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CMEグループのスワップション清算サービス 

4月11日、最初のスワップションの清算実施 – 強い市場の要望に応えて 

スワップションで、他に類を見ないCMEクリアリングの資金効率はさらに向上 

 

 自主的な清算要請で、市場参加者は自身のIRSポートフォリオのリスク軽減に柔軟に対応することが可能 

 スワップションを追加することで、CMEで清算済みのIRSポートフォリオに対して、91%まで証拠金の相殺が可能 

 清算済みIRS, ユーロドル金利、国債、デリバラブル・スワップなどとポーロフォリオ・マージンが可能 

 取引相手（カウンター・パーティー）リスクを軽減し、既存の与信枠を有効活用 

 資本比率を改善することで、課金が予想される資本チャージの軽減が見込める 

ジョン・ダブス、クレジット・スイス証券 

グローバルヘッド／デリバティブ・サービス 

"非清算ポジションに対する課金が顧客の最大の関
心事となるなか、クレジット・スイス証券は、CMEグ
ループの自主的スワップション清算システムに貢献
できることを誇りに感じている。スワップションの清
算は我々の顧客に、オペレーションや資金などの
観点から最大の効率性をもたらし、同時に、ポート
フォリオのリスク軽減をもたらすサービスである。" 

アラン・ミトルマン、RBS plc.  

 ヘッド／北米金利トレーディング 

"RBS plcは、そのグローバルな顧客に対して、清

算済みスワップションの流動性を提供する最初の
銀行となること、そして、この分野でリーダーシップ
を発揮する機会を得たことを光光栄に思う。今年末
までに、非清算デリバティブに対して追加コストの
発生が予想されるなか、CMEのスワップション清
算を用いることでカウンター・パーティー・リスクの
軽減を図る顧客に対して、当社は最大限のサポー
トをしていく方針である。" 
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清算済みOTC IRS スワップション ／ プロダクト概要 

当初: 

*規制当局からの承認待ち 

通貨 タイプ 年数 方法 年数 (最長) 月 

現物 

 

 

• 米ドル建て バニラ スワップション 

• 単体として、または、払い／受け毎でも清算が可能なストラドルを含む 

• 米ドル建ての3か月物LOBORを基にしたバニラ金利スワップは全て清算 

   （除： 累積型、先スタートのスワップ、スプレッド、スタブ） 
 
 

ユーロ建てプロダクトへの将来的なサービス*: 

スワップション 最長満期 最終決済 原資産 指数 

現物 

 

 

• 単体として、または、払い／受け毎でも清算が可能なストラドルを含む 

• 権利行使スタンダード： 0-10年, 12年, 15年, 20年, 25年, 30年を含む 

スワップション 最長満期 最終決済 原資産 指数 

通貨 タイプ 年数 方法 年数 (最長) 月 
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30 50 1 3 6 

LIBOR 

< 2 < 5 > 10 

米ドル ヨーロピアン 

30 50 1 3 6 

EURIBOR 

< 5 < 10 < 30 

ユーロ ヨーロピアン 



米ドル建てスワップション・プロダクトの特徴 
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• 権利行使価格と満期が一致したスワップションを同時に売り／買いする 

  ストラドルは、単体として、または個別に清算可能 

 

• プレミアム時点の支払いは取引開始時点、または先々でも可能 

• 米ドル建てのスワップションに関しては、満期日＋1日を前提に 

   プレミアムをスポット（取引日＋1日）決済 

 

• 決済済みCME OTC金利スワップションへの現物デリバリー 

 

• 実行日は権利行使日＋2日 

• 対象となっているスワップの取引日と清算日は、 

   スワップションの行使日と同日 

 

• 清算申請に関してCMEが行う確認事項は、その他の場合と同じ3項目  

• アカウント IDが有効であること 

• CMEのリスク・フィルターと与信枠に適合した取引であること 

• サービス対象に属するプロダクトの取引であること 

 

