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「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する

内閣府令等（案）」に対する意見の提出ついて 

 

 

先般、貴庁から公表された「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

の一部を改正する内閣府令等（案）」（平成 26年 5 月 2 日公表）に関して、確認事

項及び要望事項を別紙の通りまとめましたので提出いたします。 

ご高覧いただき、何卒宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。 

 

以上 
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「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するコメント 

ISDA 東京事務所 

2014 年 6 月 2 日 

項番 関連条文 意見 理由等 

1 
内閣府令 

2条 2項 

当初公布時の当該内閣府令に係る「コメントの概要及

びコメントに対する金融庁の考え方」58～59番におい

て、取引執行から債務負担の時限について、「現時点

においては、金融商品取引清算機関等の業務の流れに

従って債務負担させれば足りると考えられ、時限につ

いて特段の規定は不要」とあるが、この考え方に変わ

りはないか。 

JSCCでは債務負担処理時間帯が限定的であり、少なくとも

当日中の債務負担は困難となるケースがある。また、原取

引先のオペレーションやブローカーの承諾オペレーション

があり自社以外のオペレーションが債務負担の前提となる

こと、一時的な担保不足による債務負担拒否が発生した場

合は担保の決済オペレーションが必要となること等に鑑み

て、運用フロー上、明確な時限の設定は望ましくない。 

2 

内閣府令 

2条 4項 

 

清算集中義務が拡大されることに伴い、清算参加者と

なっていない者が義務対象となる場合において、金利

スワップ取引等義務対象取引を継続して行うために

は、清算委託者として、清算受託者との契約等を義務

化開始期限までに間に合わせる必要がある。 

仮に、清算受託者との条件面での調整などで、期限に

間に合わせることが困難なことが判明した場合には、

期限の延長等、柔軟な対応をお願いしたい。 

JSCCで用意されているクライアント・クリアリングの制度

では、受託者（クリアリング・ブローカー）は委託者のリ

スクに応じて、受託するか否かを選択できる権利がある建

付けになっている。これは、清算受託者側において、清算

委託を受けることにより新たなリスクが発生するためであ

る。 

かかる状況下、ブローカーが現状５社と限定されており、

義務対象者の拡大に伴い、清算受託者 1社あたりの清算委

託者の数を急速に増やすことは、清算受託者にリスクが集

中し、新たなリスクが顕在化する恐れがある。 

3 
内閣府令 

2条 4項 2号 

取引の相手方が店頭デリバティブ取引等の規制に関す

る内閣府令第二条第四項第二号ロに掲げる者であるこ

とは同府令第二条の二第二項により金融庁長官が行う

同府令第二条の二の取引規模の届出及びその公表の制度は

そのための制度であると理解しているが法第百五十六条の

六十二の適用との関係で確認をお願いしたい。 

別 紙 
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項番 関連条文 意見 理由等 

金融商品取引業者等の取引規模の届出に係る公表され

た内容を確認することをもって足りるものであること

を確認したい。 

 

4 
内閣府令 

2条 4項 3号 

内閣府令第二条第四項第三号に規程する「金融商品取

引清算機関に負担させることが不適当であると認めら

れる特別の事情があるもの」として想定されている取

引の具体例があればご教示頂きたい。 

 

