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取引 終日の属する月の１日（休

業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）から、取引 終日から起算し

て４日前に当たる日（休業日に当た

るときは、順次繰り上げる。）の本

所が定める時限

ｂ 小豆

毎月の１日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。）から、取引

終日から起算して４日前に当たる

日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。）の本所が定める時限

ｃ とうもろこし

取引 終日の属する月の前月１６

日（当日が休業日に当たるときは、

順次繰り下げる。）から、取引 終

日から起算して４日前に当たる日

（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）の本所が定める時限

（２） 早受渡しの申出を行った取引参加

者は、その申出数量に対する反対売買を

行い、又は早受渡しの申出を取り消し、

若しくはその申出の内容を変更すること

ができない。ただし、次号に定める期限

までに応諾の申出がなかった部分につい

ては、この限りでない。

（３） 前号に規定する応諾の申出は、早

受渡しの申出を行った取引参加者の指定

する受渡決済期日の直前営業日までの毎

営業日の本所が定める時限までとし、本

所は、その申出の日時の順序に従って順

次当事者を決定し、その申出の日時が競

合するときは、本所が定める方法に従

い、その日に抽せんを行い、受渡品の渡

方又は受方を決定する。

（４） 貴金属に係る早受渡しにおいて、

本所の指定する者以外の者が渡方となる

場合には、渡方は、早受渡しの申出日又

は応諾の日までに受渡しに提供する貴金

属地金について指定鑑定業者の鑑定を受

けなければならない。ただし、受渡決済

に必要な倉荷証券等を既に保持又は手当

てしている場合には、この限りではな

い。

（５） とうもろこしに係る早受渡しにお

いて、受渡当事者間の合意がある場合

は、早受渡しの荷受渡しの場所を、当該

合意した港の埠頭（日本国内の埠頭に限

る。）とすることができる。

（６） 早受渡しの申出又はその応諾の申

出を行った取引参加者は、申出数量の全
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部に満たないことを理由として早受渡し

を拒むことはできない。

（７） 早受渡しの日時は、受渡品の渡方

又は受方が決定した日の翌営業日正午限

りとする。

（８） 本所は、早受渡しが決定したとき

は、遅滞なく、取引参加者に対し通知す

る。

（合意早受渡し）

第３７条 現物先物取引において 初に取引

終日が到来する限月取引の建玉を有する

取引参加者は、取引 終日の前日（休業日

に当たるときは、順次繰り上げる。）以前

に渡方と受方の合意による受渡し（以下

「合意早受渡し」という。）を行うことが

できる。ただし、 初に取引 終日が到来

する限月取引の建玉を有する他の取引参加

者から異議の申立てがあった数量について

は、この限りでない。

２ 合意早受渡しを行おうとする取引参加者

は、当該合意早受渡しの受渡日の直前営業

日の正午までに、渡方及び受方が連署した

合意早受渡申出書及び本所が定める書類を

本所に提出しなければならない。

３ １番限月の建玉を有する他の取引参加者

が合意早受渡しに関する異議の申立てをし

ようとするときは、当該合意早受渡しの受

渡日の直前営業日の午後２時３０分まで

に、異議の申立理由書及び本所が定める書

類を本所に提出しなければならない。本所

は、当該異議の申立てに理由があると認め

たときは、当該合意早受渡し申出に係る数

量から当該異議の申立てに係る数量を控除

したものについて、合意早受渡しを行わせ

るものとする。

４ 本所は、前項の規定により合意早受渡し

の申出に係る数量から控除された数量につ

いては、当該合意早受渡しの申出者又は当

該合意早受渡しに関する異議の申立者から

前条の規定による早受渡しの申出又は応諾

の申出があったものとみなし、同条の規定

により処理する。

５ 合意早受渡品の品質については、本所は

責任を負わないものとする。

６ 前条第２号及び第６号から第８号までの

規定は、合意早受渡しについて準用する。

（新設）

（両建早受渡し）

第３８条 現物先物取引において 初に取引

終日が到来する限月取引の売建玉及び買

（新設）
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建玉の両方（以下「両建玉」という。）を

有する取引参加者は、取引 終日の前日

（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。）以前に、その両建玉による受渡し

（以下「両建早受渡し」という。）を行う

ことができる。

２ 第３６条第２号、第７号及び第８号並び

に前条第２項の規定は、両建早受渡しにつ

いて準用する。

（倉荷証券の要件）

第３９条 規程第３６条の９第１項に規定す

る倉荷証券は次の各号に掲げる要件を備え

たものでなければならない。

（１） 金、銀、白金及びパラジウムの受

渡決済に係る倉荷証券は、本所が定める

事項を記載したものであって、譲渡に必

要なすべての要件を備えたものであり、

かつ、同一銘柄につき受渡単位ごとに作

成したものであること。

（２） ＲＳＳの受渡決済に係る倉荷証

券又は荷渡指図書は、本所が定める事項

を記載したものであって、譲渡に必要な

すべての要件を備えたものであり、か

つ、同一銘柄につき受渡単位ごとに作成

したものであること（本所が必要と認め

た場合は、受渡単位の整数倍に相当する

数量ごとに作成することができる。）。

（３） 一般大豆の受渡決済に係る倉荷証

券は、本所が定める事項を記載したもの

であって、譲渡に必要なすべての要件を

備えた事故等のないものであり、かつ、

同一銘柄（種類、生産国名、出港年月日

及び等級が同一のものをいう。）につき

受渡単位ごとに作成したものであるこ

と。

（４） 小豆の受渡決済に係る倉荷証券

は、本所が定める事項を記載したもので

あって、譲渡に必要なすべての要件を備

えたもの、事故等のないものであり、か

つ、同一銘柄（種類・品質、産年及び等

級が同一のものをいう。）につき受渡単

位ごとに作成したものであること。

（新設）

（申告受渡）

第４０条 規程第３６条の１２に規定する本

所が別に定める取引は、貴金属市場におい

ては金、銀、白金及びパラジウムに係る現

物先物取引、ゴム市場においてはＲＳＳ及

びＴＳＲに係る現物先物取引、農産物市場

（新設）
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においては一般大豆に係る現物先物取引と

する。

２ 貴金属市場に係る申告受渡は、直近限月

の取引 終日の属する月の前月１日（休業

日に当たるときは、順次繰り下げる。）か

ら取引 終日の２日前（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。）の本所が指定す

る時限までに、ゴム市場に係る申告受渡

は、直近限月の取引 終日の前に取引 終

日が到来する限月取引の取引 終日の翌日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）から直近限月の取引 終日の２日前

（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。）の本所が指定する時限までに、農産

物市場に係る申告受渡しは、直近限月の取

引 終日の属する月の１日から直近限月の

取引 終日の２日前（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）の本所が指定する

時限までに、本所が定める申請書により申

し出なければならない。

３ 前２項に定めるもののほか、申告受渡に

関し必要な事項は、本所が定めるところに

よるものとする。

（受渡条件調整）

第４１条 規程第３６条の１３に規定する本

所が別に定める取引は、貴金属市場におい

ては金、銀、白金及びパラジウムに係る現

物先物取引及び金に係る限日現金決済先物

取引、ゴム市場においてはＲＳＳ及びＴＳ

Ｒに係る現物先物取引、農産物市場におい

ては大豆に係る現物先物取引とする。

２ 規程第３６条の１３に規定する本所が別

に定める期間とは、貴金属市場及びゴム市

場のうちＲＳＳについては、荷渡通知書及

び荷受通知書の内容を本所が取引参加者に

対し通知したときから受渡品の受渡先が決

定する日の本所が定める時限までの間、ゴ

ム市場のうちＴＳＲについては、荷渡通知

書及び荷受通知書の内容を本所が取引参加

者に対し通知したときから受渡品の受渡先

が決定する日の本所が定める時限までの

間、又は、受渡品の受渡先が決定する日の

本所が定める時限若しくは受渡品の受渡先

が決定したときから当該受渡しに係る船積

日の３日後（休業日に当たるときは順次繰

り上げる。）の本所が定める時限までの

間、農産物市場のうち大豆については、受

渡品の受渡先が決定したときから当該合意

した受渡日の前日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）の本所が定める時

（新設）
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限までの間とする。

３ 限日現金決済先物取引に係る受渡条件調

整は、当該取引の取引単位の１０の整数倍

の建玉を有する渡方の取引参加者及び受方

の取引参加者が、限日現金決済先物取引に

係る希望受渡しが成立した日に、第３２条

に定める受渡供用品について、本所が指定

する指定倉庫業者及び指定倉庫が発券した

第３９条に定める倉荷証券により受渡しを

行う合意が得られた旨を本所に申し出るこ

とによって行われる受渡しのことをいう。

４ 前３項に定めるもののほか、受渡条件調

整に関し必要な事項は、本所が定めるとこ

ろによるものとする。

（ＡＤＰ）

第４２条 規程第３６条の１４に規定する本

所が定める期間とは、取引 終日の日中立

会終了時から受渡品の受渡先が決定する日

の午後２時までの間（ＴＳＲにあっては、

荷渡通知書及び荷受通知書の内容を本所が

取引参加者に対し通知したときから、受渡

品の受渡先が決定する日の午後２時までの

間又は受渡品の受渡先が決定したときか

ら、当該受渡しに係る船積日の３営業日後

の午後２時までの間。とうもろこしにあっ

ては、取引 終日の日中立会終了時から、

受渡品の受渡先が決定する日の午後２時ま

での間又は受渡先が決定したときから積来

本船が荷受渡港に入港する予定日の７営業

日前の正午までの間）とする。

（新設）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

別表１

ストラテジー取引の種類等（限月間取引）

ストラ

テジー

取引の

種類

ストラ

テジー

買取引

により

ストラ

テジー

売取引

により

ストラ

テジー

値段の

別表１

ストラテジー取引の種類等

ストラ

テジー

取引の

種類

ストラ

テジー

買取引

により

ストラ

テジー

売取引

により

ストラ

テジー

値段の
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成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