• 権利行使に際しては、原取引であるスワップに関する確認（口座、与信、プロダクト）を
省略し、自動的に清算される 



スワップション当初証拠金の背景 

• 5日間の価格リスクを99%までカバーする証拠金水準 

• 背景となっている市場シナリオ: 

• 過去5年間のデータ分析 

• 全通貨で、ゼロ・カーブに全ての期間をシンクロさせる 

• 指数加重移動平均（EWMA）を基にしたボラティリティー予想を 

   スケール化 

• 現状の証拠金率は、全てのシナリオにおける 

   ポーロフォリオの変化（損失）の 

      99.7パーセンタイルをカバーしている 

• 個別のギリシャ指数（デルタ、ガンマ、ベータ）における流動性の異常値を計
算するため、個別流動性／集中モデルが使われている。こうした数値も加算
した上で、ポートフォリオの流動性コストを決定する 

• スワップとスワップション、さらにこのモデルの関係性を維持するため、
時間的価値の喪失も随時把握されている 

IRSスワップションの証拠金に関して、CMEはレバレッジを用いることで
現状のヒストリカルVaRの枠組みを拡大 

CME COREとAPIは、スワップション、さらに、IRSやスワップションを含む
ポートフォリオの証拠金計算を簡略化している 

背景 

証拠金ツール 

ヒストリカル     
VaR 
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最も資金効率が高いソリューション 
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8つのスワップション、スワップ・ポートフォリオにおける資金効率比較 

*    証拠金の軽減率 = 1 – ポートフォリオ証拠金 / (スワップション証拠金 + スワップ証拠金). 

**   2015年9月時点の計算による。結果は取引コストを考慮しておらず、市場のボラティリティーによって変化する。 

ポートフォリオ 軽減証拠金率* 

1Y5Y ネットの買いポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのぺイヤー・
スワップション 

89% 

1Y5Y ネットの売りポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのぺイヤー・
スワップション 

81% 

1Y5Y ネットの買いポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのレシー
バー・スワップション 

87% 

1Y5Y ネットの売りポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのレシー
バー・スワップション 

81% 

2Y30Y ネットの買いポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのぺイ
ヤー・スワップション 

88% 

2Y30Y ネットの売りポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのぺイ
ヤー・スワップション 

82% 

2Y30Y ネットの買いポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのレシー
バー・スワップション 

91% 

2Y30Y ネットの売りポジションは、スワップでデルタ・ヘッジされたATMのレシー
バー・スワップション 

86% 



スワップション清算の流れ 

顧客 注文執行業者 

取引確認用 

プラットホーム 

1 

2 3 

4 7 

清算会員 (顧客) 清算会員 

 (注文執行者) 

5a 

6 6 7 7 

5 

5a 

CMEクリアリング
ハウス 

プロダクト 
取引口座  

顧客が注文執行業者（ED）

を通じてスワップション取引
を執行 

1 

EDは顧客に注文の執行を 

報告する 
2 

顧客は清算会員を選択し 

スワップション取引を報告する 3 

確認用プラットホームはれた取引を 

CMEクリアリングに報告する 4 

CMEはプラットホームに 

 “Pending DCM Approval”を通知する 5 

会員（顧客）と清算会員（ED）の双方に 

“Clearing Consent”が通知される 5a 

取引双方の清算会員が 

スワップション取引を承認する 6 

CMEが清算確認報告をそれぞれの 

清算会員に送る 7 

CMEは確認用プラットホームに“Cleared” を通知し、
取引の関係者には清算状況が表示される 7 
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スワップション建玉のネッティング 

スワップション支援を目的に、清算会員は顧客、またはハウスの取引口座における建玉管理

について、グロス、ネット、またはグロス口座内の指示ネッティングが可能となっている 

 
 

グロス – 建玉は相殺（ネッティング）されない 

指示ネッティング 
• グロスに指定されている取引口座内の建玉について、個別建玉を指定してネッティングすることが出来る。 

• 指示ネッティングは個別だけでなく、一度に複数の組み合わせを処理することが
出来る。清算会員はネッティングを実行する前に、口座内の総額面価値や建玉
の変化を確認することが可能 

