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役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に係る運営に関する規則 

 

平成21年 1月16日制定 

平成21年10月15日改正 

平成24年12月20日改正 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、正会員（定款第７条第１項第１号に定める正会員をいう。以下同じ。）の株

式等の運用及び調査等に関与する役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に関し、正会員の業

務運営等に関する規則第３条を遵守するため、社内規則を定め、社内体制を整備することにより、

利益相反取引その他の不適切な取引を防止し、もって投資信託に係る業務の公正性・信頼性の確

保と投資者の保護に資することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規則において「株式等」とは、国内及び外国の株式、新株予約権又は新株予約権付社

債等の株式に転換することが可能な権利又は社債等をいう。 

 

２ この規則において「株式等の運用及び調査等に関与する役職員等」とは、正会員（不動産投資

信託又は不動産投資法人の資産の運用のみ行う正会員を除く。以下同じ。）の役職員のうち、株

式等への運用を行う投資信託財産又は投資法人の資産（以下「信託財産等」という。）に係る運

用業務を担当する者、運用の動向を知り得る立場にある者又はその職務上発行会社に係る未公表

の重要情報その他特別の情報（以下「重要情報」という。）を知り得る立場にある者並びにそれ

らと生計を一にする親族（直系尊属であってその投資判断に対し投資信託委託業者等の役職員が

影響を及ぼさない者を除く。）をいう。 

  なお、「生計を一にする親族」とは、同居する親族（独立した生活を営んでいることが明らか

である者を除く。）の他、別居している親族であっても生活費、学資金、医療費等を常に送金し

ている場合も含まれることがあることに留意する。 

 

３ この規則において「自己取引」とは、自己の計算により行う株式等に係る次に掲げる取引をい

う。ただし、細則に掲げる取引に該当する場合についてはこの規則の限りではない。 

（１）株式等の売買取引、信用取引、先物取引、オプション取引及び店頭デリバティブ取引 

（２）株式等の募集又は売出しによる取得 

（３）株式等の累積投資契約に基づく取得 

（４）株式ミニ投資制度に係る取引 

 

４ この規則において「ファンド・マネジャー」とは、信託財産等における株式等の売買銘柄、売

買条件又は数量等の決定業務を行う者をいう。 

 

５ この規則において「トレーダー」とは、信託財産等における株式等の売買注文の第一種金融商
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品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業者をいう。）への発

注業務を行う者をいう。 

 

６ この規則において「アナリスト」とは、信託財産等の運用に係る企業調査業務を行う者をいう。 

 

７ この規則において「承認の有効期間」とは、自己取引の実施に係る第６条に規定する承認の有

効期間（以下「有効期間」という。）をいう。 

 

８ この規則において、「自己取引禁止期間」とは、ファンド・マネジャー、トレーダー及びアナ

リストによる自己取引を禁止する期間をいう。 

＊ 細則第２条 

 

（社内規則の策定等） 

第３条 正会員は、株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引に係る社

内規則を定め、これを役職員に遵守させるため、定期的な研修を実施するなどの必要な措置をと

ることとする。 

  なお、社内規則に定める事項は、この規則に定めるものの他、細則に定める事項とする。 

 

２ 正会員は、株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引の審査を行う

担当者（以下「自己取引審査担当者」という。）を任命し、社内規則に違反する事実がないかど

うかを自己取引審査担当者に審査させなければならない。 

  なお、複数の自己取引審査担当者を設置し審査を分担して行うこともできることとする。 

＊ 細則第３条 

 

（禁止行為） 

第４条 株式等の運用及び調査等に関与する役職員等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならな

い。 

（１）職務上の地位を利用して取引を行うこと又は職務上知り得た重要情報に基づき取引を行う

こと 

（２）もっぱら投機的利益の追求を目的とした取引を行うこと 

（３）フロントランニングなど顧客の利益に優先して取引を行うこと 

（４）その他法令等により禁止されている取引を行うこと 

 