算出方

法

カレン

ダース

プレッ

ド（国

債証券

先物取

引）

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

期近限

月取引

の売付

け及び

期先限

月取引

の買付

けがそ

れぞれ

１単位

成立す

る取引

期近限

月取引

の値段

から期

先限月

取引の

値段を

減じる

カレン

ダース

プレッ

ド（指

数先物

取引）

期近限

月取引

の売付

け及び

期先限

月取引

の買付

けがそ

れぞれ

１単位

成立す

る取引

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

期先限

月取引

の値段

から期

近限月

取引の

値段を

減じる

カレン

ダース

プレッ

ド（商

品先物

取引）

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

期近限

月取引

の売付

け及び

期先限

月取引

の買付

けがそ

れぞれ

１単位

成立す

る取引

期近限

月取引

の値段

から期

先限月

取引の

値段を

減じる

（注１）・（注２） （略）

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

算出方

法

カレン

ダース

プレッ

ド（国

債証券

先物取

引）

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

期近限

月取引

の売付

け及び

期先限

月取引

の買付

けがそ

れぞれ

１単位

成立す

る取引

期近限

月取引

の値段

から期

先限月

取引の

値段を

減じる

カレン

ダース

プレッ

ド（指

数先物

取引）

期近限

月取引

の売付

け及び

期先限

月取引

の買付

けがそ

れぞれ

１単位

成立す

る取引

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

期先限

月取引

の値段

から期

近限月

取引の

値段を

減じる

（注１）・（注２） （略）

別表１の２

ストラテジー取引の種類等（商品間取引）

（１） 貴金属市場

（新設）
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イ 限月現金決済先物取引については、

同一限月取引の組み合わせとする。

スト

ラテ

ジー

取引

の種

類

ストラ

テジー

買取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

ストラ

テジー

売取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

取引単位

商品

間ス

プレ

ッド

（商

品先

物取

引）

金の限

月現金

決済先

物取引

の買付

け及び

白金の

限月現

金決済

先物取

引の売

付けが

それぞ

れ１単

位成立

する取

引

金の限

月現金

決済先

物取引

の売付

け及び

白金の

限月現

金決済

先物取

引の買

付けが

それぞ

れ１単

位成立

する取

引

１００グラム

ロ 限日現金決済先物取引については、

以下の組み合わせとする。

スト

ラテ

ジー

取引

の種

類

ストラ

テジー

買取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

ストラ

テジー

売取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

取引単位

商品                                            

間ス

プレ

ッド

（商

品先

物取

引）

金の限

日現金

決済先

物取引

の買付

け及び

白金の

限日現

金決済

先物取

引の売

金の限

日現金

決済先

物取引

の売付

け及び

白金の

限日現

金決済

先物取

引の買

１００グラム
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付けが

それぞ

れ１単

位成立

する取

引

付けが

それぞ

れ１単

位成立

する取

引

（２） ゴム市場

次の商品については、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ＴＳ

Ｒ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とする。

ストラ

テジー

取引の

種類

ストラ

テジー

買取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

ストラ

テジー

売取引

により

成立す

る市場

デリバ

ティブ

取引

取引単位

商品間

スプレ

ッド

（商品

先物取

引）

ＲＳＳ

の現物

先物取

引の買

付け及

びＴＳ

Ｒの現

物先物

取引の

売付け

がそれ

ぞれ１

単位成

立する

取引

ＲＳＳ

の現物

先物取

引の売

付け及

びＴＳ

Ｒの現

物先物

取引の

買付け

がそれ

ぞれ１

単位成

立する

取引

５,００

０キログ

ラム

（注１） 上記の組み合わせにおけるＴＳＲ

を取引対象商品とする限月取引の取引開始

日からＲＳＳを取引対象商品とする限月取

引の取引 終日までの間に限る。

別表２の２

理論現物価格算出に関する表

ｒ２＝［ｌｏｇ（Ｆ６／Ｆ２）］／ｔ２-６

Ｓ＝Ｆ2／ｅ ｒ2 ｔ0-2

（新設）
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（注１） 上式における各記号の意味

は、次のとおりとする。

Ｓ：理論現物価格

ｒ２：現物先物取引の２番限月及び６

番限月の清算値段をもとに算出し

たフォワードレート

Ｆ２：現物先物取引の２番限月の清算

値段

Ｆ６：現物先物取引の６番限月の清算

値段

ｔ２-6：現物先物取引の２番限月の納

会日と６番限月の取引 終日の間

隔／360

ｅ：自然対数の底

ｔ0-2：取引日と現物先物取引の２番

限月の取引 終日の間隔／360

（注２） 限日現金決済先物取引の理論

現物価格は、当該限日現金決済先物取

引の対象となる現物先物取引の２番限

月及び６番限月の清算値段をもとにフ

ォワードレート（本所市場内における

想定上の貸借に係る利率をいう。以下

同じ。）を算出し、当該利率と現物先

物取引の２番限月の当月限取引 終日

までの残存日数に基づき、現物先物取

引の２番限月の清算値段から計算した

理論上の現物価格をいう。

（注３） フォワードレートの算出にあ

たっては、小数第８位を四捨五入す

る。

（注４） 限日現金決済先物取引の理論

現物価格は、１円未満の端数が生じた

場合は、これを四捨五入した値段とす

る。

別表３

商品先物取引に係る建玉制限数量

取

引

対

象

商

品

第１限

月

第

２

限

月

第

３

限

月

第

４

限

月

第

５

限

月

第

６

限

月

全

限

月

合

計

取

引

終

日

の

属

左

記

以

外

の

月

（新設）
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す

る

月

金

（

注

１

）

１０，

０００

枚

- - - - - ３

０

，

０

０

０

枚

銀 ３，０

００枚

- - - - - ３

０

,

０

０

０

枚

白

金

（

注

１

）

６

０

０

枚

７

０

０

枚

１

，

２

０

０

枚

- - - - １

０

，

０

０

０

枚

パ

ラ

ジ

ウ

ム

４

５

０

枚

６

０

０

枚

１

，

２

０

０

枚

- - - - ９

，

０

０

０

枚

Ｒ

Ｓ

Ｓ

４００

枚

６

０

０

枚

- - - - １

０

，

０

０

０

枚

Ｔ

Ｓ

Ｒ

１，０

００枚

２

，

０

０

０

枚

- - - - １

０

，

０

０

０

枚

一

般

大

豆

４

０

０

枚

８

０

０

枚

２

，

０

０

０

枚

４

，

０

０

０

枚

４

，

０

０

０

枚

４

，

０

０

０

枚

４

，

０

０

０

枚

-
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小

豆

５０枚 １

０

０

枚

２

０

０

枚

６

０

０

枚

１

，

０

０

０

枚

１

，

０

０

０

枚

-

と

う

も

ろ

こ

し

６

０

０

枚

１

，

２

０

０

枚

３

，

０

０

０

枚

６

，

０

０

０

枚

６

，

０

０

０

枚

６

，

０

０

０

枚

６

，

０

０

０

枚

-

（注１） 限月現金決済先物取引及び限日現

金決済先物取引を除く。

別表４  

ヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等

に関する表

１ 第３１条に規定するヘッジ玉の対象とす

る現物商品等の取引等は次のとおりとす

る。

取引

の対

象と

する

商品

対象とする現物商品等の取引等

金

銀

白金

パラ

ジウ

ム

・同一現物商品の保有

・同一現物商品の売買取引

・同一現物商品の先渡取引

・価値の変動が本質的に関連している商

品の保有又は売買取引等

・商品現物型ＥＴＦに係る取引

・限月現金決済先物取引

・限日現金決済先物取引

・その他取引所が適当と認める取引等

ゴム

（Ｒ

Ｓ

Ｓ）

ゴム

（Ｔ

Ｓ

Ｒ）

一般

大豆

小豆

・同一現物商品の保有

・同一現物商品の売買取引

・同一現物商品の先渡取引

・価値の変動が本質的に関連している商

品の保有又は売買取引等

・その他取引所が適当と認める取引等

（新設）
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とう

もろ

こし

２ 前項に定めるもののほか、ヘッジ玉に関

し必要な事項は、本所が別途定める。
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市場デリバティブ取引又はその受託に関する規制措置の一部改正新旧対照表