ネッティング – ネッティング可能な建玉は自動的に相殺される。 

 
CMEにおいてネッティング可能なスワップションは 

以下が一致していなければならない: 
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ネッティング
の選択肢 

ネッティング  
の条件 

• 取引口座 

• 取引額面 (余剰がある場合は一部ネッティングも可) 

• 方向性  該当するスワップンにおける取引方向性 

         (ぺイヤー、レシーバー、またはストラドル）  

• 権利行使タイプ (ヨーロピアン) 

• 権利行使日 

• 最終決済方法 (現物) 

• 該当するスワップ取引の経済性 



スワップションのキャッシュ・フロー 

維持証拠金 = 修正NPV (終値) – 修正NPV (前日終値) 

PAI = -修正NPV (前営業日) x 直近のFF金利 x (日数/360)  

スワップションのプレミアム(価格) 

要点 
 

• キャッシュ・フローは、CMEグループで清算されるバニラIRSに 

  類似している 

 

• プレミアムのNPV は、スワップションのNPVと相殺される 

 

• プレミアムの決済はスポット（T+1) から満
期日 +1まで 

CMEで清算可能なスワップションのキャッシュ・フロー 

© 2016 CME Group. All rights reserved | 9 



© 2016 CME Group. All rights reserved | 10 

スワップションのキャッシュ・フロー 

例: L とSは、5日後に満期となるディープITMのスワップションを締結した。このスワップション

は5日目に権利行使され、ディープITMのスワップ（3か月物）となった。 

Sの視点: 売りサイド 

日 資産 スワップ
ションの
NPV 

スワッ
プの
NPV  

プレミア
ムのNPV  

ディスカ
ウント係
数 

総資産の
NPV  

VM 支払い
キャッ
シュ 

ネットの
キャッ
シュ・フ
ロー 

1 売りスワップション＋プレミアム -956,000 960,000 0.96 4,000 4,000 0 4,000 

2 売りスワップション＋プレミアム -972,000 970,000 0.97 -2,000 -6,000 0 -6,000 

3 売りスワップション＋プレミアム -979,000 980,000 0.98 1,000 3,000 0 3,000 

4 売りスワップション＋プレミアム -995,000 990,000 0.99 -5,000 -6,000 0 -6,000 

5 OTMのスワップ -995,000 0 1.00 -995,000 -990,000 1,000,000 10,000 

6 OTMのスワップ -995,000 -995,000 0 0 0 

... ... ... ... ... ... ... 

3か月後 -1 OTM のスワップ -995,000 -995,000 0 0 0 

3か月後 0 0 995,000 -995,000 0 
*前提:  満期時点
でのプレミアム支
払い 

総額 5.000 

 Lの視点: 買いサイド 
日 資産 スワップ

ションの
NPV  

スワッ
プの
NPV  

プレミア
ムのNPV  

ディスカ
ウント係
数 

総資産の
NPV 

VM 支払い
キャッ
シュ 

ネットの
キャッ
シュ・フ
ロー 

1 買いスワップション+ プレミアム 956,000 -960,000 0.96 -4,000 -4,000 0 -4,000 

2 買いスワップション+ プレミアム 972,000 -970,000 0.97 2,000 6,000 0 6,000 

3 買いスワップション+ プレミアム 979,000 -980,000 0.98 -1,000 -3,000 0 -3,000 

4 買いスワップション+ プレミアム 995,000 -990,000 0.99 5,000 6,000 0 6,000 

5 ITMのスワップ 995,000 0 1.00 995,000 990,000 -1,000,000 -10,000 

6 ITM のスワップ 995,000 995,000 0 0 

... ... ... ... ... ... ... 