趣旨を明確にさせて頂くため。 

5 

内閣府令 

2条 3項 5号及び同条 4項

3号 

清算集中義務の対象ではない取引について、コンプレ

ッション・サービス等のポスト・トレードの場面にお

けるリスク削減手法を用いた場合に、(1)当該リスク削

減手法の過程で行われる当該取引の変更又は解約及び

(2)当該リスク削減手法により生じる置換取引(サービ

スを利用する金融機関のオペレーション上の簡便さ等

から(1)の変更の代替として解約と同時に行われる取

引)は、仮にそれらがリスク削減手法によらずに行われ

たのであれば清算集中義務の対象となるはずの取引で

あったとしても、それぞれ清算集中義務の対象となら

ないと考えているが、その理解で良いか。 

また、個別カウンターパーティに対する金利感応度を

低減し、結果として市場全体のシステミック・リスク

を低減するポスト・トレードの場面におけるリスク削

減手法を用いた場合に、取引の当事者間において、清

周知のとおり、コンプレッション・サービス等のポスト・

トレードの場面におけるリスク削減手法は、システミッ

ク・リスク削減手法としても有用であると一般的に認識さ

れている。 

かかるリスク削減手法を用いた場合にもかかわらず、清算

集中義務の対象ではない取引について、(1)当該リスク削減

手法の過程で行われる当該取引の変更若しくは解約又は

(2)当該リスク削減手法により生じる置換取引が清算集中

義務の対象になるとすると、当該リスク削減手法を用いた

ことにより、清算機関で清算されないことを前提として取

引を行い、また、当該リスク削減手法を用いた当事者の意

思に反する事態が生じることになる。 

さらに、当該リスク削減手法を用いた場合に、取引の当事

者間において新たに生じることがある取引については、当

該新規取引がもともとの取引の当事者の間で生じることに
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項番 関連条文 意見 理由等 

算集中をしてしまうとリスク削減効果が無くなってし

まう清算集中義務の対象となる取引が新たに生じるこ

とがあるが、当該新規取引についても、清算集中義務

の対象とすべきではないと考える。 

これらの取引については、店頭デリバティブ取引等の

規制に関する内閣府令第 2 条第 3 項及び第 4 項又は関

連する告示において清算集中義務の対象から除く旨定

めるべきである。 

よりはじめて、リスク削減の効果が得られるものであると

ころ、清算集中義務の対象となり、取引の相手方が清算機

関になってしまうと、やはり、リスク削減手法を用いるこ

とにより期待されたリスク削減の効果が得られなくなって

しまう（取引の相手方が清算機関になることによりカウン

ターパーティリスク削減の効果が一定程度発生すると考え

られるものの、この効果とリスク削減手法により期待され

る効果とは必ずしも同一ではなく、逆に清算機関以外の相

手方とのカウンターパーティリスクが予想外に増加するリ

スクが発生してしまう。）。 

コンプレッション・サービス等のポスト・トレードの場面

におけるリスク削減手法の有用性については G20の声明に

おいても認められているものであり、以上のことからすれ

ば、これらの取引については、清算集中義務の対象から除

外するべきであり、その旨が店頭デリバティブ取引等の規

制に関する内閣府令又は関連する告示において明示される

べきである。 

6 
内閣府令附則 

2条 

当初公布時の当該内閣府令附則には第二条に、「施行

前に行われた取引については、・・・該当しない」旨

の記載があるが、今回の改正後も上記のバックロード

取引の適用除外は有効という認識でよいか。 

清算集中義務が課される以前のバイラテラルの取引につい

ては清算集中を前提としておらず、清算集中取引とは一部

異なる運用を行っている。徐々にバックロード取引につい

ても清算集中を行う方向が進みつつあるものの、現状の運

用状況によるハードルに鑑みて、引き続きバックロード取

引を対象外とすることが望ましい。 
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項番 関連条文 意見 理由等 