新 旧

（市場デリバティブ取引又はその受託に関

する規制措置）

第１条 業務規程第４７条の規定に基づき、

本所が市場デリバティブ取引又はその受託

に関し行うことができる規制措置は、次の

各号に掲げるものとする。

（１） 先物・オプション取引（清算・決

済規程第３１条第 1 項に規定する先物・オ

プション取引をいう。以下同じ。）に係る

証拠金又は取引証拠金について、次に掲げ

る事項

ａ （略）

ｂ 証拠金若しくは取引証拠金の額の引

上げ又は当該証拠金若しくは当該取引

証拠金の有価証券若しくは倉荷証券を

もってする代用の制限

ｃ 証拠金又は取引証拠金を有価証券又

は倉荷証券をもって代用する場合の代

用価格の計算において、時価に乗ずべ

き率の引下げ

（２）～（９） （略）

（市場デリバティブ取引又はその受託に関

する規制措置）

第１条 業務規程第４７条の規定に基づき、

本所が市場デリバティブ取引又はその受託

に関し行うことができる規制措置は、次の

各号に掲げるものとする。

（１） 先物・オプション取引（清算・決

済規程第３１条第 1 項に規定する先物・

オプション取引をいう。以下同じ。）に

係る証拠金又は取引証拠金について、次

に掲げる事項

ａ （略）

ｂ 証拠金若しくは取引証拠金の額の引

上げ又は当該証拠金若しくは当該取引

証拠金の有価証券をもってする代用の

制限

ｃ 証拠金又は取引証拠金を有価証券を

もって代用する場合の代用価格の計算

において、時価に乗ずべき率の引下げ

（２）～（９） （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和 2

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（届出事項）

第２条 取引参加者規程第６条第１項、第１

５条及び第３３条の４第１項に規定する本

所への届出は、本所が指定するときまで

に、所定の届出書に本所が必要と認める書

類を添付して行うものとする。

（届出事項）

第２条 取引参加者規程第６条第１項及び第

１５条に規定する本所への届出は、本所が

指定するときまでに、所定の届出書に本所

が必要と認める書類を添付して行うものと

する。

（合併等の承認申請）

第４条の３ （略）

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

（１）～（３） （略）

（４） 合併等後の資本金の額若しくは出

資の総額（相互会社にあっては、基金

（基金償却積立金を含む。）の総額をい

う。以下同じ。）又は純財産額（登録金

融機関にあっては、純資産額）及び自己

資本規制比率（第一種金融商品取引業を

行わない者にあっては法第４６条の６第

１項の規定に準じて算出した比率をい

い、リモート取引参加者にあっては本店

又は主たる事務所の所在する国において

当該国の法令等に基づき算出する自己資

本の充実の状況等を示す数値等をいい、

商品先物取引業者（金融商品取引業者及

び登録金融機関を除く。以下同じ。）に

あっては純資産額規制比率（商品先物取

引法第２１１条第１項に規定する純資産

額規制比率をいう。以下同じ。）をい

い、商品市場取引参加者（金融商品取引

業者、取引所取引許可業者、登録金融機

関及び商品先物取引業者を除く。）にあ

っては自己資本の充実の状況等を示す数

値等をいう。）の見込みを記載した書面

（登録金融機関にあっては、これに準ず

るものをいう。）

（５）～（７） （略）

（合併等の承認申請）

第４条の３ （略）

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。

（１）～（３） （略）

（４） 合併等後の純財産額及び自己資本

規制比率（第一種金融商品取引業を行わ

ない者にあっては法第４６条の６第１項

の規定に準じて算出した比率をいい、リ

モート取引参加者にあっては本店又は主

たる事務所の所在する国において当該国

の法令等に基づき算出する自己資本の充

実の状況等を示す数値等をいう。）の見

込みを記載した書面（登録金融機関にあ

っては、これに準ずるものをいう。）

（５）～（７） （略）

（報告事項）

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規

定する本所が定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、所定の報告書に本所が必要

と認める書類を添付して報告するものとす

る。

（１）・（１）の２ （略）

（１）の３ 法第３１条第４項の規定に基

づく変更登録（法第２８条第１項第１号

（報告事項）

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規

定する本所が定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、所定の報告書に本所が必要

と認める書類を添付して報告するものとす

る。

（１）・（１）の２ （略）

（１）の３ 法第３１条第４項の規定に基

づく変更登録（法第２８条第１項第１号



189

及び第１号の２に掲げる行為に係る業

務、第二種金融商品取引業又は有価証券

等管理業務の廃止に係る変更登録を除

く。）を申請したとき及びその変更登録

を受けたとき。

（１）の４ 金融商品取引業者にあって

は、法第３１条第２項の規定に基づく登

録（法第２９条の２第１項第７号イに掲

げる事項に係る登録に限る。）を受けた

とき、登録金融機関にあっては、法第３

３条の６第２項の規定に基づく登録（法

第３３条の３第１項第６号イに掲げる事

項に係る登録に限る。）を受けたとき、

取引所取引許可業者にあっては、法第６

０条第１項の許可（法第６０条の２第１

項第４号イに掲げる事項に係る許可に限

る。）を受けたとき、商品市場取引参加

者（金融商品取引業者、登録金融機関及

び取引所取引許可業者を除く。）にあっ

ては、法第６６条の５２の規定に基づく

登録を受けたとき。

（２）・（２）の２ （略）

（３） 業務（金融商品取引業者にあって

は金融商品取引業をいい、取引所取引許

可業者にあっては取引所取引業務をい

い、国債先物等取引参加者（登録金融機

関に限る。）にあっては、国債証券先物

取引及び国債証券先物オプション取引に

係る業務をいい、商品受託取引参加者

（登録金融機関に限る。）及び商品市場

取引参加者（金融商品取引業者及び取引

所取引許可業者を除く。）にあっては商

品先物取引及び商品先物オプション取引

に係る業務をいう。）を休止し、又は再

開したとき（認可に係る業務を休止し、

又は再開したときを含む。）。

（４）～（６）の２ （略）

（７） 純財産額（登録金融機関にあって

は、純資産額）が３億円を下回ったと

き。

（８）～（８）の３ （略）

（９） 資本金の額又は出資の総額の変更

に関して取締役会で決議（監査等委員会

設置会社にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）又は理事会で決

議を行ったとき（外国法人にあっては、

資本金の額（持込資本金の額を含む。）

の変更に関して決議又は決定を行ったと

き）。

に掲げる行為に係る業務、第二種金融商

品取引業又は有価証券等管理業務の廃止

に係る変更登録を除く。）を申請したと

き及びその変更登録を受けたとき。

（１）の４ 金融商品取引業者にあって

は、法第３１条第２項の規定に基づく登

録（法第２９条の２第１項第７号イに掲

げる事項に係る登録に限る。）を受けた

とき、登録金融機関にあっては、法第３

３条の６第２項の規定に基づく登録（法

第３３条の３第１項第６号イに掲げる事

項に係る登録に限る。）を受けたとき、

取引所取引許可業者にあっては、法第６

０条第１項の許可（法第６０条の２第１

項第４号イに掲げる事項に係る許可に限

る。）を受けたとき。

（２）・（２）の２ （略）

（３） 業務（金融商品取引業者にあって

は金融商品取引業をいい、登録金融機関

にあっては登録金融機関業務をいい、取

引所取引許可業者にあっては取引所取引

業務をいう。）を休止し、又は再開した

とき（認可に係る業務を休止し、又は再

開したときを含む。）。

（４）～（６）の２ （略）

（７） 純財産額が（登録金融機関にあっ

ては、純資産額）３億円を下回ったと

き。

（８）～（８）の３ （略）

（９） 資本金の額又は出資の総額（相互

会社にあっては、基金（基金償却積立金

を含む。）の総額）の変更に関して取締

役会で決議（監査等委員会設置会社にあ

っては、取締役の決定を含み、指名委員

会等設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）又は理事会で決議を行ったと

き（外国法人にあっては、資本金の額

（持込資本金の額を含む。）の変更に関

して決議又は決定を行ったとき）。
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（９）の２ （略）

（１０） 次のａからｄまでに掲げる区分

に従い、当該ａからｄまでに定める事由

に該当したとき。

ａ～ｄ （略）

ｅ 商品先物取引業者

純資産額規制比率が１６０パーセント

を下回ったとき

（１０）の２～（１１）の２ （略）

（１２） 法令（取引所取引許可業者にあ

っては、外国金融商品取引法令を含む。

以下この号において同じ。）の規定によ

り質問、検査、領置、臨検、捜索、差押

え、処分若しくは処罰を受けたとき又は

法令の規定による処分に係る聴聞若しく

は弁明の機会の付与が行われたとき（外

国法人である金融商品取引業者にあって

は外国金融商品取引法令の規定により、

外国銀行及び保険会社以外の登録金融機

関にあっては銀行法令の規定により、外

国銀行にあっては銀行法令、外国銀行法

令又は外国金融商品取引法令の規定によ

り、保険会社にあっては保険業法令の規

定により、商品先物取引業者、特定店頭