3か月後‐1 ITM のスワップ 995,000 995,000 0 0 0 

3か月後 0 0 -995,000 995,000 0 

総額 -5.000 



スワップションの権利行使プロセス 

CMEをスワップションの取引相手としていることから、売り手、買い手の双方にとって、シームレスな権

利行使と建玉のアサイメントが可能となっている。 

買い方は、スワップションの権利行使について、米国東部時間の午前11時までに決断する。また、各取引相手に個
別に通知する代わりに、CMEの管理システム、またはAPIを介して通知を行うことが出来る。 

• 午前11時以前に、買い方がリアルタイムで権利行使を行った場合、売り方への通知もリアルタイムとなる 

• 買い方が満期時点での権利行使通知を用意した場合、売り方がその通知を午前11時前に受けることはない 

非清算取引 CME清算取引のプロセス 

午前11時
までに、双
方が権利
行使に合
意する 

売り
方 

買い
方 

売り
方 

選択肢 1 
午前11時までに、リアルタイム
でスワップションの権利行使 

DMS またはプラット
ホーム(E&A API) 

リアルタイムでアサイ
ンメントの通知を受領 

必要に応じてヘッジする 

選択肢 2 
午前11時までに, 満期時
点での権利行使の意思
通知を用意する 
DMS またはプラット
ホーム(E&A API) 

売り方はアサイ
メントの通知を 

 午前11時に受ける 

必要に応じてヘッジする 

CMEクリアリング 

リアルタイムのス
テイタスを通知 

満期の午前11時に
通知 

買い
方 

STPのステ
イタスを通
知 

米国東部時間午前11時から
その日の終了までに、買い
方がプラットホームを介して
権利行使を告知する 

合意に基づいて建玉を記録し、
必要に応じてヘッジする 
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権利行使と建玉のアサイメント 

CME E&A バックアップ・プロセス: 
CME DMS、またはAPIを介した指示が米国東部時間午前11時のカットオフまでに無かった建玉については、午前10時
50分のET評価に基づいて、さらに、ISDAのプロトコールにある ITM に関する10bpt 閾値を含めて、CMEが権利行使、
または権利落ちを実行する。 
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CME取引管理システム(DMS) 

• 顧客やディーラー、または清算会員は（買い手に代わって）直接、
現在のDMSを介して権利行使を行ったり、行使しないで買い建
玉を権利落ちさせたりすることが出来る。 

• 原市場と行使価格の関係に係わらず、建玉に対する権利行
使は可能であり、権利落ちさせることも可能。 

• 権利行使はリアルタイムでも、午前11時の締め切り前までにど
の建玉に対する権利行使なのか、または権利落ちなのかの意
思（即時行使、または満期時点での行使）の通知をセットして置
くなど、事前に用意することが可能。 

CME API 

• 顧客やディーラー、または清算会員は、CME APIを介して権利行
使、または買い建玉の権利落ちを指示することが出来る。このAPI

を介したCMEクリアリングへのアクセスは、以下を含め、どんなプ
ラットホームからでも可能となっている： 

• 第三者承認済みプラットホーム, 

• 顧客 / 執行ブローカーの内部システム 

• 清算会員のシステム 

• 指示はリアルタイムで、または、午前11時までにセットされた指示
内容（即時、または満期時点で）に基づいて、指定された建玉に対
する権利行使、または権利落ちを実行することが可能。 

DMSを介した権利行使の意思表明: 

• 即時: 買い手はUIで権利行使か権利落ちかを選択した上で、即
時の場合には “Now” を選択し、“Submit Instruction” をクリッ
クする。 CME はリアルタイムで権利行使／権利落ちを行う。 

• 満期時:買い手はUIで権利行使か権利落ちかを選択し、“Submit 

Instruction” をクリックする。CME は午前11時のカットオフの段
階で権利行使／権利落ちを行う。 

APIを使って権利行使のメッセージをセットする: 

• 即時:顧客はCMEに権利行使か権利落ちかを「メッセージが
受領され次第」で通知する。権利行使／権利落ちは即時に
実行される。 

• 満期時:  :顧客はCMEに権利行使か権利落ちかを「満期時点で」
と通知する。CME は午前11時のカットオフの段階で、買い手の
指示に基づいて権利行使／権利落ちを行う。 