（保有期間の制限） 

第５条 正会員は、前条第２号に規定する投機的利益の追求を目的とする取引その他の不公正な取

引を防止するため、株式等の保有期間（売却禁止期間）として６ヶ月以上の期間を社内規則に定

めるものとする。 

ただし、申請者及び申請者と生計を一にする親族が同一銘柄を複数回取得した場合は、最後に

取得した日を起算日とする。また、株式等の累積投資契約に基づき取得する場合は、最初に取得
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した日を起算日とする。 

 

（事前申請） 

第６条 株式等の運用及び調査等に関与する役職員等は、株式等の自己取引を行うに当たっては、

あらかじめ自己取引審査担当者に対し書面（電磁的方法を含む。）による申請を行い、当該自己

取引について承認を得なければならない。ただし、株式等の累積投資契約に基づく取得に係る申

請及び承認については、細則に定める手続き等によるものとする。 

＊ 細則第４条 

 

（審 査） 

第７条 前条の事前申請を受けた自己取引審査担当者は、次の各号に掲げる事項を審査しなければ

ならない。 

（１）第５条に規定する保有期間の制限を満たしていること。ただし、申請者にとって止むを得

ない事情（申請者及び申請者と生計を一にする親族が疾病により生計の維持ができなくなっ

た場合等）として自己取引審査担当者が承認する場合はこの限りでない。 

（２）申請者が次に掲げる者である場合（当該申請者と生計を一にする親族の取引に係る申請の

場合を含む。）には、次に掲げる株式等でないこと。ただし、株式等の累積投資契約に基づ

き取得する場合及びやむを得ない事情（遺産相続により取得した株式等を売却し相続税の納

税資金に充当する場合等）として自己取引審査担当者が承認を行う場合はこの限りではない。 

ア ファンド・マネジャー 

申請者が申請時に運用を担当する信託財産等（市場の代表的な株価指数に連動した運用

成果を目指す信託財産等を除く。以下次条において同じ。）において自己取引禁止期間中

に売買した株式等及び売買を予定している株式等 

イ トレーダー（ファンド・マネジャーが兼務する者である場合を含む。） 

     申請者が申請時にファンド･マネジャーから売買執行の一部について判断を委ねられた発

注指図を受け、当該指図に基づき自己取引禁止期間中に売買した株式等及び売買を予定し

ている株式等 

ウ アナリスト（ファンド・マネジャー又はトレーダーが企業訪問等により企業調査を行う

場合の当該者を含む。） 

     申請者が申請時にその業務として自己取引禁止期間中に調査した企業（その関連会社を

含む。）及び調査を予定している企業の発行する株式等 

 

２ 正会員は、前項第２号に掲げる者の自己取引禁止期間として、次の各号に掲げる期間を社内規

則に定めるものとする。 

（１）ア及びイに掲げる者の自己取引禁止期間 取引予定日（以下「基準日」という。）の前営

業日から起算して３営業日以上前の日より当該基準日の翌営業日から起算して３営業日以上

後の日までの期間で正会員が定める期間 

    ただし、有効期間として２日以上の期間を定めている場合は当該有効期間の最初の日を基

準日とし、その前営業日から起算して３営業日以上前の日より当該有効期間の末日の翌営業



－  － 4

日から起算して３営業日以上後の日までの期間で正会員が定める期間 

（２）ウに掲げる者の自己取引禁止期間 基準日から起算して１ヶ月以上前の日より当該基準日

までの期間で正会員が定める期間 

    ただし、有効期間を定めている場合は、当該基準日から起算して１ヶ月以上前の日より当

該有効期間の末日までの期間で正会員が定める期間 

 

（申請日以降に信託財産等において売買を行う場合の確認） 

第８条 申請者がファンド･マネジャーの場合で、かつ、当該申請から自己取引約定後一定期間まで

に運用を担当する信託財産等において当該申請に係る株式等の売買を行う場合には、事前に自己

取引審査担当者の確認を得ることとする。 

ただし、申請者の自己取引が細則に定める取引である場合はこの限りではない（以下次条にお

いて同じ。）。 

 