商品デリバティブ取引業者及び商品投資

顧問業者等にあっては商品先物取引法令

により、外国商品先物取引業者にあって

は外国商品先物取引法令により処分又は

処罰を受けたときを含む。）。

（１２）の２～（１４）の２ （略）

（１５） 国内の他の金融商品取引所若し

くは商品取引所若しくは有価証券の売買

若しくは外国市場デリバティブ取引を行

っている外国の取引所（以下「外国金融

商品取引所等」という。）に加入したと

き又はこれら取引所から脱退したとき

（取引資格を取得したとき又は喪失した

ときを含む。）。

（１６） 他の金融商品取引所等（所属の

国内の他の金融商品取引所、商品取引

所、外国金融商品取引所等、金融商品取

引業協会又は商品先物取引協会（これら

に相当する外国の団体を含む。）をい

う。以下この条において同じ。）の処分

を受けたとき。

（１６）の２ （略）

（１７） 金融商品取引業者、取引所取引

許可業者又は商品市場取引参加者（金融

商品取引業者、取引所取引許可業者及び

登録金融機関を除く。）の役員にあって

は、役員が法第２９条の４第１項第２号

（９）の２ （略）

（１０） 次のａからｄまでに掲げる区分

に従い、当該ａからｄまでに定める事由

に該当したとき。

ａ～ｄ （略）

（新設）

（１０）の２～（１１）の２ （略）

（１２） 法令（取引所取引許可業者にあ

っては、外国金融商品取引法令を含む。

以下この号において同じ。）の規定によ

り質問、検査、領置、臨検、捜索、差押

え、処分若しくは処罰を受けたとき又は

法令の規定による処分に係る聴聞若しく

は弁明の機会の付与が行われたとき（外

国法人である金融商品取引業者にあって

は外国金融商品取引法令の規定により、

外国銀行及び保険会社以外の登録金融機

関にあっては銀行法令の規定により、外

国銀行にあっては銀行法令、外国銀行法

令又は外国金融商品取引法令の規定によ

り、保険会社にあっては保険業法令の規

定により処分又は処罰を受けたときを含

む。）。

（１２）の２～（１４）の２ （略）

（１５） 国内の他の金融商品取引所、有

価証券の売買若しくは外国市場金融商品

先物取引を行っている外国の取引所（以

下「外国金融商品取引所等」という。）

に加入したとき又はこれら取引所から脱

退したとき（取引資格を取得したとき又

は喪失したときを含む。）。

（１６） 他の金融商品取引所等（所属の

国内の他の金融商品取引所、外国金融商

品取引所等又は金融商品取引業協会（こ

れに相当する外国の団体を含む。）をい

う。以下この条において同じ。）の処分

を受けたとき。

（１６）の２ （略）

（１７） 金融商品取引業者又は取引所取

引許可業者の役員にあっては、役員が法

第２９条の４第１項第２号イからリまで

に掲げる者のいずれかに該当することと

なった事実を知ったとき、登録金融機関
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イからリまでに掲げる者のいずれかに該

当することとなった事実を知ったとき、

登録金融機関の役員にあっては、役員が

破産手続開始の決定、禁錮以上の刑又は

法の規定により罰金の刑を受けた事実を

知ったとき（外国銀行及び保険会社以外

の登録金融機関の役員にあっては銀行法

令の規定により、外国銀行の役員にあっ

ては銀行法令又は外国銀行法令の規定に

より、保険会社の役員にあっては保険業

法令の規定により罰金の刑を受けた事実

を知ったときを含む。）。

（１７）の２ （略）

（１７）の３ 商品市場取引参加者（金融

商品取引業者、取引所取引許可業者及び

登録金融機関を除く。）において、法第

２９条の４第１項第１号イからハまでの

いずれかに該当することとなったとき。

（１８） 金融商品取引業者、取引所取引

許可業者又は商品市場取引参加者（金融

商品取引業者及び取引所取引許可業者を

除く。）の主要株主（法第２９条の４第

２項に規定する主要株主をいう。以下同

じ。）が同条第１項第５号ニ又はホに該

当することとなった事実を知ったとき

（外国法人にあっては、主要株主に準ず

る者が同号に該当することとなった事実

を知ったとき。）。

（１８）の２～（２１）の３ （略）

（２１）の４ 商品先物取引業者（金融商

品取引業者及び登録金融機関を除く。）

が純資産額規制比率を記載した公衆の縦

覧に供するための書面を作成したとき。

（２２）・（２２）の２ （略）

（２２）の３ 商品先物取引業者（金融商

品取引業者及び登録金融機関を除く。）

が商品先物取引法第２２４条に基づく報

告書を作成したとき。

（２２）の４ 商品市場取引参加者（金融

商品取引業者、取引所取引許可業者、登

録金融機関及び商品先物取引業者を除

く。）にあっては、業務及び財産の状況

に関して本所が必要と認める資料を作成

したとき。

（２３）～（２６） （略）

２ （略）

の役員にあっては、役員が破産手続開始

の決定、禁錮以上の刑又は法の規定によ

り罰金の刑を受けた事実を知ったとき

（外国銀行及び保険会社以外の登録金融

機関の役員にあっては銀行法令の規定に

より、外国銀行の役員にあっては銀行法

令又は外国銀行法令の規定により、保険

会社の役員にあっては保険業法令の規定

により罰金の刑を受けた事実を知ったと

きを含む。）。

（１７）の２ （略）

（新設）

（１８） 金融商品取引業者又は取引所取

引許可業者の主要株主（法第２９条の４

第２項に規定する主要株主をいう。以下

同じ。）が同条第１項第５号ニ又はホに

該当することとなった事実を知ったとき

（外国法人にあっては、主要株主に準ず

る者が同号に該当することとなった事実

を知ったとき。）。

（１８）の２～（２１）の３ （略）

（新設）

（２２）・（２２）の２ （略）

（新設）

（新設）

（２３）～（２６） （略）

２ （略）

（取引参加者の調査）

第５条の４ 取引参加者は、当該取引参加者

がその子会社又は親会社である外国証券業

者（外国において金融商品取引業に類似す

（取引参加者の調査）

第５条の４ 取引参加者は、当該取引参加者

がその子会社又は親会社である外国証券業

者（外国において金融商品取引業に類似す
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る業を行う外国法人をいう。以下同じ。）

又は外国商品先物取引業者（以下この項に

おいて「外国証券業者等」という。）から

市場デリバティブ取引を受託した場合（他

の子会社又は親会社である外国証券業者等

を通じて受託した場合を含む。）におい

て、本所が、取引参加者規程第１７条第３

号の調査において、違反行為が行われた疑

いが強いため必要があると認めて、当該取

引参加者に対し、当該市場デリバティブ取

引に係る当該外国証券業者等の委託者に関

する事項又は当該委託者による売付け若し

くは買付けの委託の状況（当該市場デリバ

ティブ取引が当該外国証券業者等の計算に

よるものである場合は、当該外国証券業者

等に関する事項又は当該外国証券業者等に

よる売付け若しくは買付けの委託の状況）

その他の事項について、報告又は資料の提

出を請求したときは、正当な事由がないの

にこれを拒んではならない。この場合にお

いて、本所は、当該取引参加者に対し、当

該請求の目的及び理由を口頭又は文書等に

より明示するものとする。

２～４ （略）

る業を行う外国法人をいう。以下同じ。）

から市場デリバティブ取引を受託した場合

（他の子会社又は親会社である外国証券業

者を通じて受託した場合を含む。）におい

て、本所が、取引参加者規程第１７条第３

号の調査において、違反行為が行われた疑

いが強いため必要があると認めて、当該取

引参加者に対し、当該市場デリバティブ取

引に係る当該外国証券業者の委託者に関す

る事項又は当該委託者による売付け若しく

は買付けの委託の状況（当該市場デリバテ

ィブ取引が当該外国証券業者の計算による

ものである場合は、当該外国証券業者に関

する事項又は当該外国証券業者による売付

け若しくは買付けの委託の状況）その他の

事項について、報告又は資料の提出を請求

したときは、正当な事由がないのにこれを

拒んではならない。この場合において、本

所は、当該取引参加者に対し、当該請求の

目的及び理由を口頭又は文書等により明示

するものとする。

２～４ （略）

（適当と認める役職員等）

第５条の７ 取引参加者規程第２１条の５第

１項第２号及び第２１条の６第１項第２号

に規定する本所が適当と認める役職員と

は、本所が行う研修を受講した者をいう。

２ 取引参加者規程第２１条の５第１項第２

号及び第２１条の６第１項第２号に規定す

る本所が定める行為とは、注文の発注、発

注の意思決定及びこれらの管理をいう。

（適当と認める役職員等）

第５条の７ 取引参加者規程第２１条の５第

２号に規定する本所が適当と認める役職員

とは、本所が行う研修を受講した者をい

う。

２ 取引参加者規程第２１条の５第２号に規

定する本所が定める行為とは、注文の発

注、発注の意思決定及びこれらの管理をい

う。

（商品市場取引参加者における業務に関す

る帳簿書類）

第５条の８ 取引参加者規程第２１条の６第

３項に規定する本所が定める帳簿書類と

は、金融商品取引業等に関する内閣府令第

１５８条に規定する注文伝票及び同第１６

７条に規定するトレーディング商品勘定元

帳に準ずる書類とし、当該帳簿書類の保存

期間及び作成方法等については、同第１５

７条第２項、第１５８条及び１６７条の規

定に準ずるものとする。

（新設）

（商品市場取引参加者における業務に関す

る禁止行為）

第５条の９ 取引参加者規程第２１条の６第

４項に規定する本所が定める行為とは、本

（新設）
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所における商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引の相場若しくは相場若しくは取