権利行使／権利落ちを含めて、市場参加
者に無料提供されている 

第三者の承認したプラットホームを使用している市場参加者は、CME 

APIを介したメッセージングがサポートされることを確認する必要がある 



IRS市場 

 取引開始 
(日曜日 6 pm ET) 

権利行使枠 

開始 

 (9 am ET) 

権利行使枠 

終了 

 (11 am ET) 

IRS市場 

取引終了 
(金曜日 7 pm ET) 

CMEバックアッ
プ・プロセス開始 

(10:50 am ET) 
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権利行使の時間軸 

8:00 pm ET 
  (前日) 

• CMEから、満期を迎える全建玉について 

•  ‘Option Expiry Notification’ のメッセージが、APIに繋がってい
る全てのプラットホームに通知される 

9:00 am ET • DMSやAPIを介して、買い手は権利行使、または権利落ちの意思表示の通知を始めることが出来る 

• CMEは売り手に対してランダムでアサインメントを実行し、APIを介してプラットホームやCMF

（DMSによるアップデート）に、これを即座に通知する 

10:50 am ET • DMSやAPIを介して、買い手は引き続き権利行使、または権利落ちの意思表示の通知が出来る。 

• CMEバックアップ・プロセス:  権利行使も権利落ちもされなかった建玉 (“Open” ステイタス)に対して, 

CME は、（10bpt以上のITMであれば権利行使、それ以外は権利落ちとする）ISDAのプロトコールにあ
る ITM に関する10bpt 閾値を含め、10:50 amのET評価を行った上で、権利行使、または権利落ちを実
行する。 

11:00 am ET • 建玉に対して、CMEは買い手からの意思表示の通知に従い、または、CMEによる10:50 amのET評価
に従って、権利行使、または権利落ちを実行する。 

• CMEは売り手に対してランダムでアサインメントを実行し、APIを介してプラットホームやCMF

（DMSによるアップデート）に、これを即座に通知する 

8:00 pm ET • CMFの FTP 側に、スワップションが掲示され、それに伴う新規スワップのスタイタスが表示される 



CME E&A（権利行使＆権利落ち） モジュール – 買い建玉 

• その日に満期を迎えるスワップションは、新規のOptions E&Aタブにリストされる 

• 許可されたユーザーは直接、買いポジションの権利行使、または権利落ちを指示できる 

• 額面総額、またはその一部の権利行使／権利落ちも可能 

© 2016 CME Group. All rights reserved | 14 



CME E&A モジュール – 売り建玉 

• 午前11時のカットオフを前に、買い手がリアルタイムの権利行使を行った場合、売り手への通知リアルタイ
ムとなる。 

• 買い手が満期時点での権利行使を決断した場合、売り手への通知は、午前11時のカットオフ以前とはなら
ない。 
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スワップションの評価方法 

CMEの決済価格算出方法 
 

• スワップション・サービスに参加する清算会員は、プライシング・モデルへのインプットとして、日毎
のボラティリティー・キューブの提出が義務となっている。 

• 提出されるデータは、ボラティリティーの正規分布／対数正規分布、DV01、価格とフォワード 

• 提出された価格に基づいて、CMEはパラメターを調整する。 調整過程のアウトップには、以下が含
まれる: 

• CMEボラティリティー・キューブ 

• CMEスワップション価格とアニュイティー 

• ディーラー提出の広範データについての平均と正規分布 

米ドル建てスワップション 取引日終了時のプロセス 

CMEが混合ボラティリ
ティー・キューブを発表 

5:45pm ET 

© 2016 CME Group. All rights reserved | 16 

日毎の提出時間 

 4pm から 5pm ET 

CME清算プロセス稼働 

5pm から 5:45pm ET 



データ配信 
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CMEが配信するスワップションの清算値データ 
 