２ 正会員は、前項に定める一定期間について、３営業日以上の期間を社内規則に定めるものとす

る。 

＊ 細則第３条、第５条 

 

（報告等） 

第９条 申請者は、株式等の自己取引が成立した場合は、自己取引審査担当者に対し遅滞なく報告

しなければならないものとする。 

＊ 細則第３条 

 

（記録の保存） 

第10条 正会員は、事前申請、審査内容、違反事実がある場合はその内容とその対応状況、その他

関連する記録を保存しなければならない。 

 

２ 正会員は、前項の保存期間として５年以上の期間を社内規則に定めるものとする。 

 

（細 則） 

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は細則で定める。 

 

（その他） 

第12条 株式等の運用・調査等に関与する役職員等の自己取引に関し、この規則に定めのない事項

については、理事会の決議をもって定めることができるものとする。 

 

（所管委員会への委任） 

第13条 理事会は、この規則に関する細則の改正について、自主規制委員会に委任することができ

るものとする。 
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２ 自主規制委員会は、委任された事項に関し決定（理事会が必要と認めるものに限る。）を行っ

た場合は、速やかに理事会にその内容を報告するものとする。 

 

附 則 

１．この規則は、平成21年１月16日から実施する。 

２．「役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に関する社内規定を作成する上での留意事項（平

成18年11月17日）」は、平成21年１月16日をもって廃止する。 

 

附 則 

１．この改正は、平成21年10月15日から実施する。 

ただし、改正後の第３条、第４条、第７条及び第８条の規定は、平成22年１月18日から適用す

る。 

２．前記１のただし書にかかわらず、正会員が当該適用日までの間に改正後の第３条、第４条、第

７条及び第８条の規定に基づく運営を行うことを妨げない。  

 

附 則 

 この改正は、平成25年１月４日から実施する。 
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＜参 考＞ 
 役職員等が自己の計算で行う株式等の取引に係る運営に関する規則 

第 7 条第 2 項に定める「自己取引禁止期間」について 

 

 

規則第 7条第 2項では、ファンド･マネジャー等の自己取引禁止期間を定めておりますが、

当該自己取引禁止期間を図示すると以下の通りとなります。 

株式等の運用及び調査等に関与する役職員等が行う株式等の自己取引に係る社内規則に

は、自己取引禁止期間として以下の内容を踏まえた期間を定める必要があります。 

 

１． ファンド･マネジャー、トレーダーの自己取引禁止期間（規則第 7 条第 2 項第 1 号） 

（１）第 1 号本文に定める期間 

 

      

      

 

 

（２）第 1 号ただし書に定める期間 

   

        

        

 

 

  ※ 承認の有効期間をＮ日間としている（2.（2）について同じ。）。 

 

２． アナリストの自己取引禁止期間（規則第 7 条第 2 項第 2 号） 

（１）第 2 号本文に定める期間 

   

 

 

 

 

（２）第 2 号ただし書に定める期間 

  

   

   

 

Ｔ＋1 Ｔ＋2 Ｔ＋3～ Ｔ－1 Ｔ－2 ～Ｔ－3 自己取引 

予定日（Ｔ）

自己取引禁止期間 

自己取引 

予定日（Ｔ）

～Ｔ－1 ヶ月 

自己取引禁止期間 

自己取引禁止期間 

～Ｔ－1 ヶ月 有効期間 

開始日（Ｔ）

有効期間 

末日（Ｔ＋Ｎ）

～Ｔ－3 Ｔ－2 Ｔ－1 Ｔ＋Ｎ＋1 Ｔ＋Ｎ＋2 Ｔ＋Ｎ＋3～ 有効期間 

開始日（Ｔ）

有効期間 

末日（Ｔ＋Ｎ）

自己取引禁止期間 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B00270050004400464E0B7248752800270020306B57FA3065304F005D0020005B00270050004400464E0B7248752800270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