引高に基づいて算出した数値を変動させ、

若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安

定させ、又は取引高を増加させる目的をも

って、当該商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引をする行為とする。

（取引資格取得申請）

第６条 取引参加者規程第３０条第１項の申

請は、次の各号に掲げる事項を記載した所

定の取引資格取得承認申請書を本所に提出

して行うものとする。

（１） 取得しようとする取引資格の種類

（商品先物等取引資格を取得しようとす

る場合においては、商品先物等取引参加

者の種別及び区分を含む。）

（２）～（４） （略）

（５） 日本における代表者の氏名及び住

所（取引資格取得申請者が国内に本所の

市場における取引を行う営業所又は事務

所を保有しない者である場合に限る。）

（６） （略）

２ 前項の取引資格取得承認申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付しなければなら

ない。

（１）・（２） （略）

（３） 取引資格の取得申請者が取得しよ

うとする取引資格の種類及び商品先物等

取引参加者の区分に係る清算資格のうち

現に有しないものを取得しない場合にあ

っては、清算受託契約を締結することに

ついて承諾している他社清算参加者の当

該承諾を証する書面

（４） 金融商品取引業者又は取引所取引

許可業者にあっては事業報告書（特別金

融商品取引業者にあっては、法第５７条

の３第１項に基づく事業報告書を含

む。）、登録金融機関にあっては単体又

は連結の業務報告書、商品先物取引業者

（金融商品取引業者及び登録金融機関を

除く。）あっては商品先物取引法第２２

４条に基づく報告書、これら以外の者に

あっては業務及び財産の状況に関して本

所が必要と認める資料

（５）～（８） （略）

３～５ （略）

（取引資格取得申請）

第６条 取引参加者規程第３０条第１項の申

請は、次の各号に掲げる事項を記載した所

定の取引資格取得承認申請書を本所に提出

して行うものとする。

（１） 取得しようとする取引資格の種類

（２）～（４） （略）

（５） 日本における代表者の氏名及び住

所（取引資格取得申請者が取引所取引許

可業者である場合に限る。）

（６） （略）

２ 前項の取引資格取得承認申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付しなければなら

ない。

（１）・（２） （略）

（３） 取引資格の取得申請者が取得しよ

うとする取引資格の種類に係る清算資格

のうち現に有しないものを取得しない場

合にあっては、清算受託契約を締結する

ことについて承諾している他社清算参加

者の当該承諾を証する書面

（４） 金融商品取引業者又は取引所取引

許可業者にあっては事業報告書（特別金

融商品取引業者にあっては、法第５７条

の３第１項に基づく事業報告書を含

む。）、登録金融機関にあっては単体又

は連結の業務報告書

（５）～（８） （略）

３～５ （略）

（実態に差異がないと認める場合）

第６条の２ 取引参加者規程第３２条第３項

に規定する取引資格を喪失する取引参加者

（実態に差異がないと認める場合）

第６条の２ 取引参加者規程第３２条第３項

に規定する取引資格を喪失する取引参加者
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と取引資格取得申請者の実態に差異がない

と本所が認めるときとは、取引資格の取得

申請者が取引資格を喪失する取引参加者か

ら原則として全ての資産及び負債を承継

し、又は譲り受ける場合で、取引参加者規

程第１５条第１号に規定する業務の範囲、

本所における注文執行体制、清算決済体制

その他の業務執行体制及びリスク管理体

制、法令遵守体制その他の内部管理体制等

について重大な差異がないと本所が認める

ときをいう。

と取引資格取得申請者の実態に差異がない

と本所が認めるときとは、取引資格の取得

申請者が取引資格を喪失する取引参加者か

ら原則として全ての資産及び負債を承継

し、又は譲り受ける場合で、証券業務の範

囲、本所における注文執行体制、清算決済

体制その他の業務執行体制及びリスク管理

体制、法令遵守体制その他の内部管理体制

等について重大な差異がないと本所が認め

るときをいう。

（本所が定める商品）

第６条の３ 取引参加者規程第３２条第１項

第４号ｄ及びｇに規定する本所が定める商

品とは、次の各号に掲げるものをいう。

（１） 貴金属にあっては、金鉱若しくは

金製品、銀鉱若しくは銀製品、白金製品

又はパラジウム製品

（２） ゴムにあっては、ゴム製品

（３） 農産物にあっては、大豆、小豆若

しくはとうもろこし又はこれらを原料と

する製品

（新設）

（商品先物等取引参加者における取引参加

者の種別の変更に係る承認申請）

第７条の３ 取引参加者規程第３３条の３第

２項の申請は、次の各号に掲げる事項を記

載した所定の承認申請書を本所に提出して

行うものとする。

（１） 商号又は名称（英文の商号又は名

称を含む。）

（２） 代表者名（リモート取引参加者及

び外国法人である者にあっては、日本に

おける代表者名）

（３） 変更の理由

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げ

る場合の区分に従い、当該各号に定める書

類を添付しなければならない。

（１） 商品受託取引参加者が商品市場取

引参加者に変更する場合

ａ 当該変更に係る日程表

ｂ 当該変更に伴う顧客の取扱いについ

ての資料

ｃ 市場デリバティブ取引又は有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこ

れらに関する取引で未決済のものの引継

ぎその他本所が市場の運営上必要と認め

る事項に関し制約する書面

ｄ その他本所が必要と認める書類

（新設）
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（２） 商品市場取引参加者が商品受託取

引参加者に変更する場合

a 金融商品取引業の登録及び変更登

録、登録金融機関の登録又は取引所取

引業務の許可の申請に係る書類の写し

b その他本所が必要と認める書類

（商品先物等取引参加者の区分の追加、変

更又は削除に係る届出事項）

第７条の４ 取引参加者規程第３３条の４第

１項の届出は、次の各号に掲げる事項を記

載した所定の届出書を本所に提出するもの

とする。

（１） 商号又は名称（英文の商号又は名

称を含む。）

（２） 代表者名（リモート取引参加者及

び外国法人である者にあっては、日本に

おける代表者名）

（３） 追加、変更又は削除しようとする

区分

（４） 追加、変更又は削除の理由

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。

（１） 追加、変更又は削除後の区分の取

引に係る清算資格を有することを証する

書面又は他社清算参加者との間で締結す

る清算受託契約の写し（区分の追加又は

変更を伴う届出の場合に限る。）

（２） その他本所が必要と認める書類

（新設）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

３ 金融商品取引業者等に関する内閣府令附

則（平２６年内閣令１１）第４条の適用を

受ける者に対する改正後の第５条第１項第

１０号 a の規定の適用については、同号 a

中「１４０パーセント」とあるのは「１６

０パーセント」とする。
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取引参加者契約書（取引所取引許可業者以外の外国法人用）の一部改正新旧対照表

新 旧

取引参加者契約書（リモート取引参加者及び

遠隔地市場取引参加者以外の外国法人用）

取引参加者契約書（取引所取引許可業者以外

の外国法人用）

（リモート取引参加者及び遠隔地市場取引

参加者以外の外国法人用）

取引参加者契約書

年 月 日

株式会社大阪取引所

代表取締役社長 殿

所在地

商号又は名称

代表者名

（署名）

（以下「会社」という。）は、株式

会社大阪取引所（以下「貴所」という。）

の（取引参加者の種類名）として、次の事

項を承諾します。

１～６ （略）

（取引所取引許可業者以外の外国法人用）

取引参加者契約書

年 月 日

株式会社大阪取引所

代表取締役社長 殿

所在地

商号又は名称

代表者名

（署名）

（以下「会社」という。）は、株式

会社大阪取引所（以下「貴所」という。）

の（取引参加者の種類名）として、次の事

項を承諾します。

１～６ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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取引参加者契約書（リモート取引参加者用）の一部改正新旧対照表