• CMEのwebサイトでは、アット・ザ・マネー（ATM）の行使価格のみ 

• FTPホルダー: ATMに加えて、+/- 25- 200 bpsの刻みでその他の行使価格 

Webサイト FTPホルダー 

含まれるデータ オプション価格 CMEの混合データ（一部） 

権利行使価格 ATMのみ +/- 0, 25, 50, 100, 200の刻み 

満期 1か月, 3か月, 6か月, 1年, 2年 1か月, 3か月, 6か月, 1年, 2年 

テナー（現物満期） 1年, 2年, 5年, 10年, 15年, 20年, 30年 1年, 2年, 5年, 10年, 15年, 20年, 30年 



スワップ・マネジャー: オプション評価(SWPM-OV) 

SWPM-OVでは、CMEの米
ドル建てスワップションの証
拠金額を計算することが出
来る . 

1. Deliveryのドロップダウ
ンでCleared 

(Physical)を選択し  

<GO>を押す 

2. スワップの経済的条件を
見るには、underlying の
横で“+” を選択する 

3. 保存するには、SAVE 

TAB:  #32 <GO> 

4. ドロップダウンから 

CCP#38 <GO>  

   そしてCME COREを 

   選択 

3 
2 

1 

4 

18 © 2016 CME Group. All rights reserved. 



CMEコア証拠金計算 

CMEのコア証拠金をCCPとして選択すると, 以下の様に、CMEでの当初
証拠金額が米ドルで示される。 

19 © 2016 CME Group. All rights reserved. 



CMEコア証拠金計算 

Display Currencyのプルダウンで、当初証拠金額を米ドル以外で表示することも可

能となっている。為替レートと同時に、米ドルと選択された通貨での金額がそれぞ
れ表示される。 

20 © 2016 CME Group. All rights reserved. 



スワップ証拠金の効率性 

• 複数のスワップションを含んだポートフォリオ、スワップションとスワップを含んだポート
フォリオなどに対する証拠金の計算は直接、CME CORE: www.cmegroup.com/core 

 

• 清算済みのIRSとスワップションを合算することで、証拠金を最大で91%まで相殺すること
が可能 

 
• スワップションはまた、ユーロドル金利、国債、デリバラブル・スワップ先物などと合わせ、
ポートフォリオとして証拠金計算が可能 

 

• スワップションの証拠金計算メトリックスは、CME COREに提示してある。このページではさらに、
スワップションの満期までの期間とデルタ・ヘッジのために用いられたスワップの組み合わせの
いくつかに対して、概算的な証拠金の実例を示している。 

21 © 2016 CME Group. All rights reserved. 
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スワップション証拠金の効率性 MARS<GO> 

1. ポーロフォリオ証拠金分
析を行う建玉を選択 

2.  9)を選択し、計算開始 

ポートフォリオに対する証拠金の
概算については 

 MARS CCP<GO> 

1 

3. 証拠金の相殺を 

   考慮に入れている 

相殺を考慮した当初証拠金額 = 39万ドル  (個別計算では182万7000ドルと28万ドル) 

22 © 2016 CME Group. All rights reserved. 

2 

3 

3 3 



コンタクト 
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さらなる情報については: 

 
Deepa Josyula 

• +1 212 299 2368 

• deepa.josyula@cmegroup.com 

Liam Smith 

• +1 312 207 2538 

• liam.smith@cmegroup.com 

Shawn Creighton 

• +1 312 634 8812 

• shawn.creighton@cmegroup.com 

Phil Hermon 

• +44 203 379 3983 

• phil.hermon@cmegroup.com 

Harry Yeo 

• +65 6593 5581 

• harry.yeo@cmegroup.com 

New York: 

Chicago: 

London: 

Singapore: 