7 
内閣府令案附則 

2条 

改正店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

の施行前に約定した取引（新たに清算集中義務の対象

となる告示案第 2 条第 3 号及び第 4 号に定める取引に

限る。）については、金融商品取引法第 156条の 62に

定める清算集中義務が課されないよう経過措置を定め

るべきである。 

改正店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の施

行前に約定した取引の経済条件は清算機関で清算されない

ことを前提として当事者が合意したものであり、そのよう

な取引まで清算集中義務の対象とすることは、その前提を

覆すものであって、当該取引の当事者に不測の事態をもた

らすことになりかねない。 

そのため、清算集中義務が初めて導入されたときと同じ手

当て（附則第 2条第 1項）をすべきであると考える（平成

24 年 7 月 11 日付貴庁パブリックコメントの結果 154 番及

び 155番参照）。 

8 
内閣府令案附則 

2条 

改正店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

の施行前に約定した取引（新たに清算集中義務の対象

となる告示案第 2 条第 3 号及び第 4 号に定める取引に

限り、以下「新清算集中義務対象取引」という。）を

施行日後に変更又は解約した場合、当該新清算集中義

務対象取引は清算集中義務の対象とならないと考えて

いるが、その理解で良いか。 

同様に、改正店頭デリバティブ取引等の規制に関する

内閣府令の施行前に約定した新清算集中義務対象取引

を施行日後にコンプレッション・サービス等のポス

ト・トレードの場面におけるリスク削減手法を用いた

場合に、当該リスク削減手法により生じる置換取引は

清算集中義務の対象とならないと考えているが、その

今回の改正との関係においても、清算集中義務が初めて導

入されたときに示された貴庁の考え方（平成 24 年 7 月 11

日付貴庁パブリックコメントの結果 154番及び 155番）に

変更がないことを確認させて頂きたい。 

また、新清算集中義務対象取引について、コンプレッショ

ン・サービス等のポスト・トレードの場面におけるリスク

削減手法を用いた場合に、当該リスク削減手法により生じ

る置換取引は、取引の置換という形式を取るものの、その

実質はもともと当事者間に存在していた施行前に約定した

新清算集中義務対象取引の変更又は解約であることからす

ると、変更及び解約と同様に清算集中義務の対象にはなら

ないと考えられる。 

これらの変更または解約、および置換取引は、米国規制に
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項番 関連条文 意見 理由等 

理解で良いか。 おいて清算集中の対象外となっており、コンプレッショ

ン・サービス等のポスト･トレードの場面におけるリスク削

減手法は複数国にまたがる金融機関間で実行されるため、

本邦においても同様の取扱いがなされることがグローバル

なシステミック・リスク低減のためにも望ましいと考えら

れる。 

9 
告示 

2条 

外貨金利スワップまで義務対象商品を拡大する際に

は、現在の除外告示、LCH等海外主要 CCPへの外国金融

商品取引清算期間としての免許許可、JSCC での外貨金

利スワップ清算集中の取扱いに加えて、JSCC において

外貨金利スワップ清算集中業務開始後十分な経過期間

を確保した上で、外貨金利スワップのクライアント・

クリアリングサービスを提供する者がいるか否かとい

う点も考慮に入れて頂きたい。 

外貨金利スワップを継続できない恐れがあるため。 

10 

 

告示 

2条 

 

清算集中義務の対象商品の拡大にあたっては、平成 23

年 12月に貴庁より公表している「『店頭デリバティブ

市場規制にかかる検討会』における議論のとりまとめ」

において、第 2フェーズ以降の対象商品について、「取

引の種類毎の規模や標準化の程度、清算機関での清算

状況（清算対象取引の拡大や我が国で活動する清算機

関の増加）を踏まえ、義務付け対象を拡大する検討を

行う」ものとされている。 

 

今後の清算集中義務の対象商品の一層の拡大の前に、基準

のより具体的な明確化をお願いしたい。 
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項番 関連条文 意見 理由等 

今回、清算集中義務の対象商品をユーロ円 TIBOR 取引

へと拡大するに当たっては、上記の基準に基づきご検

討を頂いたものと理解している。取引の規模としては

どの程度の取引量をもってして清算集中義務の対象と

なり得る、とお考えか。 

 

また、「我が国で活動する清算機関の増加」という基

準に鑑みて、今後、どのような商品への拡大を検討な

さる予定か。 

11 

告示 

2条 

 

 

 

円 LIBOR3 か月変動金利とユーロ円 TIBOR3 か月変動金

利（年限 10年）を交換するスプレッド取引を実施した

場合、当該取引を、円 LIBOR3か月変動金利と固定金利

の交換とユーロ円 TIBOR3か月変動金利と固定金利の交

換（年限 10年）、という 2つのスワップによって構成

される複合取引と解釈し、円 LIBOR3か月変動金利と固

定金利の交換（年限 10年）として取引の一部を抽出し

清算集中義務の対象とすることは、貴庁としては意図

されていない、旨を確認させて頂きたい。 

円 LIBORとユーロ円 TIBORを交換するスプレッド取引は、

本邦市場において活発に実施されていることから、この点

を明確にさせて頂きたい。 

12 

告示 

2条 1項 3号 

 

①義務化開始前の過去の取引について残存期間が対象

年限になっているケースは清算集中義務の対象外、と

の理解でよいか。 

（例えば、平成 25年 12月に期間 6年の Tibor3ヶ月の

スワップを行った場合、平成 26年 12月には、5年以内

②のパターンで清算集中義務がある、ということになると、 

アウトスタンディング取引の年限管理が必要になるため。 
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項番 関連条文 意見 理由等 

になっているケース） 

 

②義務化開始後の取引について、取引時点では対象年

限を超える取引であったが、時間の経過により、対象

年限に該当することになった場合、その時点での清算

集中義務は発生しない、との理解でよいか。（例えば、

Tibor3ヶ月 SWAPの期間 7年の取引を行ったケースで、

2年経過したのち、残存が 5年になった場合） 
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