新 旧

取引参加者契約書（リモート取引参加者及び

遠隔地市場取引参加者用）

取引参加者契約書（リモート取引参加者用）

（リモート取引参加者及び遠隔地市場取引

参加者用）

取引参加者契約書

年 月 日

株式会社大阪取引所

代表取締役社長 殿

所在地

商号又は名称

代表者名

（署名）

（以下「会社」という。）は、株式

会社大阪取引所（以下「貴所」という。）

の（取引参加者の種類名）として、次の事

項を承諾します。

１～７ （略）

（リモート取引参加者用）

取引参加者契約書

年 月 日

株式会社大阪取引所

代表取締役社長 殿

所在地

商号又は名称

代表者名

（署名）

（以下「会社」という。）は、株式

会社大阪取引所（以下「貴所」という。）

の（取引参加者の種類名）として、次の事

項を承諾します。

１～７ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者料金）

第２条 （略）

２ 基本料の額（月額）は、次の各号に掲げ

る取引参加者の区分に従い、当該各号に定

める額とする。なお、取引参加者の取引資

格の取得日、喪失日又は商品先物等取引参

加者の種別の変更日の属する月の基本料

は、日割をもって計算する。

（１） 先物取引等取引参加者

７０万円とする。ただし、各先物取引

等取引参加者が、次のａ、ｂ又はｃに掲

げる場合には、当該ａ、ｂ又はｃに定め

る額を控除した額とする。

ａ 前月の本所の市場における取引にお

いて国債証券先物取引及び国債証券先

物オプション取引に係る注文（訂正及

び取消注文を含む。以下同じ。）を行

わなかった場合 ２０万円

ｂ 前月の本所の市場における取引にお

いて指数先物取引、有価証券オプショ

ン取引及び指数オプション取引の各取

引に係る注文を行わなかった場合（有

価証券オプション取引及び指数オプシ

ョン取引のうち各フレックス限月取引

については、各取引に係る注文を行っ

たものの約定が成立しなかった場合を

含む。）  ２０万円

ｃ 前月の本所の市場における取引にお

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 １０万円

（２） （略）

（２）の２ 商品先物等取引参加者

商品先物等取引参加者の区分の数にか

かわらず、次のａ及びｂに掲げる商品先

物等取引参加者の種別の区分に従い、当

該ａ及びｂに定める金額とする。

ａ 商品受託取引参加者 １０万円

ｂ 商品市場取引参加者 ５万円

（３） （略）

３ 取引手数料の額は、各取引参加者の本所

の市場における次の各号に掲げる取引につ

いて、当該各号に定める取引数量等（以下

「取引手数料の算出の基準」という。）に

取引手数料率を乗じて算出した額の総額と

し、次の各号に掲げる取引に係る取引手数

（取引参加者料金）

第２条 （略）

２ 基本料の額（月額）は、次の各号に掲げ

る取引参加者の区分に従い、当該各号に定

める額とする。なお、取引参加者の取引資

格の取得日又は喪失日の属する月の基本料

は、日割をもって計算する。

（１） 先物取引等取引参加者

６０万円とする。ただし、各先物取引

等取引参加者が、次のａ又はｂに掲げる

場合には、当該ａ又はｂに定める額を控

除した額とする。

ａ 前月の本所の市場における取引にお

いて国債証券先物取引又は国債証券先

物オプション取引に係る注文（訂正及

び取消注文を含む。以下同じ。）を行

わなかった場合 ２０万円

ｂ 前月の本所の市場における取引にお

いて指数先物取引、有価証券オプショ

ン取引又は指数オプション取引の各取

引に係る注文を行わなかった場合（有

価証券オプション取引及び指数オプシ

ョン取引のうち各フレックス限月取引

については、各取引に係る注文を行っ

たものの約定が成立しなかった場合を

含む。）  ２０万円

（新設）

（２） （略）

（新設）

（３） （略）

３ 取引手数料の額は、各取引参加者の本所

の市場における次の各号に掲げる取引につ

いて、当該各号に定める取引数量等（以下

「取引手数料の算出の基準」という。）に

取引手数料率を乗じて算出した額の総額と

し、次の各号に掲げる取引に係る取引手数
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料率は、当該取引の対象ごとに、別表１に

定めるとおりとする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

取引数量及び受渡決済数量

（３）～（５） （略）

（５）の２ 商品先物オプション取引

取引数量

（６） （略）

４ （略）

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、その額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

次のａ及びｂに掲げる商品先物取引の

区分に従い、当該ａ及びｂに定める金額

とする。

ａ 現物先物取引 ５円

ｂ 限月現金決済先物取引及び限日現金

決済先物取引 ２円

（３）～（５） （略）

（６） 商品先物オプション取引 ２円

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

次のａからｃまでに掲げる商品先物取

引の区分に従い、当該ａからｃまでに定

める金額とする。

料率は、当該取引の対象ごとに、別表１に

定めるとおりとする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）

（新設）

（６） （略）

４ （略）

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加

者（業務規程第４２条第２項に規定する清

算執行取引参加者をいう。）が納入するも

のとし、その額は、同項の規定により成立

したギブアップに係る売付け又は買付けの

数量に、次の各号に掲げる取引の区分に応

じて、当該各号に定める金額を乗じた額と

する。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）

（新設）

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デ

リバティブ取引が成立した場合において、

業務規程第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場

に関する業務規程及び受託契約準則の特例

第１０条第１項において準用する場合を含

む。）又は取引所外国為替証拠金取引に関

する業務規程及び受託契約準則の特例（以

下「取引所ＦＸ取引特例」という。）第１

５条第１項の規定に基づき、市場デリバテ

ィブ取引の取消しが行われたときに、当該

過誤のある注文を発注した取引参加者が納

入するものとし、その額は、取り消された

取引（過誤のある注文により成立した取引

に限る。）に係る取引手数料の算出の基準

に、次の各号に掲げる取引の区分に応じ

て、当該各号に定める率又は金額を乗じて

算出した額とする。ただし、当該額が１０

万円を下回る場合は、１０万円とする。

（１）・（２） （略）

（新設）
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ａ 現物先物取引 ５９円

ｂ 限月現金決済先物取引 ５円

ｃ 限日現金決済先物取引 ２０円

（３）～（５） （略）

（５）の２ 商品先物オプション取引 ５

円

（６） （略）

７～９ （略）

（３）～（５） （略）

（新設）

（６） （略）

７～９ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

３ この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）の属する月（以下「開始月」と

いう。）分の基本料は、改正後の第２条第

２項の規定にかかわらず、施行日前日まで

は改正前の基本料を、施行日以降は改正後

の基本料を、それぞれ日割り計算した額と

する。この場合において、当該日割り計算

に際して適用する改正後の第２条第２項第

１号ｃ中「前月の」とあるのは「当月の」

と読み替えるものとする。

４ 改正後の別表３第１項第２号の規定にか

かわらず、令和元年１１月１日において株

式会社東京商品取引所（以下「ＴＯＣＯ

Ｍ」という。）が定めるユーザＩＤのボリ

ュームディスカウントの適用を受けている

取引参加者が、本所が定める方法により本

所に申込みを行い、本所が承認した場合に

は、本所は、本所が定める期間において、

ＴＯＣＯＭが同日において当該取引参加者

に適用するユーザＩＤのボリュームディス

カウント相当額を上限として本所が定める

金額を、本所が定める方法により当該取引

参加者に返戻するものとする。

５ 第２項から前項までの規定のほか、施行

日における取扱いその他必要な事項につい

ては、本所が別に定めるところによる。

別表１ 別表１
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取引手数料の算出の基準及び取引手数料率

等

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率

等

  取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。

  取引手数料の算出の基準及び取引手数料

率等は、次のとおりとする。

取引の区

分

取引対象

の区分

算出の

基準

取引手

数料率

等

（略）

指数先物

取引（Ｍ

ｉｎｉ取

引に限

る。）

（略）

商品先物

取引（限

月現金決

済先物取

引及び限

日現金決

済先物取

引を除

く。）

金、銀、

白金、パ

ラジウ

ム、ゴム

（ＲＳ

Ｓ、ＴＳ

Ｒ）、と

うもろこ

し、一般

大豆及び

小豆

取引数

量

売付け

又は買

付けご

とに

１取引

単位に

つき

５９円

商品先物

取引（限

月現金決

済先物取

引に限

る。）

金及び白

金

取引数

量

売付け

又は買

付けご

とに

１取引

単位に

つき

５円

商品先物

取引（限

日現金決

済先物取

引に限

る。）

金及び白

金

取引数

量

売付け

又は買

付けご

とに

１取引

単位に

つき

２０円

指数オプ

ション取

引

（略）

商品先物

オプショ

ン取引

金 取引数

量

売付け

又は買

付けご

とに

１取引

単位に

つき

取引の区

分

取引対

象の区

分

算出の

基準

取引手

数料率

等

（略）

指数先物

取引（Ｍ

ｉｎｉ取

引に限

る。）

（略）

（新設）

（新設）

（新設）

指数オプ

ション取

引

（略）

（新設）
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５円

（略） （略）

（注１）～（注７） （略） （注１）～（注７） （略）

別表２・３ （略） 別表２・３ （略）
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取引参加者における注文管理体制に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（顧客の注文内容の確認等）

第３条 取引参加者は、顧客から注文を受託

する際に次の事項を確認するものとする。

（１） 銘柄（国債証券先物取引、指数先

物取引及び商品先物取引にあっては、限

月取引又は限日取引）、売付け又は買付

けの区別、値段、数量その他の顧客の注

文内容

（２） （略）

２ （略）

（顧客の注文内容の確認等）

第３条 取引参加者は、顧客から注文を受託

する際に次の事項を確認するものとする。

（１） 銘柄（国債証券先物取引及び指数

先物取引にあっては、限月取引）、売付

け又は買付けの区別、値段、数量その他

の顧客の注文内容

（２） （略）

２ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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取引資格取得の審査に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引資格取得申請者の審査）

第２条 取引資格取得申請者（以下「申請

者」という。）の取引資格の資格審査は、

申請者に関する次の各号に掲げる事項その

他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項について行うものとする。

（１） 形式基準

取引資格の取得の日までに、次のａから

ｅまでに掲げる区分に従い、当該ａから

ｅまでに定める基準に適合すると見込ま

れること。

ａ～ｃ （略）

ｄ 商品先物取引業者（金融商品取引業

者及び登録金融機関を除く。）

（ａ） 資本金の額が３億円以上であ

ること。

（ｂ） 純資産額が５億円以上であ

り、かつ、資本金の額を上回ってい

ること。

（ｃ） 商品先物取引法第２１１条第

１項に規定する純資産額規制比率が

２００パーセント以上であること。

ｅ ａからｄに掲げる者以外の者

（ａ） 資本金の額又は出資の総額

（相互会社にあっては、基金（基金

償却積立金を含む。）の総額）が３

億円以上であること。

（ｂ） 純財産額又は純資産額が５億

円以上であり、かつ、資本金の額又

は出資の総額（相互会社にあって

は、基金（基金償却積立金を含

む。）の総額）を上回っているこ

と。

（ｃ） 保有する資産等に照らし、自

己資本の充実の状況等が適当である

こと。

（２）～（４） （略）

（取引資格取得申請者の審査）

第２条 取引資格取得申請者（以下「申請

者」という。）の取引資格の資格審査は、

申請者に関する次の各号に掲げる事項その

他公益又は投資者保護の観点から本所が必

要と認める事項について行うものとする。

（１） 形式基準

取引資格の取得の日までに、次のａから

ｃまでに掲げる区分に従い、当該ａから

ｃまでに定める基準に適合すると見込ま

れること。

ａ～ｃ （略）

（新設）

（新設）

（２）～（４） （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな
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いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。