Stephanie Hicks 

• +44 203 379 3867 

• Stephanie.hicks@cmegroup.com 
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先物取引やスワップ取引は、あらゆる投資家に適しているわけではありません。損失のリスクがあります。先物やスワップはレバレッジ投資
であり、取引に求められる資金は総代金のごく一部にすぎません。そのため、先物やスワップの建玉に差し入れた当初証拠金を超える損失
を被る可能性があります。したがって、生活に支障をきたすことのない、損失を許容できる資金で運用すべきです。また、一度の取引に全額を
投じるようなことは避けてください。すべての取引が利益になるとは期待できません。 

本資料に掲載された情報およびすべての資料を、金融商品の売買を提案・勧誘するためのもの、金融に関する助言をするためのもの、取引
プラットフォームを構築するためのもの、預託を容易に受けるためのもの、またはあらゆる裁判管轄であらゆる種類の金融商品・金融サービ
スを提供するためのものと受け取らないようにしてください。本資料に掲載されている情報は、あくまで情報提供を目的としたものです。助言
を意図したものではなく、また助言と解釈しないでください。掲載された情報は、特定個人の目的、資産状況または要求を考慮したものではあ
りません。本資料に従って行動する、またはそれに全幅の信頼を置く前に、専門家の適切な助言を受けるようにしてください。 

本資料に掲載された情報は「当時」のものです。明示のあるなしにかかわらず、いかなる保証もありません。CME Groupは、いかなる誤謬ま
たは脱漏があったとしても、一切の責任を負わないものとします。本資料には、CME Groupもしくはその役員、従業員、代理人が考案、認証、
検証したものではない情報、または情報へのリンクが含まれている場合があります。CME Groupでは、そのような情報について一切の責任
を負わず、またその正確性や完全性について保証するものではありません。CME Groupは、その情報またはリンク先の提供しているものが
第三者の権利を侵害していないと保証しているわけではありません。本資料に外部サイトへのリンクが掲載されていた場合、CME Groupは、
いかなる第三者も、あるいはそれらが提供するサービスおよび商品を推薦、推奨、承認、保証、紹介しているわけではありません。 

CME Groupと「芝商所」は、CME Group, Inc.の商標です。地球儀ロゴ、E-mini、E-micro、Globex、CME、およびChicago Mercantile 

Exchangeは、Chicago Mercantile Exchange Inc.（CME）の商標です。CBOTおよびChicago Board of Tradeは、Board of Trade of the 

City of Chicago, Inc.（CBOT）の商標です。ClearportおよびNYMEXは、New York Mercantile Exchange, Inc.（NYMEX）の商標です。本資

料は、その所有者から書面による承諾を得ない限り、改変、複製、検索システムへの保存、配信、複写、配布等による使用が禁止されていま
す。 

Dow Jonesは、Dow Jones Company, Inc.の商標です。その他すべての商標が、各所有者の資産となります。 

本資料にある規則・要綱等に関するすべての記述は、CME、CBOTおよびNYMEXの公式規則に準拠するものであり、それらの規則が優先
されます。 取引要綱に関する事項はすべて、現行規則を参照するようにしてください。 

CME、CBOTおよびNYMEXは、シンガポールでは認定市場運営者として、また香港特別行政区（SAR）では自動取引サービスプロバイダー
として、それぞれ登録されています。ここに掲載した情報は、日本の金融商品取引法（法令番号：昭和二十三年法律二十五号およびその改
正）に規定された外国金融商品市場に、もしくは外国金融商品市場での取引に向けられた清算サービスに、直接アクセスするためのもので
はないという認識で提供しています。CME Europe Limitedは、香港、シンガポール、日本を含むアジアのあらゆる裁判管轄で、あらゆる種類
の金融サービスを提供するための登録または認可を受けていませんし、また提供してもいません。CME Groupには、中華人民共和国もしく

は台湾で、あらゆる種類の金融サービスを提供するための登録または認可を受けている関連機関はありませんし、また提供してもいません。
本資料は、韓国では金融投資サービスおよび資本市場法第9条5項並びに関連規則で、またオーストラリアでは2001年会社法（連邦法）並び
に関連規則で、それぞれ定義されている「プロ投資家」だけに配布されるものであり、したがってその頒布には制限があります。 
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