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【参考１：参照条文】 

当該行政処分に係る関係法令、その他関連規則等抜粋 

 

○商品先物取引法（昭和 25 年法律第 239 号）抜粋 

 

（不当な勧誘等の禁止）  

第 214 条 商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。   

一～九（略） 

 十 前各号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を

害するものとして主務省令で定める行為   

（適合性の原則）  

第 215 条 商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引

契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って委託者等

の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引

業を行わなければならない。   

（受託契約準則への準拠）  

第 216 条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託について商品

取引所の定める受託契約準則によらなければならない。   

（報告徴収及び立入検査） 

第 231 条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商

品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若

しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若し

くは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させ

ることができる。  

２～４（略） 

（業務改善命令等） 

第 232 条 主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のた

め必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物

取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置

をとることを命ずることができる。 

２～４（略） 

（罰則） 

第 362 条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役若しくは 300

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

一（略） 

二 第 86 条の３第１項、第 96 条の 21 第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。）、第 96 条の 30 第１項、第 96 条の 33 第１項（同条第

２項において準用する場合を含む。）、第 96 条の 39 第１項（第 96 条の

43 において準用する場合を含む。）、第 157 条第１項、第 184 条第１
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項、第 231 条第１項、第 240 条の 22 第１項、第 263 条第１項、第 338 条

第１項（第 345 条において準用する場合を含む。）又は第 349 条第５項

の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告を

し、若しくは虚偽の資料を提出した者  

三～十一（略） 

十二 第 232 条第１項、第 234 条、第 235 条第１項又は第 240 条の 23 第１

項の規定による命令（同項の命令においては、業務の停止の処分を除

く。）に違反した者 

十三～十四（略） 

第 371 条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下この条において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲

げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対

して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  

一～二（略） 

三 第 362 条（第４号及び第５号を除く。） ２億円以下の罰金刑 

四～五（略） 

２・３（略） 

 

 

○商品先物取引法施行規則（平成 17 年農林水産省・経済産業省令第３号）抜

粋 

 

（禁止行為）  

第 103 条 法第 214 条第 10 の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるも

のとする。 

 一～六（略） 

七 商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭

商品デリバティブ取引等につき、決済を結了する旨の意思を表示した委

託者等（特定委託者及び特定当業者を除く。）に対し、引き続き当該取

引を行うことを勧めること。 

八～二十六（略）  

２～11（略） 

 

 

○東京商品取引所 受託契約準則 抜粋 

 

（定義） 

第２条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 
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（１）～（12）（略） 

（13）「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下

回っている場合の当該差額をいう。 

（14）～（28）（略） 

（取引証拠金の追加差し入れ又は追加預託） 

第 11 条の２ 受託取引参加者は、委託者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取引証拠金として、当該委託者

から当該不足額が発生した日（精算機構が定める計算区域毎の日をいう。）

の翌営業日（委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌

々営業日）正午までの受託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取

引証拠金は、充用有価証券等及び充用外貨をもって当てさせることができな

いものとする。 

（取引証拠金の不納による取引の処分） 

第 14 条 受託取引参加者は、受託を受けた取引につき、委託者が第 11 条及び

第 11 条の２の規定による取引証拠金を所定の日時（第 12 条の２の規定に基

づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む）までに差

し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の

指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計

算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。 

２ 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けてい

る注文を任意に取り消すことができる。    

（取次者の遵守事項等） 

第 37 条 第１項第２項の規定により取次者と取次委託者との間において商品

市場における取引の委託の取次ぎを処理する際には、この準則の規定（第

１条第２項（本文）、第５条第４項、第 16 条第３項、第４項及び８項、第

33 条第２項、第 35 条、前条、第 40 条、第 40 条の３、第 40 条の４、第 40

条の５第４項並びに第 45 条第２項第一号ただし書き、第二号、第三号及び 

第３項第二号を除く。）を準用するものとする。 

２～７（略） 

 

 

○役員使用人等に対する指導、勧告、処分に関する規則（日本商品先物取引

協会）抜粋 

 

（違反等行為の届出）  

第８条 会員は、その役員使用人等に第６条に該当する行為（以下「違反等行

為」という。）があったと判明したときは、その内容を記載した別紙１の届

出書を速やかに本会に提出するものとする。   

２（略） 
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○犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19 年法律第 22 号）抜粋 

 

（定義） 

第２条（略） 

２ この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。   

一～三十（略） 

三十一 商品先物取引法（昭和 25 年法律第 239 号）第２条第 23 項に規定す

る商品先物取引業者  

三十二～四十六（略） 

３（略） 

（立入検査） 

第 15 条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定

事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。   

２～４（略） 

 

 

○行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）抜粋 

 

（審査請求をすべき行政庁） 

第４条 審査請求は、法律（条例に基づく処分については、条例）に特別の定

めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める行政庁に対してするものとする。   

 一 処分庁等（処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は不作為に

係る行政庁（以下「不作為庁」という。）をいう。以下同じ。）に上級

行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しく

は内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号）第 49 条第１項若しくは第２項

若しくは国家行政組織法（昭和 23 年法律第 120 号）第３条第２項に規定

する庁の長である場合 当該処分庁等  

 二 宮内庁長官又は内閣府設置法第 49 条第１項若しくは第２項若しくは国

家行政組織法第３条第２項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁で

ある場合 宮内庁長官又は当該庁の長   

 三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合（前二号に掲げる場合を

除く。） 当該主任の大臣  

 四 前三号に掲げる場合以外の場合  当該処分庁等の最上級行政庁  

（審査請求期間） 

第 18 条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日か
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ら起算して三月（当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調

査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一

月）を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由がある

ときは、この限りでない。   

２ 処分についての審査請求は、処分（当該処分について再調査の請求をした

ときは、当該再調査の請求についての決定）があった日の翌日から起算し

て一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があ

るときは、この限りでない。   

３ 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関す

る法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業

者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規

定する信書便で提出した場合における前２項に規定する期間（以下「審査

請求期間」という。）の計算については、送付に要した日数は、算入しな

い。  

 

 

○行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）抜粋 

 

（処分の取消しの訴えと審査請求との関係） 

第８条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求を

することができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただ

し、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処

分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限

りでない。 

２ 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を

経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。  

一 審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき。  

二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた

め緊急の必要があるとき。 

三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

３ 第１項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているとき

は、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで（審査請求があつた日

から３箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで）、訴

訟手続を中止することができる。 

（出訴期間） 

第 14 条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知った日から６箇月を経

過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるとき

は、この限りでない。 
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２ 取消訴訟は、処分又は裁決の日から１年を経過したときは、提起すること

ができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。  

３ 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って

審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつた

ときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者について

は、前２項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日

から６箇月を経過したとき又は当該裁決の日から１年を経過したときは、提

起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでな

い。 

 