３ 令和元年７月３０日において株式会社東

京商品取引所の取引参加者である者で、か

つ、本所の取引参加者でない者が、本所の

定める日までに改正後の取引参加者規程第

２条第４項に規定する商品先物等取引資格

の取得を申請した場合における改正後の第

２条第１号ａ（ｃ）、ｂ（ｂ）、ｃ

（ｂ）、ｄ（ｂ）及びｅ（ｂ）の適用につ

いては、同号ａ（ｃ）中「５億円以上であ

り、かつ、資本金の額を上回っているこ

と。」、同号ｂ（ｂ）中「５億円以上であ

り、かつ、資本金の額又は出資の総額（相

互会社にあっては、基金（基金償却積立金

を含む。）の総額）を上回っているこ

と。」、同号ｃ（ｂ） 中「５億円以上で

あり、かつ、資本金の額を上回っているこ

と。」、同号ｄ（ｂ）中「５億円以上であ

り、かつ、資本金の額を上回っているこ

と。」、同号ｅ（ｂ）中「５億円以上であ

り、かつ、資本金の額又は出資の総額（相

互会社にあっては、基金（基金償却積立金

を含む。）の総額）を上回っているこ

と。」とあるのは、それぞれ「３億円以上

であること。」とする。

４ 前項の場合における改正後の第２条第１

号ａ（ｄ）、ｂ（ｃ）から（ｅ）まで、ｃ

（ｃ）、ｄ（ｃ）及びｅ（ｃ）の適用につ

いては、同号ａ（ｄ）中「２００パーセン

ト」とあるのは、「１２０パーセント」と

し（ただし、金融商品取引業者等に関する

内閣府令附則（平２６年内閣令１１）第４

条の適用を受ける者においては「１４０パ

ーセント」とする。）、同号ｂ（ｃ）中

「次のイからハまでに該当しているこ

と」、同号ｂ（ｄ）中「国内基準に係る単

体又は連結自己資本比率が４パーセント以

上であること」、同号ｂ（ｅ）中「単体又

は連結ソルベンシー・マージン比率が４０

０パーセント以上であること」、同号ｃ

（ｃ）及びｅ（ｃ）中「保有する資産等に

照らし、自己資本の充実の状況等が適当で

あること」とあるのは、それぞれ「自己資

本の充実の状況が、金融商品取引業者に係

る自己資本規制比率が１２０パーセント未

満である状況と同程度まで悪化していない

こと」とし、同号ｄ（ｃ）中「２００パー

セント」とあるのは「１４０パーセント」

とする。
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５ 第３項の場合における改正後の第２条第

４号については適用しない。

６ 第３項の場合における取引資格取得の審

査においては、第２条第３号に定める業務

執行体制のうち、本所が定める一部の項目

については、この改正規定施行の日（以下

「施行日」という。）において必要と本所

が認める一定水準の業務執行体制が整備さ

れていること及び施行日から起算して１年

を経過する日までに取引参加者として求め

られる水準の業務執行体制を整備するため

の具体的施策が講じられていることをもっ

て、当該項目に係る業務執行体制が整備さ

れているものとみなす。

７ 本所は、前項の規定に基づき商品先物等

取引資格を取得した取引参加者について、

施行日から起算して１年を経過する日後に

おいて取引参加者として求められる水準の

業務執行体制の整備の状況が適当でないと

認めるときは、当該取引参加者に対し、勧

告、処分、資格の取消し等の必要な措置を

行うことができる。
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取引の信義則に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義）

第２条 派生商品とは、指数（国内の金融商

品取引所又は外国金融商品市場に上場され

ている又は継続的に取引されている多数の

有価証券の価格の水準を総合的に表したも

のに限る。以下同じ。）に係る法第２条第

２１項第２号に掲げる取引（外国金融商品

市場において行われる類似の取引を含む。

以下「指数先物取引」という。）、指数に

係る法第２条第２１項第３号に掲げる取引

（外国金融商品市場において行われる類似

の取引を含む。以下「指数オプション取

引」という。）及び指数に係る店頭デリバ

ティブ取引並びにその他配当、利子、分配

金又は償還金等の額があらかじめ定められ

た方法に従い、指数の数値又は指数先物取

引の値段に応じて算出される証券又は証書

（外国又は外国法人の発行する証券又は証

書で同様の性質を有するものを含む。）並

びに商品（法第２条第２４項第３号の３に

掲げる商品をいう。以下この条において同

じ。）又は商品の価格に係る法第２条第２

１項第１号及び第２号に掲げる取引（外国

金融商品市場において行われる類似の取引

を含む。以下「商品先物取引」とい

う。）、商品に係る法第２条第２１項第３

号に掲げる取引（外国金融商品市場におい

て行われる類似の取引を含む。以下「商品

先物オプション取引」という。）及び商品

先物取引法（昭和２５年法律第２３９

号。）第２条第１４項に規定する店頭商品

デリバティブ取引並びにその他配当、利

子、分配金又は償還金等の額があらかじめ

定められた方法に従い、商品の価格又は商

品現物先物取引若しくは商品現金決済先物

取引の値段に応じて算出される証券又は証

書（外国又は外国法人の発行する証券又は

証書で同様の性質を有するものを含む。）

をいう。

２ 指数等連動型投資信託受益証券等とは、

投資信託受益証券（投資信託の受益証券を

いう。）、外国投資信託受益証券（外国投

資信託の受益証券をいう。以下この項にお

いて同じ。）、投資証券、外国投資証券、

受益証券発行信託の受益証券（受益証券発

行信託の受益証券のうち、内国法人が外国

で発行する証書若しくは証券のうち社債券

（定義）

第２条 派生商品とは、指数（国内の金融商

品取引所又は外国金融商品市場に上場され

ている又は継続的に取引されている多数の

有価証券の価格の水準を総合的に表したも

のに限る。以下同じ。）に係る法第２条第

２１項第２号に掲げる取引（外国金融商品

市場において行われる類似の取引を含む。

以下「指数先物取引」という。）、指数に

係る法第２条第２１項第３号に掲げる取引

（外国金融商品市場において行われる類似

の取引を含む。以下「指数オプション取

引」という。）及び指数に係る店頭デリバ

ティブ取引並びにその他配当、利子、分配

金又は償還金等の額があらかじめ定められ

た方法に従い、指数の数値又は指数先物取

引の値段に応じて算出される証券又は証書

（外国又は外国法人の発行する証券又は証

書で同様の性質を有するものを含む。）を

いう。

２ 指数連動型投資信託受益証券等とは、投

資信託受益証券（投資信託の受益証券をい

う。）、外国投資信託受益証券（外国投資

信託の受益証券をいう。以下この項におい

て同じ。）、投資証券、外国投資証券、受

益証券発行信託の受益証券（受益証券発行

信託の受益証券のうち、外国法人が外国で

発行する証券若しくは証書のうち社債券の
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の性質を有する有価証券、外国法人が外国

で発行する証券若しくは証書のうち社債券

の性質を有する有価証券、外国投資信託受

益証券、外国投資証券又は外国受益証券発

行信託の受益証券（外国法人の発行する証

券又は証書で受益証券発行信託の受益証券

の性質を有するものをいう。）を信託財産

とするものをいう。）又は外国受益証券発

行信託の受益証券であって、指数又は商品

先物取引の値段に連動することを目的とす

るものをいう。

３～７ （略）

性質を有する有価証券、外国投資信託受益

証券、外国投資証券又は外国受益証券発行

信託の受益証券（外国法人の発行する証券

又は証書で受益証券発行信託の受益証券の

性質を有するものをいう。）を信託財産と

するものをいう。）又は外国受益証券発行

信託の受益証券であって、指数に連動する

ことを目的とするものをいう。

３～７ （略）

（二つの市場にまたがる取引等に関する行

為）

第４条 前条第１号に規定する二つの市場に

またがる取引等に関する行為とは、取引参

加者が、自己又は当該取引参加者の子会

社・親会社若しくは金融商品取引業を営む

関係会社の計算による取引（実質的に投資

判断が当該取引参加者に委ねられているも

のに限る。以下同じ。）等に関して行う次

に掲げる行為をいうものとする。

（１）～（４） （略）

（５） 派生商品を有する者が、当該派生

商品の 終決済若しくは権利行使等を自

己に有利に行うため、又は、派生商品の

売付けに係る未決済約定を有する者が、

権利行使を受けることを防ぐため、現物

市場における取引又は派生商品市場にお

ける指数先物取引、指数オプション取

引、商品先物取引若しくは商品先物オプ

ション取引を行うことにより、意図的に

指数、指数先物取引若しくは商品先物取

引の値段を変動させ、又は、指数、指数

先物取引若しくは商品先物取引の値段の

上昇若しくは低下を防ぐ行為

（６）・（７） （略）

２ 前項に規定する価格連動性を有する二つ

の商品とは、次の各号に掲げるものとす

る。

（１） （略）

（２） 指数等連動型投資信託受益証券等

と上場株券

（３） 派生商品と指数等連動型投資信託

受益証券等

（４） （略）

（二つの市場にまたがる取引等に関する行

為）

第４条 前条第１号に規定する二つの市場に

またがる取引等に関する行為とは、取引参

加者が、自己又は当該取引参加者の子会

社・親会社若しくは金融商品取引業を営む

関係会社の計算による取引（実質的に投資

判断が当該取引参加者に委ねられているも

のに限る。以下同じ。）等に関して行う次

に掲げる行為をいうものとする。

（１）～（４） （略）

（５） 派生商品を有する者が、当該派生

商品の 終決済若しくは権利行使等を自

己に有利に行うため、又は、派生商品の

売付けに係る未決済約定を有する者が、

権利行使を受けることを防ぐため、株式

現物市場における取引又は派生商品市場

における指数先物取引及び指数オプショ

ン取引を行うことにより、意図的に指数

若しくは指数先物取引の値段を変動さ

せ、又は、指数若しくは指数先物取引の

値段の上昇若しくは低下を防ぐ行為

（６）・（７） （略）

２ 前項に規定する価格連動性を有する二つ

の商品とは、次の各号に掲げるものとす

る。

（１） （略）

（２） 指数連動型投資信託受益証券等と

上場株券

（３） 派生商品と指数連動型投資信託受

益証券等

（４） （略）
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付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 商品先物取引

次のａからｃまでに掲げる市場の区分

に従い、当該ａからｃまでに定める値段

とする。ただし、先物取引に係るＪ－Ｎ

ＥＴ取引の基準値段から立会における呼

値の制限値幅の基準値段に１００分の３

２を乗じて算出した数値を減じて得た値

段（当該値段がａからｃまでに定める単

位未満の場合にあっては、当該ａからｃ

までに定める単位の値段とする。）か

ら、当該立会における呼値の制限値幅の

基準値段に１００分の３２を乗じて算出

した数値を当該先物取引に係るＪ－ＮＥ

Ｔ取引の基準値段に加えて得た値段まで

の範囲内の値段に限る。

ａ 貴金属市場

（ａ） 金に係る現物先物取引

１円の１０００分の１の整数倍の値段

（ｂ） 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

１銭の整数倍の値段

（ｃ） 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

１銭の整数倍の値段

（ｄ） 銀に係る現物先物取引

１円の１万分の１の整数倍の値段

（ｅ） パラジウムに係る現物先物取引

１銭の整数倍の値段

ｂ ゴム市場

ＲＳＳ及びＴＳＲに係る現物先物取引

１円の１０００分の１の整数倍の値段

ｃ 農産物市場

（ａ） 一般大豆に係る現物先物取引

１円の整数倍の値段

（ｂ） 小豆に係る現物先物取引

１０銭の整数倍の値段

（ｃ） とうもろこしに係る現物先物取

引

１０銭の整数倍の値段

（３）～（５） （略）

（Ｊ－ＮＥＴ取引の値段）

第３条 Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第３項に

規定する本所が定める値段は、次の各号に

掲げる市場デリバティブ取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（１）・（２） （略）

（新設）

（３）～（５） （略）
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（６） 商品先物オプション取引

１銭の整数倍の値段とする。ただし、

商品先物オプション取引に係るＪ－ＮＥ

Ｔ取引の基準値段から取引対象とする金

の現物先物取引の価格に係る各限月取引

の立会における呼値の制限値幅の基準値

段に１００分の１０を乗じて算出した数

値を減じて得た値段（当該値段が１銭未

満の場合にあっては、１銭）から、当該

取引対象とする金の現物先物取引の価格

に係る各限月取引の立会における呼値の

制限値幅の基準値段に１００分の１０を

乗じて算出した数値を当該金先物オプシ

ョン取引に係るＪ－ＮＥＴ取引の基準値

段に加えて得た値段までの範囲内の値段

に限る。

２ （略）

（新設）

２ （略）

３ 第１項に規定する先物取引に係るＪ-Ｎ

ＥＴ取引の基準値段、国債証券先物オプシ

ョン取引に係るＪ-ＮＥＴ取引の基準値段

及び商品先物オプション取引に係るＪ-Ｎ

ＥＴ取引の基準値段は、立会における呼値

の単位の整数倍の数値のうち直近の本所が

計算する立会のレギュラー・セッションに

おける も優先する売呼値の値段と も優

先する買呼値の値段を加えて得た数値を２

で除して得られる数値に も近接する数値

（当該数値が 2 種類ある場合は、高い方の

数値。ただし、本所が適当でないと認める

ときは、本所がその都度定める数値とす

る。以下この項において「仲値」とい

う。）又は立会における直近の約定値段

（ストラテジー取引によるものを除く。）

に基づき本所が算出した値段とする。ただ

し、当取引日に仲値又は立会における当該

約定値段がない場合は、立会における呼値

の制限値幅の基準値段とする。

３ 第１項に規定する先物取引に係るＪ-Ｎ

ＥＴ取引の基準値段及び国債証券先物オプ

ション取引に係るＪ-ＮＥＴ取引の基準値

段は、立会における呼値の単位の整数倍の

数値のうち直近の本所が計算する立会のレ

ギュラー・セッションにおける も優先す

る売呼値の値段と も優先する買呼値の値

段を加えて得た数値を２で除して得られる

数値に も近接する数値（当該数値が 2 種

類ある場合は、高い方の数値。ただし、本

所が適当でないと認めるときは、本所がそ

の都度定める数値とする。以下この項にお

いて「仲値」という。）又は立会における

直近の約定値段（ストラテジー取引による

ものを除く。）に基づき本所が算出した値

段とする。ただし、当取引日に仲値又は立

会における当該約定値段がない場合は、立

会における呼値の制限値幅の基準値段とす

る。

（取引の取消し）

第６条 業務規程施行規則第１４条第１項及

び第２項の規定は、Ｊ－ＮＥＴ市場特例第

１０条において準用する業務規程第２５条

の規定による取引の取消しについて準用す

る。この場合において、業務規程施行規則

第１４条第１項及び第２項中「規程第２５

条」とあるのは「Ｊ－ＮＥＴ市場特例第１

０条において準用する業務規程第２５条」

と、第１項中「同第３２条第３号」とある

のは「Ｊ－ＮＥＴ市場特例第８条第１号、

第２号、第２号の２、第３号、第６号、第

（取引の取消し）

第６条 業務規程施行規則第１４条第１項及

び第２項の規定は、Ｊ－ＮＥＴ市場特例第

１０条において準用する業務規程第２５条

の規定による取引の取消しについて準用す

る。この場合において、業務規程施行規則

第１４条第１項及び第２項中「規程第２５

条」とあるのは「Ｊ－ＮＥＴ市場特例第１

０条において準用する業務規程第２５条」

と、第１項中「同第３２条第３号」とある

のは「Ｊ－ＮＥＴ市場特例第８条第１号、
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７号、第７号の２又は第８号」と読み替え

るものとする。

第２号、第５号又は第６号」と読み替える

ものとする。

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項までの規定にかかわらず、この改正

規定は、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、令

和２年７月２７日から施行することが適当

でないと本所が認める場合には、同日後の

本所が定める日から施行する。
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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の取扱い

新 旧

（株券、債券等の取扱い）

第２条 非清算参加者が、次の各号に掲げる

有価証券等を指定清算参加者に取引証拠金

の代用有価証券等として差し入れ又は非清

算参加者証拠金の代用有価証券等として預

託する場合には、社債、株式等の振替に関

する法律（平成１３年法律第７５号）に基

づく口座の振替により当該差入れ又は預託

を行うものとし、当該差入れ又は預託を行

うときは、あらかじめ指定清算参加者の同

意を得るものとする。

（１）・（２） （略）

２ 非清算参加者が外国株券、外国投資信託

の受益証券、外国投資証券、外国株預託証

券又は外国受益証券発行信託の受益証券を

指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証

券等として差し入れ又は非清算参加者証拠

金の代用有価証券等として預託する場合に

は、保管振替機構が定める「外国株券等の

保管及び振替決済に関する規則」に規定す

る口座の振替により当該差入れ又は預託を

行うものとし、当該差入れ又は預託を行う

ときは、あらかじめ指定清算参加者の同意

を得るものとする。

（株券、債券等の取扱い）

第２条 非清算参加者が、次の各号に掲げる

有価証券を指定清算参加者に取引証拠金の

代用有価証券として差し入れ又は非清算参

加者証拠金の代用有価証券として預託する

場合には、社債、株式等の振替に関する法

律（平成１３年法律第７５号）に基づく口

座の振替により当該差入れ又は預託を行う

ものとし、当該差入れ又は預託を行うとき

は、あらかじめ指定清算参加者の同意を得

るものとする。

（１）・（２） （略）

２ 非清算参加者が外国株券、外国投資信託

の受益証券、外国投資証券、外国株預託証

券又は外国受益証券発行信託の受益証券を

指定清算参加者に取引証拠金の代用有価証

券として差し入れ又は非清算参加者証拠金

の代用有価証券として預託する場合には、

保管振替機構が定める「外国株券等の保管

及び振替決済に関する規則」に規定する口

座の振替により当該差入れ又は預託を行う

ものとし、当該差入れ又は預託を行うとき

は、あらかじめ指定清算参加者の同意を得

るものとする。

（外国国債証券の取扱い）

第３条 非清算参加者が、外国国債証券を指

定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券

等として差し入れ又は非清算参加者証拠金

の代用有価証券として預託する場合には、

差入れ又は預託の都度、指定清算参加者の

同意を得るものとする。

（外国国債証券の取扱い）

第３条 非清算参加者が、外国国債証券を指

定清算参加者に取引証拠金の代用有価証券

として差し入れ又は非清算参加者証拠金の

代用有価証券として預託する場合には、差

入れ又は預託の都度、指定清算参加者の同

意を得るものとする。

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日か

ら施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和２

年７月２７日から施行することが適当でな

いと本所が認める場合には、同日後の本所

が定める日から施行する。